


 

 i

― 目 次 ― 

はじめに ··················································· 1 

Ⅰ．評価結果 

１．プログラム全体の評価 ············································· 5 

 

２．課題評価 

－ ターゲットタンパク研究課題 － 

２－１ 「基本的な生命の解明」分野 ··································· 15 

 

２－２ 「医学・薬学等への貢献」分野 ································· 29 

 

２－３ 「食品・環境等の産業利用」分野 ······························· 49 

 

－ 技術開発研究課題 － 

２－４ 「生産」領域 ················································· 63 

 

２－５ 「解析」領域 ················································· 71 

 

２－６ 「制御」領域 ················································· 77 

 

２－７ 「情報プラットフォーム」領域 ································· 81 

 

３．評価委員会委員名簿 ··············································· 86 



 

 ii

Ⅱ．評価資料 

１．プログラム概要・プログラムとしての取り組み ······················· 89 

 

２．成果報告（2009年3月時点） 

－ ターゲットタンパク研究課題 － 

２－１ 「基本的な生命の解明」分野 ··································· 101 

 

２－２ 「医学・薬学等への貢献」分野 ································· 195 

 

２－３ 「食品・環境等の産業利用」分野 ······························· 279 

 

－ 技術開発研究課題 － 

２－４ 「生産」領域 ················································· 361 

 

２－５ 「解析」領域 ················································· 399 

 

２－６ 「制御」領域 ················································· 427 

 

２－７ 「情報プラットフォーム」領域 ································· 441 

 

 



 

 

はじめに 

 
ターゲットタンパク研究プログラム（以下、｢本プログラム｣という。）は、｢キーテク

ノロジー研究開発の推進｣注１）の一環として、平成１９年度より５か年の計画で開始され

た事業である。 

ヒトゲノム解読完了により、タンパク質や遺伝子レベルで生命に対する理解が加速し、

ヒトを始めとする動植物等の生物の複雑かつ精緻な生命現象の真髄に迫ろうとしてい

る。生命の基本分子であるタンパク質の構造や機能を解析することができれば、生命現

象の理解に必要な学術研究の発展に資するのみならず、その成果は人類の健康や福祉へ

の貢献が大いに期待されているところである。第３期科学技術基本計画に基づく｢分野

別推進戦略｣や｢バイオテクノロジーによるイノベーション促進に向けた抜本的強化方

策（ドリーム BT ジャパン）｣において、タンパク質の構造解析及び機能研究の重要性が

謳われている。また、米国では、第３期 PSI（Protein Structure Initiative）におい

て、より生物学的観点を強めた構造生物学プロジェクト（PSI Biology）が計画される

など、米欧やアジア諸国等においても同様の研究が積極的に展開されており、我が国の

国際競争力の維持や発展のためにも極めて重要な研究分野であるといえる。 

 

本プログラムは、「タンパク３０００プロジェクト」注２）（平成１４年度～平成１８年

度）等から産み出された成果及び整備された基盤等を最大限に活用し、現在の技術水準

では解明が極めて困難であるものの、学術研究や産業振興に欠かせない重要なタンパク

質について構造と機能を解析し、その成果を社会貢献につなげることを目的としており、

「ターゲットタンパク研究」と｢技術開発研究」の２つの柱から構成されている。｢ター

ゲットタンパク研究｣では、ターゲットとなるタンパク質の構造と機能の解明を目指す

「基本的な生命の解明」、「医学・薬学等への貢献」、「食品・環境等の産業応用」の３つ

の分野を対象としている。一方、｢技術開発研究｣は、現在の技術水準では解明が困難な

タンパク質の解析を可能とするため、タンパク質の試料を作る「生産」、タンパク質の

構造を解く「解析」、タンパク質の機能を知る「制御」、「生産」･「解析」･「制御」の

情報を共有化させる「情報プラットフォーム」の４つの領域を対象としている。 

なお、本プログラム実施にあたり、タンパク質の的確な選定がプログラムの成否に大

きく影響することから、鍵となる生物機能の解明に立体構造の解明が寄与するか、構造

解析の難易度の高いものが含まれているか等の観点でターゲットを選定している。 
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本年度は本プログラム開始３年目にあたるため、①個別の課題及びプログラム全体の

実施状況、②技術開発研究の今後の在り方等について、公正かつ公平に評価を行うこと

を目的として、｢ターゲットタンパク研究プログラム評価委員会｣が設置され、平成 21

年 3 月から約 4ヶ月の期間をかけ評価が行われた。本評価報告書はその結果を取りまと

めて作成されたものである。 

 

注１）キーテクノロジー研究開発の推進とは、平成１７年度より始まった事業で、経済社会の発展や安全・安心の確

保など我が国の維持・発展の基盤となるキーテクノロジー研究開発の更なる進展を図るため、以下の３つの研究領域

に関して、競争的環境において研究開発を推進しようとするものをいう。 

 社会のニーズを踏まえたライフサイエンス分野の研究開発 

 次世代 IT 基盤構築のための研究開発 

 ナノテクノロジー・材料を中心とした融合新興分野研究開発 

 

注２）タンパク３０００プロジェクトとは、平成１４年度～平成１８年度に実施された事業で、生命を司るのに重要

なタンパク質のうち約 3000 種以上の基本構造・機能解析を行うとともに、タンパク質発現、解析等の関連技術の高

度化、成果の適切な特許化を図ることを目的とした。最終的には、構造解析されたタンパク質数 4517※（基本構造と

して 4187※）、プロテインデータバンク（PDB）登録数 3923※、出願した特許数 403※、論文発表数 4195※の成果をあげ

るとともに、我が国の構造生物学の基盤を飛躍的に高めた。 
※平成１９年３月３１日時点のデータ 
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Ⅰ．評価結果 
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１．プログラム全体の評価 

 

 

 

- 5 -





 

 

1-1. 総評 

 
大型放射光施設やＮＭＲ施設等の研究基盤の整備や技術レベルの飛躍的な向上によ

り、構造生物学のすそ野が広がった現在、タンパク質の立体構造情報に基づき、その機

能メカニズムの解明を目指すアプローチは以前に比べると一般的になってきた。しかし

ながら、生命現象や疾患に重要な役割をつかさどる膜タンパク質、糖タンパク質、巨大

複合体等の構造・機能解析は依然として解決困難であり、それゆえに挑戦的課題である。

そのため、このような難解析性タンパク質等にターゲットを定めた構造・機能解析と、

それに必要な技術開発を一体として行う「ターゲットタンパク研究プログラム」は国家

プロジェクトとして極めて重要である。 

本プログラムは、タンパク質の試料をつくる「生産」、立体構造を解く「解析」、機能

を知る「制御」、情報を共有する「情報プラットフォーム」の４領域からなる「技術開

発研究」と、「基本的な生命の解明」、「医薬・薬学への貢献」および「食品・環境等の

産業応用」の３分野の個別研究課題からなる「ターゲットタンパク研究（個別研究課題）」

の２本の柱から構成されている。 

 

本プログラムの進捗に関して、「技術開発研究」はおおむね着実に研究開発を進めて

いるといえる。｢生産｣は、その成果が直接目に見える形ではないものの、難解析性タン

パク質の大量発現や結晶化に関する要素技術がいくつか完成段階にあるなど、着実に新

技術の開発を進めており、これまでの成果、今後の見通しはともに評価できる。｢解析｣

では、SPring-8 やフォトンファクトリーにおいて、微小結晶しか得られない難解析性タ

ンパク質の X線解析を可能にするマイクロフォーカスビームライン等の開発に向けて順

調に進捗している。｢制御｣は、機能のみならず構造解析のための制御化合物（化合物プ

ローブ）を取得するための公的な化合物ライブラリー整備という我が国独自・我が国初

の取り組みを進めており、複数の個別研究課題でヒット化合物が得られるなどの成果が

得られている。また、化合物ライブラリーの外部開放をすでに始めた点も高く評価でき

る。｢情報プラットフォーム｣については、利用者のインターフェースとなるポータルサ

イトの開設と更新、日欧米の既存データを網羅した非冗長アミノ酸配列データベースの

作成等の成果をあげている点で、本プログラムの成果発信拠点としての基盤作りを評価

できる。今後、本プログラムの成果を、一般に広く発信すべく、一層の研究開発推進を

期待したい。さらに、研究成果を我が国全体で共有するための情報発信や、プログラム

内のボトルネックや成功例の共有を通じた効果的な共同研究が実施されるための方策

が、プログラム全体で議論されることを期待したい。 

以上の「技術開発研究」の成果は、「ターゲットタンパク研究(個別研究課題)」にお

いて広く活用がなされ、すでに成果につながった事例が認められるなど、本プログラム

内での連携が進んでいる。 

 

「ターゲットタンパク研究(個別研究課題)」は、ターゲットとするタンパク質群を共

通項にした研究が課題ごとに進められており、多くの課題で、構造・機能解析それぞれ

に十分な成果をあげていると評価できる。いくつかの難解析性タンパク質については、

既に結晶化用タンパク質試料や微結晶が得られているなどの成果が認められる。本プロ

グラムは、現在の技術水準では研究が極めて困難なタンパク質の構造・機能解析に挑戦

することを目的の一つにしている。このため、難解析性タンパク質の立体構造解析は、

新規開発技術の基盤が整ったプログラム後半に加速することが必要である。 

難解析性タンパク質の立体構造が明らかになれば、本プログラムの中心的課題として

位置づけられた、「解析された立体構造を基にしたタンパク質の機能解析」の例が増え
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てくるものと期待される。本プログラムでは、13 のターゲットタンパク質ネットワーク

群を設定しており、それらに含まれる多種多様な難解析性タンパク質の構造解析には、

「技術開発研究」の成果の活用が必要不可欠であることから、プログラム後半は、「ター

ゲットタンパク研究(個別研究課題)」への技術移転や共同研究等の技術支援を一層進め

るべきである。 

 

｢生産｣、｢解析｣、｢制御｣、｢情報プラットフォーム｣の「技術開発研究」は、ライフサ

イエンス研究コミュニティーや産業界から大きな期待が寄せられていることから、マイ

クロフォーカスビームラインや、タンパク質発現ライブラリー基盤等についても、早期

の外部開放の検討を期待する。既に外部開放を開始している化合物ライブラリーについ

ても、多くの者にとって利用しやすい公的化合物ライブラリーとして、さらに実績を積

み重ねることを期待したい。また、「ターゲットタンパク研究(個別研究課題)」におい

ても、学術・産業応用に価値の高い成果が数多く生まれ、これらを基に、医療・食料・

環境問題を解決するための新たな糸口を見出せることが期待される。産業応用に資する

ライフサイエンス基礎研究という本プログラムの主旨を十分に活かしつつ、社会への還

元の道筋を具体的に検討することを期待する。 

 

以上の点を踏まえて考えれば、全体として、本プログラムは順調に進捗していると判

断できる。 

 

 

1-2. 研究の進捗状況について 
 

難解析性タンパク質の構造解析に向けた「技術開発研究」と「ターゲットタンパク研

究(個別研究課題)」は、全体として順調に進捗している。 

「技術開発研究」の「生産」では、多数回膜貫通型タンパク質等を多様な無細胞タン

パク質発現系において大量に生産する技術、キュービック液晶による膜タンパク質結晶

化技術、蛍光分子団を導入してタンパク質精製・結晶スクリーニングを促進する技術、

あるいは、抗体を用いたタンパク質結晶化技術の確立など、難解析性タンパク質の生産

に向けた独創的な研究開発が展開されている。ただし、プログラム後半での個別課題へ

の貢献が期待される成果が創出されつつある一方で、技術開発の成果の発信と連携がや

や不十分である点も見受けられた。「解析」では、SPring-8 やフォトンファクトリーの

マイクロフォーカスビームラインの開発が順調に進捗している。また、固体NMR法やSAIL

アミノ酸による独創的な解析技術の高度化も進められている。「制御」では、短期間に

我が国初の大規模公的化合物ライブラリーが整備され、その支援により、個別課題の研

究者が成果を上げつつある。また、プログラム内のみならず一般の研究者にも公開を開

始している。｢情報プラットフォーム｣では、本プログラムの研究成果や公知の研究情報

の集約・発信・共有のためのプラットフォーム構築と、構造バイオインフォマティクス

によるタンパク質複合体構造推定技術の研究開発が行われている。ポータルサイト構築

や進捗マネジメントシステムによる報告書の共有など、本プロジェクトに必要なシステ

ムの整備が進捗している。 

 

「ターゲットタンパク研究(個別研究課題)」では、構造・機能解析研究それぞれに十

分な成果をあげている。例えば、機能解析では、｢非翻訳 RNA による高次細胞機能発現

機構の解明｣において、RNA 干渉で中心的な役割を担う難解析性タンパク質「Argonaute2」

と結合する内在性の小分子 RNA の多くがトランスポゾンであることを明らかにするなど、
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各分野で先導的な研究成果が得られている。また、「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」において、カルボニル還元酵素と補酵素の複合

体立体構造の解析により酵素の機能解明が原子レベルで進み、その結果、補酵素要求性

が NADPH から NADH へと変換された酵素の作成に成功するなど、構造情報に立脚した機

能改変にまで進展した課題もある。この成果は、キラル化合物産業生産のコストダウン

にもつながり、応用的にも重要である。 

極めて解析が困難なタンパク質については、すでに発現・精製に成功し、結晶化条件

の探索、微小結晶の取得に至っているものもあり、マイクロフォーカスビームライン等

の難解析性タンパク質の解析のための技術が本格適用されるプログラム後半における

構造解析に向けて順調な進展が認められる。 

 

 

1-3. 研究体制について 
 

本プログラムには理・工・医・薬・農学等の多様な分野における構造解析研究者、機

能解析研究者、有機合成研究者等が参加している。全体交流会や個別の打合せ等を通じ

て情報交換や共同研究等を積極的に進めており、適切なマネジメントのもと、プログラ

ムが実施されていると判断される。実際、個別にターゲットとするタンパク質群を共通

項にした研究が進められており、多くの課題で、構造・機能解析それぞれに優れた成果

をあげている。また、「技術開発研究」の支援により、個別課題の研究者が成果を上げ

つつある。本プログラムが着実に実施されていることは、推進委員長を核とする推進委

員会の努力が大きいと考えられる。４名のプログラムオフィサーによる個別の研究課題

に対するアドバイス等も適切に実施されている。また、人材育成に関しても、研究交流

会等に若手研究者が多数参加していることから、着実に実施されているものと判断され

る。 

プログラム外との連携に向けた活動としては、公開シンポジウム開催、パンフレット

発行、あるいは情報プラットフォームによる研究成果の外部発信が行われており、外部

との連携活動としては、国際宇宙ステーション・日本実験棟｢きぼう｣におけるタンパク

質結晶化実験や、化合物ライブラリーの外部公開を行っている。今後は、他省の研究開

発事業、例えば NEDO プロジェクト等との連携についても、プログラム内で議論が始ま

ることを期待したい。 

 

 

1-4. 今後の展望について 
 

プログラム後半においては、生命現象の鍵となるタンパク質や難解析性タンパク質の

構造解析を行い、立体構造をもとにした機能解析が各課題で展開されることを期待する。

そのためには、「技術開発研究」の成果の活用が必要不可欠である。各参加研究者の交

流を今後も一層盛んに行うとともに、情報プラットフォームを活用し、開発された技術、

個別研究課題の成功例、あるいは技術的ボトルネック等を共有し、さらなる技術移転や

共同研究を進めるべきである。なお、構造解析に最新の高度技術を適用する場合、「技

術開発研究」から「ターゲットタンパク研究(個別研究課題)」への単なる技術移転では

なく、共同研究を中心とした技術支援を行う必要がある。そのため、「技術開発研究」

では、多くの課題に同時対応可能な体制を構築することが重要である。また、個別研究

課題のニーズに応えるよう、共同研究の結果をフィードバックしつつ、世界的な情勢も

にらみながら継続的な技術開発を行う努力が望まれる。 
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｢情報プラットフォーム｣の本プログラムにおける役割は重大であり、良い結果が得ら

れても外部への発信・共有が実現しなければ国家プロジェクトとしての意義は薄くなる。

プログラム発の成果をアカデミアや産業界に広く公開し、皆が利用可能な状態にするべ

きである。そのため、情報プラットフォームからの情報発信については、今後の方針を

含め、本プログラム全体の課題として検討し、より一層の活用が図られることを期待し

たい。 

現時点での進捗・成果を踏まえれば、プログラム後半で学術・産業応用に価値の高い

成果が数多く生まれ、これらをもとに、医療・食料・環境問題を解決するための新たな

糸口を見いだせることが期待できる。多額の予算を投入する大型プログラムであること

を重く受け止め、社会への還元の具体策を講じることによりプログラムの完成度がより

高くなるものと思われる。例えば、「医学・薬学等への貢献」分野では疾患の予防・診

断・治療で鍵となるタンパク質を対象としているが、これらの中から、研究成果が将来

の創薬につながることを期待したい。本プログラムでは、応用を見据えた研究課題を多

数進めてはいるが、新薬創製や新品種開発までの過程では克服すべき課題が多数あるこ

とから、まずは、本プログラムにおいてその鍵となるタンパク質の構造および機能の解

明とそれに基づく生物機能の解析を確実に進められたい。そこで得られた成果は、他の

公的資金の活用や企業との連携等を通し、実用化されていくことが期待される。 

本プログラムにより、わが国の構造生物学のレベルはさらに上昇し、国際的にも存在

感を増している。今後は、技術開発の成果を可能な限り早期に外部に発信・提供し、我

が国全体の研究レベルのかさ上げを図るべきである。特に、一般の研究者への化合物ラ

イブラリーの公開や、マイクロフォーカスビームラインのビームタイムの供給は、技術

開発の成果の社会還元として大きなものと位置づけられる。化合物ライブラリーについ

ては、既に外部公開が開始され、プログラム後半に多くの成果が蓄積されることが期待

される。ただし、現制度では、データのフィードバックや成果の公開を利用の条件とし

ていることから、利用者が限定される懸念がある。本プログラム終了後に有料でも利用

される魅力ある公的化合物ライブラリーの運営を目指すためにも、可能な限り利用者の

声を踏まえ、化合物ライブラリーの構築・運営を進めるよう努力されたい。また、マイ

クロフォーカスビームラインや、タンパク質発現ライブラリー基盤等のその他の基盤に

ついても、我が国全体の研究レベルを確実に向上させると見込まれることから、早期の

外部開放に向けた検討を期待する。 

本プログラムの「ターゲットタンパク研究(個別研究課題)」B課題、「技術開発研究」

D課題については、既に複数のタンパク質の立体構造を解明し機能解明にも至った課題、

難解析性タンパク質の構造解析に着手できる段階に近づきつつある課題、あるいは極め

て難度が高いタンパク質をターゲットとしているが確実に準備が進んでいる課題等、こ

れまでの研究資源投資の効果が現れており、今後優れた成果の創出や社会への還元が見

込まれる課題が多数見受けられる。これら課題については途中で終了せず継続が必要で

ある。継続により、本プログラムの価値は格段に向上することが期待される。 

以上のように、本プログラムでは、「技術開発研究」と「ターゲットタンパク研究(個

別研究課題)」のそれぞれにおいて、立体構造解析に取り組む構造生物学研究者と、主

に機能の解析を行う研究者が連携を取りつつ、難解析タンパク質を含む、学術ならびに

産業応用に重要なタンパク質ネットワーク群の作動機構解明に向けた研究を進めてい

る。本評価結果を踏まえ、プログラム後半に向けて、総合的に研究開発の推進が図られ

ることを期待する。 
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1-5. その他特記事項 
 

特になし。 
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２．課題評価 
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－ ターゲットタンパク研究課題 － 

２－１ 「基本的な生命の解明」分野 
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課題番号 生命Ａ１  

課題名  細菌のタンパク質分泌装置と輸送基質タンパク質群の構造・機能解析  

代表機関・代表研究者：大阪大学・今田 勝巳  

 

１．総評 

 

本研究課題は、細菌のホスト細胞への注入装置を構成するタンパク質の構造と機能を明らかにする

ことを目指している。これまでに III 型および IV 型の分泌装置、輸送装置を構成する複数のタンパ

ク質について構造を決定している。また、それらタンパク質の結晶化や複合体の精製等による構造を

基盤とした機能の解明が進んでおり、構造・機能解析共に順調に推移していると評価される。今後、

これらのタンパク質群に含まれるすべての構造が決定される可能性とともに、病原細菌のエフェク

ターの輸送機構の解明への繋がりが期待される。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

目標とした細菌の分泌装置と輸送装置タンパク質に関して、プロジェクト開始時の達成目標のうち

複数の構造決定がなされた。III 型分泌系の細胞質コンポーネントと IV 型注入系のコンポーネント

構造解析等に加えて、装置構成タンパク質の大量発現系を確立している。これらタンパク質の機能解

析も進められている。また、III 型輸送の動力源がプロトン駆動力であるとの原理的な発見を行う等、

研究は順調に進展している。結晶化の困難なものに対する変異体の工夫により、今後、着実な展開が

期待できる。 

 

 

３．研究体制について 

 

上記の進捗状況から推察されるように、研究グループ内では、同じ大学で活動していることもあり、

連携して研究が進められ、効果もあがっている。一方、他のグループとの交流は情報交換程度で、他

の課題の成果が役立っているようにはみえない。 

 

 

４．今後の展望について 

 

これまでの進捗状況と成果から、今後の展開が期待される。すでに、それに備えた III 型分泌系膜

コンポーネントの精製や IV 型分泌系の主要コンポーネントの結晶化の検討が進められている。さら

に、ターゲットとしているタンパク質の相互作用のインターフェースの決定やそれに伴う制御戦略の

確立に期待したい。このままの目標達成に向けて進捗することを期待する。 

 

 

５．その他特記事項 

 

この課題の成果は、本プログラム以外の研究支援を得ているような規模であるが、それらとの区別

がわかりづらい。 
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課題番号 生命Ａ２  

課題名  巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構  

代表機関・代表研究者：東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所・田中 啓二  

 

１．総評 
 
本研究課題は、分裂酵母とヒトを対象として、プロテアソーム複合体とその構築にかかわるシャペ

ロンの構造解析を行い大きな成果を挙げつつある、レベルの高い研究である。酵母のプロテアソーム
複合体構築に関与するシャペロン Dmp1-Dmp2 複合体と Dmp1-Dmp2-α5 複合体ならびに Dmp2 のヒトホ
モログ PAC3 の立体構造をⅩ線結晶解析で決定した。さらに、酵母の 19S 制御因子複合体の分子集合
シャペロン Rpn14 の構造を X線結晶解析で決定した。20S プロテアソームの分子集合に関与するシャ
ペロン Ump1 の構造と、PAC3-PAC4 複合体の構造については NMR で解析した。また、Dmp1-Dmp2 複合体
がα4サブユニットを正確に配置する機能を果たしていることを明らかにした。このように、本研究
はこれまでの成果を基盤として計画された最先端の挑戦的な課題であるにも関わらず,十分な成果を
あげつつある。ただし、構造と機能の関係は必ずしも明瞭ではないため、今後のさらなる解明に期待
したい。優れた論文を発表している点は高く評価できる。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 
プロテアソーム複合体とその構築に関与するシャペロンの構造と機能に関して、出芽酵母とヒトを

対象として研究を行った。酵母の 26S プロテアソームについては、安定化変異体を作成して結晶化条
件を決定し、微小結晶を得た。酵母のプロテアソーム複合体構築に関与するシャペロン Dmp1-Dmp2
複合体と Dmp1-Dmp2-α5 複合体の立体構造をⅩ線結晶解析で決定した。さらに、Dmp2 のヒトホモロー
グ PAC3 の構造を X 線結晶解析で決定した。また酵母の 19S 制御因子複合体の分子集合シャペロン
Rpn14 の構造を X線結晶解析で決定した。20S プロテアソームの分子集合に関与するシャペロン Ump1
の構造と、PAC3-PAC4 複合体の構造については NMR で解析した。また、Dmp1-Dmp2 複合体がα4 サブ
ユニットを正確に配置する機能を果たしていることを明らかにした。このように、本研究課題は十分
な成果をあげつつあるが、構造と機能の関係は必ずしも明瞭ではないので、今後の解明に期待したい。
優れた論文を発表している点は高く評価される。このように、目標達成に向けて順調に進捗している。 
 
 
３．研究体制について 
 
研究代表者の強力なリーダーシップでグループ内の研究が進展している。技術的には新しいものと

は考えにくく、特に技術的困難もないため、他のグループとの連携はそれほど必要ないとも思われる。  
研究代表者が生化学的研究を担当してプロテアソーム関連分子の集合体を発見し、その構造解析を分
担者が担当する体制をとり、前者のアクティヴィティと進捗状況に平行して、バランス良く成果が創
出され、連携がなされている。このことは、発表論文の著者名から推察される。しかし、成果報告票
の記述中には分担者名が明確でないことから、正確な評価が困難である点も見受けられた。実施課題
間の連携については大型設備の共同利用と情報プラットフォームへの登録等に限られている。 
 
 
４．今後の展望について 
 
研究の着実な進捗が見られ、今後のテーマは今回の成果に基づいて計画されている。グループ内で

の各分担者の努力と相互の連携を強めることにより、構造を基盤とした機能解析が進展すると、世界
を先導するさらに優れた成果が期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 
特になし。 
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課題番号 生命Ａ３  

課題名  オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤  

代表機関・代表研究者：北海道大学・稲垣 冬彦  

 

１．総評 

 

オートファジーは、細胞内のタンパク質を分解するシステムのひとつである。生体の恒常性の維持

に重要な役割を果たしている。分解されるタンパク質等は、二重膜に囲まれ小胞（オートファゴソー

ム）となり、最終的にリソソームや液胞と融合しペプチドやアミノ酸になる。小胞形成には、Atg タ

ンパク質群が係わっている。本研究チームは、この Atg タンパク質群のタンパク質の構造と機能につ

いて研究を進めている。個々のタンパク質及びタンパク質複合体の構造の解析は着実に進展している。

また、構造解析の結果がタンパク質やタンパク質複合体の機能解析に活用されている。構造研究グ

ループと機能解析グループの連携もよく、今後、さらに大きな成果があげられると期待される。 

以上の点を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、極めて優れた水準に達して

いると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

これまで独創的に進めてきたオートファジーに係わる Atg 遺伝子研究に構造解析の要素を加えた

研究課題であり、目標に向けて着実に成果は得られている。結晶解析が順調に進み，それに基づいた

Atg8 と Atg12 の複合体の構造解析は、今後の本格的解析への土台となると考えられる。構造解析の

結果を基盤とした機能解析も進んでいる。研究成果は高いレベルの国際誌に発表されている。 

 

 

３．研究体制について 

 

構造研究グループと機能研究グループの連携がとられている。また、他のグループとの連携もとら

れている。共著も多く、機能研究と構造研究の連携の良い面が現れている。 

 

 

４．今後の展望について 

 

本研究課題の進捗状況については、オートファジーに係わるタンパク質の構造面からの解析により

オートファジーの分子機構の研究が大きく進展すると思われる。今回の結晶解析の結果や、それに基

づいた機能解析は着実に行われており、優れた成果に繋がると考えられる。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 生命Ａ４  

課題名  クロマチン上での基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因子の構造生物学  

代表機関・代表研究者：横浜市立大学・西村 善文  

 

１．総評 

 

本研究課題は、クロマチン上での遺伝子発現制御機構を構造的に解明することを目指して，基本転

写因子と、転写制御因子やヒストン修飾因子の相互作用と構造を解析しようとするものである。基本

転写因子として TFIIE と TFIIH を取り上げ，それらの複合構造を世界に先駆けて結晶及び NMR により

解明した成果は、転写因子の相互作用の分子機構を理解する上で、今後の展開に大きな成果であると

高く評価する。一方、目標に掲げた転写制御因子やヒストン修飾因子については途上にある。 

また、構造解析に基づいた機能解明も進められているが、その成果は構造解析に比較すると発展途

上にある。なお、成果と今後の計画内容に関して、成果報告票への記載に不充分な点があった。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

ヒト基本転写因子 TFIIE 及び TFIIH の複合構造を結晶のみならず NMR により決定したことは、高く

評価される。また、基本転写因子の相互作用の機構を分子レベルで明らかにしており、目的に向けて

十分な進捗が認められる。転写制御因子やヒストン修飾因子に関しては，前者とメチル化アルギニン

や複合体の結晶構造解析を、後者についてはメチル化酵素ヌクレオメチリンのドメイン結晶構造の解

析等が進められている。機能解析は基本的には構造解析に基づいて進められているが，構造解析成果

に比較すると、この段階の進捗状況としては、やや遅れている。 

 

 

３．研究体制について 

 

課題内では頻繁な情報交換が行われているが、成果に反映されるほどの密な連携はみられない。一

方、プログラム内での連携は、名古屋大学との共同研究により進められている。 

 

 

４．今後の展望について 

 

構造解析の方法として、従来の X線結晶構造法に加えて、NMR を駆使しており、他の構造解析グルー

プと異なる特徴を持つことから、これまでの実績から優れた成果が期待できる。転写制御因子の構造

解析は機能解析にも大きな影響をもたらすと思われるが、これまでの研究成果と内容からプログラム

期間内には過剰な期待であろう。それに関して、少なくとも成果報告票上では、プログラム後半の具

体的計画が明確にはなっていない。成果と計画の正確な報告が、今後の展望にも影響すると思われる

が，充分でない。この点は今後留意すべきである。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 生命Ａ５  

課題名  新規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明  

代表機関・代表研究者：大阪大学・岡村 康司  

 

１．総評 

 

本研究課題は、膜電位変化のトランスダクションメカニズム解明を目指し、Voltage-Sensitive 

Phosphatase (VSP)と Voltage Sensor Only Protein (VSOP)といったタンパク質群を標的として、そ

の構造と機能の解析を行うものである。これまで VSP の細胞内ドメインの構造が解明され、両タンパ

ク質の機能解析も着実に進んでいる。優れた成果までには至っていないが，いくつかの基盤整備はす

すんでいる。一方、本研究課題の主目的であるセンサー機構の立体基盤の解明は、まだ初期段階にあ

り、この点を克服するために、具体的かつ充分な戦略を練る必要があることに留意されたい。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

VSP の細胞内ドメイン、Phosphatase and Tensin Homolog Deleted from Chromosome 10 (PTEN)様

ドメインの結晶構造解析を進め、３次元構造を明らかにした成果は評価に値する。また、VSOP がダ

イマーを形成し、これに細胞内領域が関わることも明らかした。一方、VSP 及び VSOP に関する機能

解析では、VSP の電位センサードメインの電荷がセンサー機能に重要であることや、VSOP がモノマー

として機能できることなどを明らかにし、一定の評価に値する成果を出している。しかし、本研究課

題の最終目標に迫るためには、電位変化がどのようにして PTEN 様ドメインの酵素活性化もしくは

VSOP のプロトン透過性を制御しているのか解明が必要であるが、その点に関しては、まだ、基礎的

検討段階である。 

 

 

３．研究体制について 

 

同じ機関内で地理的に連携が可能な体制にあり、構造解析と機能解析グループはそれぞれ成果を挙

げているが，充分な連携の上で研究が展開しているまでには至っていない。本研究課題の代表研究者

が、機能を担当するだけでなく、結晶化と構造決定の問題点に充分踏み込むことも有効と思われる。 

 

 

４．今後の展望について 

 

VSP と VSOP の電位センサードメインの構造的基盤が準備されたので、それに基づいたリガンド分

子の検討等の適切な計画がなされており、今後の成果が期待される。しかし、一方では、センサー機

構の立体構造から解析する基盤は整備されてきたものの、電位変化が PTEN 様ドメインの活性化やプ

ロトン透過性をどのようにして制御するかを明らかにするストラテジーや、研究者間の連携の具体性

が、少なくとも成果報告票上では、充分には示されておらず、その達成度には疑問が残された。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 

- 21 -



 

 

課題番号 生命Ａ６  

課題名  小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析  

代表機関・代表研究者：高エネルギー加速器研究機構・若槻 壮市  

 

１．総評 

 

小胞輸送を制御する難度の高いタンパク質群Rab5 GTPaseと AtVps9aの構造を解析し成果を挙げて

いる。しかし、構造と機能との関連に関する研究成果は十分でない。構造グループと機能グループの

より強い連携が望まれるが、その成果は細胞機能の解明に重要な知見を与えるものであり、現在その

方向に向かい成果があがりつつある。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

小胞体輸送を制御するタンパク質複合体については、その機能・構造解析の難度は高いと同時にそ

の解明が待たれているものであるが、本研究では、それに挑戦し、現在着々と成果をあげつつあると

判断される。そのなかで Rab5 GTPase と AtVps9a の構造を決定した研究成果は評価できる。しかし、

構造と機能との関連については必ずしも十分な研究が行われていないように思われる。 

 

 

３．研究体制について 

 

構造グループと機能グループがそれぞれ研究を行っている。しかし、重要な成果が出ているのは、

連携によるものではないと思われる。少なくとも、成果報告票上には、両グループの共著による論文

が見受けられない。構造グループと機能グループがより連携し、構造を基盤に機能解析すべきであろ

う。 

 

 

４．今後の展望について 

 

構造と機能の関係が明らかになれば、さらに研究が発展するものと思われる。そのことは、いつに

構造グループの努力に依存している。結晶解析レベルまで達したタンパク質があることから、今後の

成果創出に期待したい。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 生命 A７  

課題名  細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究  

代表機関・代表研究者：神戸大学・匂坂 敏朗  

 

１．総評 

 

細胞接着装置構成タンパク質の構造と機能に関する研究において、ネクチン-アファディン系、カ

ドヘリン-カテニン系、クローディン-ZO タンパク質系等について、代表者と多数の分担者それぞれ

の努力と連携とにより、多くの優れた研究成果をあげつつある。構造解析は、X線結晶解析が結晶化

の段階で困難に面しているが、電子顕微鏡単粒子解析と NMR については、ほぼ順調に進展している。

今後は、X線結晶解析と NMR による高解像度の解析をさらに進展させる必要がある。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

ネクチン-アファディン系とネクチン様分子の機能解析、カドヘリン-カテニン系の機能解析及び、

クローディン-ZO タンパク質系の機能解析は大きく進展し多くの成果を得た。さらに、トモシンの機

能解析が進展し、新しい神経伝達物質放出機構の提案に繋がった等、機能解析の面では優れた成果を

あげている。このように、機能解析グループの研究成果は極めて優れているが、代表研究者自身によ

る貢献が一層望まれるところである。 

構造解析の面では、ネクチンの細胞外ドメインの大量発現を達成し、結晶化の条件探索中である。

ネクチンとカドヘリンの細胞外領域全長の電子顕微鏡単粒子解析から、全体像を得た。クローディン

の大量精製系を確立、安定同位体標識試料を調製し NMR データを取得した。PDZ ドメイン中、リン脂

質結合部位を決定した等の成果はあるものの、機能解析に比べれば、構造解析の成果は物足りない。 

機能解析に関する論文発表は、質、量ともに十分である。 

 

 

３．研究体制について 

 

機能解析グループ（分子生物学・生化学グループ）がタンパク質の大量発現・精製を行い、構造生

物学グループが結晶化や電子顕微鏡試料調製等を行っている点で、実施課題内の連携は効率的・効果

的に行われている。構造解析グループと機能解析グループの情報共有・連携も行われているが、構造

解析があまり進展していないことから、両グループの連携による成果はあがっていない。 

なお、電子顕微鏡による構造解析が、同グループが進めている機能解析以上の結果は提供していな

いように思われる。 

情報プラットフォームに進捗状況を登録することにより、他の実施課題のグループとも連携を行っ

ている。 

 

 

４．今後の展望について 

 

機能解析と構造解析の連携の成否は、顕微鏡解析を機能の成果にどのように結び付けるかが、決め

手と思われる。 

それぞれの分担者が成果をあげつつあり、構造解析については、X 線、NMR 等による高解像度の解

析の進展により、今後さらに優れた成果をあげることが見込まれる。 

 

 

５．特記事項 

 

特になし 
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課題番号 生命Ｂ１  

課題名  発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤  

代表機関・代表研究者：東北大学・山本 雅之  

 

１．総評 

 

生体防御応答の中核をなす Keap1-Nfr2 系による酸化ストレス感知、並びに Nfr2-Maf による DNA

配列認識と転写活性化の分子機構に関し、構造解析研究と機能解析研究が極めて順調に進められてい

る。成果の論文発表も十分に行われている。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、極めて優れた水準に達

していると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

Keap1 の Nrf2 結合ドメイン（Keap1-DC）と Nrf2 由来 DLG ペプチドの共結晶構造解析、全長 Keap1

二量体の電子線単粒子解析、並びに Keap1 複合体の新規構成因子 p62 と Keap1-DC との複合体結晶構

造解析に成功した。また、MafG 二量体と標的 DNA 複合体の結晶構造解析を行い、Maf の特異的 DNA

結合機構を解明した。さらに、肺がん患者における Keap1 あるいは Nfr2 の変異が抗がん剤耐性を引

き起こすことを明らかにし、耐性克服のために Nrf2-Maf 転写因子阻害剤の開発についても研究が進

められた。また、オートファジー不全により蓄積する p62 によって Nfr2 が活性化される機構を明ら

かにしている。研究成果は、現在投稿中や準備中のものも含め、レベルの高い内容であり、優れた成

果をあげている。 

 

 

３．研究体制について 

 

機能担当の代表研究者（山本教授）のリーダーシップの下、構造研究グループと適切に連携して研

究が進められている。また、他のグループ（田中啓二グループ、長田裕之グループ）と連携も積極的

に行い、成果をあげている。 

 

 

４．今後の展望について 

 

本研究課題により、生体防御センサー機構及び生体防御酵素群の転写活性化機構が、構造と機能の

面から解明されることが期待できる。Nrf 生体防御系は正常細胞では生体防御に働くが、がん細胞で

はがん細胞を抗がん剤から守る方向に働く。従って、本研究課題の進展は健康増進薬の開発と同時に

新しいがん治療薬（抗がん剤の効果を増進する）の開発に繋がる可能性がある。 

本研究課題の実施期間は 3 年間であり、平成 21 年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、特に積極的に実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 生命Ｂ２  

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

代表機関・代表研究者：大阪大学・阿久津 秀雄  

 

１．総評 

 

大腸菌、好熱菌、ヒトの Fo 中の c-リングの構造を固体 NMR によって解き明かすことを目指してい

る。３種類の c-リングの構造解析のうち、大腸菌は完了し次のステップに進む段階にある。固体 NMR

にプロトンを取り入れる方法論の改良にもメドがついてきている。また、研究困難な膜タンパク質サ

ブユニット cに対する試料の調製法や安定同位体の標識法等が検討されているのが現状で、これまで

の成果は優れているとは言いがたいが、目標達成に向けての基盤とさらなる研究成果を蓄積できる準

備状態にある。さらに、挑戦的な課題であり、目標達成のためには、膜タンパク質のもつ、方法論上

困難な課題も含んでいる。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

大腸菌、好熱菌、ヒトの Fo c-リングの固体 NMR による構造解析のうち、大腸菌はほぼ終了してい

る。また、好熱菌 c-リングの安定同位体標識試料の調製や、プロトンを固体 NMR による構造解析に

使用する方法論の開発等さらなる解析に向けた基盤整備が整いつつあり、順調に進捗している。しか

し、基盤整備が多かったため、研究成果の発表論文はやや精彩を欠いている。 

 

 

３．研究体制について 

 

２グループからなる焦点を絞った小さな班構成である。具体的な連携活動は好熱菌の c-リングの

解析であるが、問題はないと考える。 

 

 

４．今後の展望について 

 

これまでの研究の進展と方法論の開発から考えて、残された２種類の c-リングの構造解析にも基

本的には問題はないと判断される。また、NMR による膜タンパク質の構造解析から得られる成果は、

他の方法では得ることができないことから、ユニークな成果が期待できる。また、これまでの基盤準

備状況から、今後、論文発表とさらなる研究の展開が期待できる。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 生命Ｂ３  

課題名  ミトコンドリア呼吸の作用機序の全容の解明を目指す高分解能立体構造解析と機能解析  

代表機関・代表研究者：兵庫県立大学・吉川 信也  

 

１．総評 

 

本研究課題は、ミトコンドリア系という生命の本質的営みを担う領域への挑戦である。具体的には

ミトコンドリア呼吸系の作用機序について、必要な酵素の構造解析、プロトンポンプの機構、相互作

用等の広範囲な研究を展開している。この課題の成果は着実にあがっている。しかし、それらの成果

は構造系にかたより、ミトコンドリア系の構造と機能解析の関連性があげられていない。構造系の研

究はこれまでの研究成果の延長上での展開が期待されるが，課題内各研究グループ間の密な連携によ

る、ミトコンドリア系の機能と構造に関する新しい成果に向けたストラテジーと努力がみえにくい。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

ミトコンドリア呼吸系の全容解明に向けて、巨大膜タンパク質である NADH-ユビキノン還元酵素や

Fo-F1ATPase の構造解析が進められ、二次元結晶が得られている。また、チトクロム酸化酵素の X線

構造解析のデータも得ている。これら評価に値する構造解析の成果は、本研究目的に向けて重要でさ

らなる進展が期待できる。しかし、個々のグループの研究成果の進展に比して、３研究グループ間の

連携や機能解析との関連性は、効果的かつ順調な進捗状況にあるとは言いがたい。 

 

 

３．研究体制について 

 

ミトコンドリア系における研究という点では、３つの研究グループは共通のテーマで進めているが、

酵素の構造解析やプロトンポンプ機構の解析は独自の成果に留まり、連携体制によって得られた部分

がみえてこない。研究組織が構造解析グループに偏っている様に見受けられるが、構造から情報の機

能解析への展開について、充分な検討がなされているのか否か疑問が残された。 

 

 

４．今後の展望について 

 

構造解析では優れた成果があがっており，論文発表と今後の展開が期待される。特に、巨大タンパ

ク質複合体の構造解析で二次元結晶を得ているので、さらに高分解能の二次元結晶や三次元結晶を得

て目標を達成することが期待される。また、チトクロム酸化酵素の水素原子位置決定可能な高分解能

構造解析を進め、プロトンポンプ機構の構造生物学的基盤を解明することが期待される。一方、得ら

れた構造解析をミトコンドリア系の機能に関連付けるためのストラテジーと努力が見えにくい。 

本研究課題は生命の本質に迫るテーマであり、本研究に参加する構造と機能解析グループによる協

力により、根本的理解に迫るべきであろう。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 生命Ｂ４  

課題名  創薬に繋がる V-ATPase の構造、機能の解明  

代表機関・代表研究者：京都大学・岩田 想  

 
１．総評 
 
バクテリア型 V-ATPase を構成するタンパク質や複合体の X 線結晶構造解析が目標どおりに順調に

進捗している。機能解析においても、ATP 合成活性の測定法の確立や 1分子測定系による酵素反応過
程の詳細な解明がなされ、特異的阻害剤のスクリーニングも順調に進められている。しかしながら、
本研究課題の目標である「創薬に繋げる」ためには、ヒト型 V-ATPase の構造・機能解析に関する成
果が必須であるが、この面でのアプローチに明確さが欠ける印象である。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 
腸球菌由来V-ATPaseの膜内リング及び好熱菌由来V-ATPaseの A3B3複合体のX線結晶構造を解明し

た。好熱菌由来 V-ATPase の EG 複合体の X 線結晶データを収集し、解析を進めているところである。
腸球菌由来 V-ATPase の外周固定子の溶液構造を X線小角散乱により解明した。V-ATPase の各サブユ
ニットや複合体の結晶化も進んでおり、構造解析の見通しが得られている。 
機能解析においても成果を得ている。即ち、ATP 合成活性測定系を確立し、1 分子測定系により酵

素学的パラメーターを決定した。また、膜内リングへの Na+結合の測定に成功し、イオン輸送過程に
おけるイオンの結合・解離メカニズムを明らかにした。 
特異的阻害剤の探索においても、ジシクロヘキシルカルボジイミド及びトリブチルチンクロライド

による阻害機構を明らかにしたうえ、コンビナトリアル合成技術の開発、in silico スクリーニング、
化合物ライブラリーからのスクリーニング等を駆使して、ヒット化合物を得ている。論文発表は、引
用度の高い雑誌に多数なされている。 
計画予定に記載されたヒト型 V-ATPase の解析や成果が見あたらない点が気がかりある。 

 
 
３．研究体制について 
 

京都大学（代表機関）構造解析グループと、分担機関である理化学研究所の機能解析グループは、
適切な連携の下に、研究を推進している。また、これらのグループ間、及び、静岡県立大学の合成グ
ループとの間でも情報交換、情報共有は図られている。さらに、タンパク生産（理研、横山茂之グルー
プ）、in silico スクリーニング（理研、田仲昭子グループ）、化合物ライブラリー（東大、長野哲雄
グループ）など、プログラム内部の技術開発グループとの連携も活発に行われている。しかしながら、
阻害剤候補化合物の合成グループと、他のグループの連携の成果はまだ表には現れてきていない。 
 
 
４．今後の展望について 
 
バクテリア型 V-ATPase のサブユニットや複合体の構造解析、反応機構解析、並びに特異的阻害剤

のスクリーニングがいずれも順調に進められているが、骨粗しょう症などの治療に向けた阻害剤開発
のためのヒト型 V-ATPase の構造・機能解析に関する成果が見受けられない。バクテリア型 V-ATPase
の阻害剤に関する成果を医薬品開発に発展させるためにはヒト型 V-ATPase の研究とその成果・情報
を早くから考慮する必要があると思われる。ヒト型 V-ATPase へのアプローチ、及び、阻害剤候補化
合物合成グループと他の研究グループとの間の具体的な連携計画を明確にする必要がある。 
本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗状況や

今後の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 
 
 
５．特記事項 
 

特になし。 
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課題番号 生命Ｂ５  

課題名  非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明  

代表機関・代表研究者：東京大学・濡木 理  

 

１．総評 
 
本研究課題は、non-coding RNA の機能発現の構造基盤の解明を目的としている。これまで、tRNA

及び rRNA の機能発現に必須な転写後塩基修飾酵素を対象として数多くの極めて優れた成果をあげて
きている。この成果は、本研究に所属する５つのグループの緊密な連携の上に成り立っており、共同
研究として高く評価できる。これら成果はトップクラスの雑誌に多数発表されている。また、今後の
研究の対象となる siRNA/miRNA などの小分子 RNA に関してもその成熟・機能発現に関与するタンパク
質の構造解析に向けた試料調製と機能解析が順調に進められている。構造基盤解析のための準備も
整っており、今後の成果も期待できる。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、極めて優れた水準に達

していると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 
本研究では、non-coding RNA の機能発現に必要な塩基修飾反応とタンパク質結合反応の立体的基

盤の解明を、様々な RNA と修飾酵素、RNA と結合タンパク質の複合体の結晶構造を網羅的に解明する
ことにより行おうとしている。これまで、特に、tRNA 修飾酵素群・tRNA 多重複合体と rRNA の修飾酵
素の多数の複合体等の結晶構造解析が行われ、それに基づく反応機構の解明においても目覚ましい成
果をあげている。これに続くべき、siRNA/miRNA の機能発現機構の解明に向けても、これに関わる修
飾酵素 Pimet や Dicer/Argonaute/TRBP2 複合体の精製などに成功しており、構造解析に向けた試料調
製が順調に進められている。また、機能研究においても、Argonaute タンパク質と相互作用する小分
子 RNA 及びタンパク質の同定、Argonaute タンパク質の機能ドメインの解析、piRNA メチル化酵素の
機能解析など今後の発展が大いに期待できる。 
 
 
３．研究体制について 
 
本研究課題では、代表者を含む３つの構造グループと RNA 修飾酵素と RNAi を専門とする２つの機

能解析グループが、適切に連携して研究を進めて、構造の裏付けを機能でとり、機能での発見を構造
につなげるといった極めて有機的な共同研究を行っており、それぞれが優れた研究成果をあげている
ことは高く評価できる。すでに３報の共著論文を発表している。技術開発研究との共同研究も進めら
れている。 
 
 
４．今後の展望について 
 
上述のとおり、本研究課題では、各々グループの技術水準が高く、また、それぞれが有機的に連携

して研究を展開している。さらに、今後の展開の焦点である siRNA/miRNA の構造基盤解明においても、
その成熟・機能に関与するタンパク質の構造解析に向けた試料調製と機能解析が順調に進められてき
ていることから、今後も小分子 RNA による遺伝情報のサイレンシングに働く複合体の構造解析を中心
に更に優れた成果が得られこの分野での新知見に向けた展開に期待できる。延長が認められれば、RNA
医薬など医療分野への発展も期待したい。 
本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、特に積極的に実施期間を延長すべきと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 
特になし。 
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－ ターゲットタンパク研究課題 － 

２－２ 「医学・薬学等への貢献」分野 
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課題番号 医薬Ａ１  

課題名  自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の構造解析  

代表機関・代表研究者：大阪大学・審良 静男  

 

１．総評 

 

機能解析では、これまで代表研究者が行ってきた、それぞれの経路の生物学的役割を明らかにする

方向で推移しており、いくつかの成果もあがっている。今後とも継続して注目される成果を輩出する

ことが期待される。ただし、これらの成果は、研究代表者の従来の実績を考えると想定の範囲内とも

いえる。本研究課題の目標達成は分子群の結晶構造解析とそれを活用した機能解析である。構造解析

に向けた期待できる基盤は準備されてきたが、機能解析に比べて遅れている。TLR 関連タンパク質の

結晶化に成功すれば、自然免疫システムの機構の解明が大きく進展することが期待できるだけに、今

後はこうした点を改善して研究課題の遂行していただきたい。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

本研究課題では、いわゆるパターン認識受容体と称される TLR 及び RIG-1 など自然免疫に関わる受

容体のリガンド認識の立体構造とその機能を明らかにすることを目的としている。これまでの研究で

は、機能解析に関しては、予想通りの極めてレベルの高い成果をあげ、引用度の高い雑誌に多数の論

文を発表しており、十二分に進捗しているといえる。一方、肝心の対象タンパク質の結晶化とそれと

補い合うこれらタンパク質自身の機能解析（例えば、変異導入によるパターン認識の変化）などは遅

れているようであり、十分な情報の提供（例えば、どのような変異タンパク質か、どのようなドメイ

ンを対象として発現させているか、どのように結晶化を行っているのか、など）は、なされていない。

TLR タンパク質の大量発現はできているが精製には問題が残っている。また、結晶化については、微

結晶は得られているものの X線構造解析に適した結晶は得られておらず、結晶化条件の検討段階にあ

る。 

タンパク 3000 プロジェクト等では結晶化のノウハウ蓄積等の成果をあげてきたが、一方では困難

な結晶化への挑戦を避けてきたとの意見もある。その意味でも、本研究課題では研究者間の連携を緊

密にして、目標とする難解析性タンパク質構造解析を成功させるべく、さらなる努力を期待する。 

 

 

３．研究体制について 

 

同一大学内のグループとの緊密な連携はなされていると想定されるが、本成果報告書からは、構造

解析グループの構成メンバーの組織や顔が見えなかった。目標としているターゲットタンパク質の大

量精製が容易でないことは理解できるが、もう少し成果創出に向けた議論や工夫がなかったのか疑問

が残る。代表研究者には、この研究プログラムの目的をもう一度認識し、それに沿った研究の遂行に

努めていただきたい。産業界への波及効果も期待されるので、オールジャパンでの難解析性タンパク

質の結晶化克服のノウハウ共有等を検討すべきである。 

 

 

４．今後の展望について 

 

構造解析では、まず結晶化を成功させることが重要であるが、さらに大きな結晶を作製することよ

り小さくても品質の高い結晶が得ることが現実的であり、その成功事例を目指すべきである。すなわ

ち、技術開発解析Ｃの成果を活かした SPring-8、フォトンファクトリーでのマイクロフォーカスビー

ムラインの利用が重要である。 

機能解析では、臨床応用への可能性を見据えた基礎研究を目指すべきであり、創薬へ貢献として考

えられるのは、製薬企業が魅力を感じる学としての基礎研究の成果の創出である。平成２２年度以降

の立体構造を基にした in silico 創薬は、仮に実施しても機能解析の一環かつ創薬への橋渡し的役割
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程度であると割り切るべきである。 

本研究で、自然免疫システムの構造生物学的基盤が得られるものと期待したい。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 医薬Ａ２  

課題名  タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬研究への応用  

代表機関・代表研究者：九州大学・福井 宣規  

 

１．総評 

 

免疫系特異的に発現する CDM ファミリー（Rho ファミリーの GEF のうち、DH 領域を持たず、代わり

に DHR2 領域を持つもの）分子である DOCK2 とこれと相互作用する ELMO や Rac との複合体の構造解析

が円滑に進められ、さらに、構造解析に基づく制御化合物の探索も進められている。 

DOCK2 信号伝達系タンパク質の構造解析とそれに基づく機能解明から、免疫系細胞の理解が大きく

進むと考えられる。これにより、自己免疫疾患や移植片拒絶に関する理解と治療法の開発に大きく寄

与することが期待できる。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は優れた水準に達している

と評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

本研究課題は DOCK-2 という一つの分子に絞って、その構造と機能を解析し、学術的に優れた業績

を着実に挙げている。DOCK-2 の N 端ドメインについては、ELMO1 の該当ドメインとの複合体の構造解

析を行い、インターフェースの同定に成功している。また、DHR2 ドメインと Rac1 複合体の精製にも

成功し、完全長の DOCK-2, ELMO1, Rac(T17N)の３者複合体の調製にも成功している。さらに、DOCK-2

と 130種の Rac変異体との結合を古典的なRac GEFと比較することで両者での認識の違いを同定して

いる。さらにこれを基に、制御化合物のスクリ−ニングを行い、DOCK-2/Rac の結合を特異的に阻害す

る化合物も見出している。機能解析に関しても、好中球遊走において、PIP3 が産生されると DOCK2

が細胞膜に移行し、次いで PA との相互作用により DOCK2 は先導端に局在化し、そこで Rac の活性化

を行うというメカニズムを明らかにした。このように、本研究では、DOCK-2 について、その構造・

機能解析、制御化合物の探索の全てにわたって、順調に研究を展開している。 

 

 

３．研究体制について 

 

機能解析を分担する福井宣規研究代表者のリーダーシップの下、構造解析グループと適切に連携し

た研究が行われ、また、技術開発「制御」との連携もとられている。その結果、タンパク質の機能解

析と構造決定、それに基づく制御化合物の探索の３つの課題が極めて順調に展開されている。 

 

 

４．今後の展望について 

 

DOCK2 に関わる機能解析については、今後も継続して興味ある成果を輩出することが期待される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

本プログラム外の展開ではあるが、創薬研究として真のリード化合物創成を目指すのであれば、早

い時点で最低限の一般薬理、安全性、薬物動態試験等の実施が期待される。また、将来の産学連携等

も視野に入れた知的財産化の戦略も必要である。 
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課題番号 医薬Ａ３  

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

代表機関・代表研究者：九州大学・住本 英樹  

 

１．総評 

 

活性酸素を発生する酵素 NADPH Oxidase (Nox)は、6 回膜貫通型タンパク質であり、その構造と機

能の解明という本研究課題は、難度の高い課題である。Nox タンパク質の大量発現系の構築、Nox2

の C 末端の NADPH 結合ドメインの結晶構造の解明は大きい成果である。また、Nox の活性発現に必須

の「Nox と p22phoxとの会合」の分子機構を解明し、Nox の活性調節の構造生物学的解明を進展させた。

全体として、タンパク質の大量精製による結晶化、機能解析、制御などをバランスよく推進しており、

現時点において大きな成果は出ていないが、着実な進展が期待される。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

構造解析の進捗状況は次の通りである。Nox2 の C 末端の NADPH 結合ドメインの結晶構造決定は、

Nox2 本体に関する世界初の 3 次元構造解明であり、大きな成果である。全長型 Nox についても、大

量発現系の開発において進展が見られつつある。また、全長型 p47 タンパク質の無細胞系発現に成功

し、SAIL 法による構造解析に向けての最初のステップを進めた。 

一方、機能解析の進捗状況は、次の通りである。Nox とその活性化に必須である p22phoxとの会合の

分子機構を解明した。特に Nox の６つの膜貫通セグメントの中で、p22phoxとの会合に関与するセグメ

ントを同定した。また、Nox2 と p47 の結合を阻害するペプチドの探索、Nox の細胞内局在化機構の解

明など、本プログラムの趣旨にあった研究活動を展開している。 

論文発表も十分になされている。 

 

 

３．研究体制について 

 

課題内では、住本グループと稲垣グループは、九州大学と北海道大学という地理的な制約を超えて、

連携良くそれぞれの分担研究を行っている。またに、技術開発研究のグループとも連携して成果をあ

げており、研究代表者は適切にマネジメントを行っていると判断される。また、技術開発研究｢解析

（D）｣の甲斐荘グループ、｢情報 PF（D）｣の藤グループや、ターゲットタンパク研究｢生命｣の岡村グ

ループと共同研究を展開しており、成果創出に向けた取り組みを活発に展開している。ただし、神田

グループからの成果が見当たらない点が危惧される。 

 

 

４．今後の展望について 

 

6 回膜貫通タンパク質である Nox は、まず大量発現系の開発において大きい困難が予測されたが、

一部修飾を加えた Nox2 発現を大きく増大させることに成功しており、タンパク質生産に関しては成

果が得られるものと期待できる。さらに、高温で生育する紅藻に見出された Nox ホモログ遺伝子を用

いたタンパク質発現系の成果にも期待できる。対象タンパク質群の発現・精製系の構築は着実になさ

れており、本研究課題全体の成果を取り入れることによって、結晶化、構造解析への展望が開けるも

のと期待される。既に PDB に数多く登録した実績を踏まえ、6回膜貫通タンパク質の構造解析を成功

させることを期待する。 

また、膜タンパク質の単粒子解析を検討することも必要であるが、その分野のノウハウを有する研究

者との緊密な連携も活かして無駄のない研究を進めるべきである。ただし、単粒子解析の成果が創薬

に役立つレベルに到達するかどうかは疑問である。 

Nox に対する阻害剤の創製に関しては、構造に基づく最適ペプチドを構築し、そこから低分子化合

物のスクリーニングを行うという方針である。有効なスクリーニング系を確立することにより、制御
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化合物の取得が見込まれるが、現グループだけでスクリーニングがどこまでできるかについては危惧

を感じる。また、最適なペプチドの探索に成功したとしても、そこから非ペプチド化は意外と困難な

場合がある。制御化合物の探索を目指すならば、最初から技術開発研究｢制御｣グループと連携した化

合物スクリーニングあるいは in silico スクリーニングを検討することがより効率的である。短期

間の公的プロジェクトでは、「ヒット化合物の取得に早く到達する」という目標に徹することも重要

である。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 医薬Ａ４  

課題名  アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御  

代表機関・代表研究者：東京大学・富田 泰輔  

 

１．総評 

 

アルツハイマー病関連の研究は、医学・薬学として意義が高く、かつ競争も激しい分野であり、期

待も大きい。標的とするγセクレターゼの構造解析は学術的に意義があり、また、創薬産業への波及

効果も高いものである。 

現時点では、技術開発研究との連携を含めて種々検討が進んでいるが、構造解析に比べ、機能制御

が先行しすぎていることが危惧される。実際、現段階での構造解析研究の成果は乏しい。一つのサブ

ユニットの細胞外ドメインの発現が進み、また、クライオ電子顕微鏡による観察が行われているが、

これで、γセクレターゼの本質に迫れるかは不明である。しかも、一連の機能解析は、代表機関の従

来の実績を考慮すると想定の範囲内ともいえる。本研究課題では構造解析と機能制御のバランスが重

要であり、構造解析の知見を活かしつつ、制御化合物の探索に取り組むことに意義がある。今後は、

構造解析面での目標を明確にし、制御面での進捗等を活かすべきである。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

構造解析については、γセクレターゼを構成する 4つの膜タンパク質のうち、ニカストリン細胞外

ドメインの均一な N 型糖鎖付加体を大量に生産することができた。16 カ所の糖鎖のうち 6 カ所の除

去に成功した。糖鎖除去を進め、更に結晶化妨害要因を克服して、結晶化を成し遂げようとしている。

また、γセクレターゼ複合体の大量生産、精製し、電子顕微鏡像から単粒子解析を行った。このよう

に、種々の準備が検討かつ構築されつつあることは理解できるが、結晶構造解析あるいは単粒子構造

解析がどこまで達成されたかが不透明である。成果として記載された PDB 未登録の構造解析 1件につ

いてもその内容（解像度等）は、不明確である。今後、戦略を絞って構造解析に専念しなければ、目

標の達成は相当に困難であることが予想される。 

一方、機能制御については、オリジナルな化合物ライブラリーの整備、ニスカリンに対する阻害活

性を持つ化合物の選別、抗ニカストリン抗体の開発、γセクレターゼ阻害化合物スクリーニング系の

構築、プレセニリン中の基質結合・切断部位の同定など、種々の成果が得られつつある。さらに、ア

ルツハイマー病モデルマウスを確立したことは評価される。今後、各々の研究が融合して展開するこ

とが期待される。 

 

 

３．研究体制について 

 

成果報告票に記載のとおり、３つのグループ間での情報の交換・共有化は十分になされおり、プロ

グラム内部の他の実施課題、技術開発研究「生産（C）」横山グループ、｢制御（C）｣長野グループ、

「生産（D）」浜窪グループ、ターゲットタンパク研究「医薬｣北グループとの共同研究・連携を行っ

ている。しかし、具体的にどのように展開されているかは成果報告票からは、読み取ることができな

い。上述したように、機能解析面に比べ、構造解析面が遅れているように思える。 

 

 

４．今後の展望について 

 

自己評価にもあるように、最初の３年間で構造解析に必要な新規阻害物質や阻害抗体の開発とγセ

クレターゼの基本的な構造の理解について、今後２年間でこれらを組み合わせ、構造の変化を解明す

る計画である。このうち、阻害物質と抗体の開発は順調に推移しているように見えるが、タンパク質

構造の解析自体の戦略がはっきりしない。例えば、ニカストリンの細胞外ドメインをどのように位置

づけているのか、また、γセクレターゼの本体であるプレセニリンの構造解析をどう進めるのか、何
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を構造解析の最終到達点とするのか、明確に意識して研究遂行にあたることが望まれる。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 医薬Ａ５  

課題名  核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の開発  

代表機関・代表研究者：東京大学・北 潔  

 

１．総評 

 

トリパノソーマ症の病原体の核酸生合成経路とレドックス制御経路に関与する DHOD、QFR、TAO な

どの酵素群の結晶構造解析とそれに基づいた阻害剤の開発に向け、本研究課題は順調に進められてい

る。本プログラムの目的は、生理的または病理的に重要なタンパク質の構造と機能を解明し、これに

基づき制御化合物を取得することであるが、本研究課題は、トリパノソーマの生存に必要な酵素群を

対象に既に構造解析、機能解析、及び制御化合物の最適化を行っており、今回のプログラムのモデル

となる活動を展開している。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、極めて優れた水準に達

していると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

本研究課題は、トリパノソーマの生存に必須の酵素群をターゲットにその構造と機能を明らかにし、

それらに対する制御化合物の合成を行うことを目的としている。構造解析結果に基づいた in silico
スクリーニングから T. cruzi DHOD の強力な制御化合物を見出し、本制御化合物を最適化する段階に

入っている。また、QFR の阻害剤フルトラニルの結合部位の同定、並びに TAO と GK についても結晶

化が進んでおり、研究は極めて順調に進捗していると認められる。 

 

 

３．研究体制について 

 

標的酵素の精製・結晶化、結晶解析、構造情報に基づいた薬剤分子設計、化合物の合成といった様々

な研究課題について、代表研究者のリーダーシップの下で効果的な連携が図られていると判断される。

課題内連携と共にプログラム内の技術開発研究｢生産｣、｢制御｣等との連携が活かされていることも評

価される。 

 

 

４．今後の展望について 

 

本研究課題では、標的タンパク質の精製・結晶化・構造解析と、これに基づく in silico スクリー

ニングと制御化合物の合成・阻害効果の検討・共結晶解析が行われ、生産的なフィードバックシステ

ムが完成しており、本プログラムのモデルの一つと評価できる。既に、新規化合物の開発段階にある

DHOD、 QFR に加え、いくつかの酵素の精製、結晶化も進んでおり、今後の成果も十分に期待できる。 

 

 

５．その他特記事項 

 

本プログラム外の展開ではあるが、創薬研究として真のリード化合物創成を目指すのであれば、早

い時点で最低限の一般薬理、安全性、薬物動態試験等の実施が期待される。企業利益の面から製薬企

業の参画が難しいと思われるが、実用化までを視野に入れた計画に基づいて研究を展開することが望

まれる。 
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課題番号 医薬Ａ６  

課題名  メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体 AdipoR/AMPK/ACC 

     タンパク質群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治療法開発  

代表機関・代表研究者：東京大学・門脇 孝  

 

１．総評 

 

極めて広汎な分野を対象としており、様々な分子の構造決定と制御物質の探索に向け準備している

段階と見受けられる。糖尿病関連鍵分子である AdipoR や ACC 等というタンパク質群の構造解析につ

いては、今後の後半に成果が委ねられている状況である。強力な研究グループと研究チームを組んで

おり、タンパク質の大量発現系の開発は大いに進捗している。また、機能解析において、生化学的知

見も多く得られている。AMPK 活性スクリーニング法の開発を行い、制御化合物の探索も進展しつつ

ある。 

研究代表者は本分野で先導的研究者であり、今後に期待したいが、現時点でグループ全体の論文発

表がないのは問題である。本研究は、5年間の研究計画であるので、今後の動向を見守りたい。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

本研究課題は、アディポネクチン、アディポネクチン受容体(AdipoR)とその下流の AMPK、ACC、さ

らに AMPK の調節分子である LKB１、CaM キナーゼなど多数の分子の構造・機能解析と制御化合物の探

索を対象とする極めて広汎な研究課題である。これまでの構造決定の成果としては、CamKK2 とその

制御化合物の複合体、AMPK のα２サブユニットのキナーゼドメインとその制御化合物 Compound C 複

合体の立体構造が解明された。また、AMPK 活性スクリーニング法を開発した。さらに、AMPK、ACC

の制御化合物について、in silico スクリーニング及び化合物ライブラリーを利用して探索している。 

ただし、本研究課題の主な対象である難解析性タンパク質の AdipoR、AMPK、ACC については、構造

解析に向けた具体的な対策が不透明である。 

論文発表はグループ全体で 0 報である。代表研究者は、Adiponectin、Adipocyte 関連の論文を多

数出版しているが、本研究課題に関連する論文は未だ報告されていない。 

 

 

３．研究体制について 

 

本研究課題は対象とするタンパク質が極めて広汎で、かつ、日々、新たな知見が加わっている分野

である。その中で、代表者の生物学グループ、構造決定の横山グループ、in silico スクリーニング

の田仲グループなどとの連携は、研究代表者のリーダーシップの下、適切に行われていると判断され

る。 

また、プログラム内部の他の実施課題との連携に関しても、抗体作成において技術開発研究「生産

（D）｣岩田グループと、制御化合物探索において｢制御（C）｣長野グループと連携している。 

ただし、制御化合物の合成展開を本格的に開始するに十分な基礎となる成果は、現時点では見出せ

ていない。 

 

 

４．今後の展望 

 

上述したように、本研究課題の対象は広汎であり、また、極めて難度の高いものが多い。さらに、

競争の極めて激しい分野であるので、楽観は許されない。しかしながら、次の段階への準備は適切に

なされているものと判断される。タンパク質の大量発現系の開発は大いに進展していることから、研

究を継続して進め、メタボリックシンドローム、糖尿病関連鍵分子である AdipoR、AMPK、ACC タンパ

ク質群の構造と機能の解明を期待したい。 

技術開発研究「制御｣との連携は重要であるが、本研究課題の進捗を踏まえて、どこまで将来の創
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薬を意識すべきか再考が必要ではないか。優先すべき標的タンパク質を絞り、その構造解析に有利な

制御化合物を探索して複合体情報等を取得することが本研究課題の大きな目標である。その先に、in 
silico 制御化合物設計等の道筋がある。 

 

 

５．その他の特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 医薬Ｂ１  

課題名  ケモカイン－ケモカイン受容体－シグナル制御分子フロントファミリーの構造･機能 

     ネットワーク解析からの免疫システムの解明および創薬開発  

代表機関・代表研究者：東京大学・松島 綱治  

 

１．総評 

 

対象タンパク質であるフロントは、代表者が見出した新規のタンパク質で、ケモカイン受容体の C

末端部分に結合してその作用を伝えることが明らかになっており、その作用を阻害することで、炎症

などの抑制が期待される。本研究課題においては、フロントの全長タンパク質の結晶化に成功し、CCR2

の C 末端領域とフロントの C末端の結合を NMR により解明している。これらは、順調な進展と評価で

きる。また、この NMR によって構築した複合体モデルを利用した化合物スクリーニングを展開し、フ

ロントの制御化合物として、既にいくつかの化合物を見出したことも評価される。ただし、これが実

際に抗炎症作用を発揮し、適応疾患が見出されるかについては、十分な検証が必要である。 

全体としては、目標達成に向けて構造解析・機能解析とも順調に進捗している。また、研究課題内、

研究課題間の連携も円滑に行われており、優れた成果が今後期待できる。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

本研究課題で対象としているフロントは、代表者が見出した新規タンパクで、ケモカイン受容体

CCR2 の C 末端に結合するものである。これまでの研究で、フロントの全長タンパク質の大量発現・

精製・の結晶化に成功し、CCR2 の C 末端領域（Pro-C）とフロントの C 末端（FNT-C）の結合の詳細

を NMR により解明した。機能解析の面では、フロントが CCR5 とも相互作用することも明らかにし、

フロントの遺伝子改変マウスの作成も進行中である。また、フロントと CCR2–C 末端の結合を指標と

するアッセイ系を立ち上げ、これを用いて、化合物スクリーニングを行い、この結合を阻害する複数

の制御化合物を同定している。さらに、その一部で実際に白血球の遊走を阻害する効果を示すことを

確認するなど、目標達成に向け、極めて順調な進捗と評価できる。ただし、本成果がフロントファミ

リーの解明が慢性炎症疾患治療薬の開発にどの程度貢献するかについては、モデル動物で検証するこ

とが必要である。 

 

 

３．研究体制について 

 

研究課題内の構造解析研究の寺沢グループと機能解析研究の松島グループは、適切に連携して研究

を進めている。また、技術開発研究「制御｣との化合物スクリーニングに関する連携、｢生産（C）｣

セルフリーサイエンスとの小麦胚芽無細胞系によるタンパク質生産に関する連携、「生産（D）｣浜窪

グループとの CCR2 の発芽ウイルス上への発現に関する連携が効果的に実施されており、成果創出に

向け、適切な連携活動を展開しているものと評価できる。 

 

 

４．今後の展望について 

 

フロントは、新規タンパク質であり、本研究課題で今回明らかになったように、CCR2 のみならず

CCR5 にも結合してその作用を介達するなど、オリジナルかつ有力な薬物標的と考えられる。全長

CCR2-全長フロント複合体等の立体構造解析が期待できる。全長 CCR2-全長フロント複合体の結晶構

造解析が達成されれば、その後の制御化合物スクリーニングもより合理的に加速されるであろう。  

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 
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５．その他特記事項 

 

本プログラム外の展開ではあるが、創薬研究として真のリード化合物創成を目指すのであれば、早

い時点で最低限の一般薬理、安全性、薬物動態試験等の実施が期待される。また、将来の産学連携等

も視野に入れ、知的財産化の戦略も必要である。 
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課題番号 医薬Ｂ２  

課題名  核内レセプターの新規機能解析と構造解析に基づいた線維化疾患治療法の開発  

代表機関・代表研究者：筑波大学・柳澤 純  

 

１．総評 

 

臓器や組織の過剰な繊維化による糸球体硬化症、肝硬変、肺繊維症など、未だ有効な治療法のない

繊維化疾患の主要原因は TGF-β/Smad の異常亢進であると考えられている。本研究において、核内受

容体 PPARγや VDR が転写活性とは別に Smad と複合体を形成してその分解を促進し、TGF-β経路を遮

断することが見出された。線維化疾患治療のための創薬に貢献することが期待される Smad 分解促進

作用を有する制御化合物を探索することを目的として、Smad 分解活性を有する核内受容体 PPARγの

構造と機能を解析していた。また、PPARγの転写活性化に影響を与えず、Smad 分解を促進する制御

化合物の同定に成功した。さらに、その効果を in vivo の病態モデルで確認することなどにより、優

れた成果をあげ、その最適化など新しい段階に入ったと考える。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、極めて優れた水準に達

していると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

PPARγリガンド結合領域と化合物の複合体構造情報を取得するとともに、TGF-βシグナルを遮断す

る化合物スクリーニング系を構築することによって、Smad の分解を促進する化合物設計を実践し、

制御化合物を取得したことは高く評価できる。また、VDR に結合して Smad 分解を促進する化合物の

探索からも制御化合物が得られた。さらに、腎の線維化モデルを確立し、探索された候補化合物の繊

維化が抑制されることも確認した。このように研究の進捗は極めて順調であり、予定を上回る成果も

得られている。一方、これらの受容体と Smad の複合体の構造解析は、Smad の不安定性などのため、

やや遅れている傾向にある。 

 

 

３．研究体制について 

 

代表研究者の適切なマネジメントの下、構造解析グループ、機能解析グループ、合成グループがそ

れぞれ役割分担を明確にし、極めて適切に連携して研究を進めている。また、制御化合物取得に向け

た連携も円滑に運用されており、技術開発研究｢制御｣との連携も十分である。 

 

 

４．今後の展望について 

 

これまでの研究で、制御化合物を同定し、その活性を確認するなど大きな成果をあげてきた。今後、

各核内受容体と Smad の複合体の構造解析が進むことで、最適化に向け弾みがつくものと思われる。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、特に積極的に実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

本プログラム外の展開ではあるが、創薬研究として真のリード化合物創成を目指すのであれば、早

い時点で最低限の一般薬理、安全性、薬物動態試験等の実施が期待される。また、将来の産学連携等

も視野に入れ、知的財産化の戦略も必要である。 
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課題番号 医薬Ｂ３  

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

代表機関・代表研究者：東北大学・青木 淳賢  

 

１．総評 

 

本研究課題で取り上げている NPP は、病態的意義の高いものであり、ターゲットタンパク研究プロ

グラムで取り上げるのにふさわしいものといえる。NPP2 の肺線維症への関与、MPP6 の腎近位尿細管

におけるコリン再吸収の促進作用を見出す等、機能解析は大きい成果をあげたといえる。また、NPP

活性の測定法を開発し、それを利用した化合物スクリーニングにより、制御化合物を見出したことも

評価できる。 

ただしその一方で、これらの成果を拡張するための、タンパク質の構造決定がやや遅れている傾向

にあることは、今後是正すべき問題点といえる。NPP ファミリー中、NPP2、NPP6 については大量生産

に成功しているものの、結晶化を成功に導く具体的な方策が乏しいように見受けられる。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

構造決定、機能解析、化合物スクリーニングの３つの目標のうち、機能解析に関わる生理機能・病

態的意義の解析と化合物スクリーニングは順調に進捗している。NPP2 が間質性肺炎に関わること、

NPP6 がコリンの体内分布の決定因子となること等、両タンパク質の機能について極めて興味深い知

見を得ており、また、両酵素の化合物スクリーニング系を確立し、制御化合物の取得にも成功してい

ることは、一定の成果が得られているものと評価できる。 

一方、両酵素タンパク質の構造解析については、タンパク質の単離精製は可能となったが、構造決

定の前提となるタンパク質の結晶化と酵素活性発現の分子機構の解明は進んでいない。糖含量が高い

ため、結晶化作業は難航しており、糖鎖をどのように処理し、どのように結晶化を進めるかの戦略が

決定していないようである。糖タンパク質を取り扱っている他のグループとの連携が望まれる。構造

解析に成功しなければ、制御化合物の最適化も進まないことが予想されるからである。 

成果に関する論文発表については、引用度の高い雑誌に多数の論文を発表している。 

 

 

３．研究体制について 

 

タンパク質の生産グループ、機能解析グループ、構造解析（結晶化）グループ、制御化合物探索グ

ループの間で、情報共有と円滑な連携がなされている。また、他の課題との連携に関しても、技術開

発研究「制御｣長野グループや、北大・稲垣冬彦グループ（NMR）と共同研究を進めている。 

しかしながら、成果としては、機能解析が先行しており、今後はタンパク質自体の構造解析研究の

強化が望まれる。 

 

 

４．今後の展望 

 

NPP2、NPP6 の機能解析と制御化合物の探索研究は、今後さらなる発展が期待できる。特に、NPP2

の制御化合物は、難治性疾患であり有効な治療法のない突発性間質性肺炎の治療薬開発に貢献する可

能性がある。ただし、制御化合物の探索にある程度成功しているが、初期スクリーニングであるにし

ても 4,000 化合物は余りに少ない。技術開発研究「制御」長野グループとの連携により、さらに優れ

た制御化合物の探索に期待したい。 

本研究課題の目標は、標的タンパク質の構造解析・機能解析に基づく創薬の推進であることから、

本研究課題の成否は今後のタンパク質結晶化の成否に大きく依存すると考えられる。ここでのブレイ

クスルーが望まれる。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗状況や
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今後の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 医薬Ｂ４  

課題名  セマフォリンおよ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  

代表機関・代表研究者：大阪大学・熊ノ郷 淳  

 

１．総評 

 

セマフォリン分子とその受容体、及びセマフォリンシグナルを担う細胞質側因子の構造解析は順調

に進められ、セマフォリンの生理機能の解明とこれらに作用する制御化合物の探索など、システマ

ティックに研究を遂行している。グループ間の連携は円滑に行われ、具体的な成果もあがってきてお

り、研究の進捗状況は極めて良好である。アトピー性皮膚炎などの治療に対する新規治療標的となり

うる機能研究を進めたことも、医学・薬学等への貢献として評価できる。今後は、受容体との複合体

の結晶構造を目指すべきである。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、極めて優れた水準に達

していると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

神経、免疫、心血管系でのガイダンス因子であるセマフォリンについて構造決定と制御の研究を

行っている。すでに、セマフォリンのひとつ Sema6A の細胞外ドメインの立体構造の解明に成功して

いる（3.1Å分解能）ほか、Sema3A の安定変異体を作成し、大量精製を行っている。また、受容体で

ある plexin-2 に予備的検討を行っている。セマフォリンシグナルに関連する細胞内因子 CRMP1 及び

CRMP2 の二次元 NMR 法による構造解析にも積極的に取り組んだことも評価したい。 

また、それぞれのセマフォリン分子の生理機能についての研究を行い、セマフォリン分子群及びセ

マフォリン受容体分子群が種々の免疫病態に関連していること、Sema3A が環状ペプチド依存性チャ

ネルを活性化して軸索反発作用を有すること、心臓・脈管系形成においてもセマフォリンがガイダン

ス作用を有することなど、免疫、心・血管系、神経系における機能を明らかにした。さらに、これら

の作用を模倣ないし阻害する化合物のスクリーニングも行われており、研究は順調に進捗していると

判断される。さらに、免疫機能に関わる動物モデル、アトピー性皮膚炎モデル動物等でセマフォリン

分子群を検証したことは、疾患治療法に繋がる成果であると評価できる。 

これらの成果は、引用度の高い雑誌に論文として多数発表されている。 

 

 

３．研究体制について 

 

本研究では、これまでセマフォリンの生物学的研究を行ってきたグループが構造生物学者と組むこ

とにより短期間で Sema6A の構造決定に成功するなど、研究課題内研究者間の連携は円滑に運用され

ている。さらに、技術開発研究「制御（C）」長野グループの化合物ライブラリーを用いた作用物質の

スクリーニングやリコンビナントタンパク質の薬理活性の検討など、技術開発研究との連携にも積極

的に取り組んでいる。 

 

 

４．今後の展望について 

 

上述の実績を踏まえると、今後研究を継続すれば、Sema 単独に加えて、その受容体の構造決定、

さらには、複合体の結晶解析による結合インターフェースの決定などに進展する可能性が高い。さら

に、セマフォリンのシグナル伝達機構、機能解析、制御化合物の探索など、今後も大きな成果が得ら

れることが十分期待できる。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、特に積極的に実施期間を延長すべきと判断される。 
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５．その他特記事項 

 

本プログラム外の展開ではあるが、創薬研究として真のリード化合物創成を目指すのであれば、早

い時点で最低限の一般薬理、安全性、薬物動態試験等の実施が期待される。また、将来の産学連携等

も視野に入れ、知的財産化の戦略も必要である。 
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－ ターゲットタンパク研究課題 － 

２－３ 「食品・環境等の産業利用」分野 
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課題番号 食環Ａ１  

課題名  害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能解析  

代表機関・代表研究者：東京大学・永田 宏次  

 

１．総評 

 

本研究課題は、カイコガとアワヨトウの性フェロモン合成に関する活性化ペプチド（PBAN）、その

受容体 PBANR および性フェロモン生合成の鍵酵素等をターゲットとする構造と機能の解析により、将

来的には蛾の繁殖の人為的抑制による害虫防除法を開発することを最終の目標としている。カイコガ

PBAN については、NMR によって構造を解明して C末端のアミドがβターン構造の安定化と生物活性に

必要であることを明らかにし、昆虫細胞を用いた PBAN 活性評価系を構築した。PBAN 受容体について

は、大量調製、結晶化ができる段階になった。これらの成果は重要なものである。現在研究途上であ

り、これまでのところ特に大きなインパクトはないが、今後の展開によっては応用上興味ある研究と

して発展するであろう。研究はおおむね順調に進捗し、論文の発表数も十分である。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

食料の生産を左右する害虫の抑制に関与する目的の明確な研究であり、この研究のターゲットタン

パク質として、興味あるペプチドおよびその受容体を選び研究を開始している。カイコガフェロモン

生合成の活性化に必須な PBAN の活性断片の構造を NMR で解明して C 末端アミド化による活性化と構

造の関係を明らかにした。PBAN 受容体の構造解析はやや難航しているが、受容体 PBANR の酵母と昆

虫細胞での発現を確認し、大量調製、結晶化ができる段階になった。また、PBAN 活性検定系の構築

にも成功している。このように、研究が着実に進捗しつつある。 

 

 

３．研究体制について 

 

研究代表者と分担者との間の連携は十分である。遺伝子の単離とタンパクの発現系の確立、大量調

製と立体構造解析、アッセイ系の確立と活性測定、化学合成と微量分析など、役割分担は明確であり、

連携を密にして業務を遂行している。他のグループとの連携も必要に応じて行われているが、今後、

さらに実施課題間の連携を強化し、研究を促進することを期待したい。 

 

 

４．今後の展望について 

 

今後の年次活動計画は分担者への振り分けが明確にされており、PBAN 受容体の結晶化が進んで X

線による構造決定が成功すると飛躍的進展が見込まれる。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 食環Ａ２  

課題名  抗生物質やその他の有用物質生産に利用可能な鍵酵素の構造・機能解析  

代表機関・代表研究者：東京大学・堀之内 末治  

 

１．総評 

 

発酵産業上、重要なタンパク質に焦点を絞り、その構造と機能の解析に向けて順調に成果が上がり

つつあると判断される。 

放線菌のカタボライト抑制におけるグルコースセンサーとして働く GlkA タンパクの立体構造を X

線結晶解析で決定し、グルコースとの相互作用による構造変化を明らかにした。 

また、放線菌の二次代謝産物の生産を活性化する制御タンパク AfsS の NMR 解析により、活性化に

関与すると考えられる局所構造を明らかにするなど、基礎的な成果を上げつつある。新たな有用酵素

の開発などへ進展する可能性があるが、各項目の研究を速やかに行い、特許出願と報文の数を増やす

ことが望まれる。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

本研究課題はわが国の産業上、重要な分野である発酵学における学術・応用の両面で重要な放線菌

のタンパク質について、特に重要なものの立体構造を明らかにすることを目的としたものであり、放

線菌のカタボライト抑制の鍵酵素である GlkA の構造決定、グルコース依存的な構造変化などの研究

で大きな成果を挙げている。また、二次代謝産物生産を活性化する酵素である AfsS の局所構造を明

らかにしている。研究のオリジナリティもあり、順調に研究が進んでいるといえる。 

 

 

３．研究体制について 

 

目標達成の情報共有など課題内の研究者間の連携は十分に行われていると判断される。 

 

 

４．今後の展望について 

 

放線菌の二次代謝と形態分化に関与するタンパク質の構造と機能の解明は進展しつつあり、その応

用としての、制御タンパクの改変・改良などが今後の研究として期待できる。 

さらに、残されたタンパク質の構造解析が進み、さらにこれらの成果を産業応用につながる方向で

の展望が期待される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 食環Ａ３  

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

代表機関・代表研究者：東京大学・田之倉 優  

 

１．総評 

 

本研究課題では、植物の乾燥・高温ストレスによる遺伝子発現を調節する転写因子、AREB1 と DREB2A

などの構造を解明するため、高発現系の構築、DNA との共結晶の作製、AREB1 の転写活性化ドメイン

のリン酸化による構造変化の解析などが行われている。AREB1 と DREB2A の構造決定には至っていな

い。構造解析とは独立して機能解析の研究は進展しているが、構造と機能の関係に関する知見は乏し

い。転写因子や、転写因子と DNA 複合体の新規な構造が得られれば、DNA 認識構造および転写活性化

機構が明らかになると期待される。そのための準備は順調に進捗していると考えられる。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

ストレス耐性発現制御因子 AREB1、DREB2A の構造解析のための高発現系の構築、DNA との共結晶の

作製、AREB1の転写活性化ドメインのリン酸化による構造変化のNMRによる解析などが進展している。

DREB2A の分解に関与する DRIP1 の発見、AREB1 を標的とするプロテインキナーゼの解明など、目標の

達成に向けた研究の進捗が十分に認められる。機能解析においても、シグナル伝達系の上流因子の解

析にも進展が見られる。AREB1 と DREB2A などの構造は未だ決定されていない。 

 

 

３．研究体制について 

 

グループ内では、タンパク構造解析と植物体シグナル伝達系の専門家の間での密接な連携により、

研究成果の創出が加速されている。３名の博士研究員、４名の技術補佐員が参加し、代表者の強力な

リーダーシップの下で研究が進められている。グループ間では、高エネルギー加速器研究機構フォト

ンファクトリーの共同利用や情報プラットフォームへの成果の登録などの連携が行われている。 

一方、構造と機能グループとの優れた共著論文が出ているが、構造に関するものではない。構造か

ら得られる機能に関する新知見を期待する。 

 

 

４．今後の展望について 

 

AREB1 と DREB2A の構造解析の結果は得られると予測される。転写因子や、転写因子と DNA 複合体

の新規な構造を明らかにすることができれば、新しい研究の発展が見込まれる。将来的には、ストレ

ス応答の分子機構の全容が解明され、この情報を基にした環境ストレス耐性作物作出技術の開発が期

待される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 食環Ａ４  

課題名  環境ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能解析  

代表機関・代表研究者：名古屋大学・松岡 信  

 

１．総評 

 

本研究課題はジベレリン（GA）受容体の構造解析の結果からストレス耐性機構を解明する目的で出

発したものである。GA 情報伝達に係わる３種類のタンパク質の構造を明らかにし、GA 情報伝達機構

を解明しようとする先端的研究であり、３種類のタンパク質のうち、GA受容体GID1の構造を決定し、

構造に基づく機能解析も着実に進捗している。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた研究成果は、優れた水準に達し

ていると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

本研究は GA のシグナル伝達系で重要な働きをする 3 種のタンパク質 GID1、DELLA、GID2 の立体構

造と機能を解明することを目的とし、さらに、DELLA タンパク質が同時にストレス耐性機構の重要タ

ンパク質としても機能していることから、これをストレス耐性植物の育種に活用することを最終目標

としている。これまでに GA を結合した受容体 GIDI の X 線結晶構造解析に成功して GA 結合に重要な

アミノ酸残基を明らかにし、その成果は昨年トップクラスの雑誌に掲載された。 

 

 

３．研究体制について 

 

グループ内での構造解析担当者（京都大学）と機能解析担当者（名古屋大学）の間の連携は密接で

ある。グループ間の連携については、情報プラットフォームへの登録を完了したほか、化合物ライブ

ラリーの利用にも着手している。 

 

 

４．今後の展望について 

 

GA シグナル伝達系の 3 種のタンパク全ての構造と機能が詳細に解明されれば、非常に優れた成果

となる。 

 

 

５．その他特記事項 

 

この研究の最終的な目標はストレス耐性植物の育種であろうが、そこに達するには、本研究課題内

での研究をさらに加速し、本プログラムの外での積極的な応用展開へ繋げるべきであろう。 
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課題番号 食環Ａ５  

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

代表機関・代表研究者：東京工業大学・村上 聡  

 

１．総評 

 

本研究課題は実用上の問題と関連した重要なものである。その成果を臨床に生かすことができる方

法を見出し、実用化されるならば、理想的である。その方面への展開を期待したい。 

今回の成果は、過去の業績が主体であり、新たに進捗した点が少ないと思われる。また、グループ

内の連携も十分ではなく、直接関連するものは総説１編のみであり、残りの９報はプロジェクトの適

切なマネジメントが認められない。新しい知見としては、研究代表者が発見した、排出トランスポー

ターと膜融合タンパク質との間の相互作用の強い細菌が挙げられる。研究を継続するとすれば、この

複合体の構造解析に特化すべきであろう。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

研究代表者が、排出トランスポーターと膜融合タンパク質との間の相互作用の強い細菌（緑膿菌の

類縁菌）を発見したことは一定の進展といえる。 

また、目標に向けて、基盤となる材料や方法の確立はみられるが、成果としてはまだ論文となるレ

ベルではない。立体構造解析が容易でないことは理解するが、もう少し目標に近づいた成果が望まれ

る。 

全体的に進捗状況が不十分のようである。 

 

 

３．研究体制について 

 

代表研究者の勤務地の変更もあり、今後、他大学との共同体制の構築が課題であろう。 

 

 

４．今後の展望について 

 

プロジェクト研究としてのまとまりがなく、進捗状況も不十分である。しかし、重要で難度の高い

課題であり、構造解析の結果と機能解析の結果により、多剤耐性化の解消法が見出せることを期待し

たい。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 食環Ｂ１  

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・代表研究者：熊本大学・寺沢 宏明  

 

１．総評 

 

本研究課題は齧歯類の性フェロモンの構造と受容体の相互作用について立体構造レベルで解析し、

その成果をネズミの個体数の制御などに役立てようとするものである。本研究課題で、マウスオス特

異的フェロモン ESP1 の構造が決定された。また、ESP1 受容体と相互作用する ESP1 の領域が同定さ

れた。一方、ESP1 受容体として V2Rp5 が発見され、大腸菌での V2Rp5 の発現に成功している。V2Rp5

の構造決定には至っていないが、ESP１受容体の構造が明らかになれば、研究に新しい展開が見られ

る可能性がある。 

本研究課題に関しては、NMR により小ペプチドの構造決定や阻害剤のスクリーニングを行った点、

受容体の構造が決まっていない点、あるいは食料・環境問題解決までの距離の点で評価の分かれると

ころであるが、総じて、本研究課題の進捗および成果は優れている。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

マウスオス特異的フェロモン ESP1 の構造を決定すると共に、ESP1 の受容体 V2Rp5 を同定し、大腸

菌で発現させることに成功している。V2Rp5 の構造決定には至っていないが、V2Rp5 と相互作用する

ESP1 の領域を同定している。したがって、研究は順調に進んでいると思われる。 

 

 

３．研究体制について 

 

研究課題内での連携、化合物の設計と提供などに関する他グループとの連携、情報プラットフォー

ムへの成果登録などは高く評価できるが、共同研究者との役割分担が明瞭でないと思われる点も見受

けられる。 

 

 

４．今後の展望について 

 

今後、ESP1 受容体の構造や、ESP1 と ESP1 受容体複合体の構造決定、アゴニスト・アンタゴニスト

の開発、ESP 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などが順調に進めば、野生ネズ

ミの制御薬の開発という最終目標の達成に近づく可能性もある。 

マウスからラット、野生ネズミへの進展が待たれる本研究課題は応用価値が高いので、早期に成果

を特許出願するべきであろう。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

本研究課題については、食料・環境問題解決までの距離必ずしも近いとは言えないが、応用展開を

考慮した研究は重要と思われる。 
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課題番号 食環Ｂ２  

課題名  新規味物質・味評価法開発に重要な味覚受容体の構造・機能解析  

代表機関・代表研究者：理化学研究所・山下 敦子  

 

１．総評 

 

本研究課題は食品産業分野において重要なテーマであり、その成果が待望されるが、難度の高い研

究課題である。そのため、現在の段階ではまだ充分な成果がでているとはいい難く、最終的な目標達

成にはまだ遠い道のりがあり、単純な実施期間の延長では解決が困難であると思われる。今までの研

究で、甘味/旨味受容体の味認識ドメインについて、昆虫細胞における発現系を見出して、機能単位

であるヘテロ二量体として安定に調製し、結晶様のものを得た。また、甘味受容体の変異体解析を行

い、受容体の膜移行性を評価し、甘味応答が消失する一残基変異体を見出した。さらに、甘味阻害物

質ギムネマ酸の作用点が甘味受容体であることを明らかにした。このように、甘味受容体の機能の解

析については、成果が得られつつあるが、X線結晶構造解析については、さらに良質の結晶を作成す

る条件を確立する必要がある。今後は甘味/旨味受容体の立体構造の決定に向けてさらに研究を加速

する必要があるが、そのための準備段階の研究としては十分といえる。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

甘味/旨味受容体の機能に関しては、甘味受容体の変異体解析を行って、受容体の膜移行性を評価

し、甘味応答が消失する一残基変異体を見出した。また、甘味阻害物質ギムネマ酸の作用点が甘味受

容体であることを明らかにした。構造解析については、甘味/旨味受容体の細胞外味認識ドメインに

ついて、結晶化に適したコンストラクトと昆虫細胞における発現系を見出して、機能単位であるヘテ

ロ二量体として安定に調製し、結晶様のものを得た。しかし、タンパク質の発現や結晶化に時間がか

かっており、現時点では準備段階の域を脱していない。今後は、さらに良質の結晶を調製する条件を

確立して、Ｘ線結晶解析を成功させる必要があるが、そのための準備は着実に進捗しているといえる。 

 

 

３．研究体制について 

 

実施課題内における研究代表者（構造生物学的手法）と分担者（分子生理学的手法）の連携は十分

である。他グループとの連携も、昆虫培養細胞技術を有効に利用したほか、今後も SPring-8 マイク

ロフォーカスビームラインや化合物ライブラリーの有効利用を検討している点が評価できる。タンパ

ク質の発現と結晶化に関しては、技術開発・生産領域チームとの連携を深め、問題の解決を図る必要

がある。 

 

 

４．今後の展望について 

 

タンパク質の発現や結晶化がうまくいけば研究が進展すると思われるが、構造解析に至るまでに時

間がかかれば、ある程度の進捗は望めるが、最終目標である味覚の認識機構の分子レベルでの解明に

は遠い道のりがある。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、当初の予定通り、3年間とすべきと判断される。実施期

間を延長する場合は、研究計画を見直し、着実に成果を積み上げていくことが必要である。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 食環Ｂ３  

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  

代表機関・代表研究者：京都大学・橋本 渉  

 

１．総評 

 

細菌の多糖の輸送・分解機構に係わるタンパク質の中で、細胞表層受容体や多糖分解酵素の構造が

決定された。また、ABC インポーターの構造も解析されている。したがって、目的に向けて研究が進

展しているといえる。また、構造を基盤にした機能解析研究も進展している。今後、精力的に研究が

行われ、「スフィンゴモナス属細菌 A1 株」由来超チャネルの構造と機能がかなり明らかになってくる

ものと期待されることから、初期の目的の一つである食品・環境分野への応用への方向も検討すべき

である。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

細菌表層に存在する超分子の構造解析を目的として行われている研究課題である。広く多くの分子

について研究を行っており、一部の分子については構造解析、そして機能解析が進んでいる。 

アルギン酸の細胞表層受容体、ABC インポーター、多糖分解酵素の X線結晶解析・機能解析、いず

れも十分に進捗している。 

 

 

３．研究体制について 

 

実施課題内での連携はとれている。解析難度の高いタンパク質の分析技術について、他のグループ

からの情報入手に努めている。さらに連携を強化すれば、よりよい成果があがるであろう。 

 

 

４．今後の展望について 

 

研究計画が順調に達成されており、ABC インポーターによる多糖の取り込み機構、各種の多糖分解

酵素に関する基礎的な構造・機能の研究が豊富な成果をあげているので、今後は、新規食品多糖の開

発、バイオフィルム除去を基本とした感染症の治療など実用的な成果につながる可能性は、十分にあ

る。 

構造および機能解析が進んだ後、その成果を食品・環境分野などの応用研究へつなげていくべきで

あろう。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、特に積極的に実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 食環 B４  

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  

代表機関・代表研究者：京都大学・三木 邦夫  

 

１．総評 

 

T. kodakaraensis の新規炭酸固定系の 3酵素、AMP phosphorylase、R15P isomerase、及び Rubisco

の構造・機能解析が行われている。構造を基にした高活性型 Rubisco の作出にも予定より早く成功し

ており、研究は順調に進展している。PDB 登録、論文発表も順調であり、特許出願もある。優れた研

究であると判断される。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

新規の炭酸固定系を構成する酵素群の構造と機能解析を推進しており、そのうち重要なものについ

ては構造・機能解析が順調に進んでいる。Rubisco の高機能型変異体の創製については、すでに最終

年度の目標を達成した。PDB 登録、論文発表も順調であり、特許出願もある。 

 

 

３．研究体制について 

 

グループ内の連携は適切である。他グループとの連携もある。研究代表者は、放射光 X線解析技術

の分担研究者となっており、このグループ自体の技術的レベルは高く、他グループへの依存度は低い。

情報プラットフォームへの登録も行っている。 

 

 

４．今後の展望について 

 

構造と機能の解析が並行して進められており、その効果が期待できる。さらに研究を続ければ、大

きな成果が見込まれるであろう。より機能の高い Rubisco 等の作出が成功することを期待したい。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

本研究課題は、温室効果ガスである CO2の固定に関して、効率的なシステムの開発につながりうる

研究である。今後、環境問題との関わりをより明確にし、プログラム外での研究開発を含めた応用展

開に期待したい。 
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課題番号 食環Ｂ５  

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  

代表機関・代表研究者：京都大学・清水 昌  

 
１．総評 
 
本研究課題は、学術的にも応用上にも重要な、微生物酵素によるキラル化合物の生産に関して、各

種酵素の立体構造の解明と反応機構の解析を行い、さらには酵素の特性に関与するアミノ酸を計画的
に置換して、酵素の特性を改良することを目指すものであり、研究は順調に進んでいる。具体的には、
キラル化合物の生産に有用な炭素二重結合不斉水素添加酵素として、旧黄色酵素と補酵素との複合体
の構造を決定し、活性部位を形成するアミノ酸残基を同定した。β-ヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵
素として、スレオニンアルドラーゼと補酵素 PLP との複合体の構造を決定した。キヌクリジノン還元
酵素と補酵素との複合体構造を決定し、基質結合部位の構造を明らかにするとともに、NADPH から安
価な NADH へと補酵素要求性を変換した変異体酵素を作成した。さらに、カルボニル還元酵素 S1 と補
酵素との複合体構造と、共役ポリケトン還元酵素 CPR-C2 の立体構造を決定し、基質選択性を決定す
る構造情報を得た。このように、目標達成に向けて、着実に研究が進展しており、研究期間中に多く
のキラル化合物合成関連酵素の構造と機能が明らかになり、高能率キラル化合物合成系が作出できる
可能性が極めて高い。PDB への 5件の登録と 9件の論文発表など、学界への貢献も十分である。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、極めて優れた水準に達

していると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 
キラル化合物合成酵素の構造と機能を明らかにするとともに、酵素を改変して高能率キラル化合物

合成系を作出しようという目標に向かって、種々のキラル化合物合成関連酵素の構造を決定し、構造
を基盤にして基質特異性や触媒反応機構などについて多くのめざましい知見を得た。キラル化合物の
生産に有用な炭素二重結合不斉水素添加酵素として、旧黄色酵素と補酵素との複合体の構造を決定し、
活性部位を形成するアミノ酸残基を同定した。β-ヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵素として、スレオ
ニンアルドラーゼと補酵素 PLP との複合体の構造を決定した。キヌクリジノン還元酵素の補酵素複合
体構造を決定し、基質結合部位の構造を明らかにするとともに、NADPH から安価な NADH へと補酵素
要求性を変換した変異体酵素を作成したことは特筆するに値する。さらに、カルボニル還元酵素 S1
と補酵素との複合体構造と、共役ポリケトン還元酵素 CPR-C2 の立体構造を決定し、基質選択性を決
定する構造情報を得た。このように、研究は目標に向かって十分に進捗している。 
 
 
３．研究体制について 
 
実施課題内の研究分担関係は明瞭で、構造解析（分担者）と機能解析（代表者）の連携がなされて

いる。高エネルギー加速器研究機構フォトンファクトリーのビームラインを利用して高分解能の構造
決定を行い、情報プラットフォームに登録するなど、他グループとの連携も十分に行われている。 
 
 
４．今後の展望について 
 
研究の進展により、キラル化合物合成に役立つ種々の酵素を高機能化することが可能になり、食

品・環境分野に大いに貢献することが期待できる。多種類の酵素について構造と機能の解析が進んで
おり、in silico 解析を併用した研究の効率化も有望と思われる。活発な研究が行われており、高能
率キラル化合物合成系の作出まで研究が進展する可能性が高い。得られた知見を基にしたキラル生体
触媒ライブラリー構築にも期待が持てる。 
本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、特に積極的に実施期間を延長すべきと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 
特になし。 
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課題番号 食環Ｂ６  

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  

代表機関・代表研究者：奈良先端科学技術大学院大学・島本 功  

 

１．総評 

 

植物の開花・生長制御に係わるフロリゲンとして発見したタンパク質、そして、その受容体の構造

を決定した。さらに、それらの相互作用の解析から開花制御に関与していることを明らかにしている。

一方、植物免疫に関わる複合体の相互作用を解析するなど、これらの研究成果は高く評価できる。 

本研究課題は食品・環境分野における将来の応用も目指した研究であり、またすでに基礎的には順

調な研究成果が上がっている。その内容も興味あるものであり、今後の進展が期待される。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

植物の開花誘導因子フロリゲンとしての Hd3a タンパク質とその受容体 GF14c、開花制御に関わる

転写因子 OsDLF1 の３者複合体の構造と機能を解明するとともに、イネにはもう一つのフロリゲン

RFT1 があることを明らかにした。植物免疫応答の鍵因子である低分子量 Gタンパク質 OsRac1 が、活

性酸素生成をつかさどる NADPH オキシダーゼ（OsrbohB）と直接相互作用することによって、その活

性を制御していることを明らかにした。その他、OsRac1 と複合体を形成する植物免疫タンパク質と

して RACK1 や Sti1 を同定した。このように、研究は順調に進捗している。 

 

 

３．研究体制について 

 

研究課題内の連携は、情報の共有、発現系の供与と立体構造情報の提供など、十分に行われている。

他の研究課題との連携としては、化合物ライブラリーやin silicoスクリーニング手法の活用による、

フロリゲン受容体の制御化合物のスクリーニングについて検討が進められている。 

 

 

４．今後の展望について 

 

先駆的な研究が行われている。フロリゲン複合体の構造が明らかになれば、開花制御の分子機構が

解明できると考えられる。また、植物免疫複合体の構造と機能に関する解析が進めば、耐病性の分子

機構の解明につながると思われる。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

食品・環境分野において重要な課題を推進しており、成果も順調である。この成果を応用上の問題

とどう結びつけるのか方向を示し、本プログラムの外で積極的な応用展開がなされることを期待した

い。 
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－ 技術開発研究課題 － 

２－４ 「生産」領域 
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課題番号 生産Ｃ  

課題名  タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」の構築  

代表機関・代表研究者：理化学研究所・横山 茂之  

 

１．総評 

 

本研究課題は広くタンパク質生産技術を開発することにより、タンパク質発現ライブラリーを構築

することを目的に発足している。タンパク質の有効利用のためには、研究対象となるタンパク質を手

に入れることから始まり、次いで大量生産技術の開発ということになるが、本研究プログラムの性格

上、ここでの生産は研究(構造・機能解析)に十分な量の質の良いタンパク質を手に入れる手法の開発

が主体となる。 

すでに多くのタンパク質生産方法が開発されてはいるが、タンパク質は千差万別で広範な発現ライ

ブラリーの構築が必要なことがうなずける。特にここでは膜タンパク質、高分子量複合体、巨大タン

パク質等の高難度タンパク質をターゲットに細胞系、無細胞系での発現に広範で卓抜した工夫が試み

られ、いくつかの利用価値の高い方法の開発に結実している。 

さらに一歩進めて、結晶化が容易で、その上構造解析しやすい方向に特化した形でタンパク質を生

産する工夫も試みられ、ある程度の成功を収めている。特にこの延長線上に進展している「キュービッ

ク液晶法による膜タンパク質の結晶化」法は画期的で特筆すべき成果である。 

本研究課題は目的タンパク質を手に入れるというタンパク質研究の根源的な要求を満たそうとい

う、基盤をなす技術開発研究であり、プログラムの推進に当たり、実に重要な位置を占める。本研究

課題は、特に問題であった高難度タンパク質の、構造解析に特化した生産に向けての、広範で利用価

値の高い生産方法を着実に確立している。まだ２年に満たない研究期間の業績としては高く評価でき

ると思われる。発現ライブラリーというからには、さらに努力をして、できるだけ広範なタンパク質

に応用できるものとすべきである。その上でデータベース化して、発現・構造解析に向けて最適の生

産方法の候補が瞬時に見出せるようにすることが重要である。 

本研究課題はあまりにも巨大なプロジェクトであり、十分な成果が上がっているかどうかを正確に

判定することは困難であるが、本研究課題の研究の進展具合、成果の質と量については満足すべきも

ので、プログラムへの貢献度も大きいと判断する。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

数百種に及ぶ高難度タンパク質をサンプルタンパク質として、種々の細胞系・無細胞系での効率的

条件下で発現をおこない、発現効率のスクリーニングによりさらなるコンディショニングが、広範に

行われている。これらの研究は独創的な計画の下に着実に進行し、またいくつかは完成している。広

範なタンパク質の効率的生産へ向けての手法が着実に確立されつつある。 

一方、生産するだけではなく、構造解析を視野に入れた、すなわち、解析に特化した生産方法の開

発にも目が向けられており、非天然型アミノ酸の導入や、結晶化しやすい形での膜タンパク質の生産

など、工夫を凝らした生産方法の開発も進行している。さらにタンパク質巻き戻しの技術の開発も並

行して進行している。特筆すべきは、キュービック液晶法による膜タンパク質の結晶化法で、独創的

なタンパク質解析法が進展している。 

このように、高難度タンパク質の生産・解析に向けた、広範な研究が着実に進行しており、データ

ベース化の目標に向けてかなり接近できていると思われる。 
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３．研究体制について 

 

課題内での連絡会議も頻繁に行われ、課題内での情報共有も円滑に行われているため、研究課題内

における情報共有・連携体制については問題ない。プログラム内部の他の研究課題との情報共有・連

携に関しても、この研究課題で得られた情報が他のいくつかの研究課題と共有されており、また他の

研究課題のいくつかの情報がこの研究課題で利用されるといった具合で、研究課題間の情報交換・研

究連携が円滑に行われている。本研究課題はタンパク質を生産するというタンパク質研究の根幹をな

すものであり、それだけに期待も大きい。全国のタンパク質研究者に向けてタンパク質生産に関する

成果を発信して行く義務がある。 

 

 

４．今後の展望について 

 

本研究課題の目標到達点は、現在得られている結果の延長線上に存在していると思われる。今まで

に得られた生産・解析方法をさらにシェイプアップする、新たな生産・解析方法を開発する、などさ

らなる努力を積み重ねることにより、より簡便で確実な、高難度タンパク質の生産・解析をデータベー

ス化できるものと考えられる。さらにハードルをあげて、超高難度タンパク質の生産・解析へ向けて

の挑戦に期待したい。 

しかしながら、広範な生産系の開発には限界があるので、むしろ発現するモデルタンパク質の数を

広範に増やし、どのような性質のものはどの発現系・発現条件を選択するのが良いか分かるような

データベース作成の方向へと発展することが期待される。本研究課題もその方向に進んでいることが

うかがえる。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 生産Ｄ１  

課題名  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  

代表機関・代表研究者：大阪大学・高木 淳一  

 

１．総評 

 

新たに開発したオリジナリティのある新規タグ技術を活用して実績を上げつつ、今後の高速スク

リーニングを目指していることを評価する。この手法をより一般化し、誰もが使えるよう、さらなる

改良にも努力している。本研究課題は、地道にかつ継続的に行うテーマである。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

目標達成への進捗は順調であり、新規タグ技術を活用して実績を上げつつある。たとえば、分担研

究となった「医薬・薬学への貢献」課題の中で、短期間でのセマフォリン（sema6A）の構造解析に成

功するなど、確実な成果をあげてきたことを評価したい。今後の高速スクリーニングも多くの成果を

あげるものと期待している。 

 

 

３．研究体制について 

 

プログラム内のいくつかの個別課題との連携が上手く進んでいる。その実績を踏まえて、他の個別

課題が抱える問題の克服に向けてさらなる連携を行うことが期待できる。 

 

 

４．今後の展望について 

 

ターゲットタンパク研究プログラムでは、生産・精製が最も重要な基盤であり、本研究課題はこれ

からの展開も十分に期待がもてる。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、特に積極的に実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 生産Ｄ２  

課題名  膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発  

代表機関・代表研究者：京都大学・加藤 博章  

 

１．総評 

 

膜タンパク質結晶化について、ユニークでオリジナリティの高い研究開発である。これまでの投資

額を考慮しても、いくつかの要素技術開発が進み、まずまずの成果を上げつつある。ただし、この技

術開発の普遍性にはやや疑問がある。今後のプログラム内部への研究支援・貢献に期待できる、膜タ

ンパク質の発現系の新たな方法論の確立に結びつけるべきである。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

技術要素としてシンプルであり、定められた目標に向かって進展した。それなりの成果をあげてい

るので、さらなる実績を期待する。そのためにも他のタンパク質にも応用の可能性を今後広げていく

必要がある。その他に、タンパク質の発現量を in vivo、分泌分画で見出す簡便法の開発、結晶化し

やすいか否かの判定法などすぐに実用可能な方法の開発もなされている。さらに膜タンパク質の大量

発現のためにミトコンドリア膜の利用法の開発に向けての研究もスタートしている。 

 

 

３．研究体制について 

 

マネジメントは特に問題なく、代表機関を含めた課題内の連携は十分である。一方、プログラム内

部への研究支援を考慮すると、現時点から、個別課題が抱える膜タンパク質結晶化への問題を意識し

ながら研究を進めるべきである。しかし、情報プラットフォームの活用が少なく、もう少し広く外に

向けての発信が期待される。 

 

 

４．今後の展望について 

 

本プログラムは“生産・結晶化”が基盤であり、構造解析等はタンパク質をモノとして取り扱うこ

とができなければ先に進まないと考えられるため、生産に関わる新規な技術開発は重要なテーマであ

る。 

しかし、本研究課題の手法が適用できるタンパク質が限定される恐れが払拭されていない。ペルオ

キシソーム上での外来タンパク質（ターゲットタンパク）の発現・結晶化実績を早急に示す必要があ

る。また、ミトコンドリア膜を利用した膜タンパク質の大量発現についても、今後の進展を見守る必

要がある。この研究の遡及性についてもやはり不安が残る。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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分野   技術開発研究（生産 D３）  

課題名  抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術の確立  

代表機関・代表研究者：京都大学・岩田 想  

 

 

１．総評 

 

膜タンパク質結晶化は困難を伴うが、本プログラムとして克服すべき最重要課題である。代表機関

は抗体を用いた膜タンパク質結晶化について既に実績があり、個別課題からの技術的な協力要請・期

待に応える技術開発を確立し、成果を挙げてきている。多くの膜タンパク質に応用可能であり、今後、

継続してプログラム内の多くのチームと連携を組むものと期待する。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、極めて優れた水準に達

していると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

膜タンパク質の結晶化に特化して技術開発に取り組んだ結果、一連のすぐれた成果を上げているこ

とを評価する。目標の設定が的確で、当初計画に添って進展が見られ、多くの膜タンパク質の構造決

定に成功している。 

 

 

３．研究体制について 

 

他の「生産」技術開発研究課題との連携を含めて、プログラム内での連携は良い。研究体制に関し

て問題は認められず、今後に期待できる。 

 

 

４．今後の展望について 

 

将来への展開が具体的であり、今後、膜タンパク質の解析が進展する期待がもたれる。比較的よく

知られた技法であるが、この分野の国際的なリーダーの一人であり、それにふさわしい成果が出てい

るし、今後も出続けると思われる。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、特に積極的に実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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－ 技術開発研究課題 － 

２－５ 「解析」領域 
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課題番号 解析Ｃ  

課題名  高難度タンパク質をターゲットとした放射光 X 線結晶構造解析技術の開発  

代表機関・代表研究者：高エネルギー加速器研究機構・若槻 壮市  

 

１．総評 

 

X 線解析は現在、最も確実で利用価値の高いタンパク質構造解析方法といえる。放射光の利用で X

線解析は格段に利用価値が高まった。しかしながら、X線解析は結晶構造解析であり、多くのタンパ

ク質において良好な結晶を得ることは困難を極めている。そこで本研究課題では超微小結晶でも解析

できるようなハード・ソフトを構築して、X線解析の利用価値を格段に向上させる努力がなされてい

る。放射光施設を利用しやすいものとするための努力もなされており、さらに簡便に位相を決めるた

めのハード・ソフトの開発も進行している。このように本研究課題では、タンパク質の X線解析によ

る構造解析をより簡便で確実に行うためのハード・ソフトの開発が独創的な発想により、着実に進め

られている。 

本研究課題は本研究プログラムにおいて、１つの根幹を成す課題であり、早急な進展が期待される。

しかしながら、本研究課題には設計図からスタートするといった地道な研究開発が多い。それにもか

かわらず、かなりの進展を見せており、高く評価できる。更なる努力により、X線解析によるタンパ

ク質の構造解析をより簡便で確実なものとしていただきたい。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

本研究課題内の各グループは放射光 X線結晶構造解析技術の開発という目標を踏まえて、より高度

な解析、より使いやすい装置への改良に向けて努力を続けており、着実に各研究開発が進行している。 

理研播磨（SPring-8）では、超微小結晶から解析に十分なデータを取得するために、超高輝度マイ

クロビームラインの設計が進み、それに対応して、超高精密度 X線分光器の試作、２次元 X線検出器

の研究開発、微小結晶観察用同軸高倍率顕微鏡の試作等が進行している。高エネルギー加速器研究機

構（フォトンファクトリー）では、位相決定の煩雑さを軽減する目的で、軽原子の異常分散を用いた

位相決定のために、低エネルギーマイクロビームラインの設計やそれに対応した付随装置や解析法の

開発が進んでいる。北大グループは低エネルギーX線測定に不可欠なキャピラリートップマウント法

の改良・開発を試み、試作品を完成させている。京大グループは利用者の便宜を図るために、フォト

ンファクトリーと SPring-８の結晶交換ロボットを共通の手法で使用できるように改良を試みてい

る。阪大のグループは微小結晶からのデータ収集処理技術の開発を行っており、部分反射のみからの

データ収集法の開発、放射線損傷モニターの開発、複数の結晶からの回折が重なり合ったデータの処

理方法の開発などを進めている。 

ほとんどの研究開発が順調に進行しており、いくつかはほぼ完成の域に達しているようで、本研究

課題の現時点での進行状態は良好であると判定できる。 

 

 

３．研究体制について 

 

課題内の連携は良好であるが、さらに緊密な連携を希望したい。本研究課題内の研究開発は、互い

に関連が深いもの、そうでもないものがあるが、それでも相手の不足しているところを補うという点

で関連しあっている。本研究課題は、最終的に放射光を使いやすいものとするという目的で一致して

いるので、研究課題内の連携は大切である。本研究課題には、この分野の日本におけるエキスパート

が結集していることから、お互いに切磋琢磨し、英知を集結して目標に向かって邁進されたい。 

プログラム内部の他の研究課題との連携は、本研究課題の性質から見ても、緊密であって当然であ

る。多くの研究課題との連携がなされており、特にビームラインの配分による協力は高く評価できる。 
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４．今後の展望について 

 

本研究課題内の研究開発は進行中のもの、ほぼ完成に至ったものがあるが、いずれにせよ、それぞ

れの研究開発が、放射光の利用価値を格段に高める上で欠かせないものである。１日も早い完成を期

待したい。 

理化学研究所播磨研究所では超高輝度マイクロビームラインの完成が間近である。早急に利用でき

る段階にまで完成度を持ち上げる。高エネルギー加速器研究機構では低エネルギーマイクロビームラ

インの設置完了と利用できる段階へとシェイプアップする。北海道大学のグループはキャピラリー

トップマウント法を使用しやすい形で完成する。京都大学のグループは両放射光施設に共通な結晶交

換ロボットを完成し、さらに使いやすいものへと改良する。大阪大学のグループは微小結晶からの回

折強度データ収集法の開発を完成し、放射線損傷の激しい微小結晶からのデータ収集効率の向上など

の改良を進める。各研究開発には、以上の通りの進展が期待される。 

本研究課題の目標が達成されれば、放射光施設の利用価値を格段に高めることは間違いない。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 解析Ｄ１  

課題名  固体 NMR 膜蛋白質複合体構造解析技術  

代表機関・代表研究者：大阪大学・藤原 敏道  

 

１．総評 

 

本研究は固体 NMR を用いて膜タンパク質複合体の構造解析技術を開発するもので、選択的同位体標

識した７回膜貫通タンパク質の構造決定法の確立と、固体 NMR の Dynamic Nuclear Polarization 

(DNP)法を用いた高感度化を目的としている。本技術はターゲットタンパク研究プログラムの基盤技

術の一つとして重要であり、本当に役立つレベルに到達させることが望まれる。これまでのところ

様々な困難に遭遇しつつも地道な努力もあって、ある程度の改良と進展が見られる。膜タンパク質の

膜外の可動部分の構造解析は順調に進展しているものの最も困難な膜内部分の構造解析は分解能の

低さもあり、構造決定には至っていない。固体 NMR でしか得られない情報が一層求められるところで

ある。他のグループとの連携は十分に行っている。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

現在のところ、多くの問題を抱える固体 NMR 利用価値を高める方向への地道な努力が認められ、あ

る程度の方向性は見えてきているが完成には未だ余程の努力が必要であろう。同位体ラベルの手法の

進展は進んでいる。DNP 法を用いた感度向上手法は、多くの点でマサチューセッツ工科大学の Griffin

教授らと同じ手法を用いているが、超高磁場でこの手法を開発しつつあることは評価できる。これに

ついては、デモデータだけでなく、膜タンパク質で感度が向上する成果が望まれる。また、高磁場を

用いる利点である分解能の向上によって全体構造解析を達成することが望まれる。 

 

 

３．研究体制について 

 

現段階では外に向けて連携を呼びかける域には達していないと思われる。試料調製や構造決定に必

要なシミュレーション手法の開発など要素技術について、グループ内やプログラム内での連携は良好

と思われる。ただし、同様な固体 NMR を用いる阿久津グループとの連携がどのようになっているのか

が、見えづらい。また、計画したターゲットタンパク質の解析については、実質的な取り組みがなさ

れているかは、未だしといったところである。 

 

 

４．今後の展望について 

 

到達点は、固体 NMR を用いて巨大膜タンパク質の構造解析まで行うことであるが、主要な解析手法

となるのは、相当困難ではなかろうか。他の手法との差別化とユニークな成果が見込まれるかの判断

は難しい。しかし、この種の研究の地道な努力は必要である。また、700MHz で超高感度化を達成で

きれば（タンパク質レベルで）900MHz でも挑戦することを期待したい。 

本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 解析Ｄ２  

課題名  SAIL 法による蛋白質構造解析技術の多様化  

代表機関・代表研究者：名古屋大学・甲斐荘 正恒  

 

１．総評 

 

独創的な Stereo-Array Isotope Labeling (SAIL)法は、概念を含めて基本的なところは本プログ

ラム前に既に完成している。したがって、個別課題のタンパク質構造解析技術が要求する多様化に対

して、本法の実用化をどこまで進化させ普及に必要な開発が行われたか、またどの程度浸透させて実

績を挙げたかが評価の焦点である。残念ながらこの点に関しては、現時点で目標に達していないと思

われる。本法が一般化、多様化されるかどうかは費用対効果から難しいのではないだろうか。しかし

ながら、本法の発信と高度化に熱心に取り組んでいる。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

本研究課題におけるハードルであった同位体ラベル化タンパク質の発現の目途がついたこと、さら

には高価なラベル化アミノ酸の再利用の可能性も見出されたことなど、本法の利用価値は向上した。

さらには、解析法についても着実に進展している。しかしながら、プロジェクト期間中に本法でしか

得られない解析例が見出されるかどうかについては、疑問が残る。 

 

 

３．研究体制について 

 

研究体制については単独研究であるので問題はないだろう。Guenter 研究室（独）との連携も進ん

でいるようである。今後は利用者の輪を広げていく努力が必要と思われ、そのためには個別課題克服

に向けた本法適用のメリットを充分に伝える研究成果をあげなければいけない。具体的な解析例を増

やし、ニーズ探索や幅広い連携を期待する。 

 

 

４．今後の展望について 

 

分子量限界を超えた NMR 測定技術革新として SAIL 法は高い評価を得たが、NMR の機能解析への展

開については高いコストの問題もあり、ニーズが乏しいのではないだろうか。それを克服するために

も個別課題に貢献する実績を期待したいところである。大きな成果の発信となる発見が求められる。

ユーザーが SAIL 法を利用する機会を増やすために、そのタンパク質が本法による解析に向いている

かどうかを判定して表示するツールを作れば、一般のタンパク質研究者が本法をより理解して利用の

機会を増やすかもしれない。 

本研究の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後の展

望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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－ 技術開発研究課題 － 

２－６ 「制御」領域 
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課題番号 制御Ｃ  

課題名  化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発  

代表機関・代表研究者：東京大学・長野 哲雄  

 

１．総評 

 

本格的な化合物ライブラリーの構築とスクリーニング拠点構築の第一歩を踏み出した。代表研究者

の強い意気込みを感じる。中間評価の時点で既にターゲットタンパク研究の個別課題(医学・薬学等

への貢献等)との連携が実施されており、本研究課題の存在意義、必要性は改めて実証されたといえ

る。加えて、化合物ライブラリーのプログラム外への一般公開も開始しており、短期間で｢制御｣にふ

さわしい基盤を構築し、かつ機能させ始めていることは評価したい。 

本研究課題の目的は、化合物プローブを効率よく取得し、いわゆるケミカルバイオロジー研究を推

進するという、「創薬基礎研究基盤」を構築することである。その点をより明確にし、プログラムの

後半は、情報の共有と成果の発信を積極的に行い、制御化合物を活用したタンパク質の機能解析への

貢献に専心するべきである。しがたって、ヒット化合物から直接的に医薬品開発を行うことが本研究

課題の主軸ではないことから、化合物ライブラリーの構築は、特に「低分子」化合物に限定する必要

はないともいえる。また、天然物化学等もより積極的に活用するべきである。 

今後、外部利用を通じて産業界との連携にも積極的に取り組むならば、情報公開について十分考慮

した新たな仕組み・ルール作りが求められる。産業界における医薬品開発に関わる成果は、論文発表

が出来ない、あるいは特許の出願を遅らせたい等、成果の公開・知財の取り扱いにアカデミアと相反

する事項が多い。スクリーニング結果の報告義務や、成果の公開が義務づけられていることは、産業

界に対してハードルを高くしているものと思われる。 

全体としては、化合物ライブラリーの構築・拡大が着々と進んでおり、また、効率的なスクリーニ

ング法もいくつか開発されていることから、着実に研究課題が進展していると判断される。以上の内

容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達していると評価でき

る。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

標的タンパク質の複合体構造解析、機能解析等へ貢献する化合物ライブラリーの構築は達成されつ

つあり、計画に従い順調に進捗している。また、スクリーニング結果の蓄積、スクリーニング法の開

発についても、良好な進展が見られる。 

ケミカルバイオロジー研究の推進という点においては、優れた進捗が認められ、ターゲットタンパ

ク研究の個別課題との連携も充分推進されている。 

 

 

３．研究体制について 

 

化合物ライブラリーとスクリーニング拠点の構築という目的に沿った適切な体制が組まれており、

代表機関を中心とした連携は十分であろう。また、ターゲットタンパク研究の個別課題との連携も実

績を上げつつある。ただし、理化学研究所和光研究所との関係は不明確であると感じられた。基礎研

究に主眼を置いたこの種の化合物ライブラリーは、統一的に運用する方が良いのではないかという疑

問も残った。また、合成化合物と天然化合物、ランダムスクリーニングと in silico スクリーニング

の役割分担と有機的連携が不明確であると感じられた。SBDD（Structure-Based Drug Design）のた

めのバーチャルスクリーニングと化合物ライブラリー基盤がタイアップしている点は効率的である

が、他のバーチャルスクリーニング研究者も自由に参入できるよう、ライブラリー化合物のリスト（構

造情報や CAS 番号など）には制限をかけることなく広くデータを公開した方が、ライブラリー基盤全

体の利用促進につながると考えられる。 

４．今後の展望について 

 

本研究課題の目標を明確にし、化合物ライブラリーがより適正に運用されることを望む。 
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今後順調に研究開発が進展すれば、ケミカルバイオロジー研究の推進という研究面の成果は十分見

込まれる。一方で、ケミカルバイオロジーの推進という点においては、公的ライブラリーとして、よ

り多くの研究機関に利用されることがさらなる波及効果につながる。そのため、プログラム後半では、

ターゲットタンパク研究の個別課題との連携数をさらに増やすことが期待される。また、将来的な公

的ライブラリー運用を視野に入れて、本プロジェクト外（一般の産官学）への開放を積極的に進め、

克服すべき課題等を明確化し、現時点から対策を講じるべきである。3 年間で 43 億投資したシステ

ムの管理・運用、ライブラリー化合物の品質・保管量維持等は予想以上に大変である。本プロジェク

ト終了後に投資価値、存在意義、利用ニーズが問われるであろう。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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－ 技術開発研究課題 － 

２－７ 「情報プラットフォーム」領域 
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課題番号 情報Ｃ  

課題名  ターゲットタンパク研究情報プラットフォームの構築運用  

代表機関・代表研究者：情報・システム研究機構・菅原 秀明  

 

１．総評 

 

タンパク３０００プロジェクトは目標解析数を超えて、数的には大成功であったが、研究情報プ

ラットフォーム（以下、情報 PF と略す）の構築という点が幾分軽視され、オールジャパンでの成果

共有が不十分であったとの指摘があった。この「成果共有」とは、他者が出した成果を別の者が利用

する際の障害をなるべく取り除き、相互利用を促進することである。情報の場合、データが未公開状

態であることは最大の障害であり、本事業費で生産されたデータが原則的に誰でもすべてダウンロー

ドでき、多目的な二次利用が制限されない環境づくりを統合的に目指すことは、この情報 PF の最大

の使命である。成果共有の推進に向けて情報 PF がイニシアティブを発揮できるよう本プログラム統

括者の指導力も必要であり、もし公開ポリシーについてプログラム内部で意見が対立した場合には、

プログラム外の利用者の視点に立って成果共有が容易に進む道を選択されたい。前プロジェクトの反

省も踏まえ、本研究課題では、個別研究課題の分担研究者への情報基盤提供だけでなく、最終的には

オープンに成果提供することを視野に入れる必要がある。情報だけでなく、生産、解析、制御の基盤

をより効率的に利用させるためにも情報 PF が果たすべき役割は大きい。本研究プログラム自体が基

礎・モデル研究プログラムであり、得られた結果が広く利用できる体制を作るためにもさらなる尽力

が必要である。研究面におけるプログラム全体の連携をこれまで以上に促進させる成果が情報 PF に

求められるため、本研究課題の実施者は、自らの研究課題をプログラム全体の問題として本気で取り

組む姿勢が重要であり、自己満足や一部の研究課題のみを満足させるシステム開発に陥ることがない

よう、自ら提案する各システムの必要性や費用対効果について判断できる専門家をプログラム外から

も交えてオープンに議論する場も必要である。多くのシステム開発が行われているが、それぞれの開

発コストと運用コストが明確化されていないため、総額として現在の予算規模が適切であるかどうか

意見が分かれるところである。また、本事業の他の課題の実施者からの利便性に関する評価が十分に

得られていない印象もあった。 

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、十分な水準に達してい

ると評価できる。 

 

 

２．研究の進捗状況について 

 

ポータルサイト、進捗マネジメントシステムにおける報告書の共有、予約システムの開発など事務

的なツールは進捗がみられ、さらに利用もされており、プログラムに最低限必要なシステムの整備は

適正に進捗している。 

実験マネジメントシステムについては意欲的な取り組みがなされており、実験プロトコルの標準化

に向けて他の研究課題の実施者から協力を得てプロトコルデータをオントロジーとして作成し共有

化させる努力は着実な進捗がみられ評価できる。一般的な意味での「実験プロトコルの標準化」とい

えば、「ラボ間で異なりがちな実験方法を一致させることにより、異なるラボで得られたデータが相

互に比較統合可能になる」といったメリットが明確であるのに対し、この課題では「記述方法の標準

化」の方に重点を置いているため、そのメリットが他の研究課題の実施者から十分に理解されていな

い感がある。オントロジーを使った記述はデータの機械可読性を高める観点から重要であるが、でき

るだけ早期にそのメリットを実例として示し、他の研究課題の実施者から実験情報を統合化する活動

への理解と協力を十分に得ていただきたい。 

研究成果のデータベースであるターゲット DB については、PDBj や理研との連携関係を形成するこ

とでタンパク３０００事業の成果統合にむけた着実な進展がみられる。一方で、しっかりした情報基

盤をもたない大学等からのデータ回収をいかに行うかが課題である。まずは本事業で回収を急ぐべき

データ、つまり、理研以外の大学等においてタンパク３０００事業費により生産され未だ公開されて

いないデータを回収して公開化すること、および、本ターゲットタンパク研究プログラムタンパクの

事業費で生産されるデータの公開化を進めることを、この情報 PF から着実に実施していく必要があ

る。情報 PF は、どれだけシステムを作ったかを進捗報告するだけでなく、未公開データをどれだけ
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公開して成果共有を推進したのか進捗報告も求められる。 

 

 

３．研究体制について 

 

情報 PF 内における分担はうまく行われている。一方で、情報 PF が個別課題間の連携を生み出すの

にどれだけ貢献しているかが見えていない。この連携促進こそ情報 PF の活動の骨格であるが、各課

題が互いに連携するかしないかは最終的には各課題の意思に委ねられるため、情報 PF だけの問題で

はない。一般的に各研究者は自ら進んで情報提供をすることは少ないので、情報 PF がシステム作り

だけで空回りしないように、プログラム全体としてのトップダウンの施策も必要である。 

一方、情報 PF は他の課題からデータを出させるだけでなく、自らのデータを進んで共有化する余

地も大きく残されている。本事業で生産されるデータは実験データだけでなく、システムのプログラ

ム等も含まれる。本事業費で開発したと報告しているシステムを自らだけで運用サービスするのでは

なく、オープンソースによる共有化も進めることで、他の利用者が情報 PF の成果を自分のラボ内で

も完全に再利用できるように提供し、データ面での成果共有を情報 PF が自ら率先して示すことは、

各個別課題のデータ公開を促す上でも見本となるだろう。 

今後計画されている個別マネジメントシステム（ＬＩＭＳ）は本プログラム終了時にデータを保全

する仕組みとしても大変重要であるが、どのように構築していくかの見通しが現時点で明確化されて

いない。ＬＩＭＳの構築は現場のニーズに即応できる体制で臨まないと研究活動全体への影響も大き

く、ＬＩＭＳ提供については慎重な計画性が要求される。まずはＬＩＭＳ構築を望む、あるいは緊急

性の高いラボから優先順位をつけてＬＩＭＳを提供する一方で、最終的にはすべてのラボからデータ

回収を確実に実施する方策が必要である。本ターゲットタンパク研究プログラムの事業費で生産され

るデータの公開共有化をこの情報 PF から確実に実施していくために、情報 PF では、各研究者が生産

するデータのリストを作成して進捗ＭＳに掲載し、それぞれのデータ回収に適切な方法とコストを見

積もり、実施計画を具体化すべきである。 

 

 

４．今後の展望について 

 

この情報 PF はデータベースにかなりの重点を置いているが、バイオインフォマティクスはデータ

の解析だけでなく、本プログラムで高度化が進む実験技術を利用する上でも工夫次第で多くのことが

できる。たとえば、ＳＡＩＬ法のようにタンパク質中に埋もれているセリンの解析を行う優れた技術

がプログラム内にあるのであれば、情報 PF としては、利用者が自分のタンパク質のアミノ酸配列を

クエリーとしてデータベース検索した際に、ＳＡＩＬ法で解析するのに使えそうなアミノ酸があれば

その存在情報を合わせて提示するようにシステムを構成するなど工夫する余地は大きい。今後はデー

タの統合だけでなく、個々のタンパク質の特徴と各実験技術の特徴をマッチングさせる統合化にもバ

イオインフォマティクスを活用すべきである。 

 

 

５．その他特記事項 

 

特になし。 
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課題番号 情報Ｄ  

課題名  タンパク質の複合体構造を推定するための構造バイオインフォマティクス  

代表機関・代表研究者：お茶の水女子大学・由良 敬  

 
１．総評 
 
高難度のタンパク質複合体構造解析には多大な時間と経費がかかること、その成果から大きな波及

効果が期待されること、等を考慮すると、高精度モデリング手法の確立・有効利用は重要である。タ
ンパク質複合体の構造予測は難しい課題であり、これまで多くの試みがなされているがよい手法は未
だ開発されておらず、挑戦的なテーマである。要素技術のブラシュアップからそのインテグレーショ
ンまで、複合体構造の推定に具体的に挑戦する試みはこれから実施することになっており、最大の難
関を実施者らが解決できる見込みを示すデータが現時点では示されていないが、機能解析への展開に
も関わる重要な分野であること、また、産業界では構造バイオインフォマティクスが少し軽視される
傾向にあるため、本プログラムでは特に構造バイオインフォマティクスの将来的な有益性にむけて産
業界の代わりに開拓的研究を行う必要性がある。実施者らは唯一のバイオインフォマティクスＤ課題
として新たな可能性を切り開こうとしている。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗及び得られた成果は、優れた水準に達してい

ると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 
進捗は認められ計画的に進んでいるが、現時点において実施者が生み出したこれまでの成果は従来

の技術を大きく越えるものではない。実施者が開発したアラインメント技術についても、Clastal W
と比較するのではなく、立体構造情報を考慮に入れた他の最新の手法との比較データが示されていな
いためブレイクスルーを評価できないが、タンパク質のモデリング、会合様式の解明等のソフトの開
発の進展はうかがえる。複合体形成における構造の induced fit 等の変化は最終的な予測の成否に大
きな影響を及ぼす要因であるが、実施者の説明からは構造変化が予測成功率に与える影響を過小評価
しているように思われる。本研究課題がＤ課題であることから、現時点でこの複合体形成状態の探索
問題にブレイクスルーを生み出せると思わせるようなデータが求められる。複合体構造予測は最も重
要な課題のひとつであり、本プログラムではバイオインフォマティクスとして唯一のチャレンジング
な課題であるため、たとえ現時点でネガティブな結果が出ていたとしても、工夫を凝らしながら難関
に果敢に挑戦しているのであれば、実施継続を支持したい課題ではある。 
 
 
３．研究体制について 
 
共同研究に関しても真摯に努力しており、役割分担、連携等も適切であると感じられた。最後のイ

ンテグレーションのステップではより密な連携が必要になり、代表者にはイニシアティブを発揮して
有用なシステム提供を目指していただきたい。また今後は、他の課題との連携を増やして有用性を具
体的に示すとよい。 
 
 
４．今後の展望について 
 
構造バイオインフォマティクスはこれまでかなりのアプローチがなされており、劇的なブレイクス

ルーはそう簡単には望めないが、その時点で最良な手法を本プログラムに提供しつづけることは必要
であり、会合体形成の可能性、その形状などの情報が得られればタンパク質の機能・制御の解明につ
ながり、有効な情報が得られる。この方向に向かっての進展も期待したい。 
本研究課題の実施期間は３年間であり、平成２１年度で終了する予定であった。研究の進捗や今後

の展望を踏まえて考えれば、本研究課題は、実施期間を延長すべきと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 
特になし。 
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３．評価委員会委員名簿（敬称略：五十音順） 

 

 

  委 員 名 所属 役職 

  石井 茂孝 野田産業科学研究所 副理事長 

  井本 泰治 崇城大学生物生命学部 教授 

  魚住 武司 東京大学 名誉教授 

  大島 泰郎 共和化工株式会社環境微生物学研究所 所長 

  上野川 修一 日本大学生物資源科学部 教授 

  桐 野  豊 徳島文理大学 学長 

◎  郷  通 子 情報・システム研究機構 理事 

  豊田 哲郎 理化学研究所生命情報基盤研究部門 部門長 

  夏 目  徹 産業技術総合研究所バイオメディシナル情報研究センター チーム長

  成 宮  周 京都大学大学院医学研究科 教授 

  西島 和三 持田製薬株式会社医薬開発本部 主事 

  西島 正弘 国立医薬品食品衛生研究所 所長 

  垣生 園子 順天堂大学医学部 客員教授 

  平 野  久 横浜市立大学大学院国際総合科学研究科 教授 

○  森 島  績 立命館大学生命科学部 客員教授 

   

◎ 主査  
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副主査  
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Ⅱ．評価資料 
 

 

 

- 87 -





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．プログラム概要・プログラムとしての取り組み 
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２．成果報告（2009 年 3 月現在）注３） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注３）「構造解析件数、論文件数、特許出願件数」は、課題間での重複が無いように集計した。また、（別

紙１）の「２．論文のリスト」は以下の要領で記載されている。 
※ 発表論文リストには、各課題の成果を代表する論文 10 報を上限に記載 

※ 「◎」は主に本プログラムの成果で構成された論文 

※ 論文著者のうち本プログラム参加者には下線 
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－ ターゲットタンパク研究課題 － 

２－１ 「基本的な生命の解明」分野 
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課 題 名 細菌のタンパク質分泌装置と輸送基質タンパク質群の構造・機能解析 

代 表 機 関 名 大阪大学 

代 表 研 究 者 名 今田 勝巳 

分担機関・分担研究者名  

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

本プロジェクトでは、細菌の III 型、IV 型分泌系の構成タンパク質群と輸送基質タンパク質群に

ついて構造と機能を原子レベルで明らかにし、基質タンパク質の選別・輸送機構、エフェクターの

作用機構、輸送エネルギー変換機構を明らかにすることを目指している。 

プロジェクト開始時点で設定した平成 20 年度末までの具体的な達成目標は、以下の通りである。

（１）2種類以上の III 型細胞質コンポーネント及びその複合体の構造解析を行う。 

（２）1種類以上の III 型膜コンポーネントの発現・精製法を確立し、結晶化する。 

（３）複数の III 型分泌変異体を単離し、結晶化候補複合体をリストアップする。 

（４）未同定の IV 型タンパク質を複数個同定する。 

（５）複数の IV 型タンパク質について相互作用を明らかにする。 

（６）2種類以上の IV 型タンパク質の発現・精製法を確立する。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 ・III 型細胞質コンポーネントのうち、FliJ を 2.1Å 分解能で、FliT を

3.2Å 分解能で構造解析することに成功した。 

・III 型膜コンポーネントのうち、FliQ の精製法を確立した。 

・変異体解析から、結晶化ターゲットとして有望な FliH/FliI/FlhAC 複

合体、FliJ-FlhA 複合体を見出した。また、FliH-FliI 複合体の結晶化に

成功した。 

・変異体解析から、III 型輸送の動力源は FliI による ATP 加水分解反応

で生じるエネルギーではなく、プロトン駆動力であることが明らかにな

った。 

・IV 型の５つの主要コンポーネントを同定した。その中の一つ、DotD

について、2.0Å 分解能で X線結晶構造解析を行い、分子モデルを構築し

た。 

・IV 型エフェクターの LubX が別のエフェクターである SidH を標的とす

ることを見出し、SidH のプロテオソーム依存的分解が LubX により制御

されていることを発見した。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

（１）べん毛 III 型分泌系細胞質コンポーネントのうち、FliJ と FliT

の結晶構造解析に成功した。 

・FliJ は、輸送に必須である輸送装置細胞質コンポーネントである。非

常に凝集しやすく取扱が困難であったが、N 末に His タグ由来の

Gly-Ser-His の３残基を有するコンストラクトが凝集しにくいことを見

出し、結晶化に成功した。１分子に１残基存在する Cys を予め水銀で修
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飾して作成した結晶から SPring-8 BL41XU において収集した異常分散デ

ータを用いて SAD 法により位相を決定し、2.1Å 分解能で解析に成功した

（Rw=23.3, Rf=25.5）。構造は２本の長いヘリックスで構成され、

F1ATPase のサブユニットと著しい類似を示し、F0F1ATPase と輸送装置が

同様の作動機構を含む可能性を示唆していた。また、この構造に対して、

これまでの遺伝学的な実験から予想される様々な輸送系蛋白質との相互

作用部位を対応づけたところ、各構造要素ときれいに対応した。現在、

論文を作成中で、投稿時に PDB 登録する予定である。 

・FliT は、輸送基質である HAP2 に結合するシャペロンであり、輸送装

置複合体へ基質を運ぶと共に、べん毛タンパク質の発現制御も行う多面

的な働きを担う細胞質コンポーネントである。2mg/ml 程度の濃度で凝集

するため取扱が難しかったが、比較的低濃度の試料から結晶化に成功し、

SPring-8 BL41XU において収集した Se-Met 置換体の異常分散データを用

いて 3.2Å 分解能での構造解析に成功した（Rw=25.2, Rf=28.6）。FliT は

非対称単位中に異なる構造の 2 分子が存在する。現在、構造の異なる部

位の機能解析を進めており、機能が明確になった時点で論文を投稿し、

PDB 登録する予定である。 

（２）大腸菌内での発現が困難である膜内コンポーネント FliO、FliP、

FliQ、FliR について、GST 融合蛋白質として小麦胚芽由来の無細胞系を

用いた発現を行った。そして、FliQ について発現・精製法を確立した。

 比較的少量の発現実験では、全てのコンポーネントについて可溶性画

分に生成蛋白質を回収することができた。このうち、発現量が一番多か

った FliQ について、発現容量を増やして GST タグの切断条件の精製条件

を探索し、確立した。現在、さらにスケールを上げて FliQ の結晶化スク

リーニングを開始している。また、次に発現の良かった FliO についても、

タグの切断条件と精製法の検討を開始したが、可溶性ではあるものの凝

集が見られるため、発現および精製条件の見直しを行っている。 

（３）レジオネラ IV 型分泌系の主要コンポーネントを構成する５つの 

タンパク質について各々大量発現系の構築を進め、DotC, DotD, DotF, 

DotH の４種類について、大量発現系の構築と精製条件の確立を完了し、

結晶化条件のスクリーニングを開始した。 

［当初の達成目標に加えて得られた成果］ 

・IV 型分泌系の中核複合体の構成成分である DotD について N末 19 残基

を削ったフラグメントの結晶化に成功し、2.0Å 分解能で回折する結晶を

得ることに成功し、構造解析を行った。その結果、DotD は細菌鉄トラン

スポーターである FecA のシグナリングドメインと構造相同性を有する

ことが分かり、外膜コンポーネントからのシグナル伝達に関与する可能

性が示唆された。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

（４）複数の構成タンパク質について変異体を作成し、機能解析および

結晶化に適した複合体試料の探索を行った。 
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・輸送ゲート構成蛋白質の一つである FlhA の温度感受性変異株の遺伝学

的機能解析を行い、FliH-FliI 複合体が FlhA の C 末細胞質ドメイン

（FlhAC）と相互作用すると、FlhAc のコンフォメーション変化が起こり、

その結果輸送基質が輸送ゲート内へ挿入されることが示唆された。 

・FliH-FliI 二重欠損株およびそのバイパス変異株の解析から、輸送に

は、FliI の ATPase 活性は必須ではなく、プロトン駆動力が必須である

ことを明らかにした。 

・GST タグを FliJ の N 末端に付加すると、FliJ の輸送機能が失われると

ともに、非常に強いドミナントネガティブ効果を発揮した。Pull down

法により、ドミナントネガティブ効果を発揮した原因はGST-FliJが FlhA

および FlgN と安定な複合体を形成したためであることが判明した。 

・安定複合体を形成する FliH-FliI ヘテロ３量体について、末端部の長

さおよびタグの種類が異なる様々なコンストラクトを作成し、発現・精

製を行った。その結果、FliH の N 末側 1/3 を欠失した FliHc と FliI の

ヘテロ３量体の精製および結晶化に成功した。 

・FliT の X 線結晶構造解析に基づいて作製した GST-FliT(2-94)は、野生

型 GST-FliT に比べて正の転写制御因子ある FlhDC 複合体、FliI ATPase

あるいは FliJ と安定な複合体を形成することを見出した。 

（５）レジオネラ IV 型分泌系の主要コンポーネントを生化学的に同定し

た。レジオネラ細胞内外膜に渡って構築される IV 型分泌系中核複合体

は、５つのタンパク質 DotH, DotC, DotD, DotF, DotG より構成される

ことが明らかになった。この中で DotH はペリプラズムに存在するタン

パク質であるが、DotC および DotD 依存的に外膜にリクルートされる。

プロテアーゼによる限定分解を用いた解析により、DotH が複合体形成に

際し大きな構造変化を示すこと、さらに DotH の構造変化に DotF が重

要な役割を果たすことが示唆された。 

（６）レジオネラエフェクターの宿主細胞内機能解析を行い、LubX の機

能を明介した。網羅的な探索によって見出した多数のエフェクター候補

タンパク質の中から、宿主真核生物のもつユビキチンリガーゼの機能を

持つレジオネラタンパク質 LubX を見出した。LubX は今まで見出された

他のレジオネラエフェクターと異なり、宿主感染後にレジオネラ中で発

現が始まり、その後宿主細胞内に輸送されることが明らかになった。ま

た酵母ツーハイブリッドスクリーニングを用いて、LubX の標的蛋白質を

探索したところ、宿主細胞内で LubX の標的となってポリユビキチン化

されるターゲットタンパク質 Clk1 を同定した。さらに、LubX の新たな

基質 SidH を見出した。驚くべきことに、SidH は別のレジオネラエフェ

クターであった。細菌由来ユビキチンリガーゼ LubX が別のエフェクター

SidH を標的とし、結果として SidH はプロテオソーム依存的に宿主細胞

内で分解される。SidH レベルの経時的解析から、この現象にはエフェク

ターSidH の時間的制御、という全く新しい生物学的意義があることを明
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らかにした。LubX については、構造解析のための大量発現系の構築、精

製方法の確立を完了し、結晶化スクリーニングを開始した。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

3 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 5 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

III 型コンポーネントの構造・機能解析、IV 型コンポーネントの機能解析はほぼ当初の予定通り、

順調に進んでいる。III 型膜コンポーネントの解析は、これまでのところ FliQ に関しては順調に

進んでいる。しかし、分子量の大きい FliP と FliR については、現在のところ発現量に問題があり、

今後困難が予想される。一方、IV 型コンポーネントの構造解析については、当初予定よりも早い

段階で結晶が得られ、レジオネラ IV 型タンパク質として初めての構造が明らかになった。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

研究グループは、大阪大学生命機能研究科と大阪大学微生物病研究所に分かれているが、両方とも

同じ大阪大学吹田キャンパス内にある。プロジェクト全体の連携を密とするため、月に１度、大阪

大学生命機能研究科にて互いの状況と方針についてのディスカッションミーティングを行ってい

る。構造解析グループと III 型の機能解析グループとは生命機能研究科内の同一の建物内にあり、

毎日顔を合わせながら研究を進めている。構造解析グループと微生物病研究所を主体とする IV 型

機能解析グループは、分泌装置の結晶が得られてから後は、月１回の会合に加えて、週に 3日程度、

実験担当者が生命機能研究科と微生物病研究所を行き来しながら研究を進めており、ほぼリアルタ

イムで情報を共有している。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

交流会を通じて互いに情報を交換している。また、III 型輸送装置が F0F1ATPase や V-ATPase と深

いつながりのあることが判明したことから、これらの ATPase の構造解析を行っているグループと

特に膜構成部の解析についての情報交換を適宜行っている。 

９．今後の展望 

 III 型分泌系の構造については、これまでに見つけた安定複合体の解析に力点を移す。機能解析

については、F0F1ATPase や V-ATPase との類似性を手がかりに、プロトン駆動力がどのように輸送

機能に関わるかを解き明かす。また、基質を含む動的複合体がどのように形成され、輸送が行われ

るかを明らかにする。VI 型分泌系の構造解析については、まず残りの中核複合体構成蛋白質と LubX

およびその複合体を中心に進める。VI 型分泌系の機能解析については、中核複合体構成蛋白質の

機能と相互作用およびエフェクター間の相互作用を中心に進める。 

21 年度： 

・III 型分泌系細胞質コンポーネントの結晶構造解析。特に結晶化に成功した輸送シャペロン FlgN

の構造解析を進める。 

・III 型分泌系膜内コンポーネントのの精製・結晶化。結晶ができたものから順次 X線構造解析。
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まず、F0F1ATPase の c サブユニットとの相同性が見られる FliQ の構造解析を進める。また、

FliP,FliR については、FlhA,FlhB などの複数の膜コンポーネントとの共発現も試みる。 

・安定複合体を形成する III 型分泌系タンパク質変異体の複合体の精製・結晶化および電子顕微鏡

解析。特に結晶化に成功した FliHc-FliI ヘテロ３量体の構造解析、安定複合体を形成する

FliH/FliI/FlhAC、FliJ-FlhA、FliT-FliI、FliT-FliJ 等に取り組み、安定複合体の探索も引き続い

て行う。また、電子顕微鏡解析に適した輸送装置を含む基部体試料の作成を試みる。 

・ドミナントネガティブ変異と機能欠損変異の組合せによる、輸送基質認識機構の遺伝学的・生化

学的解析。特に 20 年度に発見した FliI と輸送シャペロンの相互作用について詳しく解析する。 

・IV 型分泌系主要コンポーネント及びエフェクターの結晶化。結晶化が成功すれば、結晶構造解

析。中核複合体構成蛋白質と LubX およびその複合体の解析を中心に進める。 

・IV 型分泌系エフェクターと相互作用する IV 型分泌系タンパク質、あるいは宿主細胞内標的タン

パク質の探索。特にエフェクターどうしが宿主内で相互作用することを見つけたことから、エフェ

クター間の相互作用にも注目して進める。 

22 年度： 

・III 型分泌系膜内コンポーネントの精製・結晶化・結晶ができたものから順次 X線構造解析。 

・安定複合体を形成する III 型分泌系タンパク質変異体を用いた複合体の結晶化・X線／電子顕微

鏡解析。 

・ドミナントネガティブ変異と機能欠損変異の組合せによる、輸送基質認識機構の遺伝学・生化学

的解析。 

・IV 型分泌系主要コンポーネント及びエフェクターの結晶化。結晶化が成功すれば、結晶構造解

析。 

・IV 型分泌系エフェクターと相互作用する IV 型分泌系タンパク質、あるいは宿主細胞内標的タン

パク質の探索。同定できたものから順次大量発現系の作製と共結晶化。共結晶化が成功すれば、結

晶構造解析。 

23 年度： 

・III 型分泌系膜内コンポーネントの精製・結晶化。結晶ができたものから順次 X線構造解析。 

・安定複合体を形成する III 型分泌系タンパク質変異体の複合体の結晶化と X線／電子顕微鏡像解

析。 

・構造解析および機能解析の結果を統合し、III 型輸送モデルの構築と検証 

・IV 型分泌系主要コンポーネント及びエフェクターの結晶化。結晶化が成功すれば、結晶構造解

析。 

・IV 型分泌系エフェクターと相互作用する IV 型分泌系タンパク質、あるいは宿主細胞内標的タン

パク質の探索。同定できたものから順次大量発現系の作製と共結晶化。共結晶化が成功すれば、結

晶構造解析。 

・構造解析および機能解析の結果を統合し、IV 型分泌系による輸送の分子機構と輸送基質として

のエフェクターの宿主内分子機構を説明するモデルの構築と検証。 

１０．特記事項 

・FliJ の構造解析の成果を発表した大学院生が、国際結晶学会で CrSJ Awards を受賞。 

・III 型輸送が ATP 加水分解ではなく、プロトンで駆動することが明らかになり、新聞等でも取り
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上げられた。また、細胞質コンポーネントの構造解析から、分泌輸送装置が F0F1ATPase と同様の作

動機構を含む可能性が示された。これらは、III 型分泌機構についてのこれまでの常識を覆す発見

である。 

・IV 型エフェクターLubX が別のエフェクターSidH を標的とすることを発見し、宿主蛋白質に作用

するのみでなく、他のエフェクターの時間的制御も行う新たなタイプのエフェクターであることを

見出した。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円） 25,278      0     0 25,278

人件費（千円）  5,891 22,977 24,263 53,131

業務実施費（千円）  9,600 13,946 10,352 33,898

間接経費（千円） 12,231 11,077 10,385 33,693

合計（千円） 53,000 48,000 45,000 146,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

FliJ  べん毛 III 型分泌装置で必須の細胞質コンポーネント

である。従来、分泌基質の細胞質シャペロンと考えられ

てきたが、構造解析の結果、F1ATPase のサブユニット

と同様の機能が示唆された。非常に凝集し易いため、解

析難易度は非常に高かった。本構造は、III 型分泌装置

の作動機構について全く新しい見方を与えるものであ

り、構造に基づく機能解析の結果と合わせた論文発表の

準備中であるため、論文投稿時に PDB 登録を行う予定で

ある。（分解能:2.1Å,Rw=23.3, Rf=25.5） 

FliT  べん毛先端でキャップ構造を形成する HAP2 に結合する

輸送基質特異的シャペロンであり、輸送装置複合体へ基

質を運ぶと共に、べん毛タンパク質の発現制御も行い、

輸送基質タンパク質の産生と輸送をリンクさせる多面

的な機能を担う細胞質コンポーネントである。このタン

パク質も凝集し易く取扱が難しいため、解析難易度は高

かった。構造から予測された相互作用の制御部位の機能

解析結果と共に論文発表の予定であるため、論文投稿時

に PDB 登録を行う予定である。(分解能:3.2Å,Rw=25.2, 

Rf=28.6) 

DotD  レジオネラ細胞内外膜に渡って構築される IV型分泌系

中核複合体を構成し、あるいはその構築に必須の機能を

持ち、レジオネラの感染に必須のタンパク質である。構

造解析の結果から、細菌鉄トランスポーターであるFecA

のシグナリングドメインと構造相同性を有しており、外

膜コンポーネントからのシグナル伝達に関与する可能

性が示唆された。DotD は外膜アンカー領域と disorder

した領域を持つため、分子の適切なデザインが必要であ

り、解析難易度は高かった。構造に基づく機能解析結果

と共に論文発表の予定であるため、論文投稿時に PDB 登

録を行う予定である（分解能:2.0Å,Rw=22.5, Rf=24.7）。

尚、この結果は、レジオネラ IV 型分泌系タンパク質で

初めて明らかになった構造である。 
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export, Nature 451:485-488 (2008). 

◎ Kubori T, Hyakutake A, Nagai H, Legionella translocates an E3 ubiquitin ligase that has multiple U-boxes with 

distinct functions, Mol. Microbiol. 67:1307-1319 (2008). 

◎ Minamino T, Imada K, Namba K, Mechanisms of type III protein export for bacterial flagellar assembly, 

Mol. BioSyst. 4:1105-1115 (2008). 

◎ Ibuki T, Shimada M, Minamino T, Namba K, Imada K, Crystallization and preliminary X-ray analysis of 

FliJ, a cytoplasmic component of the flagellar type III protein export apparatus from Salmonella, Acta 

Crystallogr. F65:47-50 (2009). 

Okabe M, Minamino T, Imada K, Namba K, Kihara M, Role of the N-terminal domain of FliI ATPase in 

bacterial flagellar protein export. FEBS Letters 583:743-748 (2009) 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構 
代 表 機 関 名 東京都医学研究機構・東京都臨床医学総合研究所 

代 表 研 究 者 名 田中 啓二 

分担機関・分担研究者名 京都大学（森本 幸生）、名古屋市立大学（加藤 晃一、水島 恒裕） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

20Sの触媒ユニットと19Sの調節ユニットから構成された26Sプロテアソームは生命科学史上最も巨大で複雑

なタンパク分解装置であり、ユビキチンで修飾されたタンパク群を適宜かつ選択的に分解する真核生物のATP

依存性プロテアーゼ複合体（総サブユニット数約100個）である。研究代表者らは本酵素の発見から分子・個

体レベル至る研究を包括的に推進し世界をリードしてきた。さらに最近プロテアソームの分子集合に関与する

複数のシャペロンタンパク質や多数の相互作用分子群を発見し、プロテアソーム研究に新分野を開拓しつつあ

る。研究代表者（生化学）と協同研究者たち（構造生物学）はすでに哺乳動物20Sの立体構造の解析に成功し

ているが、26Sの高次構造は未知である。本提案ではこの最大の難題（立体構造解析と分子集合機構の解明）

に真正面から取り組むと共に本酵素の動態や作動機構の構造学的解明に挑む。今日、プロテアソームの病態生

理学的重要性は拡大の一途を辿っており、その破綻がガン、神経変性疾患など様々な重篤疾患の発症原因とな

ることが判明しつつある。本研究は生命の謎に迫るという学問的重要性のみならず未来の健康を守るという国

民の福祉に大きく貢献できるという波及効果が期待できる。 

 

26S プロテアソームの分子構造とサブユニット構造 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 １．酵母プロテアソーム複合体構築に関与するシャペロンタンパク質

Dmp1-Dmp2 複合体、Dmp1-Dmp2-5 複合体の立体構造解析に成功した。さら

に複合体形成中間体モデルを基に機能解析を行い Dmp1-Dmp2 シャペロンの

作動機構を明らかにした。 

２．Dmp2 のヒトホモローグ PAC3 の立体構造解析に成功し、これらが一次

構造の類似性が非常に低いにも拘わらず、立体構造が高く保存されている
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ことを明らかにした。さらに NMR 解析により PAC3 と PAC4 の複合体につい

て解析した。 

３．-Ring の形成機構については、複数のサブユニットのプロペプチド

や C-tail が分子内シャペロンとして作用することを明らかにした。この結

果、我々は 20S プロテアソームの形成について「逐次的多段階分子集合モ

デル」を提唱した。（本研究成果を中心とした研究代表者らの総説論文が下

記の雑誌に掲載され、その分子集合モデルが抽象化され掲載号の表紙を飾

った） 

 

４．19S 調節因子複合体の形成に関わる分子シャペロン Nas6、Rpn14、Nas2、

Hsm3 の同定に成功し、19S 調節因子複合体の形成機構の解析を行った。さ

らに Rpn14、Hsm3 の立体構造解析にも成功した。（論文執筆中）。 

５．LC3（オートファジー関連遺伝子産物）と p62（ポリユビキチン結合タ

ンパク質）の相互作用について構造生物学的に解析し、選択的オートファ

ジーの分子機構解明に成功した。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

１．「26S プロテアソームの構造解析による分子構築・機能に関する研究」

 26S プロテアソームは ATP の結合状態により 19S と 20S に容易に解離す

ることから、26S プロテアソーム全体を結晶化するために 19S－20S 間の相

互作用を安定化させる必要がある。そこで、遺伝子改変した出芽酵母を用

いて安定化型 26S プロテアソーム遺伝子改変株を作製した。さらに ATP ア
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ナログによる安定化の検討を行い、その中でもっとも安定性の高い ATPS

に置換した 26S プロテアソームにより結晶化条件の検討を行った。現在、

本酵素サンプルを用いた条件検討により微小結晶が得られ、条件の精密化

により結晶の質の向上を目指している。また、26S プロテアソームの結晶

化と共に19Sを構成するLidと Baseサブコンプレックスの精製条件を決定

し、結晶化条件検討を行っている。 

２．「立体構造を基盤とした分子集合装置によるプロテアソーム複合体構築

機構の解析」 

20S プロテアソーム分子集合シャペロンのＸ線結晶構造解析 

酵母プロテアソーム複合体構築に関与するシャペロンタンパク質

Dmp1-Dmp2 複合体(PDB ID 2Z5B)、Dmp1-Dmp2-5 複合体(PDB ID 2Z5C)の立

体構造をＸ線結晶構造解析によりそれぞれ分解能 1.96Å、2.90Å で決定し

た。Dmp1-Dmp2 複合体はアミノ酸の配列相同性は低いがよく似た立体構造

を取っており、それぞれのシート間でサンドイッチ構造を形成しヘテロ

二量体を形成していることが明らかとなった。 

哺乳類プロテアソーム複合体構築機構の解析では、Dmp2 のヒトホモロー

グPAC3の立体構造をＸ線結晶構造解析により2.0Å分解能で決定した。PAC3

は結晶構造中でホモ二量体を形成しており、一次構造の類似性が非常に低

いにも拘わらず、立体構造が高く保存されていることが明らかになった。

19S 制御因子複合体分子集合シャペロンのＸ線結晶構造解析 

19S 複合体の分子集合に関与するシャペロンとして Nas6、Rpn14 の解析

を行っており、さらに本研究により Nas2、Hsm3 が同経路に関与する因子と

して同定された。これら４種類のシャペロンタンパク質に関して構造既知

の Nas6 以外の Rpn14、Nas2、Hsm3 について発現系構築、精製、結晶化を行

った。その結果 Rpn14 の X 線結晶構造解析に成功し 2.00Å 分解能で立体構

造を決定した。Rpn14 は N 末端ドメインとプロペラ構造から形成されてお

り、分子表面に特徴的な酸性電荷を有していた。さらに、プロテアソーム

サブユニットRpt6のホモロジーモデリング、Rpn14の変異体解析からRpn14

におけるプロテアソームサブユニット認識部位が推定された。 

さらに Hsm3 の結晶化にも成功し Se-SAD 法により分解能 2.05Å で立体構

造を決定し、現在構造精密化を行っている。また、Nas2、Rpn14、Hsm3 に

おいて、それぞれのタンパク質が結合する 19S 複合体のサブユニットとの

共発現系を構築し、複合体状態で結晶化条件検討を行っている。 

３．「プロテアソームを舞台とするタンパク間相互作用ネットワークの NMR

解析」 

20S プロテアソームの分子集合において-Ring の形成に関与するシャペ

ロンである Ump1 は（natively unfolded protein 天然変性タンパク質であ

り）単独状態では特定の立体構造をとっていない。そのため NMR を用いた

解析により、サブユニットとの相互作用を解析している。 

PAC3 は生体内において PAC3-PAC4 のヘテロ二量体を形成するが、その複
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合体は不安定である。そのため PAC3 の NMR 解析により PAC3 と PAC4 の相互

作用解析を行い、複合体状態の知見を得た。 

４．「選択的オートファジーの分子機構に関する構造基盤の解明」 

 本課題はタンパク質分解装置の動態と作動機構であり、具体的にはプロ

テアソームの解析を主目標にしているが、同時にオートファジー

（self-eating：自食作用）の解析も進めている。選択的オートファジーの

キー分子として p62（ポリユビキチン鎖とオートファジー膜の構成タンパ

ク質 LC3/Atg8 と両者に結合する分子）の同定に成功したことから、p62 と

LC3 の相互作用の解明を目的として p62 と LC3 複合体の X 線結晶構造解析

を行い、LC3 による p62 の認識機構を明らかにした。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

20S プロテアソームを構成する-Ring の分子集合機構に関しては、その

形成を支援する特異的な分子シャペロン PAC1/PAC 2 異型二量体を発見し、

その後、出芽酵母で Dmp1-Dmp2 複合体（哺乳類の PAC3/ PAC 4 異型二量

体に相当）を発見することに成功した。さらに、Dmp1-Dmp2-5 複合体構

造と 20S プロテアソームの立体構造を基に 20S プロテアソーム分子集合に

おける中間体モデルを構築し、それを基に複合体における相互作用解析、

変異体解析を行うことにより Dmp1-Dmp2 が4 サブユニットの会合体形成

の抑制機能および-Ring 形成において4 サブユニットを正確に配置する

機能を果たしていることを明らかにした。また、-Ring の形成機構は不明

であったが、siRNA 解析からサブユニット群は-Ring に逐次的に会合して

ゆくことが判明した。この順序に従った結合には、複数のサブユニットの

プロペプチドや C-tail が分子内シャペロンとして作用することを明らかに

した。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 3 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

6 件 

４．グループ全体の論文発表件数 8 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

これまでの２年間に Nature Struc Mol Boil(表紙に採用), EMBO J, Cell 等６本の原著論文と Nature Rev 

Mol Cell Biol（表紙に採用）等２本の英文総説を発表できたので、達成度は合格点であると思っている。

７．課題内の情報共有・連携体制 

 研究代表者は、提案課題について研究分担者と緊密に連携しながら、効果的な共同研究を推進してき

た。具体的には、研究代表者（生化学）らは、相次いでプロテアソームの形成に関与する分子集合シャ

ペロン群を、出芽酵母と哺乳類（ヒト）で発見し、それらの立体構造を分担研究者（構造生物学たち）

が解明してきた。すでに、20S proteasome の分子集合を支援する5 subunit-Dmp1(PAC4)/Dmp2(PAC3)複

合体の構造解析からシャペロン分子の作用機構の解明に成功している。またごく最近、19S RP の分子

集合シャペロンとして発見した Rpn14 や Hsm3 の構造解析にも成功している。さらに Rpn13（Rpn2 と
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会合）を受容体とする脱ユビキチン化酵素 UCH37 の立体構造解析に成功している。また選択的オート

ファジーのキー分子である p62（ユビキチン結合タンパク質）と LC3 (オートファジー遺伝子)の相互作

用について、X 線結晶構造解析で複合体の解明に成功し、両分子間の結合（相互作用）に係るアミノ酸

残基の同定に成功した。このように研究代表者と分担研究者の連携体制は盤石であり、効果的な共同研

究を展開している。一方、研究代表者は（26S プロテアソームの安定化に寄与する）様々な酵母変異株

を作製し、結晶化のために分担研究者のグループに配布している。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

プログラム内部の連携として、本グループは SPring-8 及び PF におけるビームラインの利用を行って

おり、これまでに UCH37 など本研究課題関連タンパク質結晶より X 線回折実験を行っている。また、

技術開発生産領域による精製システムや解析技術開発など新規の技術利用を検討しており、研究の推進

に役立てる計画であり、将来的には化合物ライブラリーを利用した創薬への発展を目指している。 

その他、情報プラットフォームに研究成果を登録することでプログラム内での情報共有を行っている。

９．今後の展望 

 これまで本課題に関する研究は順調に進展しており、プロテアソームの分子集合について新概念を提

案してきたが、依然として多くの未解決課題が山積している。本研究は、それらの解明を目指す課題に

先駆的に取り組んであり、今後も大きな成果が期待できると考えている。平成２１年度～平成２３年度

の研究計画：下記の４課題をメインプロジェクトとして研究を進める計画である。 

・26S プロテアソームの構造生物学を基軸としたシャペロン依存的分子集合機構の解明。 

・26S プロテアソームの電子顕微鏡を駆使した単粒子解析による分子形状・立体構造の解析。 

・X 線結晶構造解析による酵母 26S プロテアソーム、19S RP, Base, Lid 複合体の立体構造解析。 

・Proteasome-Interacting Proteins (PIPs)の分離と構造解析による作動機構の解明。 

１０．特記事項 

出芽酵母の分子シャペロン Dmp1-Dmp2 の構造解析の成果は、その論文が掲載された雑誌 Nature Struc 

Mol Biol（2008 年度）の表紙を飾った。 

現在、独マックスプランク研究所の Walfgang Baumeister のグループと（極低温）電子顕微鏡を用いた

26S プロテアソームの単粒子解析による構造解析を積極的に進めている。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）   4,773      0  1,611  6,384

人件費（千円）  9,530 20,252 16,374 46,156

業務実施費（千円） 28,005  18,979 18,939 65,923

間接経費（千円） 12,692 11,769 11,076 35,537

合計（千円） 55,000 51,000 48,000 154,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

Dmp1-Dmp2 

(degradation of misfolded 

proteins 1 and 2) 

2Z5B 役割: 酵母 20S プロテアソーム分子集合シャペロン 

重要性: 酵母プロテアソーム特異的なシャペロン分子

として初めて立体構造を決定した。 

解析難易度: 普通（新規構造のため MAD 法が必要） 

Dmp1-Dmp2-5 subunit 

(proteasome alpha subunit 5) 

2Z5C 役割: 酵母 20S プロテアソーム分子集合シャペロン 

重要性: プロテアソーム特異的なシャペロンの立体構

造を複合体状態で決定し分子集合経路の理解を深めた。

解析難易度: 困難（３者複合体のため結晶化が困難） 

PAC3 

(proteasome assembly chaperone 

3) 

2Z5E 役割: ヒト 20S プロテアソーム分子集合シャペロン 

重要性: ヒトプロテアソーム特異的なシャペロン分子

として初めて立体構造を決定した。 

解析難易度: 普通（新規構造のため SAD 法が必要） 

Rpn14  役割: 酵母プロテアソーム相互作用タンパク質 

重要性: 制御因子 19S 複合体に相互作用するタンパク

質であり立体構造を決定により機能解明を進めている。

解析難易度: 普通（新規構造のため MAD 法が必要） 

PDB 登録: 機能解析中のため PDB 未登録 

Hsm3  役割: 酵母プロテアソーム分子集合シャペロン 

重要性: 制御因子 19S 複合体の特異的シャペロンとし

て発見された新規タンパク質の立体構造である。 

解析難易度: 普通（新規構造のため SAD 法が必要） 

PDB 登録: 機能解析中のため PDB 未登録 

UCH37  役割:プロテアソーム結合 脱ユビキチン化酵素 

重要性: プロテアソームと結合し脱ユビキチン化を調

節する重要な機能を持つタンパク質の構造解析である。

解析難易度: 普通 

PDB 登録: 構造精密化中のため PDB 未登録 
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２．論文のリスト 
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228 -236 (2008) . 

Ichimura Y, Kumanomidou T, Sou YS, Mizushima T, Ezaki J, Ueno T, Kominami E, Yamane T, Tanaka K, 

and Komatsu M, Structural basis for sorting mechanism of p62 in selective autophagy. J Biol Chem. 283, 

22847-22857 (2008) . 
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課 題 名 オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤 

代 表 機 関 名 北海道大学 

代 表 研 究 者 名 稲垣 冬彦 

分担機関・分担研究者名 自然科学研究機構・基礎生物学研究所 (大隅 良典) 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

オートファジーは、細胞内の主要な分解経路であり、近年様々な高次生理機能や神経変性症等の病態に関わっ

ていることが明らかになり、にわかに注目を集める分野となってきた。しかし、オートファジーの分子機構に

関してはほとんど未解明の状態である。オートファジーの分子機構を理解する上で、それぞれの構成因子、

およびその複合体の構造の解明は重要な意義を持っている。特に、Atg タンパク質は時間的空間的に極

めて密接に相互作用しながら、オートファゴソーム形成という従来の機構では説明できない膜動態に関

わっている(図１)。そのため、個々の因子の構造のみならず、Atg タンパク質群の相互作用や複合体形

成の分子機構を明らかにすることが必要である。本申請は「タンパク3000プロジェクト」において培って

きた稲垣グループ、大隅グループとの研究協力体制をさらに推進し、オートファジーの分子機構を Atg タン

パク質の構造に基づいて解明することを目的とする。 

  

             図１．オートファジーの動態とオートファジーに関与するタンパク質と複合体の役割 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 ①Atg8, Atg12 結合系に含まれるタンパク質の構造を X 線結晶構造解析に

より明らかにし、機能との関連を議論した。②構造情報を基盤とした機能

研究を行うことにより、膜新生機構に関し新しい知見を得た。③結晶構造

情報と NMR を組み合わせ、結合反応について機能的な研究を展開し、新
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しい知見を得た。④選択的オートファジーに重要な機能を果たす新しい WL

モチーフを提案した。⑤膜伸張の基点を形成するタンパク質群の大量調製

法を作製し、いくつかのタンパク質については結晶を得た。⑥Atg8、Atg12

結合系相互の関連を明らかにした。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

①Atg4-LC3 複合体の構造解析 

Atg4 は LC3（ヒト Atg8 ホモログ)の C 末領域を切断することにより C 末端

に Gly を露出させ、PE 結合反応を誘導するとともに、脱 PE 化反応を行う

事によりオートファゴソーム成熟後の LC3 のリサイクルを行なう分解酵素

である（図１）。我々は、Atg4 および Atg4-LC3 複合体について結晶構造

解析を行った。Atg4 はパパイン様のコア構造の他に制御領域を含むこと、

制御領域に LC3 が結合することによりフリーの Atg4 では閉じていた活性

部位が開構造をとる事を明らかにした。その結果 LC3 の C 末端領域は活性

部位に入りこみ、活性 Cys により切断され Gly が露出される機構が示され

た。オートファジーは飢餓により誘導された LC3 の発現を契機として始ま

る。LC3 が Atg4 に結合して初めて Atg4 が活性化される機構は、オートフ

ァジー誘導を厳密に制御出来る点で合目的である。 

②Atg12-Atg5-Atg16N 末端領域複合体の結晶構造解析 

Atg5, Atg7, Atg10 および Atg12 の４種類の蛋白質を大腸菌内で共発現させ、

菌体内で Atg12-Atg5 結合体を大量に調製することに成功した。精製した

Atg12-Atg5 結合体に Atg16N の N 末端領域（Atg16N; Atg5 結合領域）を混

合することで、Atg12-Atg5-Atg16N 複合体を調製し結晶を得ることに成功し

た。Atg12 はイソペプチド結合に加えて、Atg12 ホモログ間に保存された疎

水性パッチを介して Atg5 と相互作用を形成していた。Atg12 と Atg16 は

Atg5 のそれぞれ反対の面で，異なる２つの機能、すなわち Atg8 系の E3 酵

素的機能と PAS 局在機能をそれぞれ担っていることが推察された。 

③Atg16C 末端領域の結晶構造解析 

Atg16 は 150 アミノ酸からなるタンパク質で，C 末端側に coiled-coil ドメイ

ン の 存 在 が 予 測 さ れ て い る 。 オ ー ト フ ァ ゴ ソ ー ム 形 成 に は

Atg12-Atg5-Atg16複合体がAtg16の coiled-coil領域を介して多量体化するこ

とが必要であると言われているが（図１）、その実体は明らかにされていな

い。そこで，Atg16 の coiled-coil 領域（CCD）を結晶化し構造解析を行った。

Atg16 CCD は向かい合う平行の-helix の二量体からなる coiled-coil 構造を

取ることが明らかとなった。これまでのクロマトグラフィーを用いた報告

では Atg16 は四量体を形成しているとされていたが、今回の構造解析の結

果、二量体を形成しているという新たな知見が得られた。今後、

Atg12-Atg5-Atg16 複合体の構造を明らかにし、機能解析を進める。  

④選択的オートファジーの機構解明 

飢餓状態でなくとも低レベルのオートファジーが哺乳細胞では観察され

る。これらは、凝集したタンパク質を積極的に取り除くための機構と考え

られている。神経変性疾患ではこれらの細胞内浄化機構が低下するために
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凝集体の蓄積がみられる。p62, LC3, ユビキチンがこれらの凝集体に含まれ

ている事が報告されている。今回、我々は、p62 に含まれる WL モチーフ

（WTHL）と LC3 が結合することを見出し、この複合体の構造を決定した。

LC3 上の二つの疎水性ポケットに Trp と Leu の側鎖がはまりこんでいた。

一方、酵母においては、液胞酵素を液胞に運び込む機構としてオートファ

ジーと機構的によく似た Cvt 経路の存在が知られている。この場合には、

アダプタータンパク質である Atg19 が液胞酵素と Atg8 と結合し、巨大なタ

ンパク質複合体を形成し、その周りを Atg8 が包み込んで Cvt 小胞を形成す

る。この場合にも Atg8 は Atg19 の WL モチーフ（WEEL）を含む配列を認

識することが報告されている。我々は WL モチーフと Atg8 の複合体の構造

を解析した結果、LC3 同様の機構により WL モチーフを認識していること

を明らかにした。p62 と Atg19 は進化的な関連は無いが、WL モチーフを介

して LC3／Atg8 と巨大なタンパク質複合体（凝集体）を作り、この複合体

の周りに膜を形成し、リソソーム／液胞に運び込むという共通の機構を有

することが示唆された。 

⑤NMR 法を用いた Atg7-Atg8 および Atg3-Atg8 の相互作用解析 
2H/15N で同位体標識を行った Atg8 と Atg7（1H 体）複合体を調製し、NMR

により、転移飽和移動実験を行った。プロトンシグナルを照射しピーク強

度の減衰が大きかったアミノ酸残基を Atg8 の構造にマップし、Atg7-Atg8

結合界面を推定した。ついで、相互作用面であることを確認するためにピ

ークの減衰がみられた Atg8 のアミノ酸残基に変異を加え、プルダウンアッ

セイを行った。ユビキチン同様、疎水残基を含むシートが Atg7 との結合

面である事を確認した。一方、Atg3-Atg8 の相互作用面は Atg3 のヘリック

ス領域（HR）である事が変異実験により示されたので、Atg3HR(246-280)

を作成し、15N-Atg8 K26P に対して滴定実験を行った。興味深いことに、相

互作用の領域が WL モチーフ（Atg3 では W270EDL273）であった。WEDL の

Ala 変異体を用いてプルダウンアッセイを行った結果、Atg8 に対する結合

が低下していることを確認した。 

⑥Atg8, Atg12 結合系以外の構造解析 

結合系以外にオートファジーでは、Atg1 キナーゼ複合体系、PI3K 系、Atg2

系、Atg9 系が協働して膜形成の基点形成に働いていることが大隅グループ

により報告されている（図１および機能解析の項参照）。我々は、Atg1 キ

ナーゼ系の中心である Atg17-Atg29-Atg31 複合体の調製を行い、結晶化に成

功した。また、Atg1 の N 末端領域および Atg18 領域の結晶を得ている。結

晶条件のリファインメントを進めている。 

⑦膜形成に関わる Atg8-PE の構造解析 

膜伸張には Atg8-PE が中心的な役割を果たしているが、構造生物学的な機

構の解明が必要となっている。Atg8-PE は膜に存在するため、膜を対象と

した構造生物学的手法が必要となっている。我々は、NMR を用いてこの問

題を明らかにするために、ナノディスクに埋め込まれたペプチド、タンパ
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ク質の構造解析を進めている。膜タンパク質を NMR により解析する一般

的な手法を確立することを目的としている。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

オートファジーの最も重要な過程である膜形成には、18 個の Atg タンパク

質が相互に緊密に相互作用をしながら時間的空間的な制御を受けていると

考えられるが(図１)、その全容解明には、構造情報を含めたさらなる解析

が必要である。この 2 年足らずの間の基本的な成果を以下に挙げる。 

①オートファジーには Atg12-Atg5/Atg16 を形成する反応と、Atg8 がリン 

脂質ホスファチジルエタノールアミンに結合する反応の２つの系が必須の

役割を担っている。我々は精製タンパク質を用いた結合反応の再構成系を

確立し、構造情報に基づき、素過程の解明を進めた。その結果 Atg8-PE が

リポソームを集合させ膜の hemi-fusion 活性を有することおよびこの活性が

生体内での膜形成においても重要な役割を担うことを明らかにした。②

Atg8 のリン脂質特異性に関して、細胞内 pH や酸性脂質が重要であること

を明らかにした。 ③Atg12 系が Atg8 の脂質化反応に関わることは知られ

ていたが、Atg12-Atg5 が Atg8 の PE 化反応に対して E3 様の機能を有して

いることを明らかにした。④PI3 キナーゼの局在が複合体に特異的な因子即

ち Atg14 によって規定されていること、キナーゼ活性自身がオートファジ

ーに必須であり、 その産物である PI3P がオートファゴソーム膜に濃縮さ

れ、オートファジーの進行に伴って液胞内へと輸送されることを見いだし

た。⑤Atg タンパク質が集積してオートフアゴソーム形成の場として機能

する PAS に関する解析をすすめ、 Atg17, Atg29, Atg31 を基底とし、外

界の栄養状態に応答する極めて動的な構造であることが分かった。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 3 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

6 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 9 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

①Atg8, Atg12 結合系については、Atg7, Atg10 の構造を解明することにより、すべての構成タンパク質

の構造が決定出来る段階に到った。②構造情報に基づいた機能解析が順調に進捗し、膜新生機構等につ

いて新しい機構を提出した。③結晶構造解析に基づき、NMR を用いた機能解明のための本格的な構造

生物学研究を確立する基盤が作れた。④膜伸張の基点形成に関するタンパク質調製がすすみ、結晶化に

も成功した。オートファジー研究のブレークスルーとなる可能性が高い。以上、構造研究・機能研究と

の連携は効率的に行われており、当初の期待以上の成果を挙げていると考えている。また、オートファ

ジーについて、プロテオミクス研究を新たに始めたことの意義は大きい。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

Atg タンパク質の構造情報、機能情報を共有化し、オートファジー研究に還元することは本研究を進め

る上でのキーとなる。そのためにしばしばグループ研究会を開いてきた。平成 19 年７月にはターゲッ
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トタンパク研究立ち上げのための研究会を開き、本プロジェクト研究について参加研究者の意志統一を

図った。10 月には選択的オートファジに関わる研究成果について討論を行った。平成 19 年 12 月の生化・

分生合同年会および平成 20 年 2 月、11 月の特定領域研究「タンパク質分解」の班会議においても両グ

ループ間で研究進捗状況について討論した。また、オートファジーのプロテオミクス研究を新たな研究

課題としてたちあげ、そのための打ち合わせを平成 20 年 8 月に行ない、10 月より稲垣グループの学生

が大隅研において、酵母オートファゴソームの分離精製方法を習得した。また、平成 21 年 1 月には、

稲垣グループが大隅グループの指導を受け、酵母の遺伝学的手法を習得した。これ以外にも、電話、メ

ールによる研究連絡は絶えず行っており、両グループ間の連携、情報の共有化は円滑に行われている。

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

①「ガンや様々な疾病に関与するファミリータンパク質の機能構造解析から創薬まで」代表・東北大薬・

青木淳賢教授との共同研究 

②「自然免疫システムにに関わる分子群の構造解析」代表・阪大微研・審良静男教授との共同研究 

③「SAIL 法によるタンパク質構造解析技術の多様化」代表・名大理・甲斐荘正恒教授との共同研究 

SAIL 技術の構造生物学への応用を目的とし、NADPH 酸化酵素の細胞質サブユニット p47（分子量４万）

およびオートファジーの E1 酵素である Atg7 の構造を SAIL 技術を用いて明らかにする。 

９．今後の展望 

「タンパク 3000」から行っている研究課題であり、構造解析、機能解析グループの共同研究の成果が実

りだしたことを実感している。Atg8, Atg12 結合系のタンパク質の構造及び複合体の網羅的構造決定を完

了し、オートファゴソーム膜形成の分子機構の解明および再構成系の構築を目指す。また、隔離膜形成

の起点となる PAS の実態や隔離膜伸長の分子機構、PI3K 複合体の役割を構造生物学的知見に基づいて

解明する予定である。また、神経変性疾患やオートファジーによるタンパク分解と抗原提示、オートフ

ァジーを利用した病原体殺菌等、医学的な側面についても研究を展開する。 

１０．特記事項 

（１）研究成果について 

①アメリカ化学会の総説誌である Cemical Review より依頼を受け、これまで行ってきたオートファジー

の構造生物学研究について総説を執筆した。 

②国際構造生物学会(ISGO)(平成 20 年 9 月、オックスフォード)において、依頼を受け、オートファジ

ーの研究成果について講演した。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円） 19,921      0      0 19,921

人件費（千円） 13,465 26,476 20,811 60,752

業務実施費（千円） 7,999 12,447 15,343 35,789

間接経費（千円） 12,415  11,677 10,846 34,938

合計（千円） 53,800 50,600 47,000 151,400
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

Atg8-Atg19 peptide complex 2ZPN Atg8 はオートファジーにおいて中心的役割を担うタン

パク質で、Atg19 と複合体を形成することで選択的に積

荷を認識し、オートファゴソーム内に積荷を取り入れる

役割を果たす。Atg8 単体では結晶化も NMR 解析も困難

であったが、Atg19 の Atg8 結合領域と複合体化させる

ことで結晶化、構造決定に成功した。 

LC3-p62 peptide complex 2K6Q p62は神経変性疾患の原因となるようなユビキチン化さ

れたタンパク質性凝集物を認識し、同時に LC3（哺乳類

Atg8）とも相互作用することで、凝集物を選択的にオー

トファゴソーム内に取り込ませる機能を果たす。

Atg8-Atg19 複合体と比較することで、オートファジーに

普遍的なターゲット認識モチーフが明らかとなった。 

Human Atg4B-LC3 complex 2ZZP Atg4B は LC3 のプロセシングと脱脂質化の両方を担う

タンパク質である。複合体構造から、Atg4B は２つの領

域の大規模な構造変化によって特異性を発揮し、LC3 の

脂質化状態の制御に関わっていることが明らかとなっ

た。 

Atg12-Atg5-Atg16N complex  Atg12 は Atg5 とイソペプチド結合し、さらに Atg16 の N

末端領域（Atg16N）と相互作用して三者複合体を形成

する。Atg12-Atg5-Atg16 複合体は形成中の隔離膜上に局

在し、オートファゴソーム形成に中心的役割を担う。

Atg12-Atg5 結合体は大腸菌内で２つの酵素（Atg7, 

Atg10）と Atg5, Atg12 の四者を共発現させ結合反応を菌

体内再構成することで調製した。現在論文に向けた機能

解析中で、PDB 登録はまだ行っていない。 

Atg16 CCD  Atg16 は C 末端領域にある coiled-coil domain (CCD)を介

して自己会合するが、それはオートファジーに必須であ

る。Atg16 CCD の構造から、Atg12-Atg5-Atg16 複合体の

全体構造がどのように構築されるか有力な手がかりが

得られた。現在論文に向けた機能解析中で、PDB 登録

はまだ行っていない。 

Atg19 Ams1 結合ドメイン  Atg19 は C 末端にあるドメインを介して液胞酵素 Ams1

と結合する。本構造は、選択的オートファジーに特異的

に機能する受容体タンパク質の最初の構造である。現在
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論文に向けた機能解析中で、PDB 登録はまだ行ってい

ない。 
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代 表 研 究 者 名 西村 善文 

分担機関・分担研究者名 横浜市立大学（明石 知子、長土居 有隆、佐藤 衛、山田 道之、清水

敏之、橋本 博）、富山大学（大熊 芳明） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 真核生物の基本転写因子（TFIIE）、転写制御因子（ATF2とREST）、ヒストン修飾因子（PAD4と

NML）の相互作用構造を解析し、クロマチン上での遺伝子発現制御機構を構造的に解明する。 

１．基本転写因子TFIIEとそれと相互作用するタンパク質群としてヒト基本転写因子TFIIEαサブユ

ニットのC末酸性領域とTFIIHのp62サブユニットのN末のPHドメインとの複合体構造を決定する。 

２．転写制御因子として活性化因子ATF-2の分子内と分子間および抑制因子RESTについて相互作用

構造を解析する。 

３．ヒストン修飾因子としてペプチジルアルギニンデイミナーゼ4（PAD4）とヒストンＮ末端のメ

チル化アルギニンを含むペプチドとの複合体のＸ線結晶構造解析を行う。またメチル化酵素（ヌク

レオメチリン：NML）の触媒ドメインのＸ線結晶構造解析を行う。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 １．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質群 

基本転写因子 TFIIE と TFIIH 間の相互作用の分子機構を初めて明らかに

した。TFIIE のαサブユニットの C末の酸性ドメイン(AC-D)が TFIIH の p62

サブユニットの PH ドメイン(PH-D)と相互作用することを見出し、AC-D の

フリーの状態と PH-D との複合体構造を NMR で決定した。また基本転写因子

の TFIIE と TFIIF 間には溶液中では相互作用がないことを明らかにした。

２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質 

転写活性化因子 ATF-2 の活性化ドメインと分子内の DNA 結合ドメインと

の相互作用および活性化ドメインとリン酸化酵素 p38 との相互作用を NMR

で解析した。また、神経特異的転写抑制因子 REST の N 末転写抑制ドメイン

と基本転写因子 TBP 及び REST の C 末転写抑制ドメインとコリプレッサー

CoREST の相互作用実験をそれぞれ行った。 

３．ヒストン修飾因子とそれと相互作用するタンパク質 

ヒストンシトルリン化酵素 PAD4 がモノメチル化アルギニンを特異的に

認識することを明らかにした。また PAD4 と相互作用する p53 の最小領域を

決定した。ヒストン H2A/H2B 2 量体の PAD4 によるシトルリン化部位を同定

し、さらにシトルリン化されることで 2量体が安定化されることを示した。

またメチル化ヒストン結合タンパク質 NML の C 末端ドメインのＸ線結晶構

造解析を行いメチル基転移機能を有するドメインがあることを明らかにし

た。さらに N末端ドメインがジメチル化 H3K9 を特異的に認識すること及び

ヒストンフリーでは天然変性状態であることを明らかにした。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質群 

TFIIEαのC末酸性ドメイン(AC-D)のフリーの構造とTFIIHの p62サブユ

ニットの PH ドメイン（PH-D）との複合体構造を決定した。AC-D のフリー

の構造は酸性領域に富んだ N 末が天然変性状態でランダムな構造をとり、

コア領域は 2 本のβ鎖からなるβシートに 3 本のαへリックスからなる構

造をとっていた。PH-D との複合体では PH-D は 7 本のβ鎖からなるβサン

ドイッチ構造に C末のαへリックスから構成されていた。複合体中で AC-D

のコア構造はフリーのときと同じ構造であった。しかしフリーのときにフ

レキシブルで天然変性状態であったN末の酸性領域はPH-Dの塩基性アミノ

酸に富んだ領域と相互作用をして伸びた構造をとり、さらに一部がβ鎖を
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形成し PH-D のβシートと結合して分子間でβシートを形成していた。両者

の特異的な相互作用は酸性領域と塩基性領域との静電的相互作用だけはな

く AC-D のフェニルアラニン 387 とバリン 390 が各々PH-D の疎水性ポケッ

トに特異的に結合していた。AC-D は PH-D と非常に広い範囲で相互作用し

ていたがその一部はがん抑制遺伝子産物 p53 の転写活性化ドメインとの相

互作用部位と重なっていた。p53 の転写活性化ドメインの場合は短い酸性

領域とフェニルアラニンが結合に関与して両親媒性へリックスを形成して

いた。AC-D は PH-D 上で p53 と重なっている相互作用領域は伸びた構造を

していて、全く異なった相互作用構造である。AC-D は PH-D 上で p53 の相

互作用領域より広く結合し、前述のβシートの相互作用のほかに AC-D のコ

ア構造の領域も PH-D との相互作用に必要であった。この複合体構造により

基本転写因子 TFIIE と TFIIH 間の相互作用が初めて原子レベルでの分子機

構として解明された。 

またエレクトロスプレーイオン化質量分析（ESI-MS）を用いて、ヒトTFIIF

がヒト TFIIE の場合と同様にそれまで言われていたα2β2ヘテロテトラマ

ーではなくαβヘテロダイマーであることを確認した。またプルダウン等

で示唆されていた TFIIF-TFIIE 間の相互作用はないことを確認した。 

２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質 

転写活性化因子 ATF-2 の転写活性化ドメインと DNA 結合ドメインとの相

互作用を NMR により解析した。フリーの転写活性化ドメインは Zn フィンガ

ー構造の N末サブドメインと天然変性状態の C末サブドメインから成るが

DNA 結合ドメインとの結合により天然変性状態の C末サブドメインのアミ

ノ酸 83 から 90 番目の領域でαへリックスの形成が認められた。また転写

活性化ドメインとリン酸化酵素 p38 との相互作用を NMR で調べたところ、N

末サブドメインが相互作用していた。一方、転写抑制因子 REST の N 末ドメ

インはすでに構造を解析したコリプレッサーSin3 との結合とは違って TBP

とは安定な複合体を形成しないことと、コリプレッサーCoREST と相互作用

する C末抑制ドメインの主鎖構造を NMR で解析した。 

３．ヒストン修飾因子とそれと相互作用するタンパク質 

PAD4はアルギニン残基及びモノメチル化されたアルギニン残基をシトル

リン化して転写を調節する。PAD4 が選択的にモノメチルアルギニンを認識

するかどうかを確かめるために、ベンゾイルグリシルモノメチルアルギニ

ン及びベンゾイルグリシル（非対称＆対称）ジメチルアルギニンと PAD4 と

の複合体のＸ線結晶構造解析を行なった。その結果 PAD4 はモノメチル化ア

ルギニンを特異的に認識することが示された。次に、モノメチル化アルギ

ニンを含むヒストンＮ末端ペプチド（10 残基）を化学合成し PAD4 との複

合体のＸ線結晶構造解析を行った結果、活性部位近傍にモノメチル化アル

ギニン残基を含むヒストン N末端ペプチドの電子密度が確認された。 

ヒストンH3のN末端に特異的に結合するNMLのC末端ドメイン（242-456）

のＸ線結晶構造解析を 2.0Å分解能で行い、この C 末端ドメインがメチル

基転移機能を有するドメインあることを明らかにした。さらに、NML の N

末端ドメインがジメチル化された H3K9 を特異的に認識することを明らか
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にした。また、Ｘ線小角散乱法によって NML の N 末端ドメインが高次構造

が形成されていない天然変性状態であることを実験的に明らかにした。 

 
NML の C 末端ドメイン：NML（242-456）の構造 

左：全体図、右：活性部位近傍の構造 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質群 

 TFIIEβサブユニットと RNA ポリメラーゼ（Pol II）の Rpb12 サブユニッ

トとの結合を解析し、βはアミノ酸 200 番目付近 bHLH の塩基性領域付近で

Rpb12 と結合していることを、欠失変異体および点変異体を用いて明らか

にした。また、Flag タグをつけた Rpb2 の全長をバキュロウイルスで発現

精製し、同様に TFIIEβ欠失変異体と結合を見たところ C末塩基性領域が、

Rpb2 との結合領域であることを見出した。また TFIIEαと Rpb5 の特異的結

合を調べるため、分裂酵母の各々のタンパク質を大腸菌で発現して生化学

的に解析した。その結果、αサブユニットの N 末のフォークヘッドドメイ

ンが Rpb5 との結合することを示唆した。 

 メディエーターの活性サブユニット CDK8 と CDK11 を解析し、CDK8 は細

胞内での Gal4-VP16 という転写活性化因子による転写活性化を促進する

が、CDK11 は反対に抑制する機能を見出した。また CDK8 の形成する複合体

には CDK11 は含まれず、CDK11 の複合体には CDK8 は存在しないことを明ら

かにした。CDK8 は全ての真核生物に存在するが、CDK11 は進化上、脊椎動

物より高等な真核生物にのみ存在することを確認した。  

２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質 

神経選択的抑制因子 REST の C 末ドメインとコリプレッサーCoREST の相

互作用部位をプルダウンアッセイで調べその領域を同定した。 

３．ヒストン修飾因子とそれと相互作用するタンパク質 

PAD4 は p21 遺伝子の転写調節において p21 のプロモーター領域で p53 と

相互作用することが明らかにされている。プルダウンアッセイによって

PAD4 と相互作用する p53 の最小領域が p53（356-393）であることを明らか

にした。またヒトヒストン H2A/H2B 2 量体および H2A 単量体について、PAD4

によるシトルリン化を行い、ESI-MS を用いて修飾部位を同定しさらにシト

ルリン化されることで H2A/H2B ダイマーは安定化されることを発見した。

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ５件  

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

６件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 ２５件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

以下の示すように順調に実験は進行しほぼ満足すべき結果が出ている。 

１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質としてヒト基本転写因子 TFIIEα サブユニットの C

末酸性領域とTFIIHの p62サブユニットのN末の PHドメインとの複合体構造をNMRを用いて決定しそ
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の相互作用の分子機構を原子レベルで明らかにすることができ、初期の目標を達成した。また TFIIE

と RNA ポリメラーゼのサブユニットの相互作用系も順調に実験は進行している。 

２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質として転写活性化因子 ATF-2 の転写活性化ドメイン

の天然変性状態である C 末サブドメインが DNA 結合ドメインと相互作用をして一部の領域が両親媒性

のαへリックスを形成することを見出した。また転写抑制因子 REST の N 末ドメインに関しては既に

Sin3 との安定な複合体構造を解析しているが、Sin3 との相互作用に比べて N末ドメインは TBP とは安

定な複合体を形成しないことがわかった。REST のもう一つの C 末抑制ドメインが CoREST と相互作用

することをプルダウンアッセイで同定しその相互作用構造に向けて実験は順調に進行している。 

３．ヒストン修飾因子の構造生物学では、ヒストンシトルリン化酵素 PAD4 がモノメチル化アルギニン

を特異的に認識することを明らかにするとともに、PAD4 と相互作用する p53 の最小領域を決定した。

ヒストン H2A/H2B 2 量体の PAD4 によるシトルリン化部位を同定し、シトルリン化されることで 2量体

が安定化されることを示した。また、メチル化ヒストン結合タンパク質 NML の C 末端ドメインのＸ線

結晶構造解析を行い、メチル基転移機能を有するドメインあることを明らかにした。さらに NML の N

末端ドメインがジメチル化 H3K9 を特異的に認識すること及びヒストンフリーでは天然変性状態であ

ることが明らかにでき、順調に実験は進行している。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

情報共有化や連携体制を強化するためにグループ参加研究者が集まって全員が研究報告を行う班会議

を毎年度末に開催し、お互いの研究進捗状況を確認し研究手法の妥当性や今後の計画に関して長時間の

の時間をかけて議論している。また基本転写因子 TFIIE に関しては富山大学の大熊が機能解析を担当し

横浜市大の西村のグループが構造解析を担当しているが電話および電子メールにて互いの進捗状況や

コンストラクト作製の打ち合わせを月に数回行っている。その結果 TFIIE 及び TFIIF がαβのヘテロテ

トラマーでは無くヘテロダイマーであることを MS で解析し、αとβの各々のコアドメインの構造、α

のC末酸性ドメインのフリーの構造及びTFIIHの p62サブユニットのPHドメインとの複合体構造をNMR

により解析しその成果を世界に先駆けて報告してきた。TFIIE は佐藤の X線小角散乱の実験から非常に

細長い分子であることがわかり、現在西村のグループで TFIIEαβ全長の NMR 解析を行っている。また

PAD4 に関しては山田と佐藤がそれぞれ機能解析と構造解析を行い、互いに密接な意見交換を行なって

新しいヒストン修飾の機能構造を見出した。さらに西村グループではヒトヒストンの組換え体を発現し

NMR構造解析を開始し、山田や佐藤らと相談して明石が組換え体ヒストンH2AH2Bのヘテロ2量体でPAD4

による修飾部位を MS で同定し、シトルリン化がヘテロダイマーを安定化することを見出した。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

西村のグループは NMR で多数のタンパク質の構造解析を行っていて、大腸菌共発現系を用いて分子量

84kDa の全長の TFIIE の構造解析に取り組んでいる。TFIIEαβ全長の無細胞発現系に関しては理研に

依頼したがαβ全長共発現系ではαβ複合体としての発現は困難でむしろβの発現が確認されたので、

現在当研究室で TFIIEβの無細胞発現系を立ち上げる準備を行なっている。また技術開発研究「解析」

領域の SAIL 法に関しては研究代表者の名古屋大学の甲斐荘と転写活性化因子 c-Myb の DNA 結合ドメイ

ンで共同研究を行ない意見交換を行っている。情報プラットフォームには成果等を逐次登録している。

９．今後の展望 

 真核生物の基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因子においては天然変性状態が機能構造とし

て非常に重要であり、X線結晶構造法だけでは解析が困難で NMR 法や X線小角散乱法や質量分析法等を

組み合わせた構造解析が必須であることがわかり、当グループのユニークさが実証されてきた。また

TFIIE は Pol II による転写において、その効率の制御に大変重要であることも明らかになってきた。 

 [平成２１年度～平成２３年度の研究計画] 

平成２１年度：TFIIEαの C末酸性ドメインと TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメインとの複合体につ

いてその動的構造を NMR で解析し遭遇複合体や中間複合体を解析する。TFIIEαβ全長の NMR 構造解析

を行い全長での相互作用を NMR 的に確認する。TFIIEβの Pol IIRpb12 結合部位の決定と、NMR による

構造解析を進める。また Rpb2 との結合領域の最終的な決定も行う。メディエーター複合体に関しては、

CDK8 と CDK11 の各々の特異的な複合体と相互作用するタンパク質因子を、大量精製した複合体をマス

スペクトルにより解析することで同定する。分裂酵母では、Rpb5 と結合する TFIIEαの領域がフォーク

ヘッドドメイン領域で良いのかを確認、決定する。 

神経特異的転写抑制因子RESTのコリプレッサーとして知られるCoRESTとの複合体の解析及びDNAとの

相互作用解析を行う。また、転写活性化因子 ATF-2 については動的構造の解析を進める。 
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PAD4 に関してはヒストン H3 及び H4 についてモノメチル化アルギニン残基を含むヒストン N 末端ペプ

チドを化学合成し、PAD4 との複合体結晶を浸漬法で調製してＸ線結晶構造解析を行い、PAD4 によるモ

ノメチル化アルギニンの認識及び脱メチルイミノ化機構を解析する。また、PAD4-p53 複合体のＸ線結

晶構造解析に関しては、プルダウンアッセイによって PAD4 と相互作用する p53 の最小領域が明らかに

されたので、その領域を中心に様々な p53 のコンストラクトを調製し、PAD4 との複合体形成を解離定

数等で定量的に評価して、複合体形成に最良のコンストラクトを選択する。組換え体ヒストンを用いて

H2AH2B ヘテロダイマーだけではなく H3H4 ヘテロテトラマーを用いて PAD4 によるシトルリン化部位を

同定しシトルリン化による安定性の変化を調べる。またシトルリン化ヒストンについて NMR による構造

解析を試みる。天然変性状態であることが明らかにされた NML の N 末端ドメインについては、ジメチル

化されたH3K9を含むヒストンH3の N末端ペプチドを化学合成して複合体を形成することによって高次

構造を誘起させて、Ｘ線結晶構造解析／NMR 解析を行っていく。 

平成２２年度：TFIIE に関しては前年度の研究を継続させるとともに Pol II の転写開始の際の構造変

化において、前年度に決定した Rpb2 と Rpb12 との TFIIEβの結合部位が、重要な役割を担っているか

を試験管内転写再構成系などを用いて検証する。分裂酵母 Rpb5 と結合する TFIIEαの重要性は遺伝学

的手法を用いて検討する。構造解析は、メディエーターの CDK8 と CDK11 のアミノ酸配列の異なる C 末

領域で試みる。PAD4 とモノメチル化アルギニン残基を含むヒストン N 末端ペプチドとの複合体のＸ線

結晶構造解析を行い、PAD4 によるモノメチル化アルギニンの認識及び脱メチルイミノ化機構を解明す

る。また、最良の p53 のコンストラクトを用いて PAD4-p53 複合体の結晶化及びＸ線結晶構造解析を行

う。NML については、引き続き、NML の N 末端ドメインとジメチル化された H3K9 を含むヒストン H3 の

N 末端ペプチドとの複合体の構造解析を行う。また、NML と相互作用する NAD 依存性ヒストン脱アセチ

ル化酵素（SIRT1） および H3-K9 のメチル化酵素（SUV39H1）との解離定数をそれぞれ定量的に測定し、

NML との複合体形成に適したコンストラクトを調製する。組み換え体ヌクレオソームコアを用いて PAD4

によるシトルリン化部位を同定しシトルリン化による安定性の変化を調べる。 

平成２３年度：TFIIE に関しては前年度の研究を進行するとともにヒトにおいて TFIIEαの Rpb5 結合領

域の変異が Pol II 転写活性に影響するかを生化学的に検討する。また実際にこれにより Pol II の転写

に際した構造変化に影響があるかを検討する。一方、メディエーターの２つの CDK については、機能の

差異が各々の制御する遺伝子標的の決定を ChIP-Seq 法により行い、実際の標的遺伝子の転写制御に関

して解析を行う。構造解析は、TFIIEβの Rpb2 結合領域の構造の解析を進める。PAD4 に関しては引き

続き、最良の p53 のコンストラクトを用いて PAD4-p53 複合体の結晶化及びＸ線結晶構造解析を行い、

PAD4 による p53 の分子認識および機能調節機構を解析する。NML については、NML と NAD 依存性ヒスト

ン脱アセチル化酵素（SIRT1） および H3-K9 のメチル化酵素（SUV39H1）複合体のＸ線結晶構造解析を

目指す。 

１０．特記事項 

研究成果について 基本転写因子TFIIEと基本転写因子TFIIHとの複合体の構造として世界初の報告で

ある。また、転写活性化時に TFIIE が p53 や VP16 等の転写活性化因子と協調して TFIIH を転写開始複

合体にリクルートしていることを示すことができた。またこれまで転写活性化ドメインなどが相互作用

するときに天然変性状態部位が両親媒性へリックスなどを形成し相手と相互作用する例が非常に多か

ったが、TFIIE の酸性ドメインの場合は非常に伸びた構造で広く TFIIH と相互作用をし、しかも天然変

性領域だけではなくコア領域を使用して相手と相互作用しているユニークな複合体であることを明ら

かにしただけではなく転写因子 p53 との相互作用に違いがあることが基本転写因子同士の相互作用と

転写因子と基本転写因子の相互作用の違いのよる可能性もあり今後の展望が期待される。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円） 7,310 0 0  7,310

人件費（千円） 591 13,178 13,731  27,500

業務実施費（千円） 38,253 36,822 30,885  105,960

間接経費（千円） 13,846   15,000 13,384  42,230

合計（千円） 60,000 65,000  58,000  183,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

TFIIEαサブユニットの酸性ド

メインの単独構造 
2RNQ 

TFIIE は様々な酵素活性をもつ TFIIH のリクルートや

TFIIH の酵素活性の制御、プロモーターDNA のメルティン

グやプロモータークリアランスの過程に必須なタンパク質で

あるが、他の基本転写因子に比べ構造解析は遅れていた。

TFIIE の立体構造を決定するために多くの研究者が結晶化

を試みてきたが、TFIIE のαβ二量体自体や各サブユニット

も溶解性が悪く天然変性領域を多く含むので良好な結晶を

得ることにどこも成功していない。TFIIEαの酸性領域から C
末端までの領域が p62 の N 末に存在する PH ドメインと

特異的に結合することを明らかにしたので、先ずは

TFIIEαの酸性ドメインの単独の構造を NMR で決定した。

N 末にフレキシブルな天然変性領域を含んでいてその部位

が PH ドメインとの結合に必須であった。 

TFIIEαサブユニットの酸性ド

メインと TFIIH の p62 サブユ

ニットの PH ドメイン複合体 

2RNR 

TFIIE と TFIIH の両者の相互作用については、TFIIEαの C
末側の酸性アミノ酸残基に富んだ領域が TFIIH との結合に

重要であること、TFIIEαが TFIIH の p62 サブユニットに強く

結合することが分かっているのみで、構造的知見は皆無で

あった。今回の構造解析の結果 TFIIEαの酸性ドメイン

はヘリックス構造をとらず、フリーでは天然変性状態の

部位の N 末部位が伸びた構造で p62 の PH ドメインと結

合しさらにコア構造も協調して結合していた。がん抑制

遺伝子産物 p53 の転写活性化酸性ドメインは結合していな

い状態では一定の構造をとらずふらついている天然変性状

態であるが、標的タンパク質に結合すると両親媒性ヘリック

スを形成する。基本転写因子 TFIIE も酸性ドメインを通

じて p53 の転写活性化酸性ドメインとは異なる機構で

p62 の PH ドメインと結合し転写活性化と遺伝子修復が

切り換わることが示唆された。TFIIE は転写活性化酸性

ドメイン様モチーフを所有することが示された最初の

基本転写因子であった。 

ヒストンアセチル化酵素 Esa1

のクロモドメイン 
2RNZ 

酵母において、いくつかのヒストンアセチルトランスフ

ェラーゼ(HAT)が同定されているが、HAT 複合体 NuA4
のみが細胞成長に必須である。NuA4 の酵素サブユニッ

トである Esa1 は細胞分裂 G2/M 期の進行や DNA2 本

鎖切断修復に必須のタンパク質であることが分かって

いる。Esa1 は N 末にクロモドメイン、C 末側後半に

HAT 活性のある HAT ドメインがある。クロモドメイン

は転写促進、抑制にかかわらず多くのクロモソームタン

パク質で保存されているドメインである。クロモドメイ

ンはタンパクータンパク相互作用するものや核酸と相

互作用するものなど、機能においていくつかのグループ

に分かれる。Esa1 のクロモドメインの機能についても

様々に議論されているが不明であり、我々は Esa1 クロ

モドメインの立体構造を NMR 法により決定し古典的

なクロモドメインの構造というよりは tudor ドメイン

と類似したβバレル構造であることを明らかにした。 
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ヒストンアセチル化酵素 Esa1

の knotted tudor ドメイン 
2RO0 

Esa1 のクロモドメインの構造解析の結果、N 末領域に

何らかの特定の構造を取るのではないかと考えられた

ため、新たに N 末を伸ばしたコンストラクトを作成し、

構造解析を行った。その構造はβバレル構造に加え、新

たに N 末と C 末によるβシートが形成され tudor ドメ

インに knot のような構造が付加された新しい構造で

knotted tudor ドメインと名付けた。核酸結合実験にお

いて knotted tudor ドメインでは RNA との結合が観測

された。NMR で得られた相互作用残基の情報をもとに

行った in vivo Esa1 点変異体機能解析において、致死性

や生育不良の残基が判明した。さらにその残基に対して

行った knotted tudor ドメイン点変異体の in vitro 結合

実験から、これらの残基が RNA 結合に関与しているこ

とが示された。in vitro、in vivo の結果は共に同じ面に

位置していることから、in vitro RNA 結合と in vivo 機

能に相関があることを示している。knotted tudor ドメ

インのknot領域が in vivo機能に関与していると考えら

れた。 

Eaf3 のクロモドメイン  

酵母のクロマチン構造変化に関連する Eaf3 のクロモド

メインの構造解析を行っている過程で、このタンパク質

の結合活性が細胞増殖と関連する可能性を見つけた。細

胞増殖時と定常状態でクロマチン構造変化や酵母の遺

伝子発現制御と関連するのかどうかを今検討している。

クロマチン構造制御として新規性が非常に高いためPDB

にはまだ登録していない。 

Nucleomethylin（NML） 

 

2ZFU NML はヒストン H3 の N 末端に結合する因子を哺乳動物細

胞から精製する過程で見つけ出されたメチル基転移領域を

もつタンパク質である。NML は核小体周辺部に局在し、ヘ

テロクロマチンのマーカーとなるジメチル化 H3K9 を選択的

に認識し、NAD 依存性ヒストン脱アセチル化酵素（SIRT1）

お よ び H3-K9 の メ チ ル 化 酵 素 （ SUV39H1 ） と

energy-dependent Nuclear Silencing 複合体を形成してクロ

マチン上での転写を調節している。本研究では高次構造が

形成されている NML の C 末端ドメイン（242-456）のＸ線結

晶構造解析を行い、NML の C 末端ドメインがメチル基転移

ドメインあることを明らかにした。なお、NML の C 末端ドメイ

ンは精製後速やかに分解し、安定なコンストラクトの構築が

非常に困難であった。したがって、その構造解析の難易度

はきわめて高い。 
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課 題 名 新規電位センサー蛋白群の構造と機能の解明 

代 表 機 関 名 大阪大学 

代 表 研 究 者 名 岡村 康司 

分担機関・分担研究者名 大阪大学（中川 敦史） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

日本で独自に発見された電位依存性ホスファターゼと電位依存性プロトンチャネルを大量精製し、構造

解析を行って、生体がもつ膜電位シグナルの基本原理と生理的意義を解明する。電位センサードメイン

の構造を解析し、電位依存性イオンチャネルで既に明らかになっている電位センサーとの比較を行い、

ホスファターゼ酵素活性を制御する機構、プロトン透過を制御する機構、NADPH オキシダーゼなどパー

トナー分子との連携の分子基盤を明らかにする。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 複数の動物種の VSP および VSOP のクローンを、各種ベクターを用いて大腸

菌で発現させ、大量合成に適するクローンの選別を行った。VSP の細胞内

PTEN 様ドメインの結晶化を行い、2.0Åの分解能での構造解析に成功し、

構造を決定した。VSOP について大腸菌発現系で各動物種からのクローンの

選別を行い、可溶化条件を検討した。VSOP がダイマーを形成すること、こ

れにコイルドコイル領域を含む細胞内領域が関わることを明らかにした。

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

（１） VSP については、PTEN like ドメインについて大腸菌で大量発現・

結晶化に成功し、その立体構造を 2.0Åで決定した（下図参照）。 

（２） VSOP について、大腸菌で発現させ可溶化条件を検討し、また各動

物種のクローンを GFP 融合蛋白としてスクリーニングした。大腸菌発現系

での精製サンプルの分子量などから多量体を形成することが示唆されたた

め、詳細なストイキオメトリーを免疫沈降、クロスリンキングなどにより

検討し、ダイマーとして発現することを明らかにした。 

具体的に以下に記載する。 

○VSP 関係 

1. VSP_PTEN like domain の構造解析 

複数のベクター、大腸菌株を用いて大量発現系の構築のための発現スクリ

ーニングを行った後、Ci-VSP のホスファターゼドメイン（PTEN like domain）

を、pET-32a(+) vector と C43(DE3)大腸菌株の系を用いて、構造解析に十

分な量のタンパク質を発現し、高純度に精製する系を確立した。このサン

プルから良質の結晶化を得ることに成功し、2.0Å分解能の原子構造を得

た。Ci-VSP の PTEN like domain の全体構造はヒト由来 PTEN と良く似てい

るが脂質結合に関与するループ部位の構造が異なるなど、PTEN との構造面

の違いが機能の違いを示していることが示唆された。現在、酸化状態での

構造や、脂質との複合体の調製を進めるなど、酵素活性の制御機構を明ら

かにするための実験を進めている。 
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○VSOP 関係 

1. Mouse-VSOP（mVSOP）の大量発現系の構築 

 大腸菌 pQE60 /XL1-Blue の系を利用し発現確認の実験を行った。

Anti-HisTag 抗体を用いて発現の検出を行い予測する分子量サイズにバン

ドを検出した。大量培養を行い、超音波破砕後、超遠心分離法により膜画

分を調製し複数の界面活性剤による可溶化を検討し、Zwittergent3-12, 

CYMAL-5 において、限界ミセル濃度の２倍濃度の低濃度で効率良く可溶化

することを確認した。コバルトキレートカラムを用いて精製し、精製サン

プルが mVSOP であることを anti-HisTag 及び anti-mVSOP loop region 抗体

を用いた Western blot で確認した。ゲルろ過（Superdex200）にて精製を

行うと溶出位置はキャリブレーションマーカーと比較して 150kDa 付近で

あり、mVSOP が多量体であるという前述の結論と合う結果を得た。現在構

造解析に十分な量の試料を得る条件を検討している。 

 更に、様々な種由来の VSOP について大量発現のスクリーニングを行うた

め、GFP レポーター遺伝子を用い迅速かつ簡便に発現を確認するシステム

を構築した。この系を用いて、mVSOP の他、ホヤ、ヒト、マウス、サンゴ、

ウニ、シロイヌナズナ、ヒトデ由来の VSOP の発現スクリーニングを行った。

マウス VSOP について膜画分に発現していることを確認し、可溶化条件の検

討を進めいくつかの条件で安定に存在することを確認した。細胞内領域を

欠失させたゼブラフィッシュ VSOP については精製度がもっとも高いこと

から大量発現系、精製系を進め、1L あたり数 mg レベルの収量を得た。現

在これらの条件を更に改良するとともに他のクローンについても同様な実

験を進めている。 

 酵母 Saccharomyces cerevisiae へ、mVSOP を GFP 融合蛋白として発現さ

せ、共焦点蛍光顕微鏡による観察を行い、細胞膜への発現を確認した。今

後メタノール資化酵母 Pichia pastoris での発現系についても検討する。

 また、結晶化の際に必要と考えられるアダプター抗体分子の作製を目指

し、VSOP ノックアウトマウスを用いた親水性領域を認識する単クローン抗
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体の作成や、ファージディスプレー法による抗体の調製を進めている。 

2. Mouse-VSOP のストイキオメトリーの同定 

上記の大腸菌発現系と、哺乳類細胞での発現系からの Western blot で、

mVSOP が多量体である可能性が示唆された。この点を追求し、tsA201 発現

系細胞での免疫沈降、アフリカツメガエル卵母細胞を用いた FRET による会

合の検討、DSS によるクロスリンキングによる Western blot の解析を行っ

た。その結果、mVSOP は細胞膜でダイマーとして発現することが明らかに

なった。このダイマー形成は、DSS によるクロスリンキング法によりマク

ロファージにおいても確認された。このダイマー形成には、Ｃ末端側のコ

イルドコイル領域とＮ末端側の細胞内領域が重要であることを明らかにし

た（PNAS, 2008）。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

1. VSP の機能解析 

電位センサードメインの解析：VSP は単量体で機能するため、４量体の電

位依存性カリウムチャネルよりも単純な電位センサー機構解明のモデルに

なる。これまで VSP において電位センサーの特徴的である S4 部分の陽電荷

の役割は明確でなかった。そこでゼブラフィッシュ VSP がホヤ VSP と異な

る電位依存性を示すことに着目し、アミノ酸置換実験を行った。ホヤ VSP

では S4 領域の規則的な４つの陽チャージのアミノ酸のうち３つ目のアミ

ノ酸であるアルギニン（229R）に対応する部位がゼブラフィッシュ VSP で

はイソロイシンであり（165I）、これをアルギニンへ置換するとゼブラフィ

ッシュ VSP の電位依存性がホヤ型に変化した（J. Biol. Chem., 2008）。こ

れらの知見により、通常の電位依存性チャネルと同様に S4 の陽電荷が電位

センサー機能に重要であることが示された。 

ホスファターゼドメインの解析： VSP の細胞内領域と高い相同性を示す

ガン抑制遺伝子PTENはPI(3,4,5)P3に厳格な基質特性を示すことでガン抑

制能を有し、厳格な基質特異性の分子機構の解明が PTEN の動作原理の理解

に重要である。VSP の細胞内領域を GST との融合蛋白として大腸菌から精

製し、マラカイトグリーンアッセイと薄層クロマトグラフィーによる脱リ

ン酸化アッセイを行った結果、PTEN と異なり VSP は PI(4,5)P2 を脱リン酸

化することが明らかになった。更に Ci-VSP の活性中心部の 365G（PTEN で

はアラニン）が、PI(4,5)P2 に対する基質特異性に必須であることが示さ

れた（Iwasaki ら、PNAS, 2008）。 

２. VSOP のダイマー形成の機能的解析 

 VSOP のダイマー形成の機能的意義を明らかにするためＮ末端側及びＣ末

端側細胞内領域を欠失させダイマー形成を阻害した状態（∆N-∆C-mVSOP）で

のプロトンチャネルの活性を、whole-cell patch clamp 法による電気生理

学的計測により検討した。モノマー状態ではダイマーのチャネルに比べ電

流量が大きく、チャネルはモノマーとして機能できることが示唆された。

その一方、∆N-∆C-mVSOP では電位依存性のシフトと活性化キネティクスの

変化が確認され、ダイマーとして会合することでチャネル機能の微妙な調
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節がなされるメカニズムが示唆された（Koch ら、PNAS, 2008）。 

 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

1 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 7 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

VSP と VSOP の発現系での発現と精製を行い、デリーションクローンと、多生物種からのクローンの選別

を進め、可溶化条件の検討を行った。VSOP については細胞内ドメインを欠失させたクローンを用いて大

腸菌で大量発現と精製が可能となり、また酵母での発現系も検討中である。また、既に成功した VSP の

酵素ドメインの結晶化による構造解析は、がん抑制遺伝子 PTEN のメカニズムと電位センサーとの共役

メカニズムについて新たな視点が提供され、現在構造情報を元にした機能解析の実験を計画中である。

また、VSOP がダイマーであるという知見は、プロトン透過のメカニズムの基礎となるとともに電位セン

サー蛋白一般の動作原理を理解する上で重要な発見となった。 

今後、精製した膜蛋白の機能をチェックするためのシステムは、VSP の酵素活性や VSOP のプロトン輸送

を指標とした大腸菌や酵母などの発現系からの直接の計測法や、精製蛋白を人工膜へ再構成する計測系

を立ち上げる必要がある。また膜貫通領域および全長蛋白の結晶化に向け、特異的リガンドの検索、特

異モノクローナル抗体の作成、脂質成分の検討や他の結合因子の検討も重要である。VSOP のダイマー形

成の分子基盤と生理的意義については、イオンチャネルの集合の分子機構に共通する原理の解明が期待

できるため、構造解析、生化学的解析、機能解析を進めていく必要がある。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

※研究の連携内容：蛋白研（中川）側で、電位センサードメイン蛋白の大量合成と精製、結晶化を担当

し、医学系研究科（岡村）側で、クローンの選別と分子機能解析を担っている。既に構造解析に成功し

た VSP の PTEN 様ドメインについては、PTEN との構造比較に基づいて、電位センサーとの共役機構を理

解するための機能計測実験を計画中である。VSOP の大量精製実験については、中川研で発現させた大腸

菌から、岡村研において電気生理記録を行いつつある。岡村研で精製した VSOP のコイルドコイル領域

について共同で構造を明らかにする実験を進め、構造をヒントとした電気生理計測を進めている。 

※課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度：月に１度程度、発現系の検討、クローンの選

択、精製条件の検討、分子機能の解析について、ミーティングを行うとともに、実質的な共同実験を進
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めている。平成２０年度に研究代表者が阪大に異動となってからは、チーム全体が同じキャンパス内に

いる利点を生かし、業務参加者同士が研究室間を行き来して、実験機器を共同で利用したり実験手技を

習うなど密接な連携が実現している。毎回議論した内容や実験データを整理し、定期的に研究参加者に

配布したり、メールで共有するなど、情報共有も円滑に行っている。平成２０年度の岡崎のグループ（東

島准教授）とは、電位センサーの機能解析とプローブを開発するための実験で連携し、既にゼブラフィ

ッシュを用いて膜電位変化を画像化するための分子ツールを得ている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

課題Ａ「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

本英樹教授代表）と連携し、NADPH オキシダーゼを介する活性酸素産生における VSOP の役割を明らかに

する実験を行っている。回折強度データ収集に当たっては、「解析領域」で分担者の中川らが開発中の

微小結晶の回折強度データ収集のためのソフトウェアの開発のためのテストデータとして提供すると

ともに、その結果を構造解析のためのデータにフィードバックしている。 

９．今後の展望 

VSP と VSOP の電位センサードメインおよび全長蛋白の結晶化に向け、発現系の選別と条件検討を更進め

るとともに、発現精製した蛋白機能の評価系を確立する。また、３次元結晶化のためのリガンド分子の

検討や、単クローン抗体の作成、融合分子の検討を行っていく。既に結晶化により構造が明らかになっ

た VSP の細胞内ドメインについては、PTEN との比較を元に機能実験、変異体での実験をデザインし、PTEN

型ホスファターゼの動作原理の解明を目指すとともに、電位センサーとの共役メカニズムの解明を目指

す。これまでに明らかにした VSOP のダイマー形成について、構造基盤を明らかにするとともに、その

pH や温度などの物理的パラメーターや、脂質や蛋白間相互作用に依存する動的変化の機能的意義を明ら

かにする。これらの電位センサーの動作原理に基づいて、蛍光蛋白との融合分子の改良を進め（理研宮

脇博士、自然科学研究機構東島准教授との連携）、新たな細胞機能探索プローブ分子の開発に繋げたい。

１０．特記事項 

VSPの酵素活性がアミノ酸１つの違いでPTENと機能が異なるという成果（Iwasaki et al. PNAS, 2008）

について、メディア報道がなされた（時事通信、2008年6月23日、Yahooニュース、2008年6月23日、朝

日新聞 科学欄 2008年6月25日24面「ホヤたんぱく、がんを抑制？」など）。VSOPがモノマーとして

プロトン透過能をもち、細胞膜ではダイマーを形成することが日経BPホームページ、日本経済産業新聞

「たんぱく質、構造解明—水素イオン個別に通過」（平成２０年７月２３日）などで報道された。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円） 12,092     5,302              0 17,394

人件費（千円） 10,167     7,330          8,992 26,489

業務実施費（千円）  8,511     10,445         12,547 31,503

間接経費（千円）  9,230  6,923  6,461 22,614

合計（千円）         40,000 30,000         28,000 98,000

 

 

 

 

- 137 -



 

（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 概要 

ci-VSP PTEN like domain 未登録 ホヤ由来 VSP のホスファターゼ活性を担うドメイン領

域（PTEN like domain）。VSP のホスファターゼとして

の機能を理解するために重要な構造である。現在、構造

に基づく機能解析を進めており、投稿論文の準備ができ

次第 PDB に登録する。 

 

２．論文のリスト 

 

Okochi Y, Sasaki M, Iwasaki H, Okamura Y, Voltage-gated proton channel is expressed on phagosomes. 

Biochem. Biophys. Res. Commun. (2009) in printing 

Okamura Y, Murata Y, Iwasaki H, Voltage-sensing phosphatase: actions and potentials. J. Physiol. 

587:513-20(2009). 

Hossain MI , Iwasaki H, Okochi Y, Chahine M, Higashijima S, Nagayama K & Okamura  Y, Enzyme 

domain affects the movement of the voltage sensor in ascidian and zebrafish VSPs, J. Biol. Chem. 283: 

18248-18259 (2008). 

Koch HP#, Kurokawa T#, Okochi Y, Sasaki M, *Okamura Y & *Larsson HP, Multimeric nature of 

voltage-gated proton channels. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105(26):9111-6 (2008). (# Equal contribution,

* shared corresponding authors 

Iwasaki H, Murata Y, Kim Y, Hossain MI, Worby CA, Dixon JE, McCormack T, Sasaki T & Okamura Y, A 

voltage-sensing phosphatase, Ci-VSP, which shares sequence identity with PTEN, dephosphorylates 

phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105:7970-7975(2008). 

Tsutsui H, Karasawa S, Okamura Y & Miyawaki A Improving membrane voltage measurements using FRET 

with new fluorescent proteins.  Nature Methods 8:683-5 (2008). 

Musset B, Cherny VV, Morgan D, Okamura Y, Ramsey IS, Clapham DE & DeCoursey TE, Detailed 

comparison of expressed and native voltage-gated proton channel currents. J. Physiol. 586:2477-86(2008). 

 

３．特許出願リスト 

 

 「なし」 

 

 

 

 

 

 

- 138 -



 

 

課 題 名 小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析 

代 表 機 関 名 高エネルギー加速器研究機構 

代 表 研 究 者 名 若槻 壮市 

分担機関・分担研究者名 東京大学（中野 明彦、佐藤 健）、京都大学（中山 和久） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 研究代表者（若槻）は研究分担者（中野、中山、佐藤）と緊密に連携し、研究分担者により機

能解析が行われるさまざまなタンパク質群について、難度の高いタンパク質複合体や膜タンパク

質を含めて X 線結晶構造解析を行い、小胞輸送を制御する分子装置複合体の構造的基盤を明らか

にする。分担機関においてはそれぞれの今までの研究を基盤として、広く小胞輸送にかかわる因

子群の存在とそのネットワークを明らかにする。具体的には、ゴルジ体形成ならびにポストゴルジ

交通・エンドサイトーシスに関与するタンパク質

群（中野）、細胞機能調節の鍵となる選別輸送

に関わるタンパク質群（中山）、小胞体からの輸

送小胞形成因子群（佐藤）、などである。代表

研究者（若槻）は、これらの知見に基づき、それ

らタンパク質およびその複合体のＸ線結晶構

造解析を行う。最終的に、細胞内での目的タン

パク質の挙動やネットワーク解析と、それらを形

成するタンパク質およびその複合体の立体構

造解析の結果を組み合わせ、小胞輸送の分子

機構を統合的に理解する。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 ①ゴルジ体形成ならびにポストゴルジ交通・エンドサイトーシスに関与す

るタンパク質群 

 酵母ゴルジ体のダイナミクスやゴルジ体における膜交通を調節する

Erp7p, Grh1p, V-ATPase 複合体形成因子等の機能解析を行い、それぞれの発

現系を検討した。また、植物エンドサイトーシスにおいて重要な役割を果

たす２つの Rab5 GTPase について、それぞれに特異的なエフェクターを単

離し、共通の活性化因子である AtVps9a との相互作用を解析した。更に、

種子形成に必須である貯蔵型液胞の形成に必要な SNARE 複合体を同定し

た。 

②細胞機能調節の鍵となる選別輸送に関わるタンパク質群 

 ARF のエフェクターである MKLP1 と Arf6 の複合体、および Arfaptin と

ARL1 の複合体に関して相互作用の解析を行った。GFP-Rab11 と FIP、およ

び Arf6 と MKLP1 を安定に発現する HeLa 細胞株を樹立してタイムラプス

解析を行い、FIP を中心にこれらのタンパク質の細胞質分裂時の細胞内局在

の変化を観察した。また、酵母２ハイブリッドスクリーニングにより、Rab14

のエフェクターの同定を行った。 

核

小胞体

TGN

細胞膜

ゴルジ体

リソソーム

初期エンドソーム

MVB/後期エンドソーム

分泌経路

小胞輸送を制御するタンパク質複合体の結晶構造解析 （若槻）

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

分子機構解析 （中野）

細胞機能の調節におけ
る小胞輸送の役割の分

子基盤解析 （中山）

酵母における
小胞体からの
輸送小胞形成
機構の解析

（佐藤）
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③小胞体からの輸送小胞形成因子群 

 小胞体からの輸送小胞形成で働く Sar1p が、SNARE の構成要素と結合す

ることを見出した。また、Sed4p が Sar1p の GTPase 活性を促進することを

明らかにした。さらに、EF-hand 型カルシウム結合タンパク質である Pef1p

が Sec13/31 複合体と結合することを明らかにし、カルシウム依存的な輸送

小胞形成の調節を検討した。 

④タンパク質およびその複合体のＸ線結晶構造解析 

 膜タンパク質 Rer1p は、GFP 融合体として発現させることに成功した。

Sec12p-Sar1p については、その複合体の精製に成功し結晶化を進めている。

植物 Rab5 GTPase (Ara6 および Ara7) と GEF-AtVps9a については、それぞ

れの複合体の立体構造を決定し、各種ヌクレオチドの結合による小胞輸送

制御の分子機構を明らかにした。新奇 p24 タンパク質 Erp7p の細胞質ドメ

インおよび GRASP ホモログ Grh1p について、精製と結晶化を行った。ARF

エフェクターArfaptin については、ARL1 との複合体の 4Å分解能のデータ

収集を行い、その改善を行った。FIP3/4 と Arf5、Arf6 と MKLP1 をそれぞ

れ共発現させることに成功し、複合体結晶化に向けて大きな進歩があった。 

（２）構造解析に関 

する進捗及び成果 

 酵母由来の膜タンパク質 Rer1p については GFP 融合体を複数作成したと

ころ、通常のＣ末端ではなくＮ末端に付加したものについて GFP の蛍光が

観察されたので、それらについて発現条件の最適化を行った。シロイヌナ

ズナ由来のものについては、今のところ良い発現条件を見出せていない。 

 新奇 p24 タンパク質 Erp7p と GRASP ホモログ Grh1p の発現について検討

した。２次構造予測に基づいた複数のコンストラクトを検討した結果、

Grh1p については発現に成功し精製サンプルを得て結晶化スクリーニング

を実施した。粗精製した Erp7p の細胞質ドメインの複合体形成能を中野グ

ループで検証中である。 

 植物 Rab5 GTPase (Ara6 および Ara7) と GEF-AtVps9a の複合体結晶を得

ることに成功した。種々のヌクレオチドを含む複合体の立体構造を決定し、

ヌクレオチドがこれらタンパク質スイッチを制御する分子基盤を明らかに

した。化合物ライブラリー機構と共同研究を開始し、ヌクレオチド交換反

応を制御する新奇化合物候補を複数見出した。さらに、脂質分子がこの分

子機構に与える影響を明らかにするため、昆虫培養細胞でこれらタンパク

質を発現させ、脂質結合型タンパク質複合体の結晶を得ることに成功した。 

 ARF とそのエフェクターMKLP1, Arfaptin については、それぞれ単独発現

系から得られた精製タンパク質からなる複合体の結晶化を試みた。

Arfaptin-ARL1 複合体では 4Å 分解能の回折データを収集し、様々な条件を

検討したが改善がみられなかった。そこで、共発現系の構築に試み、複合

体サンプルの精製に成功した。FIP3/4 と Arf5、Arf6 と MKLP1 についても

共発現系を用いることで複合体サンプルの精製に成功した。 

 Sar1p に結合し、その機能を制御すると思われるタンパク質群、Bet1p、

Bos1p、Sed4p について、発現と精製についての検討を行った。単独発現系
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では多くのものが沈殿することが分かったので、共発現系の構築や複合体

としての精製などの検討を行い、Sar1p との複合体の作成を試みている。

Sec12p-Sar1p についても複合体の結晶化を進めている。 

 細胞内輸送のフラッグの一つにユビキチン化があるが、直鎖状ユビキチ

ン鎖のみを認識するNEMOタンパク質とユビキチン二量体の複合体の結晶

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 

①ゴルジ体形成ならびにポストゴルジ交通・エンドサイトーシスに関与す

るタンパク質群（中野・東大） 

 酵母 p24 ファミリーの新奇メンバー候補の Erp7p が小胞のゴルジ体への

繋留、ゴルジ体層板構造維持に関わる GRASP65 ホモログ(Grh1p)と結合す

ることを示し、その結合の様式を解析した。ゴルジ体は V-ATPase による酸

性化を受けるが、同時に V-ATPase の生合成の場でもある。V-ATPase の複

合体形成に必須な因子群の機能解析を行い、発現系を検討した。 

 シロイヌナズナのエンドサイトーシス経路では、動物や酵母の Rab5 

GTPase オルソログである Ara7/Rha1 に加えて、植物特異的な Rab5 である

Ara6 が機能している。両者が見かけ上拮抗的に働くにもかかわらず、共通

のグアニンヌクレオチド交換因子(AtVps9a)によって活性化されることを明

らかにし、それぞれについて，AtVps9a との相互作用に必須なアミノ酸残

基を決定した。また，Ara7/Rha1 のエフェクターとして EREX1 を、Ara6 の

エフェクターとして PUF3 を単離した。EREX1 は PH ドメインを、PUF3 は

PX ドメインをもつことを明らかにした。また，AtVAMP727、AtVAM3、

VTI11、SYP51 が液胞前区画（PVC）と液胞膜との融合に必要な SNARE 複

合体として種子形成において重要な機能を果たしていることを明らかにし

た。 

 植物の病原菌の感染防御に関与するシンタキシン分子群や Arf GTPase 

およびそれらの制御因子について、ターゲットの選別作業を行った。 

②細胞機能調節の鍵となる選別輸送に関わるタンパク質群（中山・京大） 

 Arfaptin と ARL1、MKLP1 と ARF6、および FIP - Rab11 - ARF5/6 のそれ

ぞれの複合体の相互作用解析を行い、複合体の構造解析に向けての発現系

の構築を行った。 

 ドミナントネガティブ変異体や siRNA を用いた実験により、(A) FIP のリ

サイクリングエンドソームやミッドボディーへの局在はいずれも Rab11 に

よって決定されること。(B) Arf6 はミッドボディーに局在して細胞質分裂の

調節に関与すること、を明らかにした。さらに、タイムラプス解析により、

(C) Rab11 と FIP は、細胞分裂間期にはリサイクリングエンドソームに局在

するが、細胞分裂に前期から後期にかけては紡錘体極中心体近傍に、終期

には中央部紡錘体の付け根部分に、細胞質分裂時には中央部紡錘体の中心

部分（ミッドボディー）に局在するようになること、(D) MKLP1 は分裂前

までは核に存在するが、細胞質分裂時にはミッドボディーに局在するよう

になり、分裂が終わると２つの娘細胞のどちらかに保持されたままになる
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こと、(E) Arf6 は、細胞質分裂開始時に収縮環に現れ、GTP との結合に依存

してミッドボディーに局在するようになること、を明らかにした。 

 Rab14 のエフェクターとしてホスファチジルイノシトール 4-キナーゼ

（PI4K）、OCRL1、および Rabip4 を同定した。PI4K と OCRL1 は、細胞内

でホスファチジルイノシトール 4-リン酸を生成する酵素である。Rabip4 は

これまでは Rab4 のエフェクターと考えられていたタンパク質である。 

③小胞体からの輸送小胞形成因子群（佐藤・東大） 

 積み荷タンパク質の選別は COPII コートタンパク質が行われると考えら

れていたが、低分子量 GTPase Sar1p もその選別を行っている可能性を見出

した。そこで、種々の積み荷タンパク質と Sar1p との複合体形成について

検討を行い、Bet1p および Bos1p の可溶性ドメインが Sar1p のヌクレオチド

タイプと関係なく複合体を形成することを明らかにした。さらに Bos1p に

ついては、1-110 アミノ酸領域がこの結合に必要であることを見いだした。 

 小胞体からの輸送小胞の形成を調節している Sed4p が、ヌクレオチドフ

リー型の Sar1p と特異的に複合体を形成し Sar1p の GTPase 活性を促進する

がそれが積み荷タンパク質存在下では起こらないことから、Sed4p は積み荷

と結合していない Sar1p の GTPase 活性を調節することにより、積み荷の濃

縮を促進していることを明らかにした。 

 EF-hand 型カルシウム結合タンパク質である Pef1p が、COPII コートのサ

ブユニットである Sec13/31 複合体とカルシウム非存在下において結合する

ことを明らかにした。このことから、Pef1p が細胞内のカルシウム濃度依存

的に小胞体からの輸送小胞形成の調節を行っている可能性が示唆され、そ

の詳細な分子メカニズムについて解析を行った。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数  ４件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

１２件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 ３０件 

５．グループ全体の特許出願件数  ０件 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 Rab5 GTPase と GEF-AtVps9a の複合体については、種々のヌクレオチドとの複合体についての結晶

構造を決定するのに成功し、論文を投稿中である。他のターゲットについては未だ途上ではあるが、

グループ内で連携して、ターゲットの選定、複合体の検討、発現系の構築、などを行っており、複数

のものについて共発現系を利用することで安定な複合体が得られるようになったのは大きな進歩で

ある。この成果を用いて結晶化中のものが複数あるので、今後、困難な複合体の構造決定も進展する

と考えている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

 本研究課題においては、代表機関・分担機関における研究テーマは互いに非常に密接しており、研

究成果を得るためには、互いに協力して研究を進めることが必須である。そのような理解の元、全員
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が会する班会議こそ１年に１回程度のペースでしか開催していないが、より実務的な研究打合せにつ

いては、メール電話等で頻繁に行うと共に、直接互いの研究室を訪問するなどしている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

 若槻グループは、「制御」部門の長野教授のグループと Rab タンパク質の機能を制御する低分子化

合物のスクリーニングについての共同研究を行っている。蛍光ヌクレオチドを用いた大規模化合物ス

クリーニングの系を、両グループの連携で新規に立ち上げることができ、この系を用いて 10 万化合

物についてスクリーニングを行う予定である。12,800 化合物を対象とした初期スクリーニングで、機

能を阻害する化合物候補 10、活性化する化合物候補 48 を得ている。また、研究課題参加者全員がタ

ーゲットタンパクポータルサイトの進捗状況 DB にアクセスできるようにして情報共有を図ると共

に、発表論文の登録なども積極的に行うようにしている。 

９．今後の展望 

 Rab タンパク質複合体の機能を制御する化合物（計 10 万）スクリーニングを引き続き行い、候補化

合物についてより詳細な測定を行い有効な制御化合物を見出す。その化合物を用いた細胞生物学実験

を機能解析グループが進めることにより、当該タンパク質の生理条件での働きを明らかにすることが

できると思われる。また、化合物との複合体の結晶構造解析により、機能制御の分子機構を明らかに

できる。他のタンパク質についても、化合物スクリーニングができないか検討する。 

 FIP/Arf/Rab 複合体、Arfaptin1-ARL1 複合体および MKLP1-Ara6 複合体については共発現系の利用で

複合体の精製ができるようになったため、これを用いて結晶構造解析を目指す。Sar1p とその結合タ

ンパク質の複合体、Erp7p および Grh1p、膜タンパク質 Rer1p については、安定なタンパク質あるい

はその複合体が得られる条件を引き続き検討し、その中からターゲットを絞って結晶構造解析を目指

す。その他、新奇な小胞輸送を制御するタンパク質群についても、科学的な重要性と複合体形成条件

の検索について、機能解析チームと密接な情報交換を行いながら、優先順位をつけてターゲットを選

定しその結晶構造解析を行う。 

結晶構造解析で得られた情報を機能解析チームと共有し、小胞輸送の分子機構を統合的に理解する。 

１０．特記事項 

 「制御」部門との共同研究では、同部門に新規に導入されたハイスループット蛍光測定装置を用い

て、どのような蛍光色素および測定方法でスクリーニングが行えるかの検討から両グループが共同し

て研究を進め、未だ一次スクリーニングの途中ではあるが有望な候補化合物が見つかっており、大変

有益な共同研究体制を構築することができた。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）    9,144            998          1,260          11,402

人件費（千円）       17,360         19,196         15,875          52,432

業務実施費（千円）       19,649         22,883         23,634 66,166

間接経費（千円）       13,846         12,923         12,231          39,000

合計（千円）  60,000         56,000         53,000 169,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

Ara7 / AtVps9a 複合体 2efd Ara7 はシロイヌナズナ由来のエンドサイトーシスを制

御する低分子量 GTPase Rab5 ホモログで、そのヌクレオ

チド交換因子 (GEF) が AtVps9a である。他の GTPase / 

GEF 複合体と同じくヌクレオチドフリー型の構造。構造

決定に成功した時は初めての Rab5 / AtVps9 複合体だっ

たが、現在 Rab21 / Rabex-5 複合体の構造が出てしまっ

ている。低濃度の PEG で結晶化するので、結晶化条件

検索で難航した。Se-Met 置換体を作成して位相を求め、

構造を決定した。 

Ara7-GDP / AtVps9a 複合体 2efc 上記に GDP を導入したもの。他の GTPase / GEF 複合体

と異なりヌクレオチド結合型の構造で、GDP 認識が明

白な点が重要である。当初、ヌクレオチドが結合した状

態は不安定だと思われていたので、Ara7-GDP として解

析を行い難航した。最終的に、Ara7 / AtVps9a 複合体で

分子置換することにより位相決定に成功した。 

Ara7-GDPNH2 / AtVps9a 複合

体 

2efe GDP アナログである GDPNH2 を導入したもの。GDPNH2

は難加水分解性 GTP アナログ GppNHp の分解産物であ

ったため、化合物の同定に難航した。GTPase / GEF の制

御化合物を検索するスタート地点となった構造である

点が重要である。 

Ara7-GDP / AtVps9a (D185N) 

複合体 

2efh AtVPS9a の GEF 活性が亢進した D185N 変異体を用い、

GDP を導入したもの。変異により、Ara7 の P-loop に存

在する保存されたリジンを静電的に遠ざけ、GEF 活性を

亢進させる機構を提唱することができた。 

Ara7-GDP 複合体 

（２種類の異なる複合体構造） 

 Mg2+結合型と Ca2+結合型の二種の結晶構造を決定した。

双方、異常なコアスワップ二量体構造を示す。Ｘ線小角

散乱（SAXS）による溶液構造と考え合わせ、コアの崩

れた単量体が、結晶中で安定な二量体構造を持つと推測

される。今までに GTPase で報告されたことのない立体

構造を有することから、GTPase の取りうる中間体構造

を考える上で有用と思われる。位相決定は Rab5-GDP を

用いた分子置換で行ったが、スワップしているループの

確認が困難であった。論文化が終了していないので PDB

は未登録。 
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Ara6 / VPS9a 複合体 

（６種類の異なる複合体構造） 

 Ara7 ホモログである Ara6 と VPS8a の複合体の結晶構

造。ヌクレオチドフリー型 Ara6/VPS9a 複合体 1 つと各

種ヌクレオチド結合型 Ara6/VPS9a 複合体 6 つの結晶構

造が有る。これらの構造は Ara7/VPS9a と比べて、GTPase

ドメインと GEF ドメインの相対位置がかなり異なって

おり、GTPase/GEF の相互作用には何段階かの中間状態

があることが示唆された。特に GDPS を導入した複合

体は、GDPS の初めての立体構造報告例である。論文

化が終了していないので PDB は未登録。 

 

２．論文のリスト 

 

S. Rahighi, F. Ikeda, M. Kawasaki, M. Akutsu, N. Suzuki, R. Kato, T. Kensche, T. Uejima, S. Bloor, D. 
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課 題 名 細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究 

代 表 機 関 名 神戸大学 

代 表 研 究 者 名 匂坂 敏朗 

分担機関・分担研究者名 神戸大学（高井 義美、廣明 秀一、古瀬 幹夫）、大阪大学（鈴木 守、
岩崎 憲治）、理化学研究所（竹市 雅俊） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

細胞接着は、組織や臓器の形成に必須であり、その異常はがんや他の多くの疾患の原因になっている。細
胞接着を行う接着装置は、上皮細胞でよく発達しており、タイトジャンクション(TJ)とアドヘレンスジャ
ンクション(AJ)と呼ばれている。AJ ではカドへリンとネクチンが、TJ ではクローディンがそれぞれ主要
な接着分子であり、それぞれにおいて、直接接着に関与する接着分子、その分子の機能を制御する分子、
接着分子によって制御されているシグナル分子など数多くのタンパク質を含み、巨大な複合体を形成し、
その複合体がさらに集合して細胞膜ドメインを形成し、最終的に細胞を接着させている。本プロジェクト
では、がん、循環器疾患、神経疾患で重要なそれぞれ上皮細胞、内皮細胞、神経細胞の接着装置に焦点を
しぼり、これらの装置を構成する分子、その複合体および膜ドメインの構造を NMR、 X 線結晶構造解析
法、電子顕微鏡構造解析法、クライオ電子線断層法により解析し、細胞接着装置の構造と機能を明らかに
する。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 細胞接着の形成機構を理解するためには、細胞接着装置を構成するタンパク質の構造と
機能を明らかにすることが極めて重要である。ネクチン-アファディン系、カドヘリン-
カテニン系、クローディン-ZO タンパク質系、膜裏打ちタンパク質 Lgl3（トモシン）に
着目して、これらの分子の構造と機能がどのように接着形成に関与するのか解析を行
い、以下の点について明らかにした。 
A ネクチン-アファディン系の解析 
1. ネクチン-3 の細胞外領域全長のタンパク質を大量精製し、電子顕微鏡による全体像の

構造解析を行った。ネクチン-3 細胞外ドメインの結晶構造解析も進展中である。 
2. ネクチンによる AJ 形成において、インテグリンの活性化が必要であるが、AJ 形成が

完成すると、インテグリンは速やかに不活性化される。その不活性化の分子機構を明
らかにした（Sakamoto et al., J. Biol. Chem. 2008; Nagamatsu et al., J. Biol. Chem. 2008）。

3. ネクチン−アファディン系は血小板由来増殖因子(PDGF)受容体と共に、細胞生存のシ
グナル伝達を促進していた（Nakata et al., J. Biol. Chem. 2007; Kanzaki et al., J. Cell Sci. 
2008）。 

B カドヘリン-カテニン系の解析 
1. E-カドへリンの細胞外領域全長のタンパク質を大量精製し、電子顕微鏡による全体像

の構造解析を行った。C-カドへリンの結晶構造から予測される形状と類似の５つの
カドヘリンリピートをもつ直線状の全体構造が得られた。 

2. カドヘリンとアクチン細胞骨格、微小管を連結するタンパク質エプリン、Plekha7 お
よび Nezha を同定した(Abe et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 2008; Meng et al., Cell 2008)。 

3. 大脳皮質の切片の電子線トモグラフィーを行った。得られたトモグラムにおいて細胞
間に３４個、２７個のカドヘリンリピートをもつ Fat、 Dachsous カドヘリンと考え
られる紐状の構造物が観察された。 

C クローディン-ZO タンパク質系の解析 
1. ZO-1/2/3 とアファディンの PDZ ドメインの構造解析を行い、ZO-1 とアファディンの

PDZ ドメインについて主鎖 NMR シグナルの帰属を完了した。 
2. ZO-1 とアファディンの PDZ ドメインにホスフォイノシチドと結合する活性があるこ

とを明らかにした。TJ/AJ 形成位置の細胞側面における決定が細胞極性と関連してい
る可能性が示唆された。 

3. AJ 形成制御に関与する新規のシグナリング因子 SPAL3 と ARFGAP12 を同定した。 
4. クローディンの分解を司るユビキチンリガーゼ E3 である LNX1p80 を同定した

（Takahashi et al., J. Cell Sci. 2009）。 
D 膜裏打ちタンパク質 Lgl3（トモシン）の解析  
1. トモシンは、SNAP25 のヒンジ領域を介して SNARE 複合体を多量体化した。 
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2. トモシンにより多量体化した SNARE 複合体を透過型電子顕微鏡にて観察した。２量
体、３量体、４量体化した SNARE 複合体が認められた。 

3. トモシンは、SNARE 複合体を多量体化することにより、シナプス小胞を前シナプス
形質膜に強固にドッキンングさせた。それにより、Ca2+依存性の神経伝達物質の放出
機構を制御した（Sakisaka et al., J. Cell Biol. 2008; Yamamoto et al., J. Biol. Chem. 
2009）。 

（２）構造解析

に関する進捗

及び成果 

Ｘ線結晶構造解析（鈴木） 
1.動物細胞で発現させたネクチンの性状確認 
C末端にFcフラグメントを付けたネクチン-３のVドメインの精製蛋白質の結晶化に向
けた性状確認を質量分析装置を用いて行った。この融合蛋白質の分子量は、約 41kDa
であるが、質量分析では約 91kDa 付近にブロードなピークを得た。非還元状態での
SDS-PAGE で 2量体であることが確認され、昆虫細胞での発現時に糖鎖修飾されること
を考慮すると、約 10kDa もの糖鎖が不均一に結合していることがわかった。精製ネクチ
ンを約 4mg/ml の濃度まで濃縮し、結晶化条件の探索を行っているが、現在までに結晶
を得ることはできていない。今後は糖鎖修飾の不均一性を最小限にするコンストラクト
の作製、動物細胞の選択の検討が必要である。 
2.大腸菌によるヒト由来ネクチン-１の大量発現および精製法の検討 
ネクチン-1 の細胞外ドメインの大腸菌発現系構築を目指し、発現領域、大腸菌株、発
現ベクター、培養条件等の条件検討を行った。どの組み合わせについても、可溶性とし
て発現は確認することはできなかったが、封入対の巻き戻し条件を詳細に検討すること
により可溶化に成功した。これを用いて、結晶化スクリーニングおよび結晶化条件の検
討を行った。 
 電子顕微鏡構造解析（岩崎） 
1.ネクチン−３と−１の単粒子構造解析 
Sf9細胞で発現させたネクチン−３-Fcフラグメント融合蛋白質を透過型電子顕微鏡にて
観察し、得られた像から単粒子解析法による三次元再構成を試みた。現在、全体構造が
得られており、その三次元再構成像には、免疫グロブリン様ドメインの原子構造が矛盾
なく当てはまった。免疫グロブリン様ドメインをもつ細胞外蛋白質間の接着様式を示唆
するコンフォメーションだと予測している。 
2.E-カドへリンの単粒子解析 
HEK293 細胞で発現させた E-カドへリンの単粒子解析を行った。C-カドへリンの結晶
構造から予測される形状と類似の構造が観察された。 
3.Fat カドへリン探索の電子線トモグラフィー 
大脳皮質の切片の電子線トモグラフィーを行った。得られたトモグラムにおいて細胞間
に紐状の構造物が観察された。今後は、３４個のカドヘリンリピートをもつ巨大分子
Fat をトモグラム上で同定していく。 
Shadowing 法による電子顕微鏡構造解析（匂坂） 
1.Lgl3 による SNARE 複合体の多量体形成機構 
Lgl3（トモシン）によって形成された多量体化した SNARE 複合体を、shadowing 法に
より透過型電子顕微鏡にて観察し、得られた像から SNARE 複合体の多量体化を定量化
した。２量体、３量体、４量体化した SNARE 複合体が認められた。２量体化したもの
が多く認められた。 
NMR 解析（廣明） 
1.クローディン-ZO タンパク質、ネクチン-アファディンの相互作用 
TJ/AJ 形成機構とクローディン-ZO-1 相互作用の分子機構を調べるために、ZO-1-PDZ1、
ZO-1-PDZ2、ZO-1-PDZ3、ZO-2-PDZ2、アファディン-PDZ の発現系を確立した。これら
のうち ZO-1-PDZ1、アファディン-PDZ については、安定同位体標識試料を調製し、良
好な NMR スペクトルを得た。アファディン-PDZ とネクチン-3C 末端複合体の結晶化が
進行中であり、いくつかの結晶が得られた。ZO-1-PDZ1、アファディン-PDZ および、
フィチン酸存在下での ZO-1-PDZ1 の 3D-NMR 測定を行い、ZO-1-PDZ1 とアファディン
-PDZ について主鎖のアミドシグナルの帰属を完了した。更に ZO-1-PDZ1 とクローディ
ン-3 ペプチドの複合体について、3 次元 NMR のデータ測定が終了し、立体構造決定が
進行中である。 
2.ZO タンパク質とリン脂質の相互作用に基づく新たな制御機構の発見 
ZO-1-PDZ1 のリン脂質結合部位をホスファチジルイノシトールリン酸の極性部分のア
ナログであるフィチン酸を用いて NMR 相互作用実験により明らかにした。その結果、
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リン脂質結合部位は、PDZ ドメインのクローディン C 末端結合部位のポケットの最奥
の部分であることがわかった。またこのリン脂質結合部位は、すでに報告されている
Par3 PDZ のリン脂質結合部位と同一であった。このことは細胞極性制御(Par3)と TJ 形
成位置制御（ZO-1）が同じホスフォイノシチドシグナル伝達経路で、良く似たメカニズ
ムで制御されていることを示唆している。フィチン酸添加により ZO-1-PDZ1 とクロー
ディンの結合が阻害されたことからも、この予測が裏付けられた。 

（３）機能解析

に関する進捗

及び成果 

A ネクチン−アファディン系とネクチン様分子の機能解析（高井） 

細胞間接着装置の一つアドヘレンスジャンクション(AJ)の形成に重要な役割を果たし

ている接着分子システムであるネクチン−アファディン系およびネクチンと構造上類似

するネクチン様分子(Necl)に着目して、これらの分子の機能解析を行い、以下のような

成果を得られた。 
1. ネクチンによるAJ形成において、インテグリンv3の活性化が必要であるが、AJ
形成が完成すると、インテグリンv3は速やかに不活性化される。その分子機構とし

て、ネクチンは脱リン酸化酵素PTPを介して、インテグリンの活性化を促進するホ

スファチジルイノシトール5-キナーゼの作用を抑制していることを明らかにした。 
2. ネクチン−アファディン系は血小板由来増殖因子(PDGF)受容体と共に、PI3-キナーゼ

−Aktシグナル伝達系を亢進し、細胞生存を促進していた。 
3. アファディンはAJだけでなく運動している細胞の先導端にも局在し、PDGF刺激に

よる細胞運動の際、脱リン酸化酵素SHP-2を介して、PDGF受容体の自己リン酸化や

受容体下流のRas-ERKシグナル伝達系を厳密に制御し、運動先導端の形成を促進して

いた。また、アファディンの運動先導端への集積には、活性化した低分子量Gタンパ

ク質Rap1がアファディンに結合することが必要であった。 
4. Necl-5は細胞の運動先導端に集積し、そこでPDGF受容体やインテグリンv3と物理

的にも機能的にも相互作用して、細胞の運動と増殖を促進するが、その分子機構とし

て、Necl-5は低分子量Gタンパク質Rap1、RacおよびRhoの活性制御を介して、細胞運

動に必要なフォーカルコンプレックスやフォーカルアドヒージョンの形成をダイナ

ミックに制御していた。 
B カドヘリン-カテニン系の機能解析（竹市） 
カドヘリンスーパーファミリーのうち最初に発見されたクラシックカドヘリンは、細胞
外領域に５つのカドヘリンリピートを有するが、これに対し、Fat、Dachsous カドヘリ
ンは、それぞれ３４個、２７個のカドヘリンリピートをもつ。巨大カドヘリンである
Fat、Dachsous カドヘリンに着目して、これらの分子の機能解析を行い、以下のような
成果を得られた。 
1. Fat カドヘリンと Dachsous カドヘリンが細胞外領域でヘテロフィリックに相互作用

し、細胞間接着を形成する。この細胞間接着が大脳皮質形成において重要な役割を
果たした。 

2. Fat カドヘリンと Dachsous カドヘリンの接着形成に重要な細胞外領域を同定した。
Dachsous カドヘリンの種々のカドヘリンリピートを欠損した変異体を作製した。Fat
カドヘリンを恒常的に発現させた MDCK 細胞株でこれらを一過的に発現させ、Fat、
Dachsous カドヘリンに対する二重免疫染色法により観察した。Fat、Dachsous カドヘ
リン間の接着活性は、Fat カドヘリンの細胞境界への濃縮度により評価した。 

3. カドへリンとアクチン繊維を連結させる細胞接着装置構成分子として、エプリンを
同定した。エプリンが欠失すると、上皮特有な接着構造が結合組織型に変化するの
で、上皮構造維持のために重要な働きをもつ因子であることが明らかとなった。 

4. カドへリンと微小管を連結させる細胞接着装置構成分子として、Plekha7 および
Nezha を同定した。これらのどの分子を欠失しても、細胞間接着構造に異常が生じた
ので、細胞間接着維持のために重要な働きをもつ因子であることが明らかとなった。

C クローディン-ZO タンパク質系の機能解析（古瀬、廣明） 
TJ の形成に重要な役割を果たしている接着分子システムであるクローディン−ZO タン
パク質系に着目して、これらの分子の機能解析を行い、以下のような成果を得られた。
1. 細胞内局在を指標とする発現クローニング法により、AJ に局在する低分子量 G タン

パク質の GAP を考えられる SPAL3 と ARFGAP12 を同定した。SPAL3 は Rap GAP ド
メインと PDZ ドメインをもつ分子で、培養上皮細胞に強制発現させることによって
細胞接着部位形成の遅延が見られた。 

2. クローディンの C 末端 PDZ ドメイン結合部位に相互作用する新しい分子として、
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RING ドメインと４つの PDZ ドメインをもつユビキチン E3 ライゲースである
LNX1p80 を同定した。LNX1p80 の PDZ ドメイン部位は、in vitro 結合実験で実際に
クローディンと結合する。さらに、LNX1p80 を上皮細胞株に強制発現させると、
LNX1p80 がクローディンをユビキチン化し、クローディンが TJ から著しく消失し、
TJ が脆弱になること、その活性がクローディン C 末端との結合、および RING ドメ
インに依存することを明らかにした。 

D 膜裏打ちタンパク質 Lgl3 の機能解析（匂坂） 
TJ・AJ の形成に重要な役割を果たしている膜裏打ちタンパク質 Lgl ファミリーメンバ
ーである Lgl3（トモシン）に着目して、機能解析を行い、以下のような成果を得られた。
1.トモシンのノックアウトマウスを作成したところ、膜融合装置である SNARE 複合体
の形成量が減少した。 

2.トモシンのノックアウトマウスでは、神経伝達物質の放出が促進していた。 
3.トモシンのノックアウトマウスでは、短期記憶形成が減弱していた。 
4.トモシンのノックアウトマウスでは、t-SNARE である SNAP25 の前シナプス形質膜
への局在が減弱していた。 

5.トモシンは、SNAP25 のヒンジ領域を介して SNARE 複合体を多量体化した。 
6.トモシンは、SNARE 複合体を多量体化することにより、シナプス小胞を前シナプス
形質膜に強固にドッキンングさせた。それにより、Ca2+依存性の神経伝達物質の放出
機構を制御した。 

7.本研究により、ドッキングがシナプス小胞の融合を抑制することにより、Ca2+依存性
の神経伝達物質の放出機構を制御しているという全く新しい概念を提唱した。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

0 件 

４．グループ全体の論文発表件数 17 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

ネクチン-アファディン系、カドヘリン-カテニン系、クローディン-ZO タンパク質系、膜裏打ちタンパク
質 Lgl3（トモシン）に着目して、これらの分子の構造と機能について解析した。構造解析においては、目
的とするタンパク質の大量精製系を確立し、電子顕微鏡による全体像を得ることが出来た。また、X 線結
晶構造解析、NMR も順調に進捗している。機能解析においても接着形成における新たな分子メカニズム
を提唱することが出来た。分担研究機関間の連携も密接に行われた。このように１年間の研究で、当初の
計画以上の結果をあげることが出来た。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

情報共有：神戸大内と阪大内における研究打合わせならびに、神戸大と阪大と理化学研究所の間、試料調
製（NMR・X 線・電子顕微鏡）のための情報交換や、解析を行う蛋白質の優先順位付け、発現系作成や試
料調製における役割分担などの打ち合わせが「技術検討小委員会」の形で非常に頻繁に行われた（H19 年
度、12 回、H20 年度、24 回）。 
連携体制:ネクチン分子の細胞外領域の結晶構造解析では、動物細胞でのネクチンの発現とその後の精製
を神戸大・匂坂、高井のもとで行い、性状確認と結晶化条件の探索を阪大・鈴木のもとで行っている。ネ
クチン分子の電子顕微鏡イメージングによる解析では、ネクチンの発現・精製を神戸大・匂坂のもとで行
い、電子顕微鏡用試料の作製から解析までを阪大・岩崎のもとで行っている。接着様式を検証するための
複合体に関しての実験方針など詳細に連絡をとりながら行っている。また、カドへリンファミリーに関し
ては、理研・竹市のもとで、カドヘリンの発現・精製を、切片に関してはプラスチック切片作製までを行
い、電顕用試料作製・イメージ取得から解析までを阪大・岩崎のもとで行っている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

情報プラットホームに進捗状況を登録している。 
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９．今後の展望 

糖鎖修飾されていない野生型と変異型のネクチン細胞外領域全長のタンパク質を X 線結晶構造解析する。
ネクチンの細胞内領域にアファディンが結合することにより、ネクチンの細胞外領域の構造が変化するか
を検討する。これらの結果をふまえて、実際に細胞膜にあるネクチンが構造変化を起こし、カドヘリンー
カテニン系と協調して AJ を形成するかを、人工細胞膜を用いた再構成実験系で検討する。また、ネクチ
ンの細胞外領域の構造変化が、カドヘリン-カテニン系とクローディン-ZO タンパク質系に与える影響に
ついて、細胞生物学的に検討する。そして、ネクチン-アファディン系による発生過程やシナプスなどに
おける動的な接着装置形成過程の解明を目指す。 

１０．特記事項 

（１）研究成果について:ネクチンとカドヘリンの細胞外領域全長の全体像を明らかにすることが出来た。
細胞接着形成における新しい分子メカニズムを明らかにすることが出来た。膜裏打ちタンパク質 Lgl の機
能を明らかにすることが出来た。 
（２）その他:京都大学理学研究科の藤吉教授との共同研究により、膜裏打ちタンパク質 Lgl ファミリーメ
ンバーである Lgl3（トモシン）により多量体化した SNARE 複合体の構造と機能を明らかにした。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）     27,891          1,083          1,493           30,467

人件費（千円）      3,167         18,414         17,349 38,930

業務実施費（千円） 25,097         32,810         30,388           88,295

間接経費（千円）         16,845         15,693         14,770 47,308

合計（千円）         73,000         68,000         64,000     205,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 
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課 題 名 発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤 
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代 表 研 究 者 名 山本 雅之 
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１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 酸素および「親電子性分子」と総称される一群の毒性化学物質は、空気や食物などから体内に取り

込まれ、癌、動脈硬化、糖尿病など多くの疾患の原因となる。一方、動物細胞は親電子性分子や酸素

の毒性を「感知」する仕組みを備えており、細胞内に活性酸素や親電子性分子が出現すると抗酸化酵

素群や解毒酵素群の遺伝子発現が「誘導」されて、これらのストレスは速やかに消去される。このよ

うな適応応答機構の存在は以前から知られていたが、しかし、細胞がどのようにして酸化ストレスや

親電子性分子の毒性を感知し、それらに対抗する生体防御遺伝子群の誘導・活性化をしているかは長

年の謎であった。代表者らは Keap1 が分子センサーとして親電子性分子や酸化ストレスを感知し、転

写因子 Nrf2 を活性化することで生体防御酵素群の発現を制御していることを発見した。本研究では、

生体防御応答の中核をなす Keap1-Nrf2 系による酸化ストレス感知と Nrf2-Maf による DNA 配列認識

と転写活性化の分子機構を構造生物学（X 線と電子線単粒子解析）と細胞生物学の手法を駆使して解

明する。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 【ストレス感知機構】 

 生体防御系センサーである Keap1 の Nrf2 結合ドメイン（Keap1-DC）と

生体防御系酵素群を活性化する転写因子 Nrf2 由来 DLG ペプチドの共結晶

構造を解明した（Mol Cell Biol 27, 7511-7521, 2007）。また、全長 Keap1２量

体の電子線単粒子解析に成功した（投稿準備中）。さらに、肺腺癌患者にみ

られる KEAP1 分子の Nrf2 結合領域の変異は、ドミナントネガティブに正

常な対立遺伝子の活性も阻害することを解明した（Cancer Res 68, 

1303-1309, 2008）。一方、肺扁平上皮癌患者の場合は、KEAP1 ではなく、

NRF2 分子の KEAP1 結合部位に高頻度に点変異が起こっていることを発見

した（Proc Natl Acad Sci USA 105, 13568-13573, 2008）。Keap1 複合体の新規

構成因子を同定し、Keap1 との共結晶構造解析から、「閂と蝶番」機構の破

綻により Nrf2 が活性化する新しいメカニズムを解明した（投稿中）。 

【転写活性化機構】 

 Nrf2 は Maf とヘテロ二量体を形成し、ARE（TGACNNNGC）配列を認識

して生体防御酵素群の転写を活性化する。特に、MafG による GC 配列（下

線）の認識が、Maf-CNC 転写因子群の標的遺伝子特異性を決定付ける重要

な因子となっている。そこで、MafG ホモ二量体-DNA 複合体の結晶構造解

析を行った。Maf の DNA 結合部位は AP1 タイプ（Jun-Fos）の塩基性領域-

ロイシンジッパー（bZip）転写因子とよく似た三次元構造を示したが、DNA

塩基と相互作用するよく保存されたアミノ酸側鎖の向きが異なっていた。

この側鎖の向きの変化が Maf による特異的 GC 配列認識に重要であること
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が明らかとなった（投稿中）。さらに、表面プラズモン共鳴イメージングを

用いて Nrf2 の DNA 結合部位である 502 番目のアラニンを Maf 型のチロシ

ンに変異させ、SPR によって DNA 結合配列特異性を系統的に解析したとこ

ろ、Nrf2 が Maf タイプの DNA 配列を認識するようになることが明らかと

なった（J Biol Chem 282, 33681-33690, 2007）。 

（２）構造解析に関

する進捗及び成果 

 Keap1 はＮ末端側 BTB ドメインにより２量体を形成

し、Ｃ末端 DC ドメインが Nrf2 の DLG および ETGE と

結合する。既に報告済みの Keap1-DC-ETGE ペプチド複

合体の結晶構造に加えて、Keap1-DC-DLG ペプチド複合

体の結晶構造を解明した（Mol Cell Biol 27, 7511-7521, 

2007）。さらに、電子線単粒子線解析により二量体 Keap1

の全体構造を解明した（投稿準備中、図１）。以前報告し

た DLG と ETGE 領域を含む Nrf2 Neh2 領域の NMR 構造

解析、Keap1-DC ドメイン-ETGE 複合体結晶構造の結果

と今回明らかとなった Keap1-DC ドメイン-DLG ペプチ

ド複合体結晶構造、全長 Keap1 電子線単粒子解析の結果

から、二量体 Keap1 の２つの DC ドメインが Nrf2 

DLG/ETGE サイトを同時に認識し、ユビキチン化を促

進するという Two-site substrate recognition 抑制機構に

関する構造基盤を明らかとした。さらに、Keap1 複合

体の新規構成因子を同定し、Keap1-DC

との複合体結晶構造を解明した。（投稿

中、図２）。 

 酸化ストレスにより分解されなくな

った Nrf2 は核内に移動し、Maf 転写因

子とヘテロ２量体を形成し、生体防御

酵素遺伝子群の転写を活性化する。

Nrf2-Maf２量体が認識する ARE 配列

（5’-TGACNNNGC-3’）は他の bZip 転写因子の認識

配列と大きく重複するが、しかし、Nrf2-Maf が制御

する標的遺伝子群は AP1（Jun-Fos）や CREB/ATF 転

写因子の標的遺伝子群とは明らかに異なる。

Nrf2-Maf は Maf による上記配列の下線部 GC の特異

的な認識をその分子基盤の中核にしており、このよ

うな DNA 配列認識は bZip 型転写因子ファミリーの

中でユニークな位置を占めている。この分子認識こ

そが、Nrf2-Maf ヘテロ二量体に特異的な機能を与え

ている可能性が高いので、そのメカニズム解明のた

めに Maf の DNA 認識機構に関する構造生物学的検,討が重要である。そこ

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

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

図2. Keap1-新規因子複合体のX線結晶
構造．（左）底面からの図．（右）側面
からの図 
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で、MafG 二量体と標的 DNA 複合体の結晶構造解析を行った（図３）。MafG

は、塩基性領域において DNA 主溝とコンタクトしており、ロイシンジッパ

ー領域で２量体を形成していた。Ｎ末端には Extended Homology 領域があ

り塩基性領域とのコンタクトを介して DNA 結合を安定化していた。Jun、

Fos、Skn-1 といった AP1 型の DNA 配列認識をする転写因子と比較すると、

主鎖レベルでは基本的にはこれらの転写因子と似た構造をとっていた。

MafG は塩基性領域において DNA 塩基と DNA 主鎖のリン酸基と特異な水

素結合ネットワークを形成しており、これが Maf に特異的な DNA 結合に

重要であることが明らかとなった（投稿中）。 

（３）機能解析に関

する進捗及び成果 

 肺腺癌患者では、KEAP1 分子の NRF2 結合領域に高頻度に変異がみられ

る。NRF2 は酸化ストレスに応答して生体防御酵素群の活性化をするが、

NRF2 の KEAP1 結合部位に変異が起こり、恒常的に活性化されると、癌細

胞を抗癌剤から守るように働く「両刃の剣」となることが知られている。

肺腺癌において、KEAP1 対立遺伝子の一方のみに変異が起こっているが、

もう一方の正常な KEAP1 が存在するにも関わらず、なぜ NRF2 の抑制制御

ができなくなるか、その機構は不明であった。本グループは培養細胞系と

トランスジェニックマウス系を用いて変異型 KEAP1 を発現させると、内在

性の正常な KEAP1 と変異型 KEAP1 が二量体を形成し、NRF2 抑制能が消

失し、その結果、生体防御系酵素群が恒常的に活性化されることを明らか

にした（投稿準備中；一部 Cancer Res 68, 1303-1309, 2008）。さらに、肺扁

平上皮癌患者は KEAP1 ではなく、NRF2 遺伝子に高頻度に点変異が起こっ

ていることも明らかにした（Proc Natl Acad Sci USA 105, 13568-13573, 

2008）。興味深いことに、これらの変異は KEAP1 結合部位である DLG サイ

トと ETGE サイトに集中して起こっており、この結果は先に提案した「蝶

番と閂」モデルを強く支持している。 

 これらの事象は Nrf2-Maf 転写因子の阻害剤を開発すれば、癌化学療法に

おける新たなアプローチの開拓につながることを強く示唆する。このよう

な観点から、２種類のスクリーニング系を用いて NRF2 阻害剤を探索した。

全長 NRF2 との結合を指標としたスクリーニング系で候補化合物を１つ、

NRF2 機能抑制を指標としたスクリーニング系で候補化合物を８つ得るこ

とができている。現在、これらの化合物とその類縁化合物の阻害効果につ

いて検討中である。 

 Nrf2 のＤＮＡ配列認識に重要であると考えられる Ala502 を Tyr に改変し

た変異体 Nrf2(A502Y)を用いて、Nrf2(A502Y)-Maf２量体の表面プラズモン

共鳴イメージングによる DNA 認識特異性を解析した。その結果、

Nrf2(A502Y)は Maf 型の DNA 認識特異性を示した（J Biol Chem 282, 

33681-33690, 2007）。 

 さらに、結晶構造解析から明らかになった Maf の DNA 認識機構に重要

なアミノ酸、Y64、D26、R57 の機能的重要性を検討するために、これらア

ミノ酸をアラニンに置換した変異体である、MafG(Y64A)、MafG(D26A)、
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MafG(R57A)を作成し、これらの DNA 結合特異性について、同様に、表面

プラズモン共鳴イメージング装置を用いて解析を行った（投稿中）。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

2 件 

４．グループ全体の論文発表件数 39 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0 件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 ストレス感知機構と転写活性化機構の両プロジェクトとも、予定通り順調に進行中である。当初の

研究計画に加え、Keap1-Nrf2 系に作用する２つの内在性新規因子を同定した。これらの新しい成果は

今後、臨床への応用やシステインの特異的化学修飾による新しい細胞シグナル伝達機構の解明など、

社会還元および基礎生物学へのさらなる波及効果が期待される。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

 本研究は、代表機関（東北大）における山本・本橋（医学系研究科：機能解析担当）と黒河（多元

物質科学研究所：高分解能構造解析）との密接な学内共同研究を軸として、産業技術総合研究所・佐

藤（複合体構造解析）と協力して研究を実施するものである。山本は研究全体の統括とマウス遺伝学

を駆使した細胞生物学的な観点からのタンパク質機能解析を行い、黒河は X 線結晶構造解析を担当

する。東北大学内で両グループは密接に連携し、タンパク質生産を共同して行っている。佐藤は電子

線単粒子解析の分野で世界を代表する研究者であり、結晶化が困難な複合体の解析を担当する。 

代表機関内の情報共有・連携体制を強化するために、分担者である黒河は２００８年４月より研究

実施場所を多元物質科学研究所から医学系研究科に移した。機能解析グループと高分解能構造解析グ

ループは全メンバーが参加し、週１～２度の頻度で研究打ち合わせを行っている。 

代表機関及び分担機関の情報共有・連携体制を効率的に行うため、東北大学医学系研究科および産

業技術総合研究所において、これまで計 13 回の運営会議を開催した。これ以外にも代表・分担機関

間での研究進捗状況、問題点を共有するために随時、電子メール、電話で連絡をとり、課題内全体の

情報共有の効率化と連携の強化を図っている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

Keap1 に結合する新規因子を同定し、田中啓二博士のグループとの共同研究を通して機能解明を行

った。本課題担当者である黒河・山本は Keap1-DC-新規因子複合体の結晶構造解析を行い、Nrf2 活性

化の分子機構を明らとした。 

Nrf2 阻害剤を探索する目的で、理研・長田裕之博士のグループとの共同研究を開始し、長田研が開

発した化合物アレイ「NPDepoArray」を用いて天然物由来 6799 化合物からヒット化合物を１つ得る

ことができた。また、理研・矢代田陽子博士が開発した酵母によるスクリーニング系を用いて、長田

研所有の天然物由来 6720 化合物をスクリーニングし、ヒト NRF2 に対して１つ、マウス Nrf2 に対し

て７つのヒット化合物を得ることができた。これらの阻害剤候補化合物を入手し、現在、動物細胞を

用いた２次スクリーニングを実施している。 

情報プラットフォームに研究成果を積極的に登録し、プログラム内での情報共有に役立てている。 

 

- 156 -



 

 

９．今後の展望 

これまでの研究から、Nrf2 生体防御系は生体防御に働くだけでなく、癌細胞によってハイジャック

されて癌遺伝子として働く性質を持つ「両刃の剣」であることが明らかとなってきた。つまり、正常

な細胞では生体防御に働くが、一方で癌細胞（肺癌）を抗癌剤から守る。すなわち、ストレス感知の

分子機構解明および Keap1 阻害剤探索は「健康増進薬の開発」に、一方、転写活性化機構の解明およ

び Nrf2 阻害剤の探索は「全く新しい癌治療薬 Drug Sensitizer（癌治療薬を効きやすくする薬剤）の開

発」といった社会還元が期待される。今後の研究計画は以下の通りである。 

平成 21-23 年 

【Keap1 阻害剤の探索および複合体の発展的立体構造解析】 

 Keap1 阻害剤の生化学的手法・細胞生物学的手法による探索・同定 

全長 Keap1-Cul3-Roc1 ユビキチンリガーゼ複合体の結晶構造解析および電子線単粒子解析 

【Nrf2-Maf 転写因子による ARE 配列認識機構】 

Nrf2-Maf へテロ二量体-DNA（ARE, 5’-TGACNNNGC-3’）複合体の結晶構造解析 

Nrf2 転写活性阻害剤の生化学的・細胞生物学的手法による探索・同定 

【構造解析により同定された重要な機能部位の生物学的検討】 

構造解析により同定された部位への変異導入 Keap1 及び Maf のマウス個体レベルでの機能解析 

１０．特記事項 

山本雅之教授（本課題代表者）は平成 20 年、第 15 回日産科学賞を受賞した(研究題目：生体の環境

適応･応答の分子機構の解明)。日産科学賞は､環境に係わる基礎研究で卓越した実績をあげ､さらに発

展が期待される新進気鋭の優れた研究者を褒賞し､研究の発展を奨励するものである｡ 

以下に主な研究成果をまとめる。 

１）蝶番と閂モデルを共結晶解析とヒト肺癌細胞の遺伝子変異解析により実証（Mol Cell Biol 27, 

7511-7521, 2007; Proc Natl Acad Sci USA 105, 13568-13573, 2008） 

２）全長 Keap1 二量体の電子線単粒子解析に成功（投稿準備中） 

３）Maf ホモ二量体-DNA 複合体の結晶構造解析の成功（投稿中） 

４）Keap1 と結合する新規因子を同定し、Nrf2 を活性化する機構を解明（投稿中） 

５）8-nitro-cGMP が Keap1 のシステインを修飾し、Nrf2 を誘導することを明らかとした（熊本大・

赤池グループとの連携；Nature Chem Biol の表紙） 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）    14,938   9,718        11,727       36,383 

人件費（千円）     9,958        18,475        17,030       45,463 

業務実施費（千円）        16,642        10,269        11,243       38,156 

間接経費（千円）        12,462 11,538        12,000       36,000 

合計（千円）        54,000        50,000        52,000 156,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

MafG homodimer –DNA 複合体  MafG転写因子はNrf2とヘテロ二量体を形成し転写活性

する。MafG が認識する GC 配列は Nrf2 の標的遺伝子の

特異性を規定していることから、Nrf2 の阻害剤を開発す

る上で極めて重要な構造情報である。本結晶は micro 

focus beam-line(PF, BL-17A)を用いなければ解析不可能

な、難解析性の複合体結晶であった。現在、論文投稿中

のため、近日中に PDB 登録予定。 

Keap1-DC – 新規因子複合体  Keap1 と結合する新規因子と Keap1-DC との複合体結晶

構造を解明した。本新規因子による Keap1 を介した Nrf2

活性化機構を明らかとした。 

 

２．主要論文のリスト 

 

Tong KI, Padmanabhan B, Kobayashi A, Shang C, Hirotsu Y, Yokoyama S, Yamamoto M.  Different 

electrostatic potentials define ETGE and DLG motifs as hinge and latch in oxidative stress response.  Mol 

Cell Biol 27: 7511-7521 (2007) 

Kimura M, Yamamoto T, Zhang J, Itoh K, Kyo M, Kamiya T, Aburatani H, Katsuoka F, Kurokawa H, Tanaka 

T, Motohashi H, Yamamoto M.  Molecular basis distinguishing the DNA binding profile of Nrf2-Maf 

heterodimer from that of Maf homodimer.  J Biol Chem 282: 33681-33690 (2007) 

Maher JM, Dieter MZ, Aleksunes LM, Slitt AL, Guo G, Tanaka Y, Scheffer GL, Chan JY, Manautou JE, 

Chen Y, Dalton TP, Yamamoto M, Klaassen CD.  Oxidative and electrophilic stress induces multidrug 

resistance-associated protein transporters via the nuclear factor-E2-related factor-2 transcriptional pathway. 

Hepatology 46: 1597-1610 (2007) 

Sawa T, Zaki MH, Okamoto T, Akuta T, Tokutomi Y, Kim-Mitsuyama S, Ihara H, Kobayashi A, Yamamoto 

M, Fujii S, Arimoto H, Akaike T.  Protein S-guanylation by the biological signal 8-nitroguanosine 

3',5'-cyclic monophosphate.  Nature Chem Biol 3: 727-735 (2007) 

Suzuki T, Kelly VP, Motohashi H, Nakajima O, Takahashi S, Nishimura S, Yamamoto M.  Deletion of the 

selenocysteine tRNA gene in macrophage and liver results in compensatory gene induction of cytoprotective 

enzymes by Nrf2.  J Biol Chem 283, 2021-2030 (2008; JBC paper of the week) 

◎Yamamoto T, Suzuki T, Kobayashi A, Wakabayashi J, Maher J, Motohashi H, Yamamoto M.  

Physiological significance of reactive cysteine residues of Keap1 in determining Nrf2 activity.  Mol Cell Biol 

28: 2758-2770 (2008) 
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Ohta T, Iijima K, Miyamoto M, Nakahara I, Tanaka H, Ohtsuji M, Suzuki T, Kobayashi A, Yokota J, 

Sakiyama T, Shibata T, Yamamoto M, Hirohashi S.  Loss of Keap1 function activates Nrf2 and provides 

advantages for lung cancer cell growth.  Cancer Res 68: 1303-1309 (2008) 

Li L, Kobayashi M, Kaneko H, Nakajima-Takagi Y, Nakayama Y, Yamamoto M.  Molecular evolution of 

Keap1. Two Keap1 molecules with distinctive intervening region structures are conserved among fish.  J 

Biol Chem 283: 3248-3255 (2008) 

◎Shibata T, Ohta T, Tong KI, Kokubu A, Odogawa R, Tsuta K, Asamura H, Yamamoto M, Hirohashi S.  

Cancer related mutations in NRF2 impair its recognition by Keap1-Cul3 E3 ligase and promote malignancy. 

Proc Natl Acad Sci USA 105: 13568-13573 (2008) 

◎Kobayashi M, Li L, Iwamoto N, Nakajima-Takagi Y, Kaneko H, Nakayama Y, Eguchi M, Wada Y, 

Kumagai Y, Yamamoto M.  The antioxidant defense system Keap1-Nrf2 comprises a multiple sensing 

mechanism for responding to a wide range of chemical compounds.  Mol Cell Biol 29: 493-502 (2009) 

 

３．特許出願リスト 

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

代 表 機 関 名 大阪大学 

代 表 研 究 者 名 阿久津 秀雄 

分担機関・分担研究者名 東京工業大学（吉田 賢右） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 H+-ATP 合成酵素は生体エネルギー変換系の最終段に位置する巨大膜タンパク質複合体である。本研

究においては研究の困難な膜内在Fo中のサブユニットｃ-リングの構造と機能を固体NMRと生化学的な

方法をあわせ用いることにより明らかにすることを目指す。その為に、ｃ-リングをインタクトな状態

で単離し、脂質二重膜中での Foの再構成に用いる。主に、ｃ-リングを安定同位体標識して構造解析を

行う。さらに、サブユニットｃはバッテン病と呼ばれる遺伝子病において脳神経細胞内の小胞中に大

量に蓄えられることが知られている。これはカテプシン等の欠失によるといわれているが、神経細胞

に傷害を起こすメカニズ

ムは明らかになっていな

い。本研究ではこれにも

光を当てる。しかし、膜

タンパク質の研究はまだ

始まったばかりであり、

試料調製法、安定同位体

標識法、固体 NMR 測定法

の開発等を行いながら研

究を進める必要があり、

これも本研究の重要な目

的となる。 

 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 １．13C,15N 均一標識大腸菌サブユニットｃ-リング試料を大量に調製し、脂

質膜に再構成して固体 NMR による解析を行った。帰属された化学シフトか

ら判断すると提案されているヘアピン構造に近い。さらに二つの核だけを

選択的に 13C 標識したサブユニットｃを化学合成し、距離測定を行った。こ

れは現在提案されているリング構造モデルとは矛盾するものであった。 

２．13C,15N 均一および部分標識好熱菌サブユニットｃ-リングをインタクト

なままで精製する方法を確立し、試料を 4 種類調製した。これを脂質膜に

再構成して一連の固体多次元NMRスペクトルを測定し、93%の C, 83%の CO, 

NH シグナルを配列特異的に帰属した。それらの化学シフトから二次構造を

見積もったところ、モノマーのヘアピンループに当たるところ、Ｃ末端側

ヘリックスの中程を除いてはヘリックス構造をとっている。さらに、構造

決定を行うために脂質に面した芳香環を特定し、双極子相互作用からの距

離情報を収集した。今後、これらを用いてリング構造を決定する。 

３．固体ＮＭＲによる構造解析にプロトンを使うための方法論の開発を行

った。これを SAIL アミノ酸に適用してその効果を確かめた。 

４．サブユニットｃ不正規構造の解析のためにヒトサブユニットｃの化学

合成を行った。部分ペプチドを用いて凝集要因について検討した。 

５．大腸菌サブユニットｃ試料を重水素化脂質膜に再構成したことを利用
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して、膜中におけるサブユニットｃと脂質の相互作用の解析を重水素固体

NMR により行った。その結果、液晶状態では膜の脂質分子はｃリング表面を

脂質分子であるかのように認識しており、摩擦によるエネルギーの損失が

非常に少ないことが示唆された。 

（２）構造解析に関する

進捗及び成果 

１．大腸菌サブユニットｃ-リング安定同位体標識試料の調製と固体 NMR に

よる構造解析  

個別サブユニットの精製法が確立し、溶液 NMR のデータを基に構造モデル

が提出されている大腸菌サブユニットｃ（EFoc）を好熱菌サブユニットｃ

リングとの比較として解析した。発現大腸菌からクロロフォルム・メタノ

ールで精製し、得られた均一標識サブユニットｃを界面活性剤による可溶

化、透析により重水素化脂質中に再構成した。調製された 13C,15N 均一標識

試料の固体高分解能多次元 NMR スペクトルを測定してシグナルの帰属を行

った。α炭素については 90％の配列特異的帰属ができた。化学シフトから

見ると、中央以外はヘリックス構造をとっており、提案されているヘアピ

ン構造と一致した。 

 さらに構造的に分解能の高い情報を得るために、EFoc の機能発現に必須

のアミノ酸であるアスパラギン酸61と現在提案されている構造でこれに近

いアラニン 24 の側鎖を 13C で標識した試料を分担者の相本が固相合成し、

固体 NMR を測定するに十分な量を得ることに成功した。この試料を上記と

同様に脂質膜に再構成し、回転二重共鳴法により距離測定を行った。しか

し、この二つの炭素間の磁化移動はほとんど観測されず、提案されている

構造モデルの距離（約 0.42nm）よりも長いことが分かった。したがって、

ｃ−リング中における、ヘアピンヘリックス間の相互関係は現在 EFoc リン

グとして提案されている構造とは異なると結論した。 

２．好熱菌サブユニットｃ-リングの安定同位体標識試料の調製と固体ＮＭ

Ｒによる構造解析 

一方、好熱菌 Foサブユニットｃ（TFoc）リングは 10 量体であることが分

担者の吉田らによって証明されており、ｃ−リングの生化学的精製法が確立

されている。そこで吉田らと協力して、TFoc リングを NMR 用に大量精製し、

脂質膜へ再構成する方法を検討した。TFoc の N 末端から 2 番目の残基であ

る Ser を His に置き換えた。これによりリング構造を持つもののみが複数

の His タグを持つことになり、リングのアフィニティー精製が可能になっ

た。13C, 15N ラベルタンパク質を得るためには、13C, 15N-標識 クロレラ分解

物（CHL）培地を用いた。発現・精製条件を検討した結果、固体 NMR 測定に

必要な量(5mg 程度)を得られる条件を確立した。得られた TFoc リングを重

水素化ジミリストイルフォスファチジルコリン (DMPC) 膜に再構成して固

体 NMR 測定試料とした。また、この TFoc リング試料はサブユニット a,b、

およびTF1とともに活性なH+-ATP合成酵素を再構成できることを確認した。

シグナル帰属のために、13C と 15N で均一標識した試料、および複数の特

定アミノ酸のみを標識したもの３種類を調製した。これらの試料を用いて

一連の 13C・13C、13C・15N 相関固体 2 次元 NMR スペクトルを測定した。これ

らを基に 93%の C, 83%の CO, NH を配列特異的に帰属した。それらの化学

シフトを用いて二面角を見積もったところ、モノマーのヘアピンループに

当たるところ、Ｃ末端側ヘリックスの中程を除いてはヘリックス構造をと

っていることが明らかになった。構造計算を行うために脂質に面した芳香

環を特定し、双極子相互作用から得られる距離情報を収集した。今後、こ

れらのデータを用いて構造計算を行う。構造の精度を上げるためには次項

で述べるプロトン間距離を使う予定である。 
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TFo中の c-リング構造解析は TFoc リングの構造解析が遅れているため、

来年度以降の課題となる。準備としての a, b サブユニットとｃ-リングか

らの Foの再構成の条件検討はほぼ終わっている。 

３．固体ＮＭＲによる構造解析にプロトンを使うための方法論の開発 

固体 NMR では一般に 1H を構造情報に使うことは難しい。しかし、これを

使えると構造情報が増える。そこで、13C,15N 標識低分子モデル化合物を用

いてプロトン間距離測定・解析法を開発した。この方法では、1H の分極を
13C に移動して、プロトン間距離を 13C-高分解能固体 NMR を通じて測定する。

これは、13C-NMR が固体では高い分解能が得られバックグラウンド信号が比

較的小さいからである。タンパク質全体を重水素化して特定のアミノ酸の

みを SAIL（立体整列同位体標識）アミノ酸に置き換えることができればプ

ロトンを直接観測することも可能になる。そのために、プロトン直接観測

法も開発した。この方法を用いて SAIL バリンを 700 MHz で観測したところ

比較的よい分解能が得られた。したがって、この方法も TFoc の構造解析に

用いることができる。 

これらの測定を行うためには、SAIL など特定のラベルアミノ酸と重水素

化アミノ酸から TFoc を調製する必要がある。このために、コムギ胚芽無細

胞発現系を導入し、条件検討を行った。その結果、固体 NMR に必要な試料

量を発現、精製する方法を確立した。 

４．サブユニットｃ不正規構造の解析 

 75 残基からなるヒトサブユニットｃ（hFoc）の合成を化学合成と大腸菌

による発現の二つの方向から検討した。hFoc は当初の予想を超える極めて

会合性の強いタンパク質であり、通常の固相ペプチド合成法で hFoc を合成

することはできなかった。そこで、サブユニット c 部分ペプチドどうしを

縮合して目的物を得ることとし、短鎖のペプチドを合成した。しかし、短

鎖ペプチドも強い会合性のため精製できなかった。そこで、新規精製法の

開発を行った。その結果、会合性の強いペプチドの溶解性を向上させ、精

製後、化学処理や光照射により除去できる精製用タグを開発することに成

功した（発表論文）。ペプチド合成においても反応温度を上げ、疑似プロリ

ンを随所に導入するなどの工夫をすることにより、全長サブユニット c を

固相法で合成することができた。樹脂上のペプチドのアミノ末端に精製用

タグを導入したのち、樹脂からペプチドを取りだした。このタグ付きペプ

チドは、期待通り HPLC で精製することができた。 
 バッテン病で観察される凝集体との関係を考察するため、部分ペプチドの化

学合成標品を用いて不正規構造形成要因の解析を行った。hFoc（25-75）はカラ

ムで精製可能であるが、hFoc（13-75）は存非の確認も不可能となる。したがって、

AATVGVAGSGAG の 12 残基の配列が凝集に重要な役割を果たすと考えられ

る。この配列では側鎖の小さいアミノ酸、および水酸基を持つものがほとんどを占

めている。一方、hFoc（1-30）と hFoc（31-75）に分けて合成すると後者が強い会合

性を示すので、上記ペプチドはそれ自身と言うよりはＣ末端側の疎水的ペプチド

との相互作用により強い凝集性を示すようになると考えられる。全長 hFoc を溶液

および固体 NMR、原子間力顕微鏡によ解析するために、hFoc からタグを外

すと HPLC でも SDS PAGE でも検出できなくなった。 

（３）機能解析に関する

進捗及び成果 

 1) サブユニットｃ-リングが機能を発揮するには脂質膜中での回転が保

証されなければならない。EFoc 試料を重水素化脂質膜に再構成したことを

利用して、膜中における EFoc と脂質の相互作用の解析を重水素固体 NMR に

より行った（発表論文）。スペクトルの一次、二次モーメントは液晶状態で

は脂質のみの膜と EFoc 存在下の膜でほとんど変わらなかった。しかし、ゲ
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ル状態では明確な違いが観測された。液晶状態では EFoc リングの疎水性部

分と膜の疎水性部分がマッチングしており、しかも液晶膜の性質を変えな

いことを意味する。さらに、秩序パラメータと縦緩和時間を測定したとこ

ろやはり EFoc リングの影響は小さく、膜の弾性もあまり変化しない。これ

らの結果は、液晶状態では膜の脂質分子は EFoc リング表面を脂質分子であ

るかのように認識していることを示す。このことはｃ−リングが Fo中でプロ

トンの移動に伴って回転するとき、脂質膜との間の摩擦が少なく、これに

よるエネルギーの損失が非常に少ないことを意味する。これは ATP 合成酵

素の非常に高いエネルギー変換効率を支える重要な機構である。 

 2) コムギ胚芽無細胞系で合成された TFoサブユニットｃは特定の界面活

性剤を用いると本来のリング構造を形成し、サブユニット a,b,および TF1
とともに活性な H+-ATP 合成酵素を再構成できることが分かった。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 
0  件 

４．グループ全体の論文発表件数 8 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 サブユニットｃ−リングについては試料調製の方法が確立し、固体 NMR の測定、解析は順調に進んで

いる。特に、大腸菌のｃリングと脂質膜の相互作用解析は予想外のすばらしい結果であったしかし、

大腸菌の系はリングをそのまま精製できない弱点がある。そこで、本プロジェクトの中心は好熱菌の

Fo に置いている。大腸菌は溶液構造を基に提出されているリング構造モデルを評価するのが主な目的

であり、ほぼ結論が出た。TFoc についてはわれわれのアミノ酸種限定標識法が成功し、スペクトルの

線幅が広い固体 NMR でも高効率の配列特異的帰属を実現できた。サブユニットｃのような膜タンパク

質の発現精製は予測できない条件の影響も受けるため、計画通り進まないことがある。そのため、今

年度中の構造決定は難しくなっている。しかし、構造情報の収集は進んでいるので、なるべく早く構

造解析に取りかかりたい。SAIL アミノ酸が使えるようになったので、1H を使ったユニークな構造情報

が得られる。今まで、固体 NMR ではαヘリックスを主とする膜タンパク質の NMR による構造決定は例

がないのでまだ困難はあると思うが、世界初を目指して頑張りたい。ヒトサブユニットｃの不正規構

造解析は試料の作成が困難で遅れている。病気と関係しそうなのもうなずける。しかし、化学合成の

方は目途が立ってきたので、今後の進展に期待をしたい。達成度は７割位であるが、特に困難な系を

対象にしていることを考えれば 80 点程度と考える。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

代表研究者は年に１回の全体的交流会、ターゲットプログラム内の交流、発表への参加のオーガナイ

ズをするとともに、個々の問題では各分担者と緊密に情報交換をしている。特に分担機関の研究グル

ープとはそれぞれに連絡責任者を置いて、研究員レベルでの情報交換を日常的にできる体制となって

いる。大腸菌、好熱菌のサブユニットｃの発現・精製法の確立は文字通り東工大吉田グループと阪大

阿久津グループの緊密な共同研究により可能となった。阪大蛋白研内では阿久津グループと藤原グル

ープは毎週定期的にセミナーなどを行って情報を共有しており、これが構造解析の進捗に反映してい

る。阿久津、相本、池上はヒトサブユニットｃの合成進展状況について日常的に情報交換をしている。

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

技術開発の藤原グループとは共同研究を行っており、セミナー、固体 NMR 実験装置の利用をとおして

測定のノウハウ等についても情報を共有している。本チームの課題の一部としてプロトンを用いた距

離測定法を開発した（Takahashi H, Akutsu H, and Fujiwara T, J. Chem. Phys., 129: 154504(2008)）。

また、技術開発の甲斐荘チームとは SAIL アミノ酸の利用について密接な情報交換を行っている。われ
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われの成果は適宜情報プラットフォームに登録している。 

９．今後の展望 

1) 大腸菌の Foc リング構造については現在の結果を基に論文にまとめる。 

2) 好熱菌の Foc リング構造については現在得られている構造データを基にまず骨格構造を決定する。

次に、SAIL 等の特定アミノ酸標識試料より得られる構造情報を用いて構造の精密化を進める。 

3) 好熱菌 Fo中の c リング構造を調べるためにサブユニット a,b と安定同位体標識サブユニットｃか

ら Fo を再構成する。そのスペクトルを測定して、ｃ－リングのスペクトルと比較してどのような

構造変化があるかを調べる。リング構造の対称性が落ちるので、スペクトルの感度が問題となる可

能性がある。これを克服することができれば、サブユニット aとの相互作用によって骨格構造に変

化が出るのか、側鎖の構造変化が中心なのかが明らかになる。これによって現在提案されているプ

ロトン移動モデルについてどちらが正しいかが明らかになる。 

4) ヒト Foc については、まず溶解性を高めるタグ付きのままで全長の溶液構造を決定する。これを基

に不正規構造生成条件を検討し、得られたものについて原子間力顕微鏡、固体 NMR で解析を行う。

不正規構造形成機構については部分ペプチドを含めて検討したい。 

5) 平成 22, 23 年の計画 

21 年度までの成果を基礎に、固体高分解能 NMR の測定対象を H+-ATP 合成酵素全体に広げる。解析

課題は以下のものに絞る。 

①サブユニットｃリングとサブユニットεの結合構造の解析を通しての Fo, F1 カップリングメカ

ニズムの解明。 

②Foのサブユニット a中のプロトンチャネル構造の同定とプロトン移動機構の解明 

１０．特記事項 

1) 非常に疎水性の高い膜タンパク質を扱っているため、今までのところ試料の調製に大半の時間を使

ってきた。特に、確実な帰属と構造情報の獲得のために、安定同位体標識の仕方で独自の工夫をし

てきた。試料の調製はほぼ軌道に乗ってきたので現在は NMR スペクトルの測定と解析に力を集中

できるようになってきた。今後、構造解析を急速に進めていきたい。 

2) ｃ－リングと脂質膜の相互作用の解析で、液晶状態ではマッチングのよい関係にあることが明らか

になったことはこの酵素の機能を理解する上で重要な成果である。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）     15,960   2,245             0          18,205

人件費（千円）      2,688     14,391        16,048          33,127

業務実施費（千円）     15,429         22,287        19,683          57,399

間接経費（千円）     10,223         11,677        10,719          32,619

合計（千円）     44,300         50,600        46,450    141,350
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 

 

２．論文のリスト 

 

Yagi H, Kajiwara N, Tanaka H, Tsukihara T, Kato-Yamada Y, Yoshida M, and Akutsu H, Structures of the 
thermophilic F1-ATPase  subunit suggesting ATP-regulated arm motion of its C-terminal domain in F1, Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA, 104: 11233-11238 (2007). 
Ozaki Y, Suzuki T, Kuruma Y, Ueda T, and Yoshida M, UncI protein can mediate ring-assembly of c-subunits 
of FoF1-ATP synthase in vitro, Biochem. Biophys. Res. Comm. 367: 663-666 (2008). 
Kobayashi M, Yagi H, Yamazaki T, Yoshida M, and Akutsu H, Dynamic inter-subunit interactions in 
thermophilic F1-ATPase subcomplexes studied by cross-correlated relaxation-enhanced polarization transfer 
NMR, J. Biomol. NMR, 40: 165-174 (2008). 
◎Kobayashi M, Struts AV, Fujiwara T, Brown MF, and Akutsu H, Fluid Mechanical Matching of 
H+-ATPsynthase Subunit c Ring with Lipid Membranes Revealed by 2H Solid-State NMR, Biophys. J, 94: 
4339-4347 (2008). 
Takayama Y, Werbeck ND, Komori H, Morita K, Ozawa K, Higuch Y, and Akutsu Y, Strategic roles of axial 
histidines in structure formation and redox regulation of tetraheme cytochrome c3, Biochemistry, 47: 
9405-9415 (2008). 
Nakamura T, Mine S, Hagihara Y, Ishikawa K, Ikegami T, Uegaki K, Tertiary structure and carbohydrate 
recognition by the chitin-binding domain of a hyperthermophilic chitinase from Pyrococcus furiosus, J. Mol. 
Biol. 381(3): 670-680 (2008). 
Yagi H, Kajiwara N, Iwabuchi T, Izumi K, Yoshida M, and Akutsu H, Stepwise propagation of 
the ATP-induced conformational change of the F1-ATPase  subunit revealed by NMR, J. Biol. 
Chem., 284: 2307-2319 (2009). 
◎Hara T, Tainosho A, Nakamura K, Sato T, Kawakami T, Aimoto S. Peptide purification by affinity 
chromatography based on alpha-ketoacyl group chemistry. J. Pept. Sci. in printing. 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 ミトコンドリア呼吸の作用機序の全容の解明を目指す高分解能立体構造

解析と機能解析 

代 表 機 関 名 兵庫県立大学 

代 表 研 究 者 名 吉川 信也 

分担機関・分担研究者名 理化学研究所（宮澤 淳夫）、北海道大学（石森 浩一郎） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

ミトコンドリア呼吸系（図１）の作用機序の全容の解明のためにはこれら全ての複合体の構造、機能

と複合体間の相互作用を解析しなければならない。 

プログラム開始時の達成目標 

① NADH-ユビキノン還元酵素と FoF1ATPase の 2.8Å 分解能

での構造解析 

② 水素原子レベルでの X 線構造解析と時間分解赤外分光法

によるチトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構の解明 

③ 相互作用解析：多核多次元 NMR 法によるチトクロム c-

チトクロム酸化酵素間。共結晶の X 線構造解析による呼

吸系複合体間。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 １）NADH -ユビキノン還元酵素（1000KDa）と FoF1ATPase（550KDa）の

２次元結晶化。 

両酵素の、サブユニットの欠損も立体構造の損傷もない標品の２次元

結晶化に成功した。この NADH -ユビキノン還元酵素結晶はヘリックス構

造や金属中心の位置決定に十分な分解能を示している。さらに前者の３

次元結晶が電子顕微鏡により確認された。 

２）チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構の解明のための超高分解

能Ｘ線構造解析と時間分解赤外分光解析。 

水素原子レベルの構造解析に最低限必要な 1.4Å 分解能の回折強度デー

タの収集を完了した。（Ｘ線回折斑点は 1.23Å 分解能まで確認された。）

赤外発生装置の性能は飛躍的に向上し、光路長 50 μm での H2O 中の赤外

分光測定が可能になった。（50 μm：フローセルに必要な最短光路長） 

３）多核多次元 NMR 法によるチトクロム c-チトクロム酸化酵素相互作用

研究、チトクロム酸化酵素の反応機構に関するいくつかの X 線構造およ

び分子生物学的研究が論文発表段階に至っている。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

1) NADH-ユビキノン還元酵素 

２次元結晶化：負染色電子顕微鏡像は 20Å 分解能の

Diffraction spot を示し（図 2 A）、氷包埋標品も電子線

回折点を示した。したがって、現在得られている２次

元結晶から、少なくとも、へリックスや金属中心の位

置決定は可能である。 図 2 A

図 1 
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この２次元結晶はサブユニットの欠損もなく、立体構造の損傷もない

酵素分子間の特異的接触により形成された２次元結晶であることは以下

の実験事実から強く示唆される。 

①図 2 Aのデータから計算したProjection map（図 2 B）

の示す、結晶を構成するタンパク質分子の大きさと形

は単分子観察のそれらと一致する。②90%以上の

PerricidinA 阻害率を示す標品だけが上述のような２

次元結晶を形成する。（PerricidinA 阻害は本酵素が変

性していないことの鋭敏な指標である。） 

 

３次元結晶化：負染色電子顕微鏡写真の中に２次元結晶

が図 3 のように規則的に重なっていることが認められ

る。これは電子顕微鏡レベルの３次元結晶である。 

 

2) FoF1ATPase 

２次元結晶化：分解能は低いが diffraction spot を示す２次

元結晶が得られている（図 4 A）。これがサブユニットの欠損もなく変性

もない酵素の２次元結晶であることは以下の実験事実が強く示唆する。 

①Projection map の F1部分の間隔が F1だけ

の結晶の場合の間隔より明らかに長いこ

と。（図 4 B）②オリゴマイシン感受性と結

晶の配列の規則性に相関が認められる。

（90%以上を示す標品はそれより低い感受

性を示す標品の結晶より高い規則性を示

す。） 

 

3) チトクロム酸化酵素 

プロトンポンプ機構解明のための水素原子レベルのＸ線構造解析：プロ

トンポンプ経路を同定するために水素原子レベルのＸ線構造決定を目指

している。そのために、水素原子位置決定に最低限必要な 1.4Å 分解能の

回折強度データの収集を完了した（1.23Å 分解能まで回折斑点は認められ

た、図 5）。しかし、実測点数と水素原子決定

に必要なパラメーター数とがほぼ等しく高精

度の水素原子位置決定は不可能である。そこで

パラメーター数（特に異方性温度因子）を、構

造情報を導入して減らすことにより、位置精度

を高めることを試みている。 

酸化型酵素の O2 還元部位の構造：プロトンを

ポンプしない休止型ウシ心筋酵素の O2 還元中

図 2 B

図 3

図 5 

図 4 A 

図 4 B
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心の構造はポンプする代謝回転中の酸化型(Fe3+OH-)とは異なり、過酸化

物が架橋した構造（Fe3+O-O-Cu2+）であること、したがって、O2 還元中

心もプロトンポンプを制御していることを明らかにした（PNAS 2009、論

文リスト参照）。 

呼吸阻害剤結合型酵素の高分解能Ｘ線構造解析：O2 の基質アナログであ

る CO、NO、CN-と O2 受容体である完全還元型酵素との複合体の高分解

能構造は、O2結合が O2の 4 電子還元を駆動し、プロトンポンプの逆流を

防ぐ立体構造変化を誘起することを強く示唆していた。（PNAS 投稿中） 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

1) チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構の分子生物学的解析 

細菌チトクロム酸化酵素のプロトン通過経路の一つである D 経路の途

中のAsn135Asp変異体酵素はO2還元活性を示すがプロトンポンプ活性は

示さないことから、D 経路がポンププロトンを輸送すると提唱されてい

る。しかし、細菌 Asn135Asp 変異に対応するウシ酵素の Asn98Asp 変異

はどちらの活性も変化させなかった。（PNAS 投稿準備中）。この結果は構

造が保存されていても機能が保存されないことを示すもので昨年の国際

生物物理学会とヨーロッパ生体エネルギー論学会で大きな反響があっ

た。 

2) チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構の赤外分光学的解析 

プロトンポンプ機構の解明のためには酵素反応に伴うプロトン輸送を

赤外分光法により実時間で追跡することが是非必要である。そこで、水

中での赤外測定のためフェムト秒レーザーを用いた強い赤外光発生装置

を開発した。その結果光路長 50μm（フローセル設置に必要な最短光路長）

でも軽水中で赤外測定が可能になった。赤外吸収帯の同定のためには部

位特異的安定同位体標識が必要である。細菌（パラコッカス）酵素の発

現系の構築に成功し、さらに収量の向上を図っている。なお、複数のサ

ブユニットを持ちこのように他種類の補因子をもつ膜タンパク質の発現

系の構築の前例は全くない。 

3) ヘム機能の他の蛋白質やモデル化合物による解析 

チトクロム酸化酵素の活性中心のヘムの機能の理解のため他のヘム蛋

白質やモデル化合物の機能解析が行われた。(論文リスト参照) 

4) 相互作用解析 

チトクロム c-チトクロム酸化酵素相互作用の多核多次元 NMR 法による

分子論的解析：多核多次元 NMR 法により、チトクロム c の主鎖 N-H の

緩和時間測定から算出した order parameter S2 はチトクロム酸化酵素を添

加すると 0.884 から 1.0 まで増大し、極度に運動性が抑制されることを示

していた。さらに、等温型熱量測定計によってチトクロム c とチトクロ

ム酸化酵素の複合体形成はエンタルピー変化が異常に大きい

（210KJmol-1）エントロピー支配の吸熱反応であった。これらの結果は、

チトクロム c とチトクロム酸化酵素との相互作用が他のタンパク質系で

の相互作用と大きく異なっていることを示している。 
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チトクロム酸化酵素の単量体/２量体平衡：界面活性剤の種類によって、

結晶中のウシ心筋チトクロム酸化酵素は２量体/単量体変換を示す。これ

は本酵素がミトコンドリア内膜中で単量体/２量体相互変換を行うことを

示唆する。この現象はミトコンドリア内膜中での呼吸系複合体間の特異

的相互作用のモデルとみなすことができる。X 線構造解析の精密化はほ

ぼ完了し、PNAS への投稿準備中である。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ９件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

１３件 

４．グループ全体の論文発表件数 14 件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

NADH-ユビキノン還元酵素及び FoF1ATPase の２次元結晶化の進展は予想以上であり、本研究課題発

足時にくらべると格段の進歩があった。特に最近前者の氷包埋標品が電子線回折を示したことは２次

元結晶化の証明として極めて重要である。チトクロム酸化酵素の水素原子レベルの構造解析および赤

外分光装置開発は順調に進展している。無細胞発現系の構築には成功したが収量向上は順調ではな

い。ウシチトクロム酸化酵素の Asn98Asp 変異の結果は、世界的に注目されている。多核多次元 NMR

法はチトクロム c-チトクロム酸化酵素相互作用の新規な側面を開拓すると期待できる。また、チトク

ロム酸化酵素の単量体/2量体平衡の結晶学的解析は異種酵素間の相互作用のモデルとしてユニークな

成果である。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

石森グループ以外は 2Km しか離れていない２研究機関に所属している。また石森グループとも地理

的距離を感じさせないほど、試料提供をふくめた緊密な連携体制が確立している。代表研究者は常に

各研究グループの研究の進捗状況を完全に把握するよう努めている。さらに、情報の共有を図るため、

分担代表者と代表研究者の打合会を年に１度は開催している。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

プログラム内部の他のグループとの共同研究あるいは密接な連携はまだ開始されていない。しかし、

研究会、WG、全体交流会には積極的に参加し、未発表のデータを優先して発表している。 

９．今後の展望 

平成２１年度 

NADH-ユビキノン還元酵素及び FoF1ATPase：電子線構造解析によるヘリックス構造、金属中心の位

置決定。２次元、３次元結晶化条件の探索と改良。 

チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構：1.4Å 分解能での水素原子位置決定法の開発と構造解析。

1.0Å 分解能を目標とする結晶化条件の改善。超高感度赤外分光装置開発（フロー装置開発に重点を置

く）。細菌酵素無細胞発現系の収量の向上とウシ酵素発現系の構築。 

相互作用解析：チトクロム c 変異体を組織的に利用した多核多次元 NMR によるチトクロム c-チトク

ロム酸化酵素相互作用解析と熱測定。チトクロム c/チトクロム酸化酵素複合体の２次元結晶化条件の

探索。異種呼吸鎖複合体の共結晶化条件の探索。 
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平成２２年度 

NADH-ユビキノン還元酵素及び FoF1ATPase：電子線構造解析による 2.8Å 分解能の構造解析。２次元、

３次元結晶化条件の探索と改良（２１年度より継続）。 

チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構：1.4Å 分解能での水素原子位置決定。1.0Å 分解能を目標

とする結晶化条件の改善（２１年度より継続）。超高感度赤外分光装置による無標識チトクロム酸化

酵素の反応解析。細菌酵素無細胞発現系の収量の向上とウシ酵素発現系の構築（２１年度より継続）。 

相互作用解析：多核多次元 NMR によるチトクロム c と種々の阻害剤結合型ウシチトクロム酸化酵素

との相互作用解析と熱測定。チトクロム c/チトクロム酸化酵素複合体の２次元結晶の電子線構造解析。

異種呼吸鎖複合体の共結晶化条件の改良。 

平成２３年度 

NADH-ユビキノン還元酵素及び FoF1ATPase：電子線構造解析による 2.0Å 分解能の構造解析。２次元、

３次元結晶化条件の探索と改良。３次元結晶のＸ線構造解析。 

チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構： 1.0Å 分解能を目標とする結晶化条件の改善。最高分解

能での水素原子位置決定。超高感度赤外分光装置による標識チトクロム酸化酵素の反応解析。 

相互作用解析：多核多次元 NMR によるチトクロム c と種々の細菌チトクロム酸化酵素との相互作用

解析、熱測定。チトクロム c/チトクロム酸化酵素複合体の２次元結晶の電子線構造解析（２２年度よ

り継続）。異種呼吸鎖複合体の共結晶の２次元あるいは３次元結晶構造解析。 

１０．特記事項 

NADH-ユビキノンと FoF1ATPase の２次元結晶の意義 

NADH-ユビキノン還元酵素と FoF1ATP ase は膜外に突出している部分が大きく、脱離しやすい。そ

のため脱離のない標品が結晶化されたとの報告はない。しかし、反応機構の解明のためにはどうして

も脱離がなく立体構造に損傷のない標品の結晶構造が必要である。今年度になって、上述のようにサ

ブユニットの脱落も立体構造の損傷もない（酵素活性を完全に保持している）酵素分子が２次元結晶

化されていることが確実となった。このような“完全な”酵素の立体構造解明はこの分野で長年切望

されている。 

２次元電子線構造解析法の進歩 

液体ヘリウム温度での極低温電子顕微鏡が導入されてからの電子線結晶解析技術の進歩は誠にめ

ざましいもので、１０数年以前に関与したことのある筆者には誠に隔世の感がある。例は少ないが

1.7Å 分解能で立体構造が決定される時代となっている。幸い宮澤グループは最新の技術の開発にも参

画しており理想的な連携体制となっている。 

チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構について 

チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構の解明に理想的な方法はＸ線構造解析によりプロトン

能動輸送経路を検出し、その経路をプロトンが輸送される過程を、赤外分光法により実時間で追跡す

ることである。この“理想”が実現する可能性が極めて高いことを強調したい。 
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１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）           0      0              0    0 

人件費（千円）       11,509 16,520 18,161 46,190 

業務実施費（千円）       30,799         22,710         18,761 72,200 

間接経費（千円）      12,692 11,770         11,078 35,500 

合計（千円）      55,000         51,000         48,000   154,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載） 

Cytochrome c oxidase 2ZXW ウシ心筋由来の Cytochrome c-O2 酸化還元酵素。ミトコ

ンドア内膜の呼吸鎖末端酵素として細胞呼吸の役割を

担う。膜蛋白質・大きな溶媒領域(70%)・超分子複合体

(Mw 210 kDa)であるため、精製結晶化・結晶の取扱い・

X 線回折測定には高い技術が必要。酸化型酵素は X 線照

射によって還元され易く、活性中心の電子密度が影響を

受ける。多数(190 個)の結晶を使用して結晶単位体積あ

たりの照射量を下げ、各回折イメージをマージすること

により酸化型構造の解析を行った。単位体積あたり 1 秒

間の X 線照射により測定したデータに基づく構造。 

Cytochrome c oxidase 未登録 酸化型結晶の単位体積あたり 15 秒間の X 線照射により

測定したデータに基づく構造。近日登録予定。 

Cytochrome c oxidase 未登録 酸化型結晶の単位体積あたり 200 秒間の X 線照射によ

り測定したデータに基づく構造。近日登録予定。 

Cytochrome c oxidase 未登録 O2 還元部位構造の性質を明らかにするため、プローブ

としてシアン化物イオン(CN-)を使用した。還元型酵素

の CN-結合型構造。近日登録予定。 

Cytochrome c oxidase 未登録 O2 還元部位構造の性質を明らかにするため、プローブ

としてシアン化物イオン(CN-)を使用した。酸化型酵素

の CN-結合型構造。近日登録予定。 

Cytochrome P450cam 2Z97 細菌由来のカンファー水酸化酵素。7 位プロピオン酸欠

損ヘムとの再構成体。再構成体の調製は難しい。再構成

体の基質カンファー親和性が 1000 倍低下。その原因は、

ヘムのプロピオン酸側鎖が欠損した結果、外部と活性部

位とを連結する水分子列が形成され、それにより、活性

部位に結合した水分子クラスターが安定化されたため。

Cytochrome P450cam 

 

 

2ZAW 細菌由来のカンファー水酸化酵素。6 位プロピオン酸欠

損ヘムとの再構成体。再構成体の調製は難しい。酵素機

能は、殆ど変化しなかった。 

Cytochrome P450cam 2ZAX  

Cytochrome P450cam 2ZWT 基質部分結合型（基質占有率が低い） 
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Cytochrome P450cam 2ZWU 基質部分結合型（基質占有率が高い）。二つの基質部分

結合型構造から基質非結合型と結合型の構造を明らか

にした。 

Cytochrome P450cam 2ZUH Asp297Ala 変異体 

Cytochrome P450cam 2ZUI Asp297Asn 変異体 

Cytochrome P450cam 2ZUJ Asp297Leu 変異体。基質親和性が 10,000 倍低下。基質が

結合する経路および活性部位は変異により構造変化し

ていない。親和性の低下は、活性部位の水分子クラスタ

ーが排出される経路が変異によってブロックされた結

果であり、本酵素には水分子クラスターを排出する特定

の経路が必要であることが示唆される。 

 

２．論文のリスト 

 

◎Aoyama H, Muramoto K, Shinzawa-Itoh K, Hirata K, Yamashita E, Tsukihara T, Ogura T, Yoshikawa S., A 

peroxide bridge between Fe and Cu ions in the O2 reduction site of fully oxidized cytochrome c oxidase could 

suppress the proton pump. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106, 2165-2169 (2009). 

◎Nakamura-Ogiso, E., Matsuno-Yagi, A., Yoshikawa, S., Yagi, T., and Ohnishi, T., Iron-sulfur cluster N5 is 

coordinated by a HXXXCXXCXXXXXC motife in the NuoG subunit of E. coli NADH:quinine 

oxidoreductase (Complex I), J. Biol. Chem. 283, 25979-25987 (2008). 

◎Muramoto, K., Hirata, K., Shinzawa-Itoh, K., Yoko-o, S., Yamashita, E., Aoyama, H., Tsukihara, T. and 

Yoshikawa, S. A histidine residue acting as a controlling site for dioxygen reduction and proton pumping by 

cytochrome c oxidase : Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104 (2007) 7881-7886, (200７). 

◎Shinzawa-Itoh, K., Aoyama, H., Muramoto, K., Terada, H., Kurauchi, T., Tadehara, Y., 
Yamasaki, A., Sugimura, T., Kurono, S., Tsujimoto, K., Mizushima, T., Yamashita, E., Tsukihara, 
T., Yoshikawa, S., Structures and physiological roles of thirteen lipids of bovine heart 
cytochrome c oxidase, EMBO J. 26, 1713-1725 (2007). 
◎Shimokata, K., Katayama, Y., Murayama, H., Suematsu, M., Tsukihara, T., Muramoto, K., Aoyama, H., 

Yoshikawa, S., Shimada, H., The Proton-Pumping Pathway of Bovine Heart Cytochrome c Oxidase, Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA 104, 4200-4205 (2007) 

◎Ikemura, K., Mukai, M., Shimada, H., Tsukihara, T., Yamaguchi, S., Shinzawa-Itoh, K., Yoshikawa, S. and 

Ogura, T., Red-Excitation Resonance Raman Analysis of the nFe=O Mode of Ferryl-Oxo Hemoproteins, J. Am. 

Chem. Soc., 130, 14384-14385 (2008). 

Harada, K., Sakurai, K., Ikemura, K., Ogura, T., Hirota, S., Shimada, H. and Hayashi, T., Evaluation of the 

Functional Role of the Heme-6-propionate Side Chain in Cytochrome P450cam, J. Am. Chem. Soc., 130, 

432-433 (2007). 
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Kunishita, A., Kubo, M., Sugimoto, H., Ogura, T., Sato, K., Takui, T., and Itoh, S., Mononuclear Copper 

(II)-Superoxo Complexes that Mimic the Structure and Reactivity of the Active Centers of PHM and DbM, J. 

Am. Chem. Soc., 131, 2788–2789 (2009). 

◎Hayashi, T., Harada, K., Sakurai, K., Shimada, H., and Hirota, S.,  A Role of the Heme-7-Propionate Side 

Chain in Cytochrome P450cam as a Gate for Regulating the Access of Water Molecules to the 

Substrate-Binding Site, J. Am. Chem. Soc. 131, 1398-1400 (2009) 

Sakurai, K., Shimada, H., Hayashi, T., and Tsukihara, T., Substrate binding induces structural changes in 

cytochrome P450cam, Acta. Cryst. F65, 80-83 (2009) 

 

３．特許出願リスト 
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課 題 名 創薬に繋がる V-ATPase の構造、機能の解明 
代 表 機 関 名 京都大学 
代 表 研 究 者 名 岩田 想 
分担機関・分担研究者名 理化学研究所（村田 武士、横山 謙）、静岡県立大学（菅 敏幸） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 V-ATPase は真核生物のほとんどの膜系に存在し、プロトンポンプとして働いて内部の酸性環境を作

り出している（図１-A）。また、V-ATPase は破骨細胞やガン細胞の細胞膜にも多く発現している。本

酵素による酸性環境異常が骨粗鬆症やガン転移の原因の一つであり、その特異的阻害剤はこれら疾患の

新しい治療薬として期待されている。我々はバクテリア型 V-ATPase を初めて同定し、分子生物学•生

化学•構造生物学的研究を展開してきた。本研究では V-ATPase の構造•機能研究をさらに進め、

V-ATPase の分子メカニズムの解明を目指す（図１-B）。また、ヒト V-ATPase サブユニットの構造•機

能解析を行い、真核細胞 V-ATPase の多機能性や上記疾患などについて考察する（図１-C）。さらにバ

クテリア V-ATPase のサブユニット構造を使ったインシリコスクリーニング、化合物ライブラリーから

のスクリーニング、有機合成を行い、骨粗鬆症やガンの治療薬に繋がる V-ATPase の特異的阻害剤の創

出を目指す（図１-D）。 

 

 
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 
（１）成果概要 ＜構造解析に関して＞腸球菌由来V-ATPaseのLi+結合型膜内リングの

X 線結晶構造と性質を明らかにし、V-ATPase の選択的なイオン輸送メカニ

ズムの一端を解明した（PNAS, 2008）。好熱菌由来 V-ATPase の A3B3複合

体の X 線結晶構造（2.8 Å分解能; PDB 3GQB）を明らかにした。また、

EG 複合体結晶の 2.5Å分解能でのデータ収集に成功し、構造解析を進めて

いる。腸球菌由来 V-ATPase の EGa 複合体の X 線小角散乱による溶液構

造を明らかにした（JBC, 2008）。腸球菌由来 AB 複合体（4 Å）、A3B3複合

体（5 Å）、G サブユニット、ヒト由来 D サブユニット、好熱菌 Vo複合体

の結晶を新たに得ることができた。 
＜機能解析に関して＞好熱菌由来 V-ATPase の ATP 合成活性測定系を

確立した（PNAS, 2007）。また、ATP の加水分解反応の１分子測定系を改

良し、好熱菌由来 V 型 ATPase の酵素学的パラメーターを明らかにした

（JBC, 2008）。A3B3 複合体の X 線結晶構造を詳細に解析した結果、
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V-ATPase の機能発現に複数の疎水的残基からなるクラスター構造が必要

であることが判明した(投稿中)。 
＜特異的阻害剤に関して＞上記アッセイ系を用いて、既知の２種類の

V-ATPase 阻害剤の阻害機構を解明した(BJ, 2009)。既知阻害剤のコンビナ

トリアル合成により１７種類の誘導体合成に成功した。また、制御領域が

保有する全化合物ライブラリー（現在７万種）から 280 種類（IC50 10μ
M 以下）の新規阻害剤を見いだした。今後は得られた阻害剤との共結晶構

造を基にその誘導体を合成し、治療薬の創出を目指す。 
（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 
膜内リングのイオン選択性 ---一般に V 型

ATPase はプロトンを輸送するが、腸球菌 V 型

ATPase は Na+と Li+を輸送する。これらのイオ

ンは X 線結晶構造解析においてプロトンより検

出しやすいという利点がある。そこで今回、Li+

結合型膜内リングの X 線結晶構造と性質を明ら

かにし、以前求めた Na+結合型の構造と比較す

ることにより、本酵素のイオン選択性を明らか

にした（Murata et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 
U.S.A., 105, 8607-8612, 2008）。 
A3B3 複合体の結晶構造解析---好熱菌由来 V 型

ATPaseの触媒部分であるA3B3複合体のX線結

晶構造（分解能 2.8 Å; PDB 3GQB）を V 型
ATPase として初めて明らかにした。B-A 界面

にある活性中心を形成するアミノ酸残基側鎖の

配置を議論できるようになった。変異導入実験

との組み合わせにより、複数の芳香環側鎖が活

性中心の形成に関与していることがわかった

（論文投稿中）。 
EG 複合体の結晶構造解析---好熱菌由来 V 型

ATPase の EG 複合体について結晶化を行い、

2.5Å分解能でデータ収集できた。現在構造解析

を進めている。 
外周固定子の溶液構造---腸球菌由来 V-ATPase
のサブユニット E、G、a（N 末水溶性領域）を

それぞれ発現•精製し、複合体形成能などの機能

や X 線小角散乱による溶液構造を明らかにした

（Yamamoto et al., J. Biol. Chem., 283, 19422-31, 
2008）。 
各サブユニットや複合体の結晶化---新たに、腸球菌由来 G サブユニット、

AB 複合体（4 Å）、A3B3複合体（5 Å）、ヒト由来 D サブユニット、好熱

菌 Vo複合体の結晶を得ることができた。現在、以下の結晶を得ている。今

後は結晶化スクリーニングの継続や得られた結晶の最適化を行い、良質の

結晶が得られしだい X 線結晶構造解析を行う。 
 

 

 

 

 

Psr の結晶構造の決定---好熱菌 V-ATPase の精製過程で得られた硫黄代

謝に関係する poly sulfide reductase(Psr)の結晶構造を決定し、細菌による

硫黄呼吸の分子基盤を明らかにした(Jormakka et al., Nat. Struct. Mol. Biol., 
15, 730-737, 2008)。 
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（３）機能解析に関する 
進捗及び成果 

ATP 合成活性測定系の確立---好熱菌由来 V 型 ATPase の ATP 合成活性測

定系を確立した。膜電位がなくても pH 勾配だけで合成反応が起こること

がわかった。また、合成が始まるプロトン駆動力を測定することによりATP
１分子の合成に必要なプロトン透過数が４であることを証明した (Toei et 
al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 104, 20256-20261, 2007)。 
１分子測定系による酵素学的パラメーターの決定---１分子測定系を改良

し、多分子系測定と組み合わせることにより、好熱菌由来 V 型 ATPase の

酵素学的パラメーターを明らかにし、回転触媒機構による ATP 合成反応

と加水分解反応の可逆性について議論した（Nakano et al., J. Biol. Chem., 
283, 20789-20796, 2008）。 
精製リングへの 22Na+結合測定系の確立---界面活性剤中での膜内リングへ

の 22Na+結合測定系を確立した。22Na+結合•解離の酵素学的性質の詳細を

調べることにより、V-ATPase のイオン輸送の際のイオンの結合•解離のメ

カニズムを明らかにした（Murata et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 105, 
8607-8612, 2008）。 
＜特異的阻害剤に関して＞ 
既知 V-ATPase 阻害剤の阻害機構--- F 型 V型の両 ATPase の阻害剤として

知られる阻害剤 DCCD と膜内リングとの共結晶構造及び上記で記載した
22Na+結合活性測定により、阻害機構を分子レベルで明らかにした（論文準

備中）。環境ホルモンであるトリブチルチンクロライド(TBT)が、F1 の
ATPase 活性をまったく阻害せず、V1が特異的に阻害されることを発見し

た。その阻害様式を１分子計測により解析し、ATP の結合ではなく、結合

直後に起こるステップ回転が阻害されることが示唆された（Takeda et al., 
Biophy. J., 96, 1210-1207, 2009）。 
阻害剤のコンビナトリアル合成技術の開発---骨破細胞 V-ATPase の特異的

阻害剤として報告されている FR 167356 の合成ルートを確立した。さらに

同様のルートを使い、17 種類の誘導体を合成することに成功した（論文準

備中）。また、V-ATPase 阻害活性を有する天然化合物 Palmerolide A に関し

て、現在誘導体合成を指向した逆合成経路に基づく全合成研究を行ってい

る。 
インシリコスクリーニング---バーチャルスクリーニングにより腸球菌膜内

リングに結合する化合物を予想する目的で、現在知られている阻害剤に対

して評価を行った。その結果、V-ATPase の阻害剤候補として、分子量 500
以上の疎水的な化合物が適していることが示唆された。 
化合物ライブラリーからのスクリーニング---腸球菌 V-ATPase の ATPase
活性阻害を指標に、制御領域が保有する全化合物（現在約７万種）から 280
種類（IC50 10μM 以下）の新規阻害剤を見いだした。このうち、２４種

の阻害剤はヒト V-ATPase が形成するオルガネラのプロトン勾配も阻害し

た。阻害剤結合候補である膜内リングと新規阻害剤との共結晶構造解析を

行い、低分解能の X 線結晶構造を得た。今後は、高分解能での阻害剤との

共結晶構造を明らかにし、その構造情報を基にインシリコスクリーニング

やコンビナトリアル合成を駆使して、骨粗鬆症やガンの治療薬の新規リー

ド化合物の創出を目指す。 
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 
PDB 登録数 ５件  
PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

９件  
 

４．グループ全体の論文発表件数 １６件 
５．グループ全体の特許出願件数 ８件（うち国外０件） 
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６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 
プロジェクト開始時に掲げた年度の達成目標と達成度の自己評価を下記に示す。 
＜平成１９年度の達成目標＞ 
1)A3B3複合体の構造決定---達成した。 
2)各サブユニットや複合体の結晶を数種類作製する---５種類作製し達成した。 
3)精製した各サブユニットの複合体形成能などの機能を明らかにする---腸球菌 E,G,a（N 末ドメイン）

サブユニットに関して明らかにし、達成した。 
4)リード化合物候補を数種類同定する---２８０種類同定し、十分に達成した。 
＜平成２０年度の達成目標＞ 
1)V1およびホロ複合体の分子置換モデルを構築する---現在構築中である。 
2)V-ATPase 可溶性サブユニットの構造を複数決定する---腸球菌 E,G,a（N 末ドメイン）複合体及び a
（N 末ドメイン）サブユニットの溶液構造を決定した。 
3)１分子計測およびクロスリンクにより各阻害剤の作用機構を明らかにする---トリブチルチンクロラ

イドと DCCD の作用機構を明らかにし、達成した。 
4)構造や解明された作用機構に基づいたリード化合物を合成し評価する----FR 167356 に関して達成し

た。現在は新規阻害剤について検討している。 

上記のようにほとんどの年度目標に関して達成しており、順調に進んでいると考えている。 
７．課題内の情報共有・連携体制 
＜研究の連携体制＞ 
分担機関である理化学研究所でV-ATPaseの生産を行い、機能解析及び阻害剤のスクリーニングを行う。

精製標品を代表機関である京都大学に郵送し、結晶化及び構造解析を行う。その構造を基に分担機関で

ある静岡県立大学で新規阻害剤の合成を行う。 
＜課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度＞ 
プロジェクト全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため、ターゲットタンパク研究説明会や交流

会、シンポジウムの後に中核機関（京都大学）および分担機関（理化学研究所、静岡県立大学）の代表

者が一堂に会して研究方針についての議論と詳細な情報交換を行った。さらに中核機関の代表者は月に

一度の頻度で分担機関である理化学研究所を訪問し、プロジェクトの進行状況や問題点を相互に確認•

照会しつつ、計画全体の合理化を検討した。また、分担機関の静岡県立大学にも訪問し、連携を深め、

その後は電話やメール等で頻繁に情報交換を行っている。 
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 
 分担機関である理化学研究所では課題C生産領域の横山茂之先生が保有する大腸菌無細胞蛋白質合成

システムを使用させてもらい、ヒト及び腸球菌の V-ATPase サブユニットの合成を行っている。また、

課題 C制御領域の田仲昭子先生にご参加いただき、インシリコスクリーニングによる阻害剤の探索及び

評価を行っている。本プロジェクトでは課題 C制御領域が保有するすべての化合物のスクリーニングを

行っているが、その効率を上げるための化合物のサンプル調製などで長野哲雄先生、岡部隆義先生、小

島宏建先生にご協力いただいている。また、課題 Dの「抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術の確立」と連

携し、V-ATPase に対するモノクローナル抗体を作製中である。 

９．今後の展望 
【平成 21 年度】 
＜構造機能解析に関して＞２０年度にひきつづき V-ATPase の各サブユニットまたは複合体の結晶化を

進め、結晶性の良いものから X線結晶構造解析により詳細構造を明らかにする。得られた構造情報と機

能情報から V-ATPase の分子メカニズムを明らかにする。 
＜特異的阻害剤に関して＞２０年度に得た新規阻害剤の阻害機構を明らかにし、得られた構造情報を基

に分子設計を行い、新たなリード化合物の創出を目指す。 

【平成 22 年度】 
＜構造機能解析に関して＞好熱菌由来 V-ATPase 全体の結晶はできているものの、十分な分解能を持つ

回折像が得られず、構造の解明に至っていない。最近、脂質の添加や抗体フラグメント、阻害剤等を結

合させることにより、劇的に結晶が改善されることが報告されている。実際、脂質を適当量添加するこ

とにより、Vo部分の結晶が得られた。脂質や抗体フラグメント（課題 D との連携）、新規阻害剤との組
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み合わせにより酵素全体の詳細構造の解明を目指す。また、各サブユニットや部分複合体の構造解析も

継続する。 
＜特異的阻害剤に関して＞A3B3複合体の結晶構造により、V-ATPase に特徴的な疎水的構造の形成が活

性にとって必要なことが明らかになった。この情報に基づきV-ATPase特異的阻害剤の分子設計を行い、

創薬へとつなげる。 
【平成 23 年度】 
＜構造機能解析に関して＞前年度にひきつづき V-ATPase の各サブユニットまたは複合体の X 線結晶構

造解析を進め、できるだけ多くの立体構造を明らかにする。さらに、基質となる ATP のアナログ等を用

いて酵素反応中間体の X線結晶構造を明らかにする。得られた基底状態と遷移状態または反応中間体の

立体構造の違いや、それらを繋ぐ分子動力学シミュレーションも駆使して、V-ATPase の動的な分子メカ

ニズムの解明を目指す。 
＜特異的阻害剤に関して＞複合体の構造、またはサブユニットの構造に基づくインターフィースの予測

から、複合体の形成を阻害するような化合物のインシリコスクリーニングを行う。また、複合体形成を

阻害するモノクローナル抗体を作製する。これらの化合物や抗体を用いて、V-ATPase の複合体形成機

構の理解や複合体形成阻害による新規阻害剤の開発を目指す。これまでに得られた新規阻害剤につい

て、企業等と共同研究を開始し、治療薬への展開を図る。 
１０．特記事項 
＜構造解析に関して＞イオン輸送を担う膜内リングのイオン選択性の解明は、真核生物のプロトン輸送

のメカニズムを解明する上で極めて重要な成果で、ひいては V 型 ATPase がもたらす疾病の理解や治療

に役立つものと期待できる。また、V-ATPase の活性中心である A3B3 の高分解能結晶構造の決定は、類

縁酵素である ATP 合成酵素 FoF1との比較を可能にし、回転分子モーターによる力学—化学エネルギー変

換機構に関する理解や V1部分を標的とした阻害剤の設計に役立つものと期待できる。 
＜機能解析に関して＞V-ATPase による定量的な ATP 合成活性の測定系確立も、特筆すべき点であると考

える。V-ATPase/FoF1の根幹は、ATP 合成・分解と膜間のイオン移動とのエネルギー共役である。これを

直接評価できるようになり、単に V-ATPase にとどまらず、FoF1 を含めた回転触媒機構によるエネルギ

ー変換機構の理解を進める上で、非常に強力なツールを得たといえる。ATP 合成を根幹とした生体エネ

ルギー変換機構の完全解明は、メタボリックシンドロームの効果的な治療を考える上での基礎知識とし

て重要である。また、V 型 ATPase 研究として初めて輸送イオン結合活性測定系を確立した。このアッ

セイ系を用いて V-ATPase のイオン輸送機構解析や新規阻害剤の作用機構の研究が進むと期待できる。

１１．委託研究費一覧 
 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 
設備備品費（千円）      2,388          0          0           2,388

人件費（千円）     18,787     25,273     20,805          64,866

業務実施費（千円）     18,825     11,650         13,810          44,284

間接経費（千円）     12,000     11,077         10,385    33,462

合計（千円）     52,000     48,000         45,000    145,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 179 -



 

 

（別紙１） 
１．PDB 登録を行ったタンパク質 
 

タンパク質名 PDB ID
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

A3B3複合体 3GQB 好熱菌 A3B3 複合体の 2.8 Å分解能結晶構造により、

A-B 界面に存在するヌクレオチド結合および触媒に関

与するアミノ酸残基側鎖の構成が判明した。大部分のア

ミノ酸残基は、V1-A/F1-βサブユニットに存在するが、

一部は V1-B/F1-αにある。F1のβ-α界面に存在する活

性中心と比較することにより、ATP 結合に伴って起こ

る ‘open’から‘close’への構造変化に、数個のベン

ゼン環の関与が示唆された。 
ポ リ ス ル フ ィ ド 還 元 酵 素 
PsrABC 

2VPW, 
2VPX, 
2VPY, 
2VPZ 

細菌の polysulfide reductase (PsrABC) は、polysulfide
の還元を行う Complex II に似た膜タンパク質である。

我々は、Thermus thermophilus 由来の Psr の 2.4 Å
分解能の構造を決定し、どのようにして polysulfide 基

質を認識し、還元するかについての分子基盤を明らかに

した。メナキノン７及びその誘導体との共結晶構造を決

定し、膜内在性の Psr C に対するキノンの結合様式、お

よびキノン結合部位に接する水分子で埋められたペリ

プラズム側へとつながる cavity の存在を明らかにし

た（プロトンチャネルの存在を示唆）。これらの結果に

より、polysulfide を電子受容体とする T.thermophilus
の呼吸機構、および今まで知られていなかった新しいタ

イプのプロトンポンプ機構の存在が示唆された。 
膜内リングと阻害剤(新規 2
種、既知 2 種)の複合体 

 V-ATPase の膜タンパク質部分である膜内リングと阻害

剤(化合物ライブラリーから得られた新規阻害剤２種及

び既知のヒト V-ATPase 阻害剤２種；計４種類)との共

結晶から得られた４種類の X 線結晶構造。結合部位の

情報を、インシリコスクリーニングに用いることができ

る。現段階では解像度が低く、電子密度の解釈には慎重

を要するため PDB 登録はしていない。 
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３．特許出願リスト 
 

表題 概要 出願年月日 
メチル化カテキンの効率的製法 モノメチル化カテキンの合成方法の開発 平成 20 年 3 月 24 日 
テアフラビン類の汎用性の高い

製造法 
エピカテキンとエピガロカテキンの縮合

に基づくテアフラビンの合成方法の確立 
平成 20 年 3 月 31 日 

新規イミダゾール誘導体及びそ

の製造法並びに該イミダゾール

誘導体を利用したヒスチジンア

ミド誘導体の製造法 

アンセリン、およびその誘導体の効率的合

成方法の確立 
平成 20 年 7 月 4 日 

新規カテキン誘導体、その製造

方法および抗インフルエンザウ

ィルス剤 

抗インフルエンザウィルス活性を示すジ

デオキシエピガロカテキンガレートの合

成方法の開発 

平成 20 年 8 月 28 日 

フラボン誘導体の製造方法およ

びシアル酸転移酵素阻害剤 
シアル酸転移酵素阻害活性を示すジデオ

キシフラボン類の合成方法の開発 
平成 20 年 8 月 28 日 

アルキル化カテキンの効率的製

造方法 
二重メチル化カテキンの効率的合成方法

の確立 
平成 20 年 12 月 9 日 

チオール基を有する人工リン脂

質誘導体、及びその利用方法 
ヘッドグループにチオール基を有する新

規機能性リン脂質の開発 
平成 20 年 12 月 11 日

改変 CBB を用いた新規 Clear 
Native 電気泳動法 

還元 CBB を用いた新規電気泳動法の開発 平成 20 年 12 月 12 日
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１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

ヒト全ゲノムの 35%が翻訳されない RNA（非翻訳 RNA，

non-coding RNA：ncRNA）として転写され，発生・分化・増殖な

ど様々な高次生命機能を果たしている．特に小分子 ncRNA

（miRNA，siRNA）は，Argonaute などのタンパク質とリボヌクレ

オプロテイン複合体を形成し，RNAi による配列特異的な遺伝

子発現抑制（RNA サイレンシング）に働いたり，またアポトーシ

スや転写伸長抑制に働く．本委託業務では，１）ncRNA の機

能を制御している ncRNA の転写後修飾，２）ncRNA の成熟と

RNA サイレンシング，３）ncRNA による RNAi 以外の高次生命機能制御に焦点を当て，機能解析を推進する

研究者と構造解析を行う研究者が連携し，ncRNA の高次生命機能制御機構の基本メカニズムを解明すること

を目的とする．その結果として，基礎科学のみならず RNA 医薬など医療分野にも資することを目的とする． 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

(１)

成 

果 

概 

要 

構造解析チームは機能が最も明瞭な非翻訳 RNA である tRNA や rRNA を修飾したり協同して働く

タンパク質複合体の構造解析を行い，RNA やタンパク質が協同して生命機能に働く機構を明らかに

した．さらに，小分子 RNA をガイドとして RNAi などの高次生命機能に働く高分子量タンパク質の構

造解析に向けた試料調製に成功した．さらに，Lafire を核酸の自動フィッティングに用いることができ

るよう機能拡張することに成功した．また機能解析においては，非翻訳RNA の網羅的な修飾解析や

末端構造解析，修飾酵素の同定，および Argonaute タンパク質と相互作用する小分子 RNA の網羅

的解析を行った．構造解析と機能解析を相補的に行うことで，グループ全体の事業を実質的に推

進した． 

(２) 

構 

造 

解 

析 

に 

関 

す 

る 

進 

捗 

及 

び 

成 

果 

① tRNA 修飾酵素群・tRNA 多重複合体の構造・機能解析 

タンパク質合成に必須の非翻訳RNA であるtRNA 分子は，様々な転写後修飾を受けて機能性RNA

に成熟する．RNA 修飾は，立体構造の安定化，タンパク質との相互作用，遺伝情報の解読，細胞

内局在の決定などに寄与している．真核細胞や古細菌の tRNAPhe では，37 位がかさ高いワイブトシ

ン（yW）塩基に修飾されることで，アンチコドン・コドンのペアリングを安定化し，アンチコドンがコドン

4 文字を誤ってすべり認識することが防がれている．本修飾反応は，tRNA 修飾酵素群 TRM5，

TYW1―TYW4 が一連の反応を連続的に触媒している．まず横山チームは，TRM5 と tRNA 複合体

のＸ線構造を決定し，活性ドメインが G37 を特異的に塩基認識する一方，立体構造上独立のドメイ

ンを用いてtRNAのL字型構造形成を認識している機構を解明した（図1）．さらに濡木チームでは，

TYW1および TYW2（古細菌由来），TYW4（S. cerevisiae由来）の結晶構造を高分解能で決定した．

TYW1（2.4Å分解能）に関しては，鈴木チームとの共同研究で酵母由来のTYW1を用いた変異体解

析を行うことによって，２つの鉄硫黄クラスターが協同してラジカル反応を触媒し，複雑な 3 員環塩基

を合成する機構を明らかにした．TYW2 に関しては，2 種の古細菌由来の酵素に関して AdoMet と

の複合体の構造を 2.3 および 1.7Å 分解能で構造を決定し，AdoMet のメチル基でなくアミノカルボ

キシプロピル基を転移する機構を明らかにし，さらに鈴木チームとの共同研究により，これら古細菌

由来 TYW2 が本化学反応を触媒することを実証した．さらに TYW4 の結晶構造を，アポ型，AdoMet

結合型，SAH 結合型の形で，2.7, 2.5, 1.7Å 分解能で決定し（図２），１つの触媒部位で２つの反応

を触媒できること，特にカルボキシメチル化は溶液中に溶存する CO2 を固定した（鈴木チームとの共
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同研究）うえでメチル化を触媒することを明らかにした．また，AdoMet が結合するとその陽電荷を認

識して N 末端の α ヘリックスが構造変化し，活性部位に反応器が形成され，副反応が妨げられる仕

組みも明らかとなった．C 末端ドメインは β プロペラ構造であり，N 末端触媒ドメインに β ヘアピンを

挿入することで，基質の認識を RNA に限定する機構を明らかにした．一方，CAU をアンチコドンに

持つtRNAIle
2のアンチコドン1字目に修飾塩基リシジン（L）を導入し，tRNAのコドンとアミノ酸の両方

の特異性をメチオニンからイソロイシンに変換する TilS に関して，tRNAIle
2 との複合体の結晶構造を

決定し，tRNA の結合に伴って C 末端ドメイン２つが大きく構造変化し，その一方が tRNA のアミノ酸

受容ステムを結合することが契機となって，TilS のドメイン間接触が徐々に変化し，tRNA を端から認

識しながら，最終的に C34 を触媒トンネルに提示させる高特異的な RNA 認識機構を解明した．さら

に鈴木チームとの共同研究により，TilS は tRNA がプロセシングされる前の前駆体を効率よく修飾す

ることで，MetRS による誤アミノアシル化を妨げていることを明らかにした．さらに成熟した tRNA のア

ミノアシル化に関して，ピロリジル tRNA 合成酵素（PylRS）と tRNAPyl（アンバーサプレッサー）の複合

体の結晶構造を決定した（図３）．ピロリジンは 22 番目のアミノ酸と呼ばれ，太古の昔から生息するメ

タン古細菌や一部の細菌に存在し，メタン呼吸に関わる酵素の触媒部位において重要な働きをす

る．ピロリジンは PylRS が直接 tRNAPyl にアミノアシル化し，遺伝子のアンバー終止コドンに組み込ま

れる．我々の研究により，試験管内でも細胞内でも，PylRS と tRNAPyl のペアは大腸菌のいかなるアミ

ノアシルtRNA合成酵素やtRNAとも反応しない（直交する）ことがわかった．PylRS•tRNAPyl複合体の

結晶構造解析の結果，PylRS は tRNAPyl の縮小したコア領域を形と大きさに基づいて認識しており，

他の系との直交性の構造基盤が明らかになった（Nature, 2009）． 
 

 
 

図 1，2，3 TRM5•tRNA 複合体，TYW4，PylRS•tRNAPyl 複合体の結晶構造 

 
さらに横山チームでは，好熱菌および好熱古細菌由来の tRNA 修飾酵素を約 50 種類精製し，カ

スケード反応を触媒すると考えられる修飾酵素間の直接の相互作用を網羅的に調べた．その結

果，修飾酵素間での会合を複数例見出し，アンチコドンアームおよびＴループの塩基をそれぞれシ

ュードウリジン化する TruA と TruB において，酵素へテロ二重複合体のＸ線構造を決定した．得られ

た構造から，TruB は TruA に会合する際に末端モジュールが構造変化すると考えられ，tRNA・酵素

多重複合体再構築のための手がかりを得た．田中チームでは ATP を用いて Acetyl-CoA の Acelty

基を tRNAmet の wobble 塩基 C の N4 へ転移し，ac4C を合成する TmcA の結晶構造を決定し（図４），

鈴木チームとの共同研究により新規なアセチル基転移機構を提案した．また，鈴木チームとの共同

研究により大腸菌由来の i6A 修飾酵素 MiaA-tRNAPhe 複合体及び MiaA-tRNAPhe- DMASPP の複合

体の構造解析に成功し（図５），tRNA の認識機構やアデニンへのジメチルアリル基の転移メカニズ

ムを明らかにした．tRNA の i6A 修飾は植物では植物ホルモンであるサイトカイニンとして働いてお

り，植物の成長にとって必須である．また 20 種類のアミノアシル tRNA 合成酵素（aaRS）の中で最後

に残ったアラニル tRNA 合成酵素 (AlaRS)の結晶構造を，濡木チーム，横山チームと共同で決定し

た（図６）． 
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② リボソーム関連タンパク質群の構造・機能解析 

 リボソームは RNA とタンパク質から構成される超分子複合体であり，分子量は細菌で約 270 万に

および，その大部分は，ncRNA (リボソーム RNA：rRNA)が占めている．リボソームの複雑な高次機能

構造を解明するためには，リボソームおよび前駆体と多くのタンパク質合成因子の複合体の構造解

析を行う必要がある．横山チームでは，細菌のコールドショックタンパク質であり 16S rRNA の切断・ 

成熟に関与すると考えられている RbfA とリボソーム小サブユニット(30S)との複合体を調製し，極低

温電子顕微鏡像と RbfA の結晶構造を用いて，RbfA-30S 複合体の構造を決定した（図７）．その結

果，RbfA は，16SrRNA の最も長い２本鎖 RNA である helix44-45 を捲り上げて裏に入り込むように結

合しており，その位置と構造を大きく変化させていた．また C 末の tail は，16S rRNA の 5'末端近傍

まで届いていた．これらのことから，RbfA は，16S rRNA の高次構造形成を助け，未成熟な 30S が

50S と会合することを妨げる役割を果たしていることが明らかになった (Mol. Cell, , 2007)． 

 次に，16S rRNA の G1207 の 2 位にメチル基を転移する酵素である RsmC と基質となる未修飾の

16S rRNA の複合体の構造解析を進め，分子量約 90 万の巨大分子である 16S rRNA (1500 塩基)

から，たったひとつの塩基を認識する機構の解明を目指している．多波長異常分散法により T. 

thermophilus の RsmC の結晶構造を決定し，現在，未修飾 16S rRNA の調製を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

図 7 16S rRNA と RbfA の結合箇所の詳細 

  

塩見チームとの共同研究により，哺乳類の RNAi/microRNA 経路に関わる因子の構造解析を目

指し，各因子の発現・精製，結晶化を行っている．濡木チームでは，ショウジョウバエの生殖細胞に

おいて，Piwiサブファミリータンパク質（Ago3，Piwi，Aub）と結合し，レトロトランスポゾンの発現抑制を

介して，生殖細胞の新生と維持に関与する miRNA である piRNA の 3’末端をメチル化修飾する

Pimet に関して，全長（1-391 残基）と C 末端のディスオーダー領域を削ったコンストラクト（1-354 残

基）を His タグ融合蛋白質として大腸菌で発現させ，ニッケルカラム，陰イオン交換カラム，ゲルろ過

カラムを用いて SDS-PAGE で単一になるまで精製することに成功した．基質 S-アデノシルメチオニ

ンや短鎖 RNA との共結晶化を含む種々の結晶化条件のスクリーニングを進めている．ヒトならびに 

図 4，5，6 TmcA，MiA•tRNA 複合体，AlaRS の結晶構造 
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マウス由来の Pimet に関しては，両者とも大腸菌で発現させることには成功したものの，ニッケルカラ

ムで精製した後に，分解・沈殿するために精製は困難であることがわかった．アミノ酸配列に基づく

ディスオーダー解析により，昆虫 Tribolium castaneum 由来の Pimet，ならびに熱水噴出孔付近に生

息するゴカイ Alvinella pompejana 由来の Pimet がより安定であると予測されたので，全合成遺伝子

を用いて発現系を構築し，大腸菌で発現条件を検討している．その結果，全合成遺伝子の発注か

ら蛋白質の発現確認まで約三週間で可能であり，全合成遺伝子を用いた戦略が有効であることが

実証できたので，同様の方法でホモログ蛋白質を含めた“蛋白質のスクリーニング”を進めている．

横山チームでは，哺乳類培養細胞 HEK293 を発現系として，Dicer（約 220kDa）の大量発現（粗精

製後の収量が約 3mg/培養液 1L）に成功し，シッティングドロップ蒸気拡散法によって結晶化条件の

検討を行い，微小結晶を得ることに成功し，結晶化条件の改善を試みている．また，Dicer と，

HEK293 で発現させた Argonaute（859 残基, 約 97kDa），および大腸菌で発現させた TRBP2（345

残基，約 37kDa）の 3 者複合体の精製に成功した．これまでに，let-7 の siRNA あるいは

pre-microRNAに依存した，let-7標的RNAの切断活性を検出している．GW182（全長は1709残基, 

約 182kDa）の Argonaute 結合部位の解析を行い，GW182 には 3 つの結合部位があることを明らか

にした（論文投稿中）．また，この結合部位を含む GW182 断片を用いて Argonaute2（859 残基, 約

97kDa）の性状を著しく改善することができ，この Argonaute2 複合体の大量発現に成功した．

GW182 のパラログである TNRC6B の発現系も構築した． 

(３) 

機 

能 

解 

析 

に 

関 

す 

る 

進 

捗 

及 

び 

成 

果 

＜塩見チーム＞ 

① Argonaute 蛋白質と相互作用する小分子 RNA およびタンパク質の同定 

ショウジョウバエ Argonaute 蛋白質 AGO2 に対するモノクローナル抗体を用いて，ハエ体細胞より

相互作用する小分子 RNA を同定し，endo-siRNA/esiRNA と命名した．esiRNA の多くがトランスポゾ

ン（転移因子）に由来し，AGO2-esiRNA 複合体が体細胞におけるトランスポゾンの発現抑制に関与

していることを示した（Nature, 2008）．一方，ヒト Argonaute 蛋白質 AGO1, AGO2, AGO3, AGO4 に

対するモノクローナル抗体を作成し，それぞれに相互作用する小分子 RNA の同定を開始した．ヒト

AGO2 と AGO3 に結合する小分子 RNA のほとんどが miRNA であった（PNAS, 2008）．また，これら

多くの miRNA 種に関して，5’または 3’末端の異なる変異種（variants）が存在することを明らかにし

た（図８）．miRNA の 5’末端から数えて 8 番目までの配列はシード（seed）配列と呼ばれ，標的 mRNA

認識のための中核配列となることが知られている．したがって，5’末端配列の付加や欠失は miRNA

のシード（seed）配列の変化をもたらすものであり， miRNA の標的 mRNA を変化させる可能性を生じ

る． 

② Argonaute 蛋白質の機能ドメインの詳細な解析 

Argonaute蛋白質はPAZとPIWIドメインを有する．ショウジョウバエAGO1をモデルとし

て用い，PAZドメインが一本鎖の小分子RNA結合ドメインであることを明らかにした．

一方，PIWIドメインの変異体ではmiRNAに結合できるが，標的RNA切断活性が失われる

ことを明らかにした．つまり，PIWIドメインが切断活性に大きく寄与していることが

明確になった（図９）．また，PIWIドメインの大半を欠失させた変異体ではGW182タン

パク質とmiRNAとに結合する能力が失われていた．したがって，PIWIドメインは標的RNA

切断活性のみならず，GW182とmiRNAの相互作用にも影響を与えることが明らかとなっ

た． 
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図 8. miRNA の末端の異なる変異種（variants）の一例. 図 9. AGO1 PIWI ドメイン変異体.bantam は miRNA の 1 種．  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜鈴木チーム＞ 

① RNA 修飾酵素の機能解析および構造解析 

 独自のリボヌクレオーム解析を用いて，大腸菌機能未知遺伝子群より網羅的に RNA 修飾遺伝子

を探索した．大腸菌 tRNAMet のアンチコドン 1 字目を N4-アセチルシチジン（ac4C）に修飾する新規

酵素 TmcA(tRNAMet cytidine acetyltransferase)を同定した．TmcA はＮ末端に RNA ヘリケース様ドメ

イン，C 末端にアセチルトランスフェラーゼドメインを持ち，TmcA はアセチル CoA を基質とし，ATP

依存的に ac4C を形成することを見出した (EMBO J, 2008)．また，23S rRNA の 2069 位の 7-メチル

グアノシン（m7G）と 2445 位の 2-メチルグアノシン（m2G）の両方のメチル化修飾に関与する RlmKL

を発見した．組換え RlmKL は，23S rRNA の 72mer の最小配列を基質とし，S-アデノシルメチオニン

を用いて，m2G2445 と m7G2069 の両方のメチル化反応を触媒することを証明した．さらに，N 末端

側ドメイン(NTD)と C 末端側ドメイン(CTD)がそれぞれ単独で，m2G2445 と m7G2069 の修飾反応を

担っていることを明らかにした．さらに，rlmKL 破壊株とリボソームの生合成に関与する遺伝子との二

重欠損株を作成したところ，RNA ヘリケースの deaD および RNA シャペロンの hfq を破壊した際に，

顕著な増殖速度の低下が観測された．また，ショ糖密度勾配遠心法を用いてリボソームの定常状態

量を観測したところ，これらの二重欠損株において 50S サブユニットが減少していることが判明した．

両酵素の構造解析は，現在，田中研究室との共同研究で進められている． 

② piRNA メチル化酵素の機能解析 

 マウス精巣切片を用いた in situ hybridization により精子形成における piRNA メチレース(mHEN1)

の時空間的な発現プロファイルを解明した．その結果，mHEN1 は一次精母細胞特異的に転写され

ており，その発現時期は Piwi タンパクである Mili と Miwi の発現時期と重なっており，Mili と Miwi に

結合している piRNA がメチル化されている事実と一致した．さらに，mHEN1 は二本鎖 RNA の 3’突

出末端の 1 本鎖部位を特異的に認識し，3’末端から 4 塩基目までの配列に特異性を示すことを発

見した．また，精巣の miRNA はメチル化されていないことが知られているため，pre－miRNA を基質

としたメチル化の実験を行ったところ，pre－miRNA の 5’末端リン酸基が mHEN1 による認識を排除

していることが明らかになった． 

③ 非翻訳 RNA の解析 

 独自に開発した多検体自動アフィニティークロマト装置（往復循環クロマトグラフィー）を用いて，マ

ウス UsnRNA，snoRNA などを単離し，酵母ミトコンドリア tRNA 全 24 種類を，質量分析計により精密

化学構造解析を行った．その結果，マウス U3 snoRNA の 2 位には未同定の 2'-O-メチルアデノシン

を発見した．また，マウス U8 snoRNA の 5’末端がトリメチルグアノシンキャップ構造であることを確認

したが，約 30%は 5’末端が水酸基になっていることが判明し，この特徴的な 5’末端構造が U8 

snoRNA の機能と関わっている可能性がある．さらに，UsnRNA の 3’末端にはゲノムにコードされて

いない A や U の付加が多く見られ，非翻訳 RNA の成熟における 3’末端形成過程が明らかになっ

た．また，酵母ミトコンドリア tRNA 全 24 種類のほぼ全ての修飾塩基を同定し，tRNA の修飾欠損に

起因することが判明しているミトコンドリア脳筋症の発症機構の解明に大きな貢献が期待される． 
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３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 21 件 
PDB 登録の有無にかかわらず構
造解析したタンパク質数 

27 件 

４．グループ全体の論文発表件数 91 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

高次生命機能に働く小分子 RNA および Argonaute タンパク質の機能解析は順調に進んでいる．遺伝暗号の

正確な翻訳に働く非翻訳 RNA（tRNA，rRNA）に関しては構造解析が大きな成果を挙げており，すでに試料

調製が整っている小分子 RNA および関連タンパク質の構造解析にも今後の進展が期待される． 

７．課題内の情報共有・連携体制 

構造解析グループと機能解析グループは互いにチームごとに連携し，それぞれの研究室において 2〜3 時間

の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し，すでに３報の共著の論文を発表してい

る．グループ全体の進捗状況は e-mail を用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をはかって

いる． 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

本課題で取り扱うタンパク質は，100kDa 以上の高分子量タンパク質も多く，なおかつ複合体を形成して機能

する．したがって，その発現・精製，解析は極めて高難度である．そこで，技術開発課題 C「生産」との共同研

究で研究を進めている．また，田中チームの開発した蛋白構造自動精密化プログラム LAFIRE はプログラ

ム内のグループに提供している．情報プラットフォームへの研究成果の登録は逐次行っている． 

９．今後の展望 

すでに成果の上がっている tRNA，rRNA の修飾酵素と RNA の複合体解析に加え，小分子 RNA による遺

伝情報のサイレンシングに働く複合体の構造解析の遂行が期待される．以下各年度の計画である． 

21 年度：機能解析チームは，引き続き全自動 RNA 精製装置を用いて，様々な ncRNA を単離し，質量分

析計による精密解析を行うことで，RNA 修飾の探索と解析を進める．特に大腸菌の新規 RNA 修飾酵素

の真核生物ホモログの探索と機能解析を進める（鈴木チーム）．また，ショウジョウバエおよびヒト

の Argonaute タンパク質と結合する小分子 ncRNA の同定を進め，各 Argonaute に結合する小分子 RNA

の相違と機能との関連を明らかにする（塩見チーム）．構造解析チームは，rRNA を修飾する哺乳動物

TmcA ホモログおよび RlmKL-rRNA 複合体蛋白質の結晶構造解析を推進する（田中チーム）．ショウジョ

ウバエおよび昆虫 Tribolium castaneum の Pimet の結晶構造解析を推進する．また，ショウジョウバ

エ由来 Ago1, Ago3, Piwi, Aub および鞭毛虫 Giardia intestinalis，分裂酵母 Schizosaccharomyces 

pombe，真菌 Candida albicans 由来の構造安定な Argonaute を昆虫細胞で大量発現し，単体および

miRNA・ターゲット RNA との複合体の結晶構造解析を推進する(濡木チーム)．20 年度に引き続き tRNA

修飾酵素群・tRNA 複合体，アミノアシル tRNA・tRNA 複合体の構造機能解析を遂行する（横山チーム）． 

22 年度：機能解析チームは，リボソーム RNA の生合成に必須であることを明らかにした酵母および哺

乳動物の新規 RNA 修飾酵素の欠損によって生じる表現形と高次生命現象の関係を解明する（鈴木チー

ム）．また，esiRNA および piRNA 生合成分子経路に関与する Argonaute (esiRNA 経路：AGO2,piRNA 経

路：Piwi, Aub, AGO3)と相互作用するタンパク質の同定と機能解析を行う．これにより，各 Argonaute

タンパク質が関与する RNA サイレンシング関連分子経路とその機能を明らかにする（塩見チーム）．

哺乳動物 TmcA ホモログの構造解析を進め，リボソーム RNA のプロセシングにおいてアセチル化が制

御マーカーとして機能するという新規概念を確立する（田中チーム）．esiRNA および piRNA と協同し

て働く Argonaute およびこれらと相互作用するタンパク質の結晶構造解析を推進する(濡木チーム)．

tRNA 末端プロセシング酵素群，tRNA スプライシング酵素群，tRNA 分解酵素群と，21 年度までに明ら

かにした tRNA 修飾酵素群間の相互作用を調べ，多重複合体再構築と構造機能解析を遂行し，tRNA 分

子のライフサイクルについて，総合的な理解を目指す．リボソーム関連タンパク質に関しては，すで
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に得られた RimM 単体および RimM-S19 複合体の構造情報に基づいて，RimM-30S 複合体の結晶構造解析

を進める．現在，3.7Å のデータ収集に成功し，構造精密化を進めている．本研究は，リボソーム成熟

に関する複合体の結晶構造としては最初の報告となり，試験管内でのリボソーム再構築に向けて重要

な知見が得ることが期待できる（横山チーム） 

23 年度：機能解析チームは，リボソーム RNA の成熟過程に働く酵素の機能解析を進め，グループ内で

の共同研究によって立体構造が得られれば，RNA 修飾の基質認識や反応機構の詳細な解析を行う（鈴

木チーム）．一方，個々の Argonaute タンパク質の機能ドメイン（小分子 RNA 結合，標的遺伝子発現

抑制活性，蛋白質—蛋白質相互作用等）の解析を続けることで，構造解析グループと連携した共同研

究を推進する（塩見チーム）．23SrRNA メチル化酵素 RlmKL の構造・機能解析により，酵素内の２つの

ドメインがそれぞれ rRNA の２か所をメチル化する新規の RNA 修飾機構を解明する．また，リン原子

を用いた異常分散法により非修飾 RNA 分子の立体構造解析が可能であることを証明し，核酸分子の自

動フィッティングアルゴリズムの開発も進めており，Lafire に核酸自動フィッティングと部分構造構

築を導入し，核酸-蛋白質複合体分子の自動精密化の系を実用可能なレベルへ進める（田中チーム）．

miRNA がヘテロクロマチン形成を介して遺伝子のサイレンシングを行う RITS 複合体(Ago1, Chp1, 

Tas3)，RDRC 複合体(Rdp1, Hrr1, Cis12)，RSC 複合体(Ago1, Ago interacting protein 1,2)の結晶

化と構造解析を推進する（濡木チーム）．TNRC6 タンパク質（GW182, TNRC6B）は，miRISC の主要な構

成因子であり，miRNA による RNA サイレンシングにおいて重要な働きをする．まず TNRC6 の Argonaute

結合領域と Argonaute の複合体のさらなる精製，結晶構造解析を推進する．また，TNRC6B の機能領域

に関する研究を進め，miRNA の標的 mRNA の脱アデニル化機構に関わるタンパク質との複合体の調製，

結晶構造解析を推進する（横山チーム）． 

１０．特記事項 

１．第５回日本学術振興会賞受賞（2009 年 3 月）「遺伝暗号翻訳の動的機構の構造基盤」（濡木理） 

２．第６回日本分子生物学会三菱化学奨励賞受賞 (2008 年 10 月)「RNA 修飾の生合成と機能に関する

研究」（鈴木勉） 

３．BMB2008 シンポジウム「遺伝暗号翻訳研究の新たな展開」企画（2008 年 12 月 10 日神戸）（濡木

理） 

４．BMB2008 シンポジウム「非コード RNA 研究の新領域」企画（2008 年 12 月 9 日神戸）（塩見春彦） 

５．学生・若手研究者の発表と交流の場としての Tokyo RNA Club を定期的に開催（塩見春彦） 

６．日刊工業新聞（2008 年 5 月 13 日）「遺伝情報の破壊抑制：慶大が RNA 発見」（塩見春彦） 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み）  計 

設備備品費（千円） 1,709      13,161         10,980        35,850

人件費（千円）    17,673      16,606         15,175        49,454

業務実施費（千円）        27,232      23,310         27,692        78,234

間接経費（千円）        16,986      15,923         16,153        49,062

合計（千円）        73,600      69,000         70,000       212,600
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 

概要（当該タンパク質の役割，重要性，解析難易度，

PDB登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記

載） 

TcmA 2ZPA 大腸菌由来のTmcAはAcetyl-CoAのAcelty基をtRNAmet

の wobble 塩基 C の N4へ転移し，ac4C を合成する酵素
である．他の Acetyl 基転移酵素と異なり，TmcA は活
性発現に ATP を要求するため，特有な反応機構を持つ
と考えられていた．本研究では，TmcA の構造解析と構
造に基づく機能解析により，TmcA による新規なアセチ
ル基転移機構を提案した．TcmA は結晶再現性に問題が
あったため，マイクロシーデング法を適用することで
解析に成功した．得られた結晶は多結晶であったため，
測定データ収集では様々な工夫が必要であった． 

MiaA-tRNA 2ZM5 

MiaA-tRNA-DMASPP 2ZY6 

tRNA の i6A 修飾は植物では植物ホルモンであるサイト
カイニンとして働いており，植物の成長にとって必須
である．私たちは大腸菌由来の i6A 修飾酵素
MiaA-tRNAPhe 及び MiaA-tRNAPhe と基質のホモログであ
る DMASPP の複合体の構造解析に成功し，tRNA の認識
機構やアデニンへのジメチルアリル基の転移メカニズ
ムを明らかにした． 

TPHE39A (tRNA) 2ZY6 TPHE39A は tRNA のチオ化修飾酵素 ThiI の基質となる
tRNA 断片である．TPHE39A の構造解析を行い，種々の
ThiI 変異体蛋白質を用いた熱力学解析，分光学解析か
らThiIのtRNAへの相互作用様式に関する知見を得た．
TPHE39A の構造解析では RNA 中のリン原子を異常分散
因子として用いた非標識 SAD 法を適用した．本解析法
は今後の核酸構造解析法の先駆けとなるものである．

AlaRS 
メチル化 AlaRS 
AlaRS-(Ser-ASA) 

未登録 

未登録 

未登録 

アラニル tRNA 合成酵素 (AlaRS)は，20 種類のアミノ
アシル tRNA 合成酵素（aaRS）の中で最後に残った反
応機能の詳細情報のない aaRS である．この酵素は正規
基質アラニン以外にもセリンやグリシンを誤って認識
し，Ser - もしくは Gly - tRNAAla を合成しうる．し
かし，AlaRS は校正サイトと呼ばれるもうひとつの活
性部位でこれらの誤産物を速やかに加水分解すること
で，最終的なエラー率を非常に低いレベルに抑えてい
る．我々は，当グループ内の濡木理チームと共同で，
超高度好熱古細菌由来 AlaRS の，アミノアシル化，校
正両ドメインを含む結晶構造を解析することに成功し
た．構造解析結果より，AlaRS はアミノアシル化と校
正の際で異なる tRNA 結合様式を採用している可能性
を具体的に提唱できた． 

TYW1 2Z2U TYW1は真核細胞に存在し，そのホモログは古細菌にも
存在している．TYW1はtRNAPheのアンチコドンのすぐ3’
末端側の37位にかさ高い塩基修飾を導入することで，
アンチコドンがコドン4文字を誤ってすべり認識をし
てしまうのを防いでいる．TYW1からTYW4まで4種類の修
飾酵素が5段階の修飾反応を行うことによって，最終的
にyW（ワイブトシン）が形成され，すべり認識が防が
れる度合いも段階的に上がっていくことが最近発表さ
れている．本研究では，古細菌由来のTYW1の結晶構造
を解明することに成功し，東京大学の鈴木博士との共
同研究により，酵母由来のTYW1を用いた変異体解析を
行うことによって，TYW1では２つの鉄硫黄クラスター
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が協同してラジカル反応を触媒し，複雑な3員環塩基を
合成するメカニズムを明らかにした．TYW1以降の化学
反応はTYW2-4がtRNAPheとチャネリング複合体を形成し
て連鎖的に触媒することが示唆されている．鉄硫黄ク
ラスターを再構築したTYW1を調製し結晶化を行う点で
難易度は高かった． 

SepSecS 2Z67 古細菌では CystRNACysや SectRNASecは，tRNA に別のア
ミノ酸が結合された後，他の酵素によって本来のアミ
ノ酸に変換される，前翻訳的なアミノ酸変換反応によ
り合成されている．たとえば，Sec-tRNASecは，aSerRS
によりミスチャージされた Ser-tRNASec のセリン残基
が PSTK(phosphoserine tRNA kinase)によりリン酸化
され，SepSecS（ピリドキサルリン酸依存的酵素）によ
り Se が求核攻撃して Sec-tRNASecを生成する．本研究
では，SepSecS の結晶構造を 2.5Å分解能で決定し，変
異体解析を行うことにより，他の PLP 依存性酵素と異
なり，アルギニンが Se のリクルートに働き Se が固定
されることを明らかにした．分子量が 20 万におよび解
析の難易度は高かった． 

SecYE+Fab 

SecYE 

2ZJS 

2ZQP 

30%以上のタンパク質は，膜を通って分泌されるか，膜
内に挿入される．これら新しく合成されたタンパク質
は，切断を受けるシグナル配列あるいは切断されない
膜アンカー配列のどちらかを含み，それらの配列によ
り進化的に保存された Sec トランスロコン（原核生物
では SecYEG で，有核生物ではα-，γ-，β-サブユニ
ットを持つ Sec61）へと導かれる．そして，トランス
ロコンはタンパク質を通すチャネルとして機能する．
これらタンパク質局在の過程は，タンパク質の翻訳後
か翻訳の最中に起こる．現在までに得られているトラ
ンスロコンの唯一の高分解能構造は，翻訳後の膜透過
に働くモータータンパク質 SecA を欠く古細菌
Methanococcus jannaschii からの SecYEβのものであ
る．今回我々は，SecA を含む生物である Thermus 
thermophilus 由来の SecYE トランスロコンの 3.2Åの
結晶構造を決定した．SecY 抗体の Fab フラグメントと
の複合体として解かれたその構造では，以前の SecYE
βの構造と比較して，いくつかの膜貫通ヘリックスが
移動し，細胞内に開いた疎水性の亀裂が生じていた．
このことから，SecYE は「開前（pre-open）」状態に
構造変化を起こすことを明らかにした．Fabと SecAは，
SecY の細胞内ドメインの先端の共通の部位へ結合す
る．分子動力学や，ジスルフィド結合のマッピング解
析の結果，pre-open 状態は，SecA 結合により誘起され
た SecYE の構造変化状態に相当する可能性が示され
た．さらに我々は，SecA と SecYE の結合部分を特定し，
SecA分子の内部に埋もれている領域もSecYEと結合す
ることを見いだした．それらの結果は，機能的な複合
体の形成時に，Sec 複合体のチャネル部分とモーター
部分が共に協調的な構造変化を起こしていることを示
している．膜タンパク質であり分解能が上がらなかっ
たため，抗体との複合体の形で分解能を向上させ解析
に成功した（難易度は非常に高かった）． 

PylRS 

PylRS-tRNA 

2ZNI 

2ZNJ 

ピロリジンは 22 番目のアミノ酸と呼ばれ，太古の昔か
ら生息するメタン古細菌や一部の細菌に存在し，メタ
ン呼吸に関わる酵素の触媒部位において重要な働きを
する．ピロリジンはピロリジル tRNA 合成酵素が直接
tRNAPyl（アンバーサプレッサー）にアミノアシル化し，
遺伝子のアンバー終止コドンに組み込まれる．我々の
研究により，試験管内でも細胞内でも，PylRS と tRNAPyl

のペアは大腸菌のいかなる aaRS や tRNA とも反応しな
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い（直交する）ことがわかった．我々は PylRS と tRNAPyl

の複合体の X 線結晶構造解析を行った結果，PylRS は
tRNAPylの縮小したコア領域を形と大きさに基づいて認
識しており，決して他の tRNA を結合し得ないことが明
らかになった．従って，PylRS・tRNAPylの直交性の構造
的基盤が明らかになった．複合体の結晶の再現性が低
く，種結晶法を用いて解析に成功したが，難易度は高
かった． 

TYW4 

TYW4+AdoMet 

TYW4+SAH 

2ZW8 
2ZW9 
2ZWA 

ワイブトシンは tRNAPheのアンチコドンの隣 37 位に位
置するかさ高い修飾塩基で，コドンとアンチコドンの
相互作用を安定化し，滑り認識を防ぐ．我々はワイブ
トシン修飾の最終段階で，メチル化とカルボキシメチ
ル化の両反応を触媒する TYW4 の結晶構造を，アポ型，
AdoMet 結合型，SAH 結合型の形で，2.7, 2.5, 1.7Å分
解能で決定した．その結果，１つの触媒部位で２つの
反応を触媒できること，特にカルボキシメチル化は溶
液中に溶存する CO2 を固定した後メチル化が起きるこ
とで反応が進むこと（質量分析で実証）を明らかにし
た．また，AdoMet が結合するとその陽電荷を認識して
N 末端のαヘリックスが構造変化し，活性部位に反応
器が形成され，副反応が妨げられる仕組みも明らかと
なった．C 末端ドメインはβプロペラ構造であり，N
末端触媒ドメインにβヘアピンを挿入することで，基
質の認識を RNA の限定する機構があることが明らかと
なった．結晶の再現性が低く，種結晶法を用いて解析
に成功したが，難易度は高かった． 

TYW2 未登録 tRNAPhe のアンチコドンの隣 37 位に位置するかさ高い
修飾塩基ワイブトシンは tRNA 修飾酵素群 TRM5，TYW1
―TYW4 による一連の連続的な触媒反応により合成さ
れる．我々は，2種の古細菌由来のTYW2に関してAdoMet
との複合体の構造を2.3および1.7Å分解能で構造を決
定し，AdoMet のメチル基でなくアミノカルボキシプロ
ピル基を転移する機構を明らかにし，さらに鈴木チー
ムとの共同研究により，これら古細菌由来 TYW2 が本化
学反応を触媒することを実証した．論文投稿前である
ため，PDB の登録を控えている． 

TilS+tRNAIle
2 2ZKK CAUをアンチコドンに持つtRNAIle2のアンチコドン1字

目に修飾塩基リシジン（L）を導入し，tRNA のコドン
とアミノ酸の両方の特異性をメチオニンからイソロイ
シンに変換する TilS に関して，tRNAIle2との複合体の
結晶構造を決定し，tRNA の結合に伴って C末端ドメイ
ン２つが大きく構造変化し，その一方が tRNA のアミノ
酸受容ステムを結合することが契機となって，TilS の
ドメイン間接触が徐々に変化し，tRNA を端から認識し
ながら，最終的に C34 を触媒トンネルに提示させる高
特異的な RNA 認識機構を解明した．さらに鈴木チーム
との共同研究により，TilS は tRNA がプロセシングさ
れる前の前駆体を効率よく修飾することで，MetRS に
よる誤アミノアシル化を妨げていることを明らかにし
た．約 20 種類の生物種から TilS と tRNAIle2を調製し，
その中の１種類の組み合わせで 3.65Å分解能での構
造決定に成功したが，調製・結晶化・解析いずれも難
易度は非常に高かった． 

PSTK 未登録 古細菌においては，Sec-tRNASecは，aSerRS によりミス
チ ャ ー ジ さ れ た Ser-tRNASec の セ リ ン 残 基 が
PSTK(phosphoserine tRNA kinase)によりリン酸化さ
れ，SepSecS（ピリドキサルリン酸依存的酵素）により
Se が求核攻撃して Sec-tRNASecを生成する．我々は古細
菌 Methanococcus jannaschii 由来の PSTK の構造を単
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体および ATP アナログとの複合体の形で 2.2 および
1.8 Å 分解能で決定した．PSTK は他のキナーゼと異な
り head to tail の様式で２量体を形成しており，その
中央の溝における活性部位の位置から，PSTK が通常の
tRNA より需要ステムが塩基対長い tRNASec を特異的に
認識する機構が明らかになった．結晶の再現性が低く，
種結晶法を用いて解析に成功したが，難易度は高かっ
た．論文投稿前であるため，PDB の登録を控えている．

aRF-1 未登録 古細菌リボソームにおける翻訳終結は，すべての終止
コドンを認識する aRF-1 がこれらに結合し，ポリペプ
チドを解離することで行われる．アミノ酸配列相同性
から，aRF-1 は eRF-1 と相同であることがわかったが，
eRF-1が常に GTPaseである eRF-3と結合してリボソー
ム相互作用するのに対し，古細菌には対応する eRF-3
ホモログが存在しない．我々はaRF-1の結晶構造を2.8 
Å 分解能で決定することにより，aRF-1 が常に tRNA を
擬態した L字型構造をとることを明らかにし，RF-3 の
介在なしでもポリペプチドを解離する可能性を示唆し
た．しかし，aRF-1 には eRF-1 と同様に GTPase と結合
するプラットフォーム構造を持っており，他の GTPase
因子が RF-3 の働きを代行する可能性が示唆された．結
晶の再現性が低く，種結晶法を用いて解析に成功した
が，難易度は高かった．論文投稿前であるため，PDB
の登録を控えている． 

RsmC 2ZUL 16S rRNA の G1207 の 2 位にメチル基を転移する酵素で
あり，分子量約 90 万の巨大分子である 16S rRNA (1500
塩基)から，たったひとつの塩基を認識する機構の解明
につながる． 

MjTRM5(TRM5: 

tRNA(m(1)G37)methyltransferase) 

-tRNAVal 
2ZZN 

様々な tRNA の G37 の１位にメチル化の修飾を行う TRM5
と tRNA 複合体のＸ線構造を決定し，活性ドメインが G37
を特異的に塩基認識する一方，立体構造上独立のドメイ
ンを用いてtRNAのL字型構造形成を認識している機構を
解明した． 

MjTRM5-tRNACys 

2ZZM 

様々な tRNA の G37 の１位にメチル化の修飾を行う TRM5
と tRNA 複合体のＸ線構造を決定し，活性ドメインが G37
を特異的に塩基認識する一方，立体構造上独立のドメイ
ンを用いてtRNAのL字型構造形成を認識している機構を
解明した． 

AfuAlaRS-N (AlaRS: alanyl-tRNA 

synthetase)  

2ZTG 

20 種類のアミノアシル tRNA 合成酵素（aaRS）の中で
最後に残った aaRS である．誤ったアミノアシル tRNA
を加水分解する校正ドメインと触媒ドメインがつなが
った形で初めて構造解析に成功し，新規の tRNA 認識機
構を提唱できた．タンパク質の Lys 残基をメチル化し
て初めて高分解能結晶化に成功し，解析の難易度は高
かった． 

AfuAlaRS-C 

2ZVF 

AlaRS の C 末端ドメインであり，多量体形成に働く．
HLH 型転写因子と酷似した極めて興味深い構造であっ
た．様々なプログラムを駆使して解析に成功したが，
解析の難易度は高かった． 

apo AaSPS (SPS: Selenophosphate 

synthetase)  2ZOD 

セレノシステインを遺伝暗号翻訳に導入する酵素で，
SelA, SelB, SelC とともに働く． 

AaSPS・AMPCPP 2YYE AaSPS と ATP アナログとの複合体の結晶構造である．
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課 題 名 自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の構造解析 
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代 表 研 究 者 名 審良 静男 

分担機関・分担研究者名 大阪大学（石井 健、中川 敦史） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

TLR をはじめとする自然免疫関連受容体、シグナル分子に

おいて遺伝子欠損マウス等を用いた機能解析などの科学

的観点、またはその関連疾患への臨床応用性などから優先

順位をつけ、動物細胞培養系を用いたタンパク大量精製の

実験形を確立し、その後結晶化および構造解析を行う。目

標として本研究期間の 5 年間で優先順位の 1 位の TLR9,2

位の TLR2,3 位の RIG-I タンパク質、もしくはそのリガン

ドとの複合体の結晶構造解析を挙げる。達成状況によりシ

グナル分子を含めたその他の重要タンパク質も同様の研

究を行う。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 １）機能解析の結果、

RNA,DNA の自然免疫

受容体による認識が

どのように獲得免疫

を制御しているかを

あきらかにした(1-4)。 

 

２）ＴＬＲ蛋白の結晶

化・構造解析について

は，サンプルの精製法の改良を続けており再現性は徐々に良くなってきて

いるが，まだ構造解析に適した結晶は得られていない。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

TLR9,TLR9 各種 Mutant、TLR7,TLR8,TLR2,RIG-I の組み換えタンパク質

を動物細胞で大量培養、精製する実験系を無血清培地で行うことに成功し

た。 

動物細胞で発現させた TLR9 の結晶化条件の確立に向けて、サンプルの

高純度精製法の確立および結晶化条件の検討を行った。TLR9 は、非常の疎

水性が高く、凝集・沈殿しやすい性質を持っている。また、イオン交換ク

ロマトグラフィーにおいて、陽イオン交換樹脂、陰イオン交換樹脂のいず

れにおいても、担体によって素通りするか、あるいは強く吸着し溶出され

ない。疎水クロマトグラフィー担体にも強く吸着し溶出されない。架橋ア

ガロース系のゲルろ過担体に強く吸着し溶出されない。このような性質に

より高純度な試料を得ることが難しかった。現在はセルロファインを担体
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としたゲルろ過により精製したものを 終サンプルとして結晶化条件の検

討を進めている。いくつかの条件で微結晶が得られているが、回折実験に

十分な大きさではなく、これまでに構造解析に利用できる良質の結晶は得

られていない。現在より大きな結晶を得るための条件検討を進めている。

 RIG-I に関しては、限外ろ過膜に吸着するという問題があったが、透析膜

を利用した方法により結晶化に適した濃度への濃縮が可能となった。この

サンプルを用いて結晶化条件の検討を行った。微結晶が得られているが、

回折実験に十分な大きさではなく、結晶化条件の 適化を進めている。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

核酸の自然免疫認識機構の解明 
 TLR9 による DNAの塩基配列やメチル化に特異的な DNAの認識機構と

は別に、DNA の一本鎖、二本鎖の違いを含めた高次構造の違いが認識され

る自然免疫機構が存在することが、 近明らかにされてきた(5)。この二本

鎖 DNA はネクローシスを起こした細胞が樹状細胞を活性化する際の重要

な要素であることもその後判明し(6)、二本鎖 DNA のうち、特に右巻きら

せん構造をとる B-form DNA がより強力に I 型インターフェロンを誘導す

ることが明らかになった(7)。二本鎖 DNA による TLR9 非依存性の自然免疫

活性化は Tank-binding kinase-1 (TBK1)、IRF3、IRF7 を介し(7, 8)、その

受容体は依然として明らかになっていないが、その候補のひとつとして

ZBP1（DAI、DLM1 とも）が報告された(9)。しかしこの分子は二本鎖 DNA
の自然免疫認識に必須でないことを我々が生体レベルで示し(3)、更なる新

規の「細胞内 DNA センサー」の同定が世界中で競争になっている（図 1）。
さらには二本鎖 DNA はインフラマソーム（Inflammasome）と呼ばれる細

胞内複合体を活性化することも報告され、この場合も受容体は不明のまま

だが、アダプター分子である apoptosis-associated speck-like protein 
containing a CARD （ASC）

という分子を介して IL-1β、

IL-18 の産生が誘導されるこ

とが近年報告された(10)。 
我々は本研究で、これらの

知見が生体内でどのような意

義があるかを検討した。DNA

ワクチンは、プラスミド DNA

にワクチン抗原蛋白をコード

する遺伝子を哺乳動物細胞用

のプロモーターで生体内で発

現させ、その抗原に特異的な

免疫反応を誘導するというごく単純な原理を用いる。従来のワクチンに比

べて、製法が簡便でコストも抑えられるため、各種感染症やがん、アレル

ギー疾患などに対する新たなワクチンとして広く研究され、家畜やペット

などでは既にアメリカで認可されている。しかし、その免疫学的な作用メ

DNA sensor ?TLR9

MyD88

核

エンドゾーム

IFN-/IRF3/7

細胞質

TBK1 IKK-i

. DNA認識機構

非メチル化CpGを含むDNA 右巻き2本鎖DNA
(B-DNA)

DNAワクチン

TLR依存性 TLR非依存性

図 1：DNA 認識機構の解明 
石井など 医学のあゆみ（2008）、 

および参考文献(3, 4, 11-13)） 
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カニズムはまだよく分かっていなかった。特に生体に投与された DNA がど

のように免疫システムに作用して、DNA ワクチンの効果＝抗原に対する免

疫反応：獲得免疫＝を誘導しているかは不明だった。 

DNA ワクチンが持つアジュバント効果に関しては、ワクチンのプラスミ

ドに存在する CpG モチーフという特殊な DNA 配列がトル様（よう）受容

体９（Toll-like receptor 9、TLR9）によって認識されることで起こる自然免

疫系の活性化によるものと思われていた。しかし研究チームは今回、CpG

などの配列ではなく、DNA の右巻きの二重らせん構造（B-DNA）が TLR

とは関係ない認識機構を介して細胞内で Tank-Binding Kinase 1 (TBK1)とい

う酵素（シグナル伝達分

子）が活性化されることで

ワクチンの内因性アジュ

バントとして作用し、自然

免疫系活性化のシグナル

がDNAワクチンの効果発

現に必須であることを突

き止めた（図２）。 

さらに、骨髄移植の実験

を用い細胞ごとの TBK1

の役割を検討した結果

DNA ワクチンによる抗体

産生には樹状細胞などの免疫細胞での TBK1 依存性の自然免疫活性化経路

が重要であること、細胞性免疫誘導のためには DNA が主に取り込まれる筋

肉細胞などの非免疫細胞における、TBK1 依存性の自然免疫活性化シグナ

ルも働いていること、免疫・非免疫細胞双方における自然免疫活性化が相

互に作用し合っていることが明らかになった（図 2）。 
 細胞死などによって発生し、不要になった DNA は DNase によって処理

されることでホメオスターシスが生体では保たれているが、実験的に

DNase をノックアウトしたマウスでは、過剰になった自己の DNA の蓄積

により SLE や慢性関節リウマチのような自己免疫疾患の臨床症状を呈す

ることが知られている(14)。これらは DNA による自然免疫反応により引き

起こされていると思われるが、TLR9 との関連性は議論の分かれるところ

で DNaseIIKO の実験系では TLR9 非依存性に病態が誘導される(15)。た

だ、先述のように自己の DNA でも抗体やペプチドが異常な状況で発生し

た場合、TLR9 依存性の自然免疫反応が誘導されることから、自己免疫疾

患の病態を理解する上で TLR9 依存性、非依存性の経路の役割を検討する

ことは病態の理解、治療法の開発等に向けて非常に重要なことと思われる。

DNA を強制的に細胞内に導入した場合に、炎症性サイトカインや type I IFN

が誘導されることは先述のとおりだが、これをアジュバント効果として利

用した DNA ワクチンというものが以前から知られており、感染症や悪性腫

 
図２ TBK1 を介した DNA ワクチン効果 

発現のメカニズム 

- 199 -



 

  

瘍などの治療にも用いられている(16)。このような DNA ワクチンのアジュ

バント効果が TLR9 非依存性の TBK1 を介する自然免疫経路によるＩ型イ

ンターフェロンによって誘導されることが明らかになり(3)、今まで信じら

れていた TLR9 による CpG モチーフの認識がＤＮＡワクチンに「必須」で

あるというドグマに入れ替わった(17)。 

参考文献（下線は本研究成果、太線は主な成果） 

1. S. Koyama et al., J. Immunol. 179, 4711 (2007); 2. H. Kumar et al., J. 

Immunol.180, 683 (2008); 3. K. J. Ishii et al., Nature 451, 725 (2008).; 4. K. J. 

Ishii, et al., Cell Host. Microbe 3, 352 (2008); 5. K. Suzuki et al., Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA 96, 2285 (1999); 6. K. J. Ishii et al., J. Immunol. 167, 2602 

(2001); 7. K. J. Ishii et al., Nat. Immunol. 7, 40 (2006); 8. D. B. Stetson, R. 

Medzhitov, Immunity. 24, 93 (2006); 9. A. Takaoka et al., Nature 448, 501 (2007); 

10. D. A. Muruve et al., Nature 452, 103 (2008); 11. F. Takeshita, K. J. Ishii, Curr. 

Opin. Immunol. (2008).; 12. K. J. Ishii, S. Akira, Trends Immunol. 27, 525 (2006); 

13. K. J. Ishii, S. Akira, Curr. Opin. Immunol. (2008); 14. S. Nagata, Annu. Rev. 

Immunol. 23, 853 (2005); 15. K. Kawane et al., Nature 443, 998 (2006); 16. K. 

Salonius, N. Simard, R. Harland, J. B. Ulmer, Curr. Opin. Investig. Drugs 8, 635 

(2007); 17. C. Coban et al., Hum. Vaccin. 4 (2008). 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

0 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 7 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0 件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 本研究の達成目標は TLR９、RIG-I の結晶構造解析であり、微結晶のレベルまで達してはいるものの、

いまだ目標を達成するところまでいたっていない。しかし、いずれの分子も安定なサンプルをコンスタ

ントに調製できる系がほぼ確立できたと考えている。今後さらに結晶化条件の 適化を進めるととも

に、同様の手法を使って機能ミュータント等や他の TLR ファミリータンパク質の発現を行い、構造解

析へとつなげていく。機能解析の方は TLR に依存しない DNA,RNA の自然免疫認識から獲得免疫にい

たる分子メカニズムを見出すことに成功し、上記参考論文にあるような発表を行うことができた。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

 代表機関内の 3 研究グループは大阪大学の隣り合わせの研究所間で行われており、頻繁に Discussion

を行っている。直接サンプルのやり取りの他、データの解析、解釈などで個々人が情報交換を Face to Face

で行うよう努力している。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

 回折強度データ収集に当たっては、「解析領域」分担者の中川らが開発中の微小結晶の回折強度デー

タ収集のためのソフトウェアの開発のためのテストデータとして提供している。東京大学医学部の北潔

先生のグループ、大阪大学蛋白質研究所の中村春木先生のグループ、高木淳一先生のグループから、実
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験方法のアドバイスやデータ解析などのアドバイスを受けている。蛋白質研究所の岩崎憲治先生には、

電子顕微鏡を用いたサンプルの性状評価と構造変化の解析をお願いしている。 

９．今後の展望 

平成２１年度 

 機能解析に関しては、TLR9 をはじめとした自然免疫受容体の生理的機能の解明と新たなリガンドの

同定、およびそれらの臨床応用の可能性を追求していく。具体的には TLR、RLR に加え新たな自然免

疫受容体であり、インフラマソームという新たな細胞内シグナル発信装置をその主要な受容体である

NOD-like receptor (NLR)を加え、大きく 3 種類の受容体の機能を包括的に解析していく。モデルとして

はマウスにおいてインフルエンザウイルス、マラリア原虫の感染症やワクチンのモデルを用いるととも

に、アレルギーやガンなどの免疫療法開発に向けた実験も追加していく予定である。 

 構造解析に関しては、TLR9 及びリガンドとの複合体の構造解析を中心に進めていく。これまでの研

究で、タンパク質の発現量を従来の５倍以上に増やすことができる系を確立した。これによりサンプル

調製の再現性が向上するとともに種々の物理化学的性状チェックが可能となったので、サンプルの状態

をチェックしながら結晶化条件を 適化することにより構造解析に適した結晶を得ることを目指す。ま

た、これまでの研究で得られている 10μm 以下の微小結晶を用いて、SPring-8 のアンジュレータビーム

ラインを 大限利用して回折実験・構造解析を進める。これと平行して、コンストラクトを変えた変異

体の調製・結晶化を進め、良質な結晶を得ることを目指す。良質な結晶が得られ次第、SPring-8 の蛋白

研ビームライン、ターゲットタンパクビームタイム枠を利用して、短時間での構造解析を目指す。TLR7, 

TLR8 も TLR9 と同様に大量発現系を構築済みである。TLR9 変異タンパク質、TLR2、RIG-1 と共に結

晶化条件の検討を進め、結晶が得られ次第構造解析を行う。 

平成２２年度以降 

 TLR9 を中心としたタンパク質群と各種リガンドあるいはシグナルタンパク質との複合体の構造決定

を進める。さらにこれらの立体構造を基に、インシリコ創薬を目指した研究を行う。 

１０．特記事項 

分担研究者・石井健は上記成果により、日本免疫学会研究奨励賞、大阪大学研究功労賞を受賞 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）      12,023           0              0          12,023

人件費（千円）         11,467        23,020         21,351          55,838

業務実施費（千円）         31,895        28,518         27,111          87,524

間接経費（千円）         16,615        15,462         14,538          46,615

合計（千円）         72,000        67,000         63,000   202,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 

 

２．論文のリスト 

 

◎Koyama S, Ishii JK, Kumar H, Tanimoto T, Coban C, Uematsu S, Kawai T, Akira S, Differential Role of 

TLR- and RLR-Signaling in the Immune Responses to Influenza A Virus Infection and Vaccination, J. 

Immunol. 179: 4711-4720 (2007). 

◎Kumar H, Koyama S, Ishii KJ, Kawai T, Akira S, Cutting Edge: Cooperation of IPS-1- and TRIF-Dependent 

Pathways in Poly IC-Enhanced Antibody Production and Cytotoxic T Cell Responses, J. Immunol. 180: 683-687 

(2008). 

◎Ishii KJ, Kawagoe T, Koyama S, Matsui K, Kumar H, Kawai T, Uematsu S, Takeuchi O, Takeshita F, Coban 

C, Akira S, TANK-binding kinase-1 delineates innate and adaptive immune responses to DNA vaccines, 

Nature 451, 725-729 (2008). 

◎Ishii KJ, Koyama S, Nakagawa A, Coban C, Akira S, Host Innate Immune Receptors and Beyond: Making 

Sense of Microbial Infections, Cell Host. Microbe 3(6): 352-336(2008). 

◎Takeshita F, Ishii KJ, Intracellular DNA sensors in immunity, Curr. Opin Immunol., 20(4): 383-388 (2008). 

◎Ishii KJ, Akira S, Potential link between the immune system and metabolism of nucleic acids, Curr. Opin 

Immunol., 20(5): 524-529 (2008). 

◎Coban C, Koyama S, Takeshita F, Akira S, Ishii KJ, Molecular and cellular mechanisms of DNA vaccines, 

Hum Vaccin. 4(6): (2008) [Epub ahead of print] 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬研究へ

の応用 

代 表 機 関 名 九州大学 

代 表 研 究 者 名 福井 宣規 

分担機関・分担研究者名 理化学研究所（横山 茂之）、東京大学（柴崎 正勝） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

免疫系は生体にとって感染に対する必須の防御機構であるが、一方、免疫応答したための病態、例えば

自己免疫疾患・移植片拒絶は、現代医学が解決すべき問題としてクローズアップされている。CDM フ

ァミリーは線虫から哺乳類に至るまで保存された分子で、低分子量 G タンパク質の上流で機能すること

で細胞骨格の制御に関わっている。本研究では、免疫系特異的に発現する CDM ファミリー分子である

DOCK2 を中心に、受容体刺激から Rac 活性化に至る DOCK2 シグナルパスウェイに位置するタンパク

質の機能と構造を包括的に解析し、その理解に立脚して DOCK2 シグナルを特異的に阻害する低分子化

合物を同定することで、免疫難病の新しい治療法を開発することを目的とする。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 DOCK2 は DHR2 ドメインを介して Rac と会合し、GTP–GDP 交換反応を触

媒するが、細胞内で効率よく Rac を活性化するには、SH3 ドメインを含む

N 末端の領域が ELMO と会合することが必要である。これまでに、DOCK2

の N 末端領域、DHR2 ドメイン、PIP3 との会合を担うと考えられる DHR1

ドメイン、完全長 DOCK2 を対象に、会合分子との共結晶の構造決定に向

け、タンパク質試料の調製を行った。うち、N 末端領域と ELMO の複合体

に関しては立体構造を決定することに成功した。一方、機能解析に関して

も、好中球遊走における DOCK2 の細胞内動態制御機構を解明すると共に

(Science 印刷中 2009)、DOCK2 がアレルギー応答の制御に関わることを明

らかにする等(Nature Immunology 8: 1067-1075, 2007)、学術的にはもちろん、

社会的にも大きなインパクトを与える成果を挙げた。さらに、制御領域と

連携して、DHR2 と Rac との相互作用を阻害する低分子化合物のスクリー

ニングを行い、DOCK2 による Rac 活性化を細胞レベルでブロックできる化

合物を同定した。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

①DOCK2（N 末端領域） 

NMR 法を用いて、DOCK2 の N 末端に位置する SH3 ドメインと ELMO ペ

プチドの複合体の構造解析を行った。その結果、DOCK2 は典型的な SH3

ドメインフォールドをもち、ELMO1 ペプチドのプロリンリッチ配列と結合

しているのみならず、プロリンリッチ以外の配列が、DOCK2 との特異的結

合に関わっていることが示唆された。そこで、その結合特異性の詳細を明

らかにするために、DOCK2 と ELMO1 の結合ドメイン複合体の構造解析を

行った。具体的には、大腸菌無細胞タンパク質合成系を用いて、DOCK2 の

SH3 ドメインを含む N 末端領域と、ELMO1 の全長あるいはプロリンリッ

チ配列を含む C 末端領域との複合体を発現させ、結晶化条件の検討を行い、
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終的に DOCK2/ELMO1 結合ドメイン複合体に関して、構造解析が可能な

結晶を得ることが出来た。この複合体の SeMet 置換体結晶について、シン

クロトロンを利用して、2.1 オングストローム分解能のデータ収集を行い、

SAD 法により立体構造を決定した（図参照）。その結果、DOCK2 の N 末端

は SH3 ドメインと 3 本のヘリックス（ヘリカルドメイン）から構成され、

その構造によって、ELMO1 の C 末端と安定な複合体を形成していること

が明らかになった。SH3 ドメインは ELMO1 のプロリンリッチおよびその

周辺領域と結合していた。また、ヘリカルドメインは ELMO1 の PH ドメイ

ンに隣接する 2 本のヘリックスとバンドルを形成していた。SH3 ドメイン

を含むこのような広範囲

に及ぶタンパク質間相互

作用は他に例を見ない。

決定した立体構造から、

機能解析グループによる

変異体を用いた結合阻害

の実験結果をよく説明す

ることができた。また複

合体の会合面を調べるこ

と に よ り 、 DOCK2 と

ELMO1の結合を阻害する

化合物のインシリコスク

リーニングに着手すると共に、DOCK2 の SH3 ドメインと HIV1-Nef につい

ても、大腸菌無細胞タンパク質合成系を用いてタンパク質試料を調製し、

複合体の結晶化条件等の検討を行った。 

②DOCK2（DHR2 ドメイン）と Rac1 の複合体 DOCK2 の DHR2 ドメインに

ついて、大腸菌無細胞タンパク質合成系、Sf9 細胞および HEK293 細胞発現

系を用いてタンパク質の発現条件の検討を行った。その結果、大腸菌無細

胞タンパク質合成系を用いて、Rac1(T17N)変異体と共発現することにより、

DHR2/Rac1 複合体の可溶性試料を精製することに成功した。現在、この複

合体の結晶化の条件検討を行うと共に、発現領域の 適化を進めている。

③DOCK2（DHR1 ドメイン） 

DOCK2 の DHR1 ドメインについて、大腸菌無細胞タンパク質合成系、Sf9

細胞および HEK293 細胞発現系を用いてタンパク質の発現条件の検討を行

った。その結果、大腸菌無細胞タンパク質合成系を用いて DHR1 の可溶性

試料を精製することに成功し、結晶化の条件検討を行った。さらに結晶構

造解析に適した試料を得るために、試料調製条件の検討を進めている。 

④全長 DOCK2 

DOCK2 は、全長約 200ｋDa の高分子量タンパク質であり、試料調製が高

- 204 -



 

  

難度である。大腸菌無細胞タンパク質合成系、Sf9 細胞および HEK293 細胞

発現系を用いて、完全長 DOCK2 の発現検討を行った。その結果、HEK293

細胞発現系を用いて、完全長 DOCK2 と ELMO1 の複合体の試料を調製する

ことに成功した。同様の方法で、DOCK180/ELMO1 複合体も精製すること

ができ、これらの複合体について結晶化の条件検討を行った。さらに、大

腸菌無細胞タンパク質合成系を用いて調製したRac1(T17N)変異体を用いる

ことにより、DOCK2/ELMO1/Rac1 の三者複合体を調製することに成功し

た。現在、部位特異的変異導入や発現領域の検討を行うことで、より結晶

構造解析に適した試料調製を進めている。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

①DOCK2 細胞内動態を制御する分子機構 

運動している細胞において Rac は先導端で選択的に活性化される。このメ

カニズムとして現在、ホスファチジルイノシトール３リン酸(PIP3)が Rac 

GEF を先導端にリクルートすることで、Rac の活性化を局在化させるとい

うモデルが一般的である。我々は、DOCK2 の細胞内動態をリアルタイムで

モニターするため、DOCK2-GFP 融合タンパク質を発現するノックインマ

ウスを作製し、好中球を対象に、その細胞内動態の制御機構を解析した。

その結果、PIP3 は DOCK2 の刺激後早期の膜移行に関与するが、先導端へ

の集積には必須ではないことを見出した。そこで、先導端への集積を担う

分子の同定を目的に研究を行い、ホスファチジン酸（PA）の産生に重要な

ホスホリパーゼ D（PLD）を阻害すると、DOCK2 の局所的な集積と先導端

の形成が障害されることを見出した。DOCK2 を発現する好中球に PA を添

加するとアクチンの重合が惹起されるが、DOCK2 を欠損した好中球ではこ

のような変化がおこらない。このことから、PA は DOCK2 を介してアクチ

ン重合を制御していると考えられた。さらに、DOCK2 の PA と結合する領

域を特定し、この領域に変異を入れて PAとの結合能を失ったDOCK2では、

先導端の形成が不十分で、細胞運動を引き起こすことができないことを実

証した。以上より、好中球遊走において、PIP3 が産生されると DOCK2 が

細胞膜にリクルートされ、続いて PA との相互作用を介して DOCK2 が先導

端に局在化するという、２段階の制御機構が働いていることを明らかにし

た(Science 印刷中, 2009)。 

②ヘルパーT 細胞の分化における DOCK2 の新しい機能 

抗原刺激に伴い、T 細胞は Th1、Th2 という異なるサイトカイン遺伝子を発

現する T 細胞サブセットに分化する。これまでに、T 細胞受容体 (TCR)を

介したシグナルと IL-4 受容体のシグナルとの間に何らかのクロストークが

存在すると考えられてきたが、その分子実体は不明であった。我々は、

DOCK2 を欠損した CD4+ T 細胞が抗原刺激に伴い大量の IL-4 を分泌し、

BALB/c マウスにおいてアレルギー疾患を自然発症することを見いだした。

DOCK2 を欠損 CD4+ T 細胞では、抗原刺激に伴う IL-4 受容体のダウンレギ

ュレーションが障害されており、その結果 IL-4 受容体を介したシグナルが
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亢進、遷延化していた。このメカニズムを解明すべく詳細な解析を行い、

TCR の下流で誘導される DOCK2-Rac シグナル伝達系が、微小管動態を介

して IL-4 受容体の細胞内輸送をコントロールし、 終的にサイトカインの

遺伝子発現を制御するという、極めて精緻なメカニズムが存在することを

明らかにした (Nature Immunology 8: 1067-1075, 2007)。 

③形質細胞様樹状細胞における DOCK2 の機能 

形質細胞様樹状細胞(pDC)は Toll-like 受容体（TLR）7/9 を介して核酸リガ

ンドを認識することで大量の I型インターフェロンを産生する細胞である。

我々は、DOCK2 欠損マウスにおいて骨髄での pDC の分化は正常に起こる

が、２次リンパ組織における pDC の数が著減することを見いだした。

DOCK2 欠損 pDC ではケモカイン刺激による Rac 活性化がほとんどおこら

ず、その結果運動性ならびに方向性が著しく障害されていた。以上より、

DOCK2 が pDC の遊走に不可欠な Rac 活性化分子であることを明らかにし

た (Blood 111: 2973, 2008)。また、pDC にエイズウイルス(HIV-1)の Nef 蛋白

質を強制発現させると、その運動性が著しく抑制されることを見いだし、

このことから Nef と DOCK2 との機能的関連性が示唆された。 

④DOCK2シグナルを阻害する低分子化合物の同定 

Rac に 1 アミノ酸変異を導入した約 130 種類の組み換えタンパク質を調整

し、これを用いて DOCK2 と古典的な GEF である Tiam1 あるいは Trio によ

る Rac 認識機構の違いを、ELISA や BIAcore を用いて解析した。その結果、

DOCK2 DHR2 による Rac の認識が、古典的な GEF の DH-PH ドメインの認

識と異なっていることが示唆された。そこで、技術開発研究「制御」領域

（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）より約

10,000 種類の低分子化合物の供与をうけ、スクリーニングを行い、Trio と

Rac との相互作用には影響しないが、DOCK2 DHR2 と Rac との相互作用を

ブロックする化合物を 24 種類同定した。さらに、GEF 活性・細胞毒性・機

能解析といった 2 次、3 次のスクリーニングを行い、 終的に DOCK2 によ

る Rac 活性化を細胞レベルでブロックし、リンパ球の遊走を阻害し得る化

合物を１種類同定した（図参照）。また、ELMO との相互作用をターゲット

にした低分子化合物のスクリーニングに向けて、蛍光強度を指標に DOCK2 

N 端と ELMO との会合をモニターできる実験系を構築した。 
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３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

2(3)件 本研究と直接関係し、構造を決定したもののみ記す。2 つのうち

１つはタンパク質複合体であり、(3)とした。 

４．グループ全体の論文発表件数 5 件（DOCK2 に直接関連したもののみ記す） 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

構造解析・機能解析共に順調に進行しており、DOCK2 シグナルを特異的に阻害する可能性のあるリー

ド化合物を同定する等、当初の予想を上回るスピードで成果が得られている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

本研究プロジェクトでは、機能情報、構造情報、化合物情報を参加機関で共有し、試料の提供・交換を

通じて、有機的な連携を図っている。実際、DOCK2 の細胞内動態制御に関する成果は、機能と制御のグ

ループの連携により生まれたものであり、現在も、立体構造を決定した DOCK2 N 端と ELMO の相互作用

や阻害活性を有する化合物を同定した DHR2 と Rac の相互作用に関して、機能解析や化合物の 適化の

観点から、研究代表者のリーダーシップの下、各研究グループが有機的に連携し研究を進めている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

技術開発研究課題 C（タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」の構築）

との連携により、当該課題で開発された(1) 巨大分子量タンパク質及びその複合体を合成する技術、(2) 

大腸菌無細胞タンパク質合成系を使用したタンパク質複合体の生産技術を活用した。また、DOCK2 シ

グナル阻害剤に関する研究は、技術開発研究「制御」領域（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）との連携によるものであり、今後も 適化やインシリコスクリーニングに関して助

言や指導を仰ぐ。主要な研究成果は公開となり次第、情報プラットフォームに登録している。 

９．今後の展望 

 DOCK2 による Rac 活性化を阻害する化合物に関しては、DHR2 ドメインと Rac の複合体の構造情

報を基に 適化を行い、その有用性を細胞レベル・個体レベルで検証する。 

 DOCK2 N 端と ELMO の相互作用に関しては、DOCK2 活性化における機能的意義を明らかにする

と同時に、構造情報に立脚して、阻害活性を有する化合物を同定する。 

 他の CDM ファミリー分子と対比しつつ、DOCK2 の新たな機能や制御機構を明らかにする。 

１０．特記事項 

新規タンパク質複合体の立体構造を決定すると共に、DOCK2 シグナルを特異的に阻害する候補化合物

を同定した。また、DOCK2 の新しい機能ドメインとその会合分子を発見した。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）      2,462      1,846          0      4,308 

人件費（千円）     20,393     25,966     22,170     68,529 

業務実施費（千円）     30,991     22,188     25,522     78,701 

間接経費（千円）     16,154     15,000     14,308     45,462 

合計（千円）     70,000     65,000     62,000  197,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

ELMO1 ペプチドと DOCK2 

SH3 ドメインのキメラ蛋白質 

 DOCK2 SH3 ドメインと ELMO プロリンリッチ領域は

両タンパク質間の結合に重要な役割を果たし、ELMO に

よる DOCK2 活性化に必須である。SH3 ドメインと

ELMO1 ペプチドとの間は比較的弱い相互作用で結合し

ており、通常の方法では SH3 ドメインと ELMO1 ペプチ

ドとの複合体の NMR 構造を得ることは困難であった

が、これらのキメラ蛋白質を作成することにより初めて

複合体の NMR 構造解析に成功した。 

PDB 登録準備中。 

DOCK2 N 末端と ELMO1 C 末

端の複合体 

 DOCK2 と ELMO1 の結合には DOCK2 N 末端の SH3 ド

メインと ELMO1 C 末端のプロリンリッチ領域を含む、

より広い領域が必要であることが明らかになってきて

おり、この相互作用様式を明らかにすることは、ELMO

による DOCK2 活性化を理解する上で非常に重要であ

る。DOCK2 N 末端は通常の方法では不溶性タンパク質

として発現するため、結晶化が困難であったが、ELMO1 

C 末端と共発現することにより、両者の安定な複合体試

料調製および結晶構造解析が可能になった。 

PDB 登録準備中。 

 

２．論文のリスト 

 

◎ Nishikimi A, Fukuhara H, Su W, Hongu T, Takasuga S, Mihara H, Cao Q, Sanematsu F, Kanai M, 

Hasegawa H, Tanaka Y, Shibasaki M, Kanaho Y, Sasaki T, Frohman MA, Fukui Y, Sequential regulation of 

DOCK2 dynamics by two phospholipids during neutrophil chemotaxis, Science in printing (2009). 

◎ Gotoh K, Tanaka Y, Nishikimi A, Inayoshi A, Enjoji M, Takayanagi R, Sasazuki T, Fukui Y, Differential 

requirement for DOCK2 in migration of plasmacytoid dendritic cells versus myeloid dendritic cells, Blood 

111:2973-2976 (2008). 

◎ Tanaka Y, Hamano S, Gotoh K, Murata Y, Kunisaki Y, Nishikimi A, Takii R, Kawaguchi M, Inayoshi A, 

Masuko S, Himeno K, Sasazuki T, Fukui Y, T helper type 2 differentiation and intracellular trafficking of the 

interleukin 4 receptor- subunit controlled by the Rac activator Dock2, Nat. Immunol. 8:1067-1075 (2007). 
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Nakasaki T, Tanaka T, Okudaira S, Hirosawa M, Umemoto E, Otani K, Jin S, Bai Z, Hayasaka H, Fukui Y, 

Aozasa K, Fujita N, Tsuruo T, Ozono K, Aoki J, Miyasaka M, Involvement of lysophosphatidic 

acid-generating enzyme autotaxin in lymphocyte-endothelial cell interactions, Am. J. Pathol. 173:1566-1576 

(2008). 

Kikuchi T, Kubonishi S, Shibakura M, Namba N, Matui T, Fukui Y, Tanimoto M, Katayama Y, Dock2 

participates in bone marrow lympho-hematopoiesis. Biochem. Biophys. Res. Commun. 367: 90-96 (2008). 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構造生物学的手法を駆使し

た阻害剤創成 

代 表 機 関 名 九州大学 

代 表 研 究 者 名 住本 英樹 

分担機関・分担研究者名 北海道大学（稲垣 冬彦）、九州大学（神田 大輔） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 神経変性疾患の解明と治療法開発には、神経細胞死の分子・原子レベルでの理解が不可欠である。神経細胞

死の誘導には活性酸素が深く関与しており、活性酸素の主要な発生源として Nox（NADPH oxidase）ファミリ

ーが知られている。ヒトNoxファミリーにはNox1〜Nox5の 5分子種が含まれるが、これらは神経細胞に加え

て、ミクログリア、脳血管内皮細胞などに高発現しており、パーキンソン病における神経細胞死の誘導に関

与すると考えられている。本研究は、Nox ファミリーによる活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて

解明し、Noxに対する特異的な阻害剤を創成することによって、神経変性疾患の治療薬開発の基盤形成に寄与

しようとするものである。 
 
(1) Nox 本体の大量発現系の構築、結晶化と構造解析：Nox は、N末側に６つの膜貫通セグメントをもつ

膜タンパク質であり、C末側には細胞質側に面した NADPH 結合ドメインと FAD 結合ドメインをもつ。ま

た、１次構造と機能解析のデータを基に、３番目と５番目の膜貫通セグメントの間に２つのヘムが配位

していると考えられている。ヘム結合に関与するとされるアミノ酸残基は全ての Nox および Duox で保

存されており、その結果１つのポリペプチド鎖内に「NADPH→FAD→ヘム→ヘム→O2」という電子伝達系

が存在することになる。細胞質側の NADPH 由来の電子が、 終的に細胞膜を挟んで反対側の O2に渡され、

活性酸素の１つでありスーパーオキシド（O2
-）が生成されると考えられている（O2

-を出発物質として種々

の活性酸素が生成される）が、Nox の３次構造が分れば電子伝達機構に関して多くの知見が得られるは

ずである。そこで、本研究では、「Nox の大量発現系の構築、結晶化と構造解析」を１つの到達目標とす

る。Nox の中で Nox1〜Nox4 は膜タンパク質である p22phoxと複合体を形成しているので、Nox–p22phox複

合体の解析を目指す。このような膜タンパク質の調製と解析は構造生物学の 難問のひとつである。ま

た、Nox の調節機構を解明するためには、NADPH 結合ドメインと FAD 結合ドメインの 3 次構造情報も極

めて重要と考えられる。従って、これらのドメインの結晶化と構造解析も本研究の到達目標である。 
 
(2) Nox 本体の生化学的・分子細胞生物学的解析：Nox 本体の生化学的性質についても不明なことが多

い。例えば、(1) Nox の活性発現に必要な Nox と p22phoxとの会合がどのようにしてなされるのか、(2) 電

子がヘムを介して膜を通過する機構は何か、(3) Nox はそれぞれの分子種で異なる細胞膜成分（細胞膜

や細胞内小胞の膜等）に分布する機構は何か、などであり、本研究ではこれらの 3点を明らかにする。

 

(3) Nox 調節タンパク質の構造解析：一般に Nox はそのままでは不活性であり、活性酸素を生成しない。

Nox の活性化には、特異的な可溶性タンパク質や低分子量 Gタンパク質 Rac が必要である。Nox2 の場合

は、Rac に加えて、p47phoxと p67phoxおよび p40phoxが細胞刺激に応じて膜に移行し、Nox2（別名 gp91phox）

–p22phox 複合体と相互作用することが必要である。この中で、私達は既に全長型 p40phox の構造解析を報

告しているが、ここでの本研究の到達目標は、p47phoxと p67phoxの全長の構造解析、および p47phox，p67phox

と p40phoxの 3 者複合体の構造解析である。 
 
(4) Noxに対する阻害剤の創成—Noxタンパク質ネットワークにおいてタンパク質−タンパク質相互作用

を特異的に阻害する物質の創成：Nox に対する特異的阻害剤の創成のために、まず、Nox2 の活性化に必

要な「p47phox−p67phox相互作用」、Nox1 の活性化に必要な「Noxo1−Noxa1 相互作用」を特異的に阻害する

物質を見いだす。これは、本研究課題の も重要な到達目標の１つである。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 1) Nox 本体の大量発現系の構築、結晶化と構造解析: 

 Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの大量発現・大量精製系を構築

し、その結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。これは、Nox
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本体に関して世界で 初に決定された３次構造である。さらに、今回得られ

た構造情報をもとに、NADPH 結合に重要なアミノ酸残基を同定し、Nox の活性

調節に重要な NADPH の結合様式を明らかにした。 

 また、全長型の Nox の大量発現系を確立するために、大腸菌、酵母、哺乳

類細胞を用いた発現系の検討を精力的に行ない、哺乳類細胞において従来法

に比べ 100 倍近い効率で発現することに成功している。 
 
2) Nox 活性調節の構造解析と阻害剤の創成 

 Nox2の調節部位としてNox調節タンパク質p67phoxと p47phoxの相互作用に注

目して、阻害剤の創成を目指しているが、ファージライブラリーを利用して、

p67phox-SH3 に特異的かつ高親和性で結合するペプチドの選択を行ない、既に

いくつかの有力候補を得た。 
 
3) Nox の機能解析 

 Nox の活性発現に必要な「Nox と p22phox との会合の分子機構」を生化学的

に解析する系を構築し、この系を使って、Nox2 の６つの膜貫通セグメントの

中で p22phoxとの会合に必須の膜貫通セグメントを明らかにした。また、同様

な認識機構が他の Noxと p22phoxとの会合においても使われていることを明ら

かにした。 

 また、「Nox 内での電子伝達機構」を解析する系を構築し、Nox2 内の電子伝

達経路の「FAD とヘムの間」あるいは「２つのヘムの間」に位置すると想定

されるアミノ酸残基の役割を明らかにした。また、Nox2 が活性化されて電子

伝達がおこりスーパーオキシドが生成されるために必要な「細胞質因子

（p47phox、p67phox、p40phox、および Rac）と Nox2 との相互作用」について検討

し、p47phoxの bis-SH3 ドメイン（tandem に並んだ２つの SH3 ドメイン）より

も N 末側の領域（Ile-152 を含む）および p67phoxの N 末 TPR ドメイン（Rac

結合ドメイン）より C末側の領域が重要であることを明らかにした。 

 さらに、「Nox の細胞内での局在機構」について検討し、活性型 Nox2 複合

体が食作用時のファゴゾーム膜に局在するのにp40phoxが重要であることを示

し、この局在に必要な細胞質因子間の相互作用を解明した。また、Nox5 は細

胞膜にのみ局在するが、これを促進している Nox5 の領域を同定した。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

1) Nox 本体の大量発現系の構築、結晶化と構造解析: 

 Nox の活性調節機構としては、NADPH との結合、NADPH から FAD への電子伝

達、FAD からヘムへの電子伝達などの部位における制御が想定されるが、種々

の生化学的実験から NADPH との結合が１つの重要な制御部位と考えられてい

る。本課題により、Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの大量発現・

大量精製系を構築し、その結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定

した。これは、Nox 本体に関して世界で 初に決定された３次構造である（一

方、Nox 調節タンパク質については p40phox全長といくつかのドメインなどに

ついて構造が解かれている）。今回得られた構造情報をもとに、機能解析（機

能解析の実験の詳細は「機能解析に関する成果」の項目を参照されたい）を

行ない、NADPH 結合に重要なアミノ酸残基を同定した。Nox2 の NADPH 結合ド

メインは、フェレドキシン還元酵素と 1 次構造上も３次構造上もホモロジー

があるが、それぞれの NADPH 結合に重要な残基で保存されていないものが多

く、NADPH の結合様式が両酵素間で異なることが明らかになった。この情報

は、Nox の活性調節機構の解明にとって大きな第１歩となると考えられる。

 また、全長型の Nox の大量発現系を確立するために、Nox の種々のコンス

トラクトを作製し、大腸菌、酵母、哺乳類細胞を用いた発現系の検討を精力

的に行なっている。かなりの紆余曲折を経た結果、哺乳類細胞においては、

アミノ酸残基を一部改変した Nox2 を用いることで、従来法に比べ 100 倍以上

の効率で Nox2 を発現させることに成功した。今後は、さらに発現効率をあげ

るとともに、精製系を確立する計画である。 
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2) Nox 活性調節の構造解析と阻害剤の創成 

 Nox2の調節部位としてNox調節タンパク質p67phoxと p47phoxの相互作用に注

目して、阻害剤の創成を目指しているが、ファージライブラリーを利用して、

p67phox-SH3 に特異的かつ高親和性で結合するペプチドの選択を行ない、既に

いくつかの有力候補を得た。今後は、これらのペプチドを基にさらに特異的

かつ高親和性のペプチドの作製を行なう予定である。また、Nox1 の活性調節

に必須の Noxa1（p67phoxのホモログ）と Noxo1（p47phoxのホモログ）の相互作

用を構造生物学的に明らかにする目的で、Noxa1-SH3 の結晶構造の決定に成

功した。現在、Noxa1-SH3 とその標的である Noxo1 由来ペプチドの複合体の

結晶化を試みているところである。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

1) Nox の活性発現に必要な Nox と p22phoxとの会合の分子機構： 

 Nox2（別名 gp91phox）は、まず小胞体において糖タンパク質 gp65（分子量

65 kD）として合成され、ヘムが挿入されてから p22phox と会合する。その後

Golgi 体に輸送されるが、そこで糖鎖が processing を受けて初めて成熟型の

Nox2 となり、それから細胞膜へと輸送される。前述のように、アミノ酸残基

を一部改変した Nox2 を用いることで、哺乳類細胞での Nox2 の高効率発現が

可能となったので、これを用いて、「Nox2 と p22phoxとの会合」について生化

学的な解析を行なう系を構築した。この系を使って、Nox2 の６つの膜貫通セ

グメントの中で p22phoxとの会合に必須の膜貫通セグメントを明らかにした。

さらに詳細な解析が進行中である。また、同様な認識機構が他の Nox と p22phox

との会合においても使われていることを明らかにした。 

2) Nox 内での電子伝達機構： 

 Nox 内にはその１次構造などの情報から「NADPH→FAD→ヘム→ヘム→O2」と

いう電子伝達経路が存在すると想定されている。しかし、この経路の実際に

ついては世界的にも全く手が付けられていない。本研究課題において哺乳類

細胞での高効率の Nox2 発現系が得られたので、この問いに対して答えるため

の幾つかの準備をすることができた。まだ preliminary な結果ではあるが、

Nox2 内のこの経路の「FAD とヘムの間」あるいは「２つのヘムの間」に位置

すると想定されるアミノ酸残基に置換を導入すると、p22phox との会合や細胞

膜へと輸送は阻害されないが、スーパーオキシドの生成が低下することを見

いだしている。これらのアミノ酸残基は、電子伝達に何らかの役割をはたし

ている可能性がある。この解析をさらに進めることにより、今後の構造解析

における重要な情報を提供できると考えている。 

 Nox2の電子伝達経路を形成するNADPH結合領域内の結晶構造を決定したが

（前述）、その３次構造情報をもとに、上記の Nox2 の機能解析系を用いて、

NADPH 結合に必要なアミノ酸残基の同定に成功し、NADPH の新規な認識機構を

明らかにした。 

3) Nox の活性化機構： 

 Nox2 は細胞休止時には全く不活性であり、活性酸素を全く生成できない。

Nox2 が活性化されて電子伝達がおこりスーパーオキシドが生成されるため

には、その前段階として、細胞質因子（p47phox、p67phox、p40phox、および Rac）

が細胞刺激に応じて膜に移行し、Nox2–p22phox 複合体と相互作用することが

必要である。しかし、膜移行した後に細胞質因子がどのようにして Nox2 に働

くのかその機構は全く不明であった。p47phox（PX ドメインと tandem に並んだ

２つの SH3 ドメインをもち、PX ドメインが膜リン脂質と SH3 ドメインが膜タ

ンパク質 p22phoxとそれぞれ結合することで膜に移行する）が、膜移行後に２

つの SH3 ドメインよりも N末側の領域（Ile-152 を含む）が Nox2 と相互作用

して活性化することを、本課題により明らかにした。また、p67phox は、N 末

の TPR ドメインで Rac と C 末の SH3 ドメインで p47phoxと結合するが、本課題

により、TPR ドメインより C末側の領域が直接 Nox2 に結合して働くことを明

らかにした。これらの成果は、細胞質因子がどのようにして Nox2 を活性化し
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電子伝達を引き起こすのか、その機構を解明する上での大きな一歩となった

と考えている。 

4) Nox の細胞内での局在機構： 

 活性型 Nox2 複合体は、細胞膜に加えて、食作用時にはファゴゾーム膜に局

在するようになる。細胞質因子（p47phox、p67phox、p40phox、および Rac）のフ

ァゴゾーム膜への局在に p40phoxが重要であることを示し、この局在に必要な

細胞質因子間の相互作用を解明した。また、Nox5 は細胞膜にのみ局在するが、

細胞膜への局在を促進している Nox5 の領域を同定した。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 3 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

8 件 

４．グループ全体の論文発表件数 24 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 上記（項目２）にあるように、全体として、順調に進んでいると考えている。６回膜貫通型タンパク

質である Nox の大量発現系に向けて着実に進捗があり、精製系の確立が今後の重要な課題である。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

 Nox2 の C 末 NADPH 結合ドメインの結晶構造の解明においては、大量発現可能なコンストラクトの作製

を住本グループ（九大）が、精製・結晶化・構造決定を稲垣グループ（北大）が行ない、さらに、構造

情報を基にした機能解析は住本グループ（九大）が行なった。Nox 全長型の大量発現系の確立について

は、大腸菌と酵母を用いた発現系は稲垣グループ（北大）が、哺乳類細胞を用いた発現系は住本グルー

プ（九大）が担当して進めている。 

 課題全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため、課題内班会議を現在までに計 6回行なった。

まず、平成 19 年 8 月 31 日〜9 月 1 日に北海道大学で、その後も、平成 20 年 3 月 9 日に東京、平成 20

年 7月 10 日に北海道大学、平成 20 年 8月 20 日に京都、平成 21 年 1月 15 日東京、更に平成 21 年 3 月

19 日に熱海で課題内班会議を行ない、進捗状況に関する意見交換を行った。もちろん、日々得られた成

果や種々の情報を共有するために、電話・メールによる打合せは頻繁に（月数度以上）行なっている。

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

 Nox 調節タンパク質である p47phoxの全長型の SAIL 法による構造解析を、本研究プログラム・技術開

発研究の解析領域（テーマ：「SAIL 法による蛋白質構造解析技術の多様化」）の甲斐荘 正恒 教授（名古

屋大学）と共同研究を行なっている。全長型 p47phoxの無細胞系による発現に既に成功している。 

 また、Nox の複合体の構造予測について、本研究プログラム・技術開発研究の情報プラットホーム領

域（テーマ：「タンパク質の複合体構造を推定するための構造バイオインフォマティクス」）の藤 博幸 教

授（九州大学）と共同研究を行なっており、タンパク質の構造予測において成果を挙げている。 

 さらに、好中球機能での VSOP タンパク質の役割について、本研究プログラム・ターゲットタンパク

研究・基本的な生命の解明分野（テーマ：「新規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明」）の岡村 康

司 教授（大阪大学）と共同研究を行なっており、Nox2 活性化と VSOP との関連を明らかにしつつある。

９．今後の展望 

 Nox蛋白質は６回膜貫通タンパク質であり、タンパク質調製の困難は当初から予想された。本

課題においてこれまで種々の発現系を試してきたが、特に、哺乳類細胞発現系にアミノ酸残基を

一部改変したNox2を用いることで、従来法に比べ活性型のNox2発現を飛躍的に（100倍以上）増

大させることに成功した。この系で得られるタンパク質を用いて精製法を確立し、結晶化とその

構造解析を行う計画である。また、当初の計画にはなかったが、精製タンパク質を用いて単粒子

解析も行うべく準備を進めている。Noxの立体構造の解明は、神経変性疾患の病態解明において

重要なばかりでなく、電子伝達系の調節機構一般を理解する上でも極めて興味深い問題であり、

得られた成果は大きなインパクトがあると期待される。 
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平成21年度の研究計画 

① Noxの発現と精製： 哺乳類細胞発現系を用いたNox2の発現を 適化し、得られたタンパク質

を用いて精製法を確立する。一方で、膜タンパク質であるNoxは、蛋白質精製や結晶化が困難で

ある可能性が十分あることを考慮すると、好熱性生物に由来する安定性の高いタンパク質を使う

ことが成功の鍵となる可能性が十分考えられる。私達は、シアニディオシゾン（Cyanidioschyzon 
merolae，通称シゾン：イタリアの温泉に生育する単細胞性の紅藻で，真核生物でありながら50

〜55ºCの高温で生育できる）のゲノム中にNoxのホモログが存在することを見出し、すでに、コ

ドン使用頻度を大腸菌に適合させたシゾンのNoxホモログ遺伝子を全合成した。これを用いて、

大腸菌を用いて発現・精製を試みる。 

② Noxの機能解析： Noxの活性発現に必要なタンパク質p22phoxとNoxとの結合様式およびNoxの電

子伝達機構について生化学的・分子生物学的な解析を行う。 

③ Noxに対する阻害剤の創成： Nox2の調節部位としてp67phoxとp47phoxの相互作用（p67phox-SH3と

p47phox–C末ペプチドとの結合）に注目し、複合体の3次構造を基にp67phox-SH3に特異的かつ高親和

性で結合するペプチドを得ているので、その 適化を進める。一方、Nox1の調節に重要な

「Noxa1–SH3」と「Noxo1–C末ペプチド」の複合体についても構造決定（結晶あるいはNMRによる）

を行い、構造を基にNoxa1–SH3と強く結合するペプチドを得る計画である。 

平成22，23年度の研究計画： 

① Noxの構造決定： Nox2が精製できれば、結晶化とその構造解析を行う計画である。また、単

粒子解析は、少量のタンパク質でよいこと、界面活性剤存在下でも解析可能なことなどの利点が

あり、是非とも行う計画である。現在、膜タンパク質の単粒子解析についての経験を積みつつあ

るところである。 

② Noxの機能解析： Noxの活性発現に必要なタンパク質p22phoxとNoxとの結合様式およびNoxの電

子伝達機構について生化学的・分子生物学的な解析を、引き続き行う。 

③ Noxに対する阻害剤の創成： 上記の 適ペプチドを用いて、それと拮抗する強力な低分子化

合物のスクリーニングを行い、Nox2およびNox1に特異的な阻害剤の創成を行う。 

１０．特記事項 

(1) Nox2 の NADPH 結合ドメインの結晶構造の決定：Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの結晶

構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。これは、Nox 本体に関して世界で 初に決定された

３次構造である。(2) Nox と p22phoxとの会合の分子機構：Nox の活性発現に必要な「Nox と p22phoxとの

会合の分子機構」は今まで全く分っていなかったが、本課題により、Nox2 の６つの膜貫通セグメントの

中で p22phoxとの会合に必須の膜貫通セグメントを明らかにした。(3) Nox の細胞内での局在機構：活性

型Nox2複合体が食作用時のファゴゾーム膜に局在するのに必要な細胞質因子間の相互作用を解明した.

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）      2,752        649           0         3,401

人件費（千円）     11,523     19,494      19,645        50,662

業務実施費（千円）     25,725     16,780 14,970        57,475

間接経費（千円）     12,000     11,077           10,385        33,462

合計（千円）     52,000     48,000           45,000   145,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

Nox2 の NADPH 結合ドメイン  Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの結晶構

造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した．これ

は，Nox 本体に関して世界で 初に決定された３次構造

である．登録準備中 

Nox5 の Ca2+結合ドメイン  Nox5 の N 末細胞質領域にある Ca2+結合ドメインの 3 次

構造を NMR 法により決定している． 

Noxa1 の SH3 ドメイン  Nox1 の活性化に必須のタンパク質である Noxa1 の SH3

ドメインの結晶構造．1.1Å の高分解能である，現在，

精密化の 終段階にある． 

STT3(AglB)蛋白質の可溶性ド

メイン 

2ZAI Asn 残基に糖鎖を転移する膜蛋白質酵素の可溶性ドメ

インの結晶構造．古細菌由来．この酵素の構造としては

初めてである． 

STT3(AglB)蛋白質の可溶性ド

メイン 

2ZAG 上記構造の SeMet を含んだ結晶構造 

pglB 蛋白質の可溶性ドメイン 2ZTF 真正細菌由来の同酵素の可溶性ドメインの結晶構造．

SeMet 体．  

Tom20-pALDH(DCys-Cys)複合

体 

 ミトコンドリアタンパク質のプレ配列受容体 Tom20 と

プレ配列(ALDH 由来)の複合体の結晶構造．ペプチドは

Ｄ型のシステインとＬ型のシステインが(i,i+3)の位置に

入っていて，ＳＳ結合を作っている．複合体構造を安定

化する手法の開発をしている．登録準備中 

Tom20-pALDH(DCys-Hcy)複合

体 

 同上．ペプチドはＤ型のシステインとＬ型のホモシステ

インが(i,i+3)の位置に入っていて，ＳＳ結合を作ってい

る．登録準備中 
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課 題 名 アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御

代 表 機 関 名 東京大学 

代 表 研 究 者 名 富田 泰輔 

分担機関・分担研究者名 大阪大学（高木 淳一）、産業技術総合研究所（佐藤 主税） 
 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的な

役割を果たす Aβペプチドの産生を担うプロテアーゼで

あり、その特異的阻害剤は根本的治療薬として も有望

視されている。またγセクレターゼは脂質二重膜内の疎

水性環境でタンパク分解を行うという特異な性質に加

え、発生・分化過程や、発がんに関わる Notch 受容体の

活性化を担う生理的機能の故に、大きな注目を集めてい

る。しかしγセクレターゼは４つ以上のサブユニットか

ら構成され、巨大な膜タンパク複合体を分子的実体とするという特異な性質から、その構造学的解析に

は多大な技術的困難が立ちはだかっている。本研究では１）γセクレターゼの部分構造の X 線結晶解析

による解明、２）全体構造の単粒子解析・X 線結晶構造解析による解明、３）活性を制御する低分子化

合物及び機能抗体の創出、４）低分子化合物・機能抗体を用いたγセクレターゼの構造活性相関の解明、

を４つの柱項目として研究を遂行する。これらの成果を結集し、γセクレターゼ作動の分子基盤を明ら

かにし、その活性制御に基づくアルツハイマー病治療法を創出することを目的とする。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 ニカストリン細胞外ドメインの構造解析 

ニカストリン細胞外領域フラグメントを発現する安定発現株を大量培養・

精製し、構造解析に適すると思われる試料の調整に成功した。 

γセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの単粒子構造解析 

クライオ電子顕微鏡を利用した精製γセクレターゼ複合体の単粒子構造解

析を実施した。相同活性中心をもつ SPP の構造解析に成功した。 

γセクレターゼ活性制御技術の開発 

オリジナル化合物ライブラリーのスクリーニングを進めた。さらに各種化

合物の構造活性相関を明らかとし、分子プローブ化を行った。また機能抗体

を単鎖抗体（scFv）とすることに成功し、分子プローブ化を行った。 

γセクレターゼ活性制御技術評価法の創出 

低分子化合物・機能抗体等を迅速かつ簡便に選別するスクリーニング法を

創出した。オリジナルのアルツハイマー病モデルマウスを確立した。 

γセクレターゼによる切断プロセスを再構成しうる活性型タンパクの同定 

阻害剤を基にした分子プローブによりプレセニリンの中に活性制御に関わ

る新規ドメインが存在することを明らかにした。 

γセクレターゼ複合体の大量培養および精製法の創出 

大腸菌、原虫、バキュロウイルス・Sf9 細胞、哺乳類細胞発現系を利用し、
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機能および構造解析に供与可能なレベルのγセクレターゼ複合体・機能型部

分断片タンパクの大量生成・精製法を創出した。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

ニカストリン細胞外ドメインの構造解析 

ニカストリン細胞外ドメイン（NctED）は糖鎖含量が 30〜40％にも達する

極めて結晶化の困難なターゲットタンパク質である。均一なＮ型糖鎖付加を

得ることのできる HEK293SGnT1-細胞を用いて mg オーダーの NctED を発

現・精製する方法を確立し、この糖鎖の問題に取り組んだ。①質量分析法を

用いた糖鎖修飾部位の同定、②糖付加配列除去変異体の網羅的探索、③グリ

コシダーゼ処理による糖鎖トリミングを行い、現在までに 16 カ所のうち 6

カ所の糖鎖部位を除去することに成功した。また糖鎖以外に結晶化を妨げる

要因についても、リジン残基のメチル化や Fab フラグメントとの複合体形成

などによって構造上の揺らぎを抑制することを試みている。同時に各種プロ

テアーゼで限定分解を行い、生じる断片の N 末端配列解析によってループ部

分の特定を行った。その結果、これまで知られていなかったサブドメイン構

造が明らかになった。 

γセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの単粒子構造解析 

バキュロウイルス・Sf9 細胞発現系により大量生産、精製した γ セクレタ

ーゼ複合体をクライオ電子顕微鏡により撮影し、およそ 12000 枚の大量の粒

子画像が取得できた。このデータを用いて、クライオ画像から単粒子解析を

行っている。また将来的な構造解析に向けて、既知の γ セクレターゼ阻害剤

を分子プローブとした化合物を用いて共複合体の観察に成功し、その粒子像

を用いた構造解析の条件検討を行っている。さらにγセクレターゼと相同活

性中心を持つ SPP の構造を解明するために、4232 枚の負染色像を用いて単粒

子解析を行い、活性コア領域の構造解明に成功した。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

γセクレターゼ活性制御技術の開発 

天然物全合成過程で得られた合成中間体を体系的に収集し、オリジナル in 
house 化合物ライブラリーを作出した。また技術開発 C 課題「制御」領域と

連携し、in silico screening によりニカストリンに対する阻害活性をもつ可能

性のある化合物を選抜した。これらのライブラリーを用いたスクリーニング

により 10 数化合物をヒット化合物として得た。既知の阻害剤である DAPT
やオリジナルのγセクレターゼ阻害剤である GS155 について、安定供給の

可能な合成法を開発した。さらに副作用の少ない治療法として期待されてい

るγセクレターゼモジュレーターについても構造展開を進め、低分子プロー

ブ化を行った。 
γセクレターゼ活性中和能をもつ抗ニカストリン抗体を基にした単鎖抗体

（scFv）の作製に成功し、ファージディスプレイ、大腸菌発現系、哺乳類発

現系を駆使してその性状解析を進め、プローブとしての利用のほか、そのう

ちのひとつが哺乳類細胞において intrabody として阻害能を発揮することを

見出した（特許出願）。 
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γセクレターゼ活性制御技術評価法の創出 

96 well plateベースでγセクレターゼ切断活性を検討できるセルラインの

作出に成功し、各種低分子化合物・機能抗体等の効果を解析した。また in vitro
においてリコンビナントニカストリン細胞外ドメインを用いたニカストリン

活性のスクリーニング法を確立した。さらに in vivo の活性評価のため、オ

リジナルのアルツハイマー病モデルマウスを確立した。 
γセクレターゼ切断機構を再構成しうる活性型部分タンパクの同定と解析 
部分構造解析に適した活性型部分タンパクを同定すべく、分子生物学的手

法を用いると同時に各種阻害剤を基にした光親和性標識プローブを利用し、

ケミカルバイオロジー的アプローチによりそれらの標的分子及び領域を同定

した。その結果プレセニリンの N 末端領域に基質結合部位と切断特異性決定

部位が存在することが明らかとなった。 
γセクレターゼ複合体・活性型部分タンパクの精製法の創出 

バキュロウイルス／Sf9 細胞、原生動物発現系を用い、γセクレターゼ複

合体・機能型タンパクドメイン・類縁タンパクの大量生成・精製法を創出し

た。またγセクレターゼ複合体の全体構造・機能解析のブレークスルーのた

めに、同複合体を安定に高発現する動物細胞株の取得を進めた。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

１件 

４．グループ全体の論文発表件数 ４４件 

５．グループ全体の特許出願件数 １件（うち国外１件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

終目的であるγセクレターゼ複合体の構造活性相関の理解のためには、阻害剤を含んでいない状態

での「活性型構造」と、阻害剤を含んでいる「不活性型構造」の比較が必要である。本研究プログラム

においては、全 5 カ年計画のうち 初の 3 年間を基本的な構造の理解ということにフォーカスし構造生

物学的解析を進めると同時に、構造解析に供与可能な新規阻害剤や阻害抗体の開発を行い、後半の 2 年

間でこれらの成果及び情報を組み合わせ、阻害剤存在下での構造解析を行うことで、構造の変化を理解

する、というタイムテーブルを計画している。 

翻ってみると、ニカストリン細胞外領域の X 線結晶構造解析についてはその極めて高い糖鎖状態によ

り良好な結晶が得られていないが、すでに全糖鎖の結合様式に関する解析が終了しており、結晶化に向

けた基礎的な検討は終了したものといえる。また本グループの大きな特色の一つである活性構造認識ニ

カストリン活性中和抗体の Fab の利用を含めた共結晶化に向けたスクリーニングを開始している。さら

に高速な大量発現系を確立した本グループは、他のグループに無いいくつかのユニークなアプローチを

取ることで徐々に構造情報を蓄積しつつあり、立体構造を決定する自信は大いにある。また全体構造解

析については、バキュロウイルス発現系についてはすでに大量の粒子像をクライオ電子顕微鏡観察によ

り得て、その計算を開始しているほか、哺乳類発現系についても課題 D「生産」領域で確立された各種

技術を適宜導入、試行しており、きわめて順調に進んでいるものと考えられる。 
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一方活性制御法の開発に関しては、in silico screening を併用し世界で全く報告例のない新規阻害化合物

の同定に至り、この情報に基づいた新規ライブラリーのスクリーニングが開始されている。また天然物

全合成過程の中間体ライブラリーを用いたスクリーニングについても着々と進行しているほか、様々な

化合物の合成経路の確立と同時にプローブ化に成功している。活性中和抗体に関しても単鎖抗体（scFv）

化を行い、分子プローブとしての応用を含め人工分子進化法を導入しその改変に努めている。またハイ

スループット化を含めたスクリーニングシステムの確立も順調に進められているほか、オリジナルアル

ツハイマー病モデルマウスの確立にも成功した。このモデルマウスは完全にパテントフリーであり、本

プロジェクトで得られた活性制御技術をそのままテストできるという点では特筆に値する。同時にこれ

ら分子プローブの解析過程で、γセクレターゼの新規創薬標的領域の同定にも成功しており、新規機能

中和抗体の抗原としての利用のほか、新たな構造解析目標となりうると考えている。 

上記のようにこれら阻害化合物・抗体の酵素学・生化学的情報を構造解析に適用するという後半の研

究計画に向けて、いずれの機関も当初の研究計画通り順調に研究が進められていると考えている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

定期的に電子メールおよび電話、インターネット会議等を利用して連絡・調整を図っている。特に学

会・研究会・勉強会等で会することができる際には必ずミーティングを行うようにしている。また共同

実験を行うにあたり人員を適宜派遣し、そのつどディスカッションを行っている。特に機能解析グルー

プにおいて低分子化合物や阻害抗体等で新知見や新しい試料が得られた場合には各構造解析グループに

打診し、必要に応じて提供している。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

γセクレターゼ活性中和能をもつ抗ニカストリン抗体については技術開発 D 課題「生産」領域の分担

研究者である浜窪隆雄教授との共同研究により開発されたものであり、抗膜タンパク抗体開発に関して

は適宜情報の交換を行っている。技術開発 C 課題「制御」領域（代表研究者：長野哲雄）と共同研究に

より、新規阻害剤探索のための in silico screening およびフォーカストライブラリーの作出を行っている。

また技術開発 C 課題「生産」領域（代表研究者：横山茂之）と共同研究により、光親和性標識アミノ酸

導入系を利用したプレセニリン機能領域の同定を進めているほか、今後γセクレターゼそのものの発現

やキュービック液晶を用いた X 線結晶構造解析などを進めていく予定である。さらに技術開発 D 課題「生

産」領域（代表研究者：高木淳一）において開発された各種新規タグシステムを随時導入し、哺乳類細

胞を用いた高発現・精製系の開発を進めている。膜タンパク高発現に適した原虫発現系の確立について

は同法を利用している北潔教授（ターゲットタンパク研究医薬 A5）のグループに協力・指導を仰いでい

る。研究の進捗状況についても適宜情報 PF に研究成果を登録している。 

９．今後の展望 

ニカストリン細胞外ドメインの構造解析 

大量の高品質組み換えタンパク質が入手できる環境を活かし、生化学的手法により構造情報（修飾部

位、ループ構造、サブドメイン構造など）を得ている。これからの 3 年間では、①糖鎖付加部位の大部

分を除去した「低糖鎖型ニカストリン変異体」と、②フレキシブルなループ構造を欠失させてサブドメ

インごとの複数ポリペプチドに分ける「スプリット型ニカストリン変異体」という、二つの異なるエン

ジニアリングを結晶化のエフォートの中に導入する。 終的には抗ニカストリン抗体やニカストリンに

相互作用する化合物との共結晶によりその機能構造連関を明らかにする。 
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γセクレターゼ複合体の単粒子構造解析 

既にクライオ電顕法により得られた粒子像からγセクレターゼ全体構造解析を進めるほか、各種阻害

剤との共複合体像についての解析を行う。相同活性中心を持つ SPP についても引き続き解析を進める。

γセクレターゼ活性制御技術の開発 

オリジナル合成中間体ライブラリーと技術開発 C 課題「制御」領域との連携によるフォーカストライ

ブラリー樹立とスクリーニングを進める。さらに誘導体化により各種阻害剤・モジュレーターの構造活

性相関を明らかとすると同時に分子プローブ化を行う。また活性中和抗体についても単鎖抗体を基に分

子プローブ化を図ると同時にファージディスプレイなどの人工分子進化法やリコンビナントニカストリ

ンを用いた in vitro アッセイにより更に強い阻害能をもつ抗体の作出を目指す。十分に阻害能が得られる

ものについては、構造解析に供するほか、適宜モデルマウスを用いた in vivo 試験を行う。 

γセクレターゼ活性制御技術評価法の創出 

培養細胞およびリコンビナントタンパクを用いた in vitro アッセイによりハイスループットスクリーニ

ング法を創出する。またアルツハイマー病モデルマウスの安定供給と評価法の確立を行う。 

γセクレターゼによる切断プロセスを再構成しうる活性型部分タンパクの同定と構造解析 

分子プローブとした阻害剤や抗体が作用する部位について、分子細胞生物学とケミカルバイオロジー、

そしてタンパク化学的な手法を駆使するほか、技術開発 C 課題「生産」領域の非天然アミノ酸導入発現

系を積極的に利用することで詳細な結合部位解析を行う。それらの領域については単粒子解析およびキ

ュービック液晶による X 線結晶構造解析を視野に入れた生化学的・構造生物学的解析を進める。 

γセクレターゼ複合体の大量培養および精製法の創出 

大腸菌、原虫、バキュロウイルス・Sf9 細胞、哺乳類細胞発現系を利用し、機能および構造解析に供与

可能なレベルのγセクレターゼ複合体・機能型部分断片タンパクの大量生成・精製法を創出する。また

技術開発 C 課題「生産」領域、技術開発 D 課題「生産」領域との連携によりセルフリー発現系の導入及

び条件検討や、各種新規タグによる高効率膜タンパク生産系の確立もめざす。 

１０．特記事項 

アルツハイマー病研究に貢献した研究者に贈られる米国の「メトライフ医学研究賞」の受賞者に、分

担研究者の岩坪威教授が選ばれた（2009 年 2 月 18 日）。福山グループの元で化合物全合成をおこなって

いる藤間達哉氏、富田グループの下でγセクレターゼの構造解析を進めている高木穏香氏が平成 18、20

年度東京大学総長賞の受賞者として選ばれた。γセクレターゼ中和能をもつ抗ニカストリン抗体につい

ては株式会社ペルセウスプロテオミクスとの連携により作出されたものである。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）         10,124          8,442     3,386    21,952

人件費（千円）  4,932          2,455          4,770          12,157

業務実施費（千円）         35,714    36,796         37,230    109,740

間接経費（千円） 15,230         14,307         13,614       43,151

合計（千円）         66,000         62,000         59,000 187,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

Signal Peptide Peptidase（SPP）  γセクレターゼと相同活性中心を持つ蛋白である。これ

までに生化学的な解析から 9 回膜貫通型の分子がホモ

テトラマーを形成していることが明らかとなっており、

高難易度である。現在投稿準備中である。 

 

２．論文のリスト 

 

Isoo N, Sato C, Miyashita H, Shinohara M, Takasugi N, Morohashi Y, Tsuji S, Tomita T, Iwatsubo T, A42 

overproduction associated with structural changes in the catalytic pore of -secretase: common effects of 

Pen-2 N-terminal elongation and fenofibrate. J Biol Chem. 282(17):12388-12396 (2007) 

Kan T, Kita Y, Morohashi Y, Tominari Y, Hosoda S, Tomita T, Natsugari H, Iwatsubo T, Fukuyama T, 

Convenient synthesis of photoaffinity probes and evaluation of their labeling abilities. Org Lett. 9:2055-2058 

(2007) 

Fuwa H, Takahashi Y, Konno Y, Watanabe N, Miyashita H, Sasaki M, Natsugari H, Kan T, Fukuyama T, 

Tomita T, Iwatsubo T, Divergent synthesis of multifunctional molecular probes to elucidate the enzyme 

specificity of dipeptidic -secretase inhibitors. ACS Chem Biol. 2(6):408-418 (2007) 

Miyazaki T, Yokoshima S, Simizu S, Osada H, Tokuyama H, Fukuyama T, Synthesis of (+)-Vinblastine and its 

analogues. Org Lett. 9:4737-4740 (2007) 

◎Sato C, Takagi S, Tomita T, Iwatsubo T, The C-terminal PAL motif and transmembrane domain 9 of 

presenilin 1 are involved in the formation of the catalytic pore of the -secretase. J Neurosci. 

28(24):6264-6271 (2008) 

Yamagishi H, Matsumoto K, Iwasaki K, Miyazaki T, Yokoshima S, Tokuyama H, Fukuyama T, Synthesis of 

Eudistomin C and E: Improved Preparation of the Indole Unit. Org. Lett. 10:2369-2372 (2008) 

Cheung KH, Shineman D, Müller M, Cárdenas C, Mei L, Yang J, Tomita T, Iwatsubo T, Lee VM, Foskett JK. 

Mechanism of Ca2+ disruption in Alzheimer's disease by presenilin regulation of InsP3 receptor channel 

gating. Neuron. 58(6):871-883 (2008) 

Cheng H, Vetrivel KS, Drisdel RC, Meckler X, Gong P, Leem JY, Li T, Carter M, Chen Y, Nguyen P, Iwatsubo 

T, Tomita T, Wong PC, Green WN, Kounnas MZ, Thinakaran G. S-palmitoylation of -secretase subunits 

nicastrin and APH-1. J Biol Chem. 284(3):1373-1384 (2009) 

Satoh N, Akiba T, Yokoshima S, Fukuyama T, A Practical Synthesis of (–)-Oseltamivir Tetrahedron, 

65:3239-3245 (2009) 

Mio K, Ogura T, Maruyama Y, Sato C, Three dimensional structures of ion channels revealed by electron 

microscopy: Na channel, IP3 receptor, TRP channels and -secretase. Korean J Physiology & Pharmacology 

13:107-109 (2009) 
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３．特許出願リスト 

 

表題 概要 出願年月日 

抗ニカストリン scFv γセクレターゼ活性の阻害によるアルツハ

イマー病の治療薬探索 

平成 21 年 2 月 3 日
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課 題 名 核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の
開発 

代 表 機 関 名 東京大学 

代 表 研 究 者 名 北 潔 

分担機関・分担研究者名 京都工芸繊維大学（原田 繁春）、順天堂大学（青木 孝）、東京大学（井

上 将行）、理化学研究所（田仲 昭子） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

WHO は制圧すべき感染症の一つにトリパノソーマ症を掲げており、その化学療法剤の開発が急務となっ

ている。このような国際的な要請に基づき、基礎研究の成果を実際に結実させ、科学先進国としてわが

国から発信することが期待されている。そこで我々がすでに化学療法剤の標的としての有効性を明確に

しているトリパノソーマ原虫の核酸および細胞内レドックス調節パスウェイに関与する酵素群をター

ゲットとして立体構造を明らかにし、その情報に基づいて特異的阻害剤の分子設計を行い、さらに候補

化合物の合成と構造活性相関を通して、実用化に向けてリード化合物を見出すことを目的としている。

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 中南米のトリパノソーマ症の病原体である Trypanosoma cruzi のピリミジ

ン合成系酵素群に関する立体構造に基づく薬剤の分子設計を進め、DHOD

（dihydroorotate dehydrogenase）に関しては実際により高い阻害効果を

示す化合物を見出した。またミトコンドリア内膜の呼吸酵素である回虫の

キノール-フマル酸還元酵素（fumarate reductase:QFR）の特異的阻害剤で

あるフルトラニルの結合部位を明らかにし、これに関わるアミノ酸残基を

特定した。さらにアフリカ睡眠病の病原体である Trypanosoma brucei のシ

アン耐性酸化酵素を初めて結晶化し、位相決定のための条件検討に入って

いる。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

DHOD（T. cruzi dihydroorotate dehydrogenase） 

 ピリミジン合成反応は、カルバモイルリン酸合成酵素 II（CPSII）、アス

パラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼ（ACT）、ジヒドロオロターゼ

（DHO）、DHOD、オロト酸ホスホリボシルトランスフェラーゼ（OPRT）、オロ

チジル酸デカルボキシラーゼ（OMPDC）の順に進行し、ウリジン 5’-リン

酸（UMP）を生成する。第 4 酵素である DHOD はピリミジン合成と細胞のレ

ドックス調節の両者に関与する鍵酵素であることが判っている重要な分子

であり、すでにこれまでに 1.2Åの解像度の結晶を用いて進めて来た研究

から、DHOD の立体構造、DHOD に第一、第二反応の基質や生成物が結合した

構造を決定し、酵素反応機構については充分な情報を得ている。そこで得

られている立体構造の情報に基づき薬剤の分子設計を試み、構造活性相関

を調べた。 

 DHOD の酵素反応生成物オロト酸やその類似化合物オキソン酸は強力では

ないが阻害剤として作用する（各々の阻害活性、IC50=33、44 M）。これら

と DHOD との複合体構造の解析から、オロト酸やオキソン酸の５位と２位の

部分にわずかな隙間のあることが明らかになった。そこで、その隙間を埋
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めることができるような置換基

を導入すればより優れた阻害剤

に な る と 考 え 、 市 販 の

5-fluoroorotate（図 1、5-F）に

ついて阻害活性（IC50）を測定し

たところ、35 M とオロト酸や

オキソン酸と同等の阻害活性を

示した。しかし、フッ素原子の

ファン・デル・ワールス半径は

1.35Åで、水素原子（1.2Å）よ

りも少し大きいだけなので、さ

らに大きな置換基を導入した時

の阻害活性に及ぼす効果を調べ

るために、図 1 の 5-I、5-Cl、

5,5,6-Cl、5-Br、5,5,6-Br を合

成した。これらの化合物の IC50

は（5-I=195 M、5-Cl=190 M 

5,5,6-Cl=120 M、5-Br=290 M、

5,5,6-Br=85 M）で、オロト酸よりもむしろ大きくなっており、阻害活性

は上昇しなかった。しかし、フッ素や水素よりもファン・デル・ワールス

半径の大きな塩素や臭素、ヨウ素に置換した誘導体でもそれほど阻害活性

を弱めること無く DHOD に結合できていた。その理由を明らかにするため

に、DHOD との複合体結晶を調製し構造解析を行なった。その結果、ジヒド

ロオロト酸誘導体の５位近傍に存在している Leu71 の位置が置換基の大き

さに応じて変化していることが判った。このように、ジヒドロオロト酸誘

導体の結合に伴って起こる Leu71 の誘導適合の結果、これらの化合物は５

位置換基の大きさに関係なく阻害活性を大きく損なうこと無く DHOD に結

合できたことが判った。 

 次に５位にさらにかさ高い置換基を入れたオロト酸誘導体を合成し、

DHOD との複合体構造の解析を行なった。その結果、ある程度のかさ高さを

持つ場合は活性部位に蓋をするループは閉じた構造をとり、活性部位は外

部から遮断されているが、さらにかさ高い置換基を持つ誘導体ではループ

は完全に閉じていないので、活性部位と外部は遮断されていないことが判

った。すなわち、さらにかさ高い置換基に置き換えても DHOD に結合する

ことが可能であり、その置換基と DHOD の分子表面にあるアミノ酸残基と

の間に水素結合等を形成できるように設計すればより優れた阻害剤と成

り得ることが示唆された。 

 そこでループの開閉に応じたそれぞれの構造の特徴を考慮した in 

silico screening を行った。数百万個の化合物データベースから closed 

form と open form 各々26 個、228 個を選択し、実際に阻害活性を測定した

図 1. ５位をハロゲンで置換した 

     ジヒドロオロト酸誘導体 
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結果、前者からはオロト酸より 30 倍以上阻害活性の高いものが、また後

者からは新規な骨格の阻害剤を見出すことがで

きた。 

 

ACT（T. cruzi aspartate 

 carbamoyltransferase） 

 哺乳類ピリミジン合成系の第１〜３酵素

（CPSII、ACT、DHO）は、１本のポリペプチド鎖

に融合して機能している。一方、T. cruzi では

各々が別個のポリペプチド鎖として存在している。大腸菌の大量発現株を

3 L 培養し、約 3 mg の精製 T. cruzi ACT（TcACT）を得た。結晶化条件を

スクリーニングした結果、基質の一つカルバモイルリン酸共存下で PEG3350

を沈澱剤として結晶を得た。この結晶で X線回折実験（SPring-8 BL41XU）

を行ない、1.5Å分解能のデータを得ることができた。構造解析は好熱菌

Pyrococcus abyssi の ACT の立体構造（pdb code 1ML4、アミノ酸配列の相

同性 38%）をモデル分子に使って分子置換法で行ない、1.5Å分解能で信頼

度因子 R=0.175（R-free=0.198）まで精密化することができた（図 2）。 

 TcACT はホモ３量体構造で、活性部位の形成には隣接する分子の一部分

も関わっていた。従って、３量体の形成が ACT の機能に不可欠であると考

えられる。活性部位を形成しているアミノ酸残基やそこに結合しているカ

ルバモイルリン酸と相互作用しているアミノ酸残基は、多くの生物種で保

存されていた。しかし、それらの中で TcACT の Asp61 と Met172 は、ヒト

ACT では Val と His になっているので、この違いを利用して TcACT の活性

部位に特異的に結合する競合阻害剤を設計可能である。さらに、モノマー

単位で見ると、分子表面には低分子化合物が結合可能な凹みがいくつかあ

った。実際、データ測定で使った抗凍結剤中のグリセロールが、その一つ

に結合していた。また、隣の分子の一部がはまり込んでいる凹みがあり、

そこは３量体形成に重要な役割を果たしていると考えられる。このような

凹みの中には、ヒト ACT とアミノ酸の相同性が低い箇所があるので、そこ

に TcACT 特異的に結合する化合物を設計することができれば、３量体形成

を妨ぐ非競合阻害剤となり得る。 

 現在、TcACT 特異的な阻害剤を見出すために、PALA 等の既知の阻害剤や

in silico screening で見出された化合物との複合体結晶の構造解析を進

めている。 

  

QFR and SQR（A. suum adult fumarate  

reductase and porcine heart mitochondria 

 succinate dehydrogenase） 

 フルトラニルは哺乳類小腸内の低酸素濃度 

下で生息する回虫成虫フマル酸還元酵素（QFR） 

図2. ACTの３量体構造

CF3

N
H

O

O

図 3. フルトラニル
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を極めて高い特異性（IC50=60 nM）で阻害する。しかし、逆反応を触媒する

哺乳類の類縁酵素、コハク酸脱水素酵素（SQR）に対しては、フルトラニル

結合部位のアミノ酸残基がほぼ完全に保存されてるにもかかわらず、IC50

は 46 M と高い。その理由を明らかにし、QFR に対する特異性がもっと高

い阻害剤を設計するために、回虫成虫 QFR とブタ SQR にフルトラニルが結

合した構造を解析した（１９年度）。その結果、フルトラニルのイソプロピ

ル基と QFR の CybL サブユニット Trp69（哺乳類 SQR では Met）間の CH-π

相互作用が、QFR に対する高い特異性の原因であることを突き止めた。こ

の結果から、フルトラニル誘導体 6a（１９年度に解析）、7a と 8（解析中）

を合成した。これらの化合物では CH-πをより強いπH-π相互作用に変え

ることで、QFR に対する阻害活性の向上を狙っている。さらに、フルトラ

ニルのコンフォメーションの自由度を制限し、QFR への結合に伴うエント

ロピーの減少を小さくした化合物や、回虫とブタの結合部位 cavity の大き

さの違いを考慮した化合物を in silico で設計し合成中である。構造解析

と平行して 6a、7a、8 と、メプロニルやサリチルアニリド等、市販のフル

トラニル類似化合物８種類について、QFR と SQR に対する阻害活性を測定

した。その結果、これらの化合物の多くは、QFR に対する阻害効果に大き

な変化は示さなかった。これまでに解析した化合物の構造および IC50 の値

から、イソプロピル基の CH-π相互作用以外に、トリフルオロメチル基や

芳香環が関与する相互作用が、フルトラニルの QFR に対する特異性に非常

に重要であることが分かった。 

TAO（T.brucei alternative oxidase） 

 膜タンパク質である TAO は、当初ほとんど回折を示さない結晶しか得ら

れなかった。しかし、結晶化に用いる界面活性剤や添加物を 適化し、１

９年度には 3.4Å分解能の回折強度データを測定し、結晶学的パラメータ

を決定することができた。さらに分解能の高い結晶を得るために、結晶化

条件の 適化、精製後 His タグを除去した TAO を用いた結晶化を行ってい

る。一方、これと平行して、多波長異常分散法で位相を求めるために、メ

チオニンをセレノメチオニンに置換した TAO を発現させ精製を試みた。し

かし発現量が極めて少なく、結晶化に必要な量の TAO を得ることができな

かった。そこで重原子同形置換法あるいは重原子誘導体結晶を使った多波

長異常分散法で位相を求めることとした。重原子のスクリーニングを行っ

た結果、水銀化合物とユーロピウムがパターソン関数から判断して有望で

あることが分かったので、重原子のソーキング条件を検討中である。また

近鉄の添加が結晶を良質にする事を見出した。 

GK（T.cruzi glycerol kinase） 

 精製法を確立することができた。しかしグリセロール共存下、-30℃では

安定なものの、4℃等結晶化を行なう条件では不安定なので、GK の安定化

を図るリガンドを探索した結果、数種のリガンドが活性を安定化する事が

判り、現在これらの存在化で結晶化を試みている。 
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（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

これまでは主に構造解析に絞って研究を進めて来た。一部得られている酵

素の機能に関する阻害剤の結合や阻害機構に関しての情報は上記の「構造

解析に関する成果」に記載した。 

３．グループ全体の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

構造解析したタンパク質数 

59 件 

４．グループ全体の論文発表件数 25 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

薬剤標的の同定と遺伝子クローニング、標的酵素の精製と結晶化、結晶解析とその情報に基づいた薬剤

の分子設計、必要な化合物の合成とグループの連携は極めて効果的に進んでいる。それぞれの標的酵素

で大きな進展が見られ、当初の目標に対する現時点での達成度は高いと考えている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

1〜2 ヶ月に一回の全体の打合せに加え、常時 E-mail などによる情報交換を緊密に行って来た。また

SPring-8 や PF における X 線回折実験には各分担機関から複数のメンバーが参加し、実験とともに効果

的な議論を行っている。さらに対象となるタンパク質別に関与するメンバーが随時打合せを行い、「生

物学グループ」と「構造科学グループ」の連携は極めて密であり、効果的である。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

DHODに関しては得られた構造情報に基づいて行ったin silicoでスクリーニングした候補化合物につい

て「制御」の化合物ライブラリーから供与を受け、実際に阻害効果を示す化合物を見出している。また、

無細胞タンパク質合成系に関しても愛媛大学の遠藤グループの協力により実際にQFRのペプチドの合成

に成功しており、他のグループとの連携を効果的に進めている。 

９．今後の展望 

「研究成果」の項に述べた様に本研究プロジェクトは「生物学的アプローチ」と「構造科学的アプロー

チ」の連携が非常に効率的に進んでおり、標的タンパク質の精製、結晶化、構造解析とその情報に基づ

く in silico スクリーニングと化合物の合成、共結晶、阻害効果のフィードバックによる新規化合物の設

計から DHOD、QFR についてはより低濃度で阻害する化合物がかなりのスピードで見つかって来てい

る。特に前者では、最近の実験で実際に低濃度でトリパノソーマを殺滅する活性を示す化合物が出て来

ており、真のリード化合物を見出す可能性は高い。ACT はすでに高分解能を示す結晶が得られており、

TAO、GK においても次第に良質な結晶が得られつつある事から、これまで報告のない TAO などのタン

パク質に関して世界に先駆けて立体構造を解く事ができると考えられる。また、大量精製法の確立をめ

ざしている数種の酵素に関しては、条件検討に努力し、まずは結晶生成を目標としてスピードアップす

る予定であるが、DHOD や QFR の進展が順調な事から、これらのタンパク質に時間とエネルギーをか

ける余裕が出てきており、その実現性は高いと考えられる。 

１０．特記事項 

（１）研究成果について 

・T. cruzi の DHOD に関して、構造情報に基づいた in silico スクリーニングからより高い阻害効果を

示す化合物を見出した。またこの中には培養系でトリパノソーマを殺滅するものも見出されている。 
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・膜タンパク質である回虫QFRを特異的に阻害するフルトラニルの結合部位を共結晶により明らかにし、

さらに特異性に関わるフルトラニルの構造とアミノ酸残基を見出すことができた。 

・2鉄膜タンパク質であるシアン耐性酸化酵素に関し、解析可能な結晶を初めて得ることができた。 

（２）その他 

 T. cruziのDHODの立体構造と反応機構を解析した9月23日発行のBiochemistry (2008) 47, 10881-10892 

“Structures of Trypanosoma cruzi Dihydroorotate Dehydrogenase Complexed with Substrates and 

Products: Atomic Resolution Insights into Mechanisms of Dihydroorotate Oxidation and Fumarate 

Reduction.” Daniel Ken Inaoka, Kimitoshi Sakamoto, Hironari Shimizu, Tomoo Shiba, Genji 

Kurisu, Takeshi Nara, Takashi Aoki,Kiyoshi Kita, and Shigeharu Harada.が ”Faculty of 1000 

Biology”の推薦論文に選ばれた。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）      7,050        0             0           7,050 

人件費（千円）      8,449     10,974         9,332          28,756 

業務実施費（千円）     36,809         40,564        42,976         120,349 

間接経費（千円）     15,692         15,462        15,692          46,845 

合計（千円）     68,000        67,000        68,000         203,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 
PDB 

ID 

概要（当該タンパク質の役割、重要性、

解析難易度、PDB 登録を行っていない

場合はその理由等を簡潔に記載） 

(1) Trypanosoma cruzi ジヒドロオロト酸脱水素酵素

（DHOD） 

2DJX リガンドフリー。本原虫のピリミジン

合成系の鍵酵素であり、原虫の増殖に

必須である事から格好の薬剤標的で

ある。以下に示すように全ての基質と

反応生成物との共結晶が得られ（(3)

〜(6)）、酵素反応の詳細が明確になっ

た。この結果を Biochemistry 誌に報告

したところ「Faculty of 1000 Biology」

に選ばれた。 

(2)DHOD‐オキソン酸複合体 

(3)DHOD‐ジヒドロオロト酸複合体 

(4)DHOD‐オロト酸複合体 

(5)DHOD‐フマル酸複合体 

(6)DHOD‐コハク酸複合体 

2E6F

2E68 

2E6A

2E6D

2DJL

DHOD にオキソン酸（阻害剤）、ジヒ

ドロオロト酸（基質）、オロト酸（反

応生成物）、フマル酸（基質）、コハク

酸（反応生成物）が結合した複合体の

立体構造。 

(7)DHOD‐5-fluoroorotate 複合体 

(8)DHOD‐5-chloroorotate 複合体 

(9)DHOD‐5-bromoorotate 複合体 

(10)DHOD‐5-iodoorotate 複合体 

(11)DHOD‐5-vinylorotate 複合体 

(12)DHOD‐5-amino-orotate 複合体 

(13)DHOD‐5-(3,3-dimethylbutyl)-orotate 複合体 

(14)DHOD‐5-(2-phenylethyl)-orotate 複合体 

(15)DHOD‐

5-{2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}-orotate 複合

体 

(16)DHOD‐5-[2-(4-methylphenyl)ethyl]-orotate 複合体

(17)DHOD‐

5-{2-[4-(cyanomethyl)phenyl]ethyl}-orotate 複合体 

(18)DHOD‐5-[2-(4-tert-butylphenyl)ethyl]-orotate 複

合体 

(19)DHOD‐5-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-orotate 複合体

(20)DHOD‐5-[2-(3,4-difluorophenyl)ethyl]-orotate 複

合体 

(21)DHOD‐

PDB

未 登

録（30

件） 

DHOD にオロト酸誘導体化合物が結

合した複合体の立体構造。現在、これ

らの化合物との複合体構造に基づい

て、新たな阻害剤の設計・合成・活性

測定・複合体構造の解析を行い、より

優れた阻害剤の設計を行っている。そ

の結果、オキソン酸やオロト酸に比べ

て阻害活性が一桁向上した化合物を

見出した。また、活性部位よりも大き

な阻害剤も見出した。今後、さらに阻

害剤の設計、阻害活性測定、複合体構

造の解析を行い、投稿論文にまとめた

上で、PDB に登録する。 
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5-[2-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethyl]-orotate 複合体 

(22)DHOD‐5-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-orotate 複合

体 

(23)DHOD‐

5-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}-orotate 複合

体 

(24)DHOD‐

5-{2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}-orotate 複合

体 

(25)DHOD‐

5-{2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}-orotate

複合体 

(26)DHOD‐

5-[2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethyl]-orotate 複合体

(27)DHOD‐

5-{2-[2-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl}-orotate 複合体 

(28)DHOD‐5-[2-(4-phenoxyphenyl)ethyl]-orotate 複合

体 

(29)DHOD‐5-[2-(4-phenylphenyl)ethyl]-orotate 複合体

(30)DHOD‐5-[2-(naphthalen-1-yl)ethyl]-orotate 複合

体 

(31)DHOD‐5-[2-(phenanthren-9-yl)ethyl]-orotate 複合

体 

(32)DHOD‐

5-{2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethyl}-orotate 複合

体 

(33)DHOD‐5-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-orotate

複合体 

(34)DHOD‐2-amino-orotate 複合体 

(35)DHOD‐2-sulfanylidene-orotate 複合体 

(36)DHOD‐2-(methylsulfanyl)-orotate 複合体 

 

(1) Trypanosoma cruzi アスパラギン酸カルバモイルトラ

ンスフェラーゼ（ACT） 

 

PDB

未 登

録（1

件） 

リガンドフリー。本原虫のピリミジン

合成系の第二酵素であり、原虫の増殖

に必須である事から格好の薬剤標的

である。アスパラギン酸とカルバモイ

ルリン酸を基質とし、カルバモイルア

スパラギン酸の合成反応を触媒する。

以下に示すように、基質であるカルバ

モイルリン酸、アスパラギン酸、カル
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バモイルリン酸とアスパラギン酸の

両方、反応中間体、阻害剤 PALA との

複合体結晶が得られ、構造解析が終了

した。また、基質や阻害剤と類似の骨

格を持つ 76 化合物を、東京大学生物

機能制御化合物ライブラリー機構か

らインシリコでスクリーニングで見

出した。 

(2)ACT‐カルバモイルリン酸複合体 

(3)ACT‐アスパラギン酸複合体 

(4)ACT‐カルバモイルリン酸・アスパラギン酸複合体 

(5)ACT‐PALA 複合体 

(6)ACT‐反応中間体複合体 

PDB

未 登

録（5

件） 

ACT にカルバモイルリン酸(2)、アスパ

ラギン酸(3)、カルバモイルリン酸と

アスパラギン酸の両方(4)、阻害剤

PALA(5)、反応中間体(6)が結合した複

合体構造。(4)は酵素反応開始前の複

合体構造。(6)は(4)の結晶中で酵素反

応が進行し、2 つの基質が生成物（カ

ルバモイルアスパラギン酸）になる

前、反応中間体に変化した時の複合体

構造である。結晶中で酵素反応をスタ

ートさせ、反応中間体との複合体構造

を捉えることができた例は極めて少

ない。(4)や(6)構造から、ACT の酵素

反応をスナップショットとして見る

ことができる（精密化中）だけでなく、

これから解析を行う化合物との複合

体構造と合わせて、特異性の高い優れ

た阻害剤の設計を行う上で重要な指

針になり得る。(1)〜(6)については、

精密化が終了した時点で論文を作成

し、PDB に登録する。 

 

(1) 回虫ロドキノン‐フマル酸還元酵素（QFR） PDB

未 登

録（1

件） 

QFR はミトコンドリア内膜中に存在す

る膜蛋白質であり、発現系の構築が困

難である。そこで、寄生虫の中でも、

虫体の大きな回虫からミトコンドリ

アを調製し、寄生虫のモデル蛋白質と

して回虫成虫 QFR を対象にした。結晶

化条件のスクリーニングは様々な界

面活性剤存在下で行うことで、結晶化

に適した界面活性剤と結晶化条件を

見いだすことが出来た。また、屠場で
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回虫を入手することが困難になって

きているので、極めて貴重なサンプル

である。 

哺乳類小腸内の嫌気的な環境で生息

する回虫成虫のミトコンドリア内膜

に存在する膜蛋白質QFRは末端酸化酵

素として、ロドキノールの酸化と共役

してフマル酸をコハク酸に還元する

フマル酸還元酵素である。この反応

は、哺乳類ミトコンドリア中に存在す

る QFR の類縁酵素、コハク酸脱水素酵

素（SQR、ブタの酵素が他グループに

よって解析済み）の逆反応である。QFR

も SQR も 2 つの可溶性サブユニット

（Fp、Ip）と膜貫通サブユニット

（CybL、CybS）から構成されており、

両者のアミノ酸配列は、Fp で 71%、Ip

で 67%、CybL で 27%、CybS で 35%が一

致している。フマル酸やコハク酸は、

補欠分子族 FAD を持つ Fp サブユニッ

トに結合する。Ip、CybL、CybS サブユ

ニットによって形成されているロド

キノール結合部位で、ロドキノールが

ロドキノンに酸化される。酸化によっ

て生じた電子は、Ip サブユニット中の

3 つの鉄-硫黄クラスターを通じて、

FAD を還元、さらに還元型 FAD はフマ

ル酸をコハク酸に還元する。 

(1)は QFR に基質（フマル酸）と化学

構造が類似し、古くから阻害剤として

知られているマロン酸とロドキノン

との複合体。 

 

回虫成虫 QFR との複合体構造 

(2)QGR‐フルトラニル 複合体 

(3)QGR‐フルトラニル誘導体 6a 複合体 

 

ブタ心筋ミトコンドリア SQR との複合体構造 

(4)SQR‐フルトラニル 

(5)SQR‐Mepronil 

PDB

未 登

録（16

件） 

QFR と SQR はアミノ酸配列や立体構造

が良く似ている。しかし、フルトラニ

ルは、QFR に対して IC50=60 nM、SQR

に対しては 46 M と、QFR に極めて特

異性の高い阻害剤である。そこで、こ

の特異性の原因を明らかにするため、

QFR や SQR にフルトラニルが結合した
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(6)SQR‐9a 

(7)SQR‐JIM-181-P、 

(8)SQR‐JM-1-141b 

(9)SQR‐6a 

(10)SQR‐7a 

(11)SQR‐8 

(12)SQR‐Benodanil、 

(13)SQR‐Mepenil 

(14)SQR‐Salicylanilide、 

(15)SQR‐2-(trifluoromethyl)benzanilide） 

(16)SQR‐IME 

(17)SQR‐N-methyl-2-iodobenzanilide 

構造を決定した（(2)と(4)）。さらに、

これらの構造に基づいて、様々なフル

トラニル類似化合物を合成し阻害活

性測定や複合体構造の解析を行った。

同時に、市販の類似化合物も対象にし

た。現在、フルトラニルを含む 25 化

合物について阻害活性を測定し、その

内、QFR は 2 化合物（(2)と(3)）、SQR

は 14 化合物（(4)〜(17)）との複合体

構造を決定した。その結果、フルトラ

ニルのQFRに対する特異性について知

見を得ることが出来た。また、対象と

した化合物の中から、QFR に対する阻

害活性（IC50）が向上した化合物（6a、

JIM-11）を見出したが、これらは SQR

に対しても向上していた。一方、阻害

活性は少し悪くなっているが、QFR

（IC50=300 nM 程度）に対する特異性

が SQR（1.4〜6.3 mM）に比べて飛躍的

に向上した化合物を 2種見出した。 

現時点では、全ての化合物について構

造解析が出来ていないし、これまでの

知見を基に阻害剤の設計も行ってい

るところである。それらが終了した時

点で投稿論文にまとめ、PDB にも登録

する。 

 

２．論文のリスト 

 

Anaerobic NADH-Fumarate Reductase System Is Predominant in the Respiratory Chain of Echinococcus 

multilocularis, Providing a Novel Target for the Chemotherapy of Alveolar Echinococcosis. Matsumoto J., 

Sakamoto K., Shinjyo N., Kido Y., Yamamoto N., Yagi K., Miyoshi H., Nonaka N., Katakura K., Kita K. and 

Oku Y. (2008) Antimicrob. Agents. Chemother. 52, 164-170 

Change of subunit composition of mitochondrial complex II (Succinate-ubiquinone reductase/Quinol-fumarate 

reductase) in Ascaris suum during the migration in the experimental host.   Iwata F., Shinjyo N., Amino H., 

Sakamoto K., Islam M. K., Tsuji N. and Kita K.  (2008)  Parasitol. Int. 57, 54-61 

Mutation underlying resistance of Plasmodium berghei to atovaquone in the quinone binding domain 2 (Qo2) 

of the cytochrome b gene. Siregar J. E., Syafruddin D., Matsuoka H, Kita K., and Marzuki S. (2008) Parasitol. 

Int. 57, 229-232 
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Compelling EPR evidence that the alternative oxidase is a diiron carboxylate protein. Moore, A. L., Carré, J. 

E. , Affourtit, C., Albury, M. S. Crichton, P. G.,  Kita, K. and Heathcote, P. (2008) Biochim Biophys. Acta 

(Bioenergetics) 1777, 327-330 

◎ Structures of Trypanosoma cruzi dihydroorotate dehydrogenase complexed with substrates and products: 

Atomic resolution insights into mechanisms of dihydroorotate oxidation and fumarate reduction. Inaoka, D. 

K., Sakamoto, K., Shimizu, H., Shiba, T., Kurisu, G., Nara,T., Aoki, T., Kita, K. and Harada, S. (2008) 

Biochemistry 47, 10881-10891 

◎ Screening of detergents for solubilization, purification and crystallization of membrane proteins: a case 

study on succinate:ubiquinone oxidoreductase from Escherichia coli.  Shimizu, H., Nihei, C., Inaoka, D. K., 

Mogi, T., Kita, K. and Harada, S. (2008)  Acta Crystallographica F64, 858-862 

Mitochondrial Dehydrogenases in the Aerobic Respiratory Chain of the Rodent Malaria Parasite Plasmodium 

yoelii yoelii.  Kawahara, K., Mogi, T., Tanaka, Q. T., Hata, M., Miyoshi, H. and Kita K. (2009)  J. Biochem. 

145, 229-237 

Antibiotics LL-Z1272 identified as novel inhibitors discriminating bacterial and mitochondrial quinol 

oxidases.  Mogi, T., Ui H., Shiomi, K., Ōmura, S., Miyoshi, H. and Kita, K. (2009) Biochim Biophys. Acta 

(Bioenergetics) 1787, 129-133 

◎ Novel Mitochondrial Complex II Isolated from Trypanosoma cruzi is Composed of Twelve Peptides 

Including a Heterodimeric Ip Subunit.  Morales, J., Mogi, T., Mineki, S., Takashima, E., Mineki, R., 

Hirawake, H., Sakamoto, K., Ōmura, S. and Kita, K. (2009)  J. Biol. Chem. 284, 7255-7263 

Siccanin rediscovered as a species-selective succinate dehydrogenase inhibitor. Mogi, T., Kawakami, T., Arai, 

H., Igarashi, Y., Matsushita, K., Mori, M., Shiomi, K. Omura, S., Harada, S. and Kita, K. (2009)  J. Biochem. 

in press 

 

 

３．特許出願リスト 
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課 題 名 メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体

AdipoR/AMPK/ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治

療法開発 

代 表 機 関 名 東京大学 

代 表 研 究 者 名 門脇 孝 

分担機関・分担研究者名 理化学研究所（横山 茂之）、生理学研究所（箕越 靖彦） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

我国死因一位の心血管疾患の主因はメタボリックシンドローム(MS)・糖尿病と考えられ、それら激増の

主因はエネルギー蓄積による肥満とそれに伴う善玉アディポカインであるアディポネクチン(Ad)の低下

である事を明らかにした。Ad は AdipoR と結合し、AMPK を活性化して、ACC をリン酸化して活性を

抑制すること等によって、末梢組織（肝臓や骨格筋等）でエネルギー燃焼等を促進する。一方中枢神経

系では、AdipoR/AMPK 抑制が食欲抑制等を介して抗肥満に作用する。本研究では、AdipoR がアゴニス

ト or アンタゴニストのリード化合物及び細胞内シグナル分子と結合した状態、さらに AMPK や ACC の

立体構造解析を機能解析と組合わせて行う事により、最終的にナノモルオーダーの AdipoR or AMPK or 

ACC 活性制御剤を得る事を目的とする。中枢における AdipoR or AMPK の阻害剤、或は末梢における

ACC 阻害剤は、エネルギー燃焼に注目し MS の鍵分子をターゲットとした新規の治療法となる。またこ

れら阻害剤はエネルギー燃焼系の医学・生命科学分野の全世界の研究に多大に貢献する。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 AdipoR および相互作用因子である Adiponectin, APPL1 の発現•精製の条件を

検討し、大量調製を行った。変異体の作製、抗体の作製、T4 lysozyme 融合

タンパク質の作製などを開始あるいは完了させ、結晶化へと進めている。

AdipoR1 の細胞内 N 末端領域と APPL1 PTB ドメインとが相互作用している

ことが in vitro 系で初めて示された。機能解析として、Adiponectin による

AMPK 活性化に極めて重要な役割を果たす AdipoR1 結合タンパクを我々が

新規に同定し、結合ドメインや細胞・個体レベルでの意義・役割を示した。

AdipoR1 活性化状態の立体構造解析に重要な知見で、AdipoR1 との共結晶化

を進めている。CaMKK に特異的な阻害剤 STO-609 の共存下で、CaMKK2

の結晶を得、得られた共結晶を用いてシンクロトロンによる X 線回折実験

を行い、2.4 Å までの分解能の回折データが得られ、CaMKK2・STO-609 複

合体の立体構造を決定することに成功した。CaMKK2 の in silico 阻害剤設計

を行っている。昆虫細胞を用いたバキュロ発現系と大腸菌無細胞発現系に

ついてサブユニットの変異体の組合せを系統的に探索し、αサブユニット

のキナーゼドメインを含む結晶化に適した一分子ずつのα2,β1,γ1 サブユ

ニットを含む AMPK 三者複合体の大量調製に成功し、結晶化へと進めてい

る。AMPKα2 キナーゼドメインと Compound C 複合体の立体構造解析に成

功し、in silico スクリーニングを経て、課題 C 長野グループとの連携によっ

て、実際に 133 の候補化合物を入手し、チーム内で活性スクリーニングを

実施し、複数の新規ヒット化合物を実際に得ている。ACC2 の活性制御領域

については、結晶化に適したタンパク質が得られている。Homology model

を用いた ACC2 阻害剤の探索を開始し、平成 20 年度末までに東京大学のラ

イブラリー機構にある化合物から ACC2 生化学スクリーニング用化合物ラ

イブラリーを選択する予定である。 

- 236 -



（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

【AdipoR の結晶構造解析】 

 AdipoRおよび相互作用因子であるAdiponectin, APPL1の発現•精製の条件

を検討し、大量調製を行った。AdipoR の発現には、大腸菌無細胞タンパク

質合成系、バキュロウィルス/昆虫細胞系、ヒト細胞系を用いた。バキュロ

ウィルス/昆虫細胞系で、FLAG タグを付加した全長 AdipoR1（375 残基）

を、ヒト細胞 HEK293 系で、FLAG タグを付加した全長 AdipoR1/R2 をそれ

ぞれ発現させた。様々な界面活性剤を用いて可溶化条件の検討を行い、膜

画分を調製することに成功した。AdipoR の結晶化戦略として、１）欠失変

異によるタンパク質安定化、２）添加剤による安定化、３）特異抗体結合

による安定化、４）融合タンパク質による安定化を考えた。まず、精製を

試みた全長 AdipoR1 は凝集傾向にあったことから、細胞内の N 末端領域が

分子の不安定さに関与していると考え、N末端領域欠失変異体を作製し、全

長と同様にバキュロウィルス/昆虫細胞系および、ヒト細胞系で大量発現さ

せた。アフィニティークロマトグラフィー及びゲル濾過クロマトグラフィ

ー精製を行った結果、単一のバンドが得られた。数種の添加剤を加えたサ

ンプルの性状分析結果より、コレステロール添加により精製タンパク質の

安定性が更に向上することが明らかになった。精製サンプルについては、

蒸気拡散法および脂質キュービック液晶法を用いた結晶化へと進めた。 

 膜タンパク質結晶化に有効とされる特異抗体の作成を開始した。昆虫細

胞発現 AdipoR1, R2、高等動物細胞発現 AdipoR1, R2 を、それぞれマウス抗

体ライブラリー、ウサギ抗体ライブラリーからスクリーニングしている。

また平行して、昆虫細胞から精製した AdipoR1 を脂質二重膜に再構成した

プロテオリポソームを抗原としてウサギを免疫し、抗 AdipoR1 特異抗体を

作製している。これらはいずれも、立体構造のみを認識し、denature した

AdipoR1 を認識しない抗体である。（抗原に用いたプロテオリポソーム作成

法は、課題 D 岩田グループとの連携により提供された情報を参考にした）

 GPCR の構造解析で有効性の示された T4 lysozyme 融合タンパク質を作成

し、結晶化を促進させる試みも開始した。７つの膜貫通領域を結ぶ 6 つの

親水性ループ及び N 末端、C 末端に T4 lysozyme を融合させた。これらから

熱安定性の高い融合タンパク質を選択し、キュービック液晶法による結晶

化を進める。 

 Adiponectin を複合体用に、大腸菌無細胞タンパク質合成系、大腸菌体内

発現系、およびバキュロウィルス/昆虫細胞発現系により調製した。大腸菌

無細胞タンパク質合成系および大腸菌体内発現系を用いて大量調製したサ

ンプルについては、DLS, Blue Native-PAGE, 超遠心分析等による性状分析を

行った。 

 AdipoR との複合体作製のため APPL1 を大腸菌体内発現系およびバキュ

ロウィルス/昆虫細胞系により大量調製を行った。両発現系ともに発現は良

好であり、精製サンプルを大量に得ることができたが、DLS 測定結果を比

較すると、バキュロウィルス/昆虫細胞発現系を用いて得られたサンプルの

方が、単分散性が高かった。分解部位に結合すると知られている OCRL を

APPL1 と共発現、共精製することによって分解を阻害し、安定化させた。

 AdipoR1 の細胞内 N 末端領域 と APPL1 との相互作用を確認するため、

AdipoR1 細胞内 N 末端領域領域と APPL1 全長もしくは APPL1 PTB ドメ

インとの共発現ならびに共精製を行った。複数の組み合わせの中でも
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AdipoR1 のある特定の領域が、APPL1 PTB ドメインとの組み合わせにおい

て顕著であることを見出した。それぞれ単独で精製後混合してインキュベ

ートし、ゲルろ過クロマトグラフィーにより、複合体を形成していること

が分かった。これらの結果より、AdipoR1 の細胞内 N 末端領域と APPL1 PTB

ドメインとが相互作用していることが in vitro 系で初めて示された。 

 熱安定性の高い膜タンパク質がより結晶化しやすいことから、膜タンパ

ク質の熱安定性測定法である、CPM 蛍光試薬結合アッセイ系を用い、相互

作用分子である adiponectin、osmotin、APPL1、他内在性因子及び抗体の結

合が AdipoR を安定化するか否かを検討し、安定複合体としての結晶化を行

う。（課題 C 生産の結晶化プロトコールを参考にする） 

【AMPKKs のタンパク質調製と構造解析】 

 AMPK シグナル伝達経

路の制御機構を解明する

ために、AMPK をリン酸

化するキナーゼである

LKB1、CaMKK1、CaMKK2

と、AMPK ファミリーで

ある ARK5 について、大

腸菌および昆虫の無細胞

合成や Sf9 細胞を用いて

タンパク質発現の検討を

行い、構造解析に最適な

タンパク質を選定した。 

 CaMKK1 については、Sf9 細胞発現系を用いることにより、キナーゼドメ

インの可溶性試料を精製することができた。また CaMKK2 については、大

腸菌無細胞合成を用いて、キナーゼドメインの可溶性試料を精製すること

ができた。これらのタンパク質の結晶化条件検討を行ったところ、CaMKK

に特異的な阻害剤 STO-609 の共存下で、CaMKK2 の結晶を得ることができ

た。得られた共結晶を用いてシンクロトロンによる X 線回折実験を行った

ところ、2.4 Å までの分解能の回折データが得られ、既知の結晶構造をモデ

ルとした分子置換法により、CaMKK2・STO-609 複合体の立体構造を決定す

ることに成功した。構造解析の結果、CaMKK2 は典型的なキナーゼドメイ

ンのフォールドを持っており、ATP 結合ポケットに STO-609 を水素結合お

よび疎水的相互作用により結合していることが明らかになった（図）。今後

は、決定した立体構造を用いて、CaMKK2 の in silico 阻害剤設計へと進める

計画である。また CaMKK は、AMPK に加えて CaMK1、CaMK4 などをも

リン酸化することが知られている。そこで、CaMKK/AMPK のシグナル系を

選択的に阻害する薬剤設計のために、基質 AMPK ペプチドを設計し、

CaMKK2 と AMPK ペプチドとの複合体の結晶化スクリーニングを行った。

 LKB1 については、通常の方法では可溶性タンパク質試料を得ることが困

難であったが、バキュロウイルス発現系を用いてシャペロンタンパク質で

ある Cdc37 との共発現を行った結果、可溶性タンパク質として LKB1 キナ

ーゼドメインを回収することができた。ARK5 については、大腸菌発現系お

よび大腸菌無細胞合成を用いてキナーゼドメインの精製条件の検討を行っ

た結果、ARK5 の安定化にシャペロンタンパク質が重要な役割を果たしてい
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ることが明らかになった。現在、大腸菌無細胞合成を用いて、Cdc37/Hsp90

シャペロン再構成を含め、これらのタンパク質の発現条件検討を行ってい

る。 

【AMPKα2,β1,γ1 三者複合体の構造解析進行状況】 

 AMPK は、α,β,γ三者複合体として機能するが、多重複合体の調製は高

難度である。これまでに部分的な三者複合体の結晶構造が報告されている

が、αサブユニットのキナーゼドメインを含む三者複合体の原子レベルで

の立体構造はまだ報告されておらず、詳細な AMPK 活性化機構については

解明されていない（SAXS を使ってのモデルは報告されている）。我々は、

昆虫細胞を用いたバキュロ発現系と大腸菌無細胞発現系についてサブユニ

ットの変異体の組合せを系統的に探索し、αサブユニットのキナーゼドメ

インを含む AMPKα2,β1,γ1 三者複合体の大量調製に成功した。さらに、
大腸菌無細胞系において、様々な条件を試すことにより､α2,β1,γ1の変異体
の数種の組み合わせについて、結晶化に適した精製品を得ることに成功し
た。現在様々な条件や新しい手法を用いて結晶化を試みている。 

また、さらに安定な試料を得るため､クロスリンクの設計を行った。 

 

【AMPKα2 キナーゼドメ

インと Compound C 複合体

の立体構造解析】 

 大腸菌無細胞タンパク質

合成系を用い､キナーゼ活

性中心をもつα2 キナーゼ

ドメインの大量調製を行っ

た。選択的 AMPK 阻害剤で

ある、Compound C との複合

体の X 線結晶構造解析に成

功した。Compound C は、

キナーゼドメインの N ロー

ブ、C ローブ、ヒンジ、活

性化ループで形成される疎水性ポケットの中に入っていた。Compound C の

一部はアデニン結合サイトにはまり、水素結合を形成していた。ドメイン

単体（アポ体）と比べて活性化ループの構造が大きく変化していることが

判明した。 

【Scaffold-based Approach による AMPK 阻害剤の探索】 

 平成 19 年度から AMPK の X 線構造を利用して多様な基本骨格（scaffold）

を探索するために、Scaffold-based Drug Discovery のアプローチを実施してい

る。最初のステップで分子量 250-350 程度、IC50が 1-100 mM 程度の Scaffold

を見出し、置換基を導入することによって活性及び他の kinase との選択性

を向上させていく戦略を Scaffold-based Drug Discovery と呼び、欧米のメガ

ファーマのように数 100 万化合物の社内化合物を持っていなくても多様な

骨格を探索できるものとして注目されつつある。平成 19 年度中に Scaffold

探索のための in silico screening を実施した。AMPK の X 線構造としては、

ATP サイトが塞がれている不活性状態のものが知られている。そこで、

compound Cとの複合体のX線構造中からATPサイト内のループを除去した
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改変モデルを作成し、テストドッキングを行ったところ、既知阻害剤と囮

化合物を比較的良い精度で分離できることがわかった。その AMPK 改変モ

デルを用いて、ドッキングソフト GLIDE で市販の約 500 万化合物に対して

ドッキングを行い、ATP サイトの中でも最重要な領域に結合すると予測さ

れる 226 化合物選択して東京大学ライブラリー機構に購入申請した。化合

物選択の際には新規に開発した interaction fingerprint を用いた機械学習モデ

ルを活用した。 

【ACC のタンパク質調製と構造解析】 

ACC2 の活性制御領域（触媒領域）について、大腸菌および昆虫の無細胞合

成系を用いて、可溶性タンパク質として安定した調製が期待できる領域を

選択した。そして、その領域（複数種類）のタンパク質を大腸菌生細胞、

大腸菌無細胞合成系、バキュロウイルスを用いた発現系で発現・精製を行

った。光散乱・Native-PAGE での分析結果からは、いずれの発現系からも結

晶化に適したタンパク質が得られている。Acetyl-CoA 存在下・非存在下、

還元メチル化反応ありなしなどの状態でサンプルを調製し、さまざまな結

晶化スクリーニングキットに対して結晶化スクリーニングを行った。また、

ループにあると予測される Lys を Ala に置換した変異体（他のタンパク質で

結晶化促進の効果が報告されている）についても結晶化スクリーニングを

行った。Ｃ末の領域がダイマー形成に必要と考えられたため、ダイマー形

成能を残しながら性質のよりよい発現領域を選択するため、さらに詳細に

細かく領域をふって発現領域を選定した。また、酵母 ACC2 のいくつかの

結晶構造上見えていないループ領域についてヒト ACC2 の配列と見比べる

と、比較的保存性が低くかつ Lys の位置が酵母と異なっていたため、その

領域を酵母型に置換したものや削除した変異体を作成している。 

また、全長遺伝子をクローニングし、高等動物細胞で発現させたところ、

タグに対するアフィニティー精製により CBB レベルで単一のバンドに精製

できることがわかった。ACC1 の触媒領域についても、安定した調製が期待

できる領域を選定した。 

【Homology model を用いた ACC2 阻害剤の探索】 

 平成 20 年度から ACC の結晶化・構造解析に先行し、homology model に

よる ACC2 阻害剤の探索を開始した。ACC の各 domain のうち阻害剤の結合

に適したサイトとして、CT domain が知られている。CT domain には carboxyl

化 biotin 結合サイト、Acetyl CoA 結合サイトがあり、どちらも低分子が強く

結合できるような深い結合サイトを形成している。CT domain の X 線構造

としては、yeast の ACC の構造がすでに解かれており、その中で既知の哺乳

類 ACC の阻害剤である CP-640186 との複合体の構造（PDB ID: 1W2X）を

テンプレートとして用いて homology model を数パターン作成した。一方、

ドッキング条件検討用に既知の ACC 阻害剤を文献検索し、100 個あまりの

既知 ACC 阻害剤をデータベース化した。現在、これらの既知阻害剤情報を

用いて本番の in silico screening に用いるモデルの選択やドッキング条件の

検討をしているところであり、年度末までに東京大学のライブラリー機構

にある化合物から ACC2 生化学スクリーニング用化合物ライブラリー（500

個程度）を選択する予定である。 
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（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

【アディポネクチン、アディポネクチン受容体に関する機能解析】 

１）球状アディポネクチンと AdipoR1 との共結晶化を行う系の構築 

 リガンドであるアディポネクチンと受容体 AdipoR1 との共結晶化を行う

系の構築において、リガンドに関しては、CS mutant が均一の構造をとり、

結晶化に適していることを明らかにした。受容体に関しては、AdipoR1 のＮ

末端の欠失変異体が安定的な構造を取り、結晶化に適していることを明ら

かにした。現在、CS mutant と AdipoR1 のＮ末端の欠失変異体の共結晶化を

検討中である。 

２）オスモチンや A9 が AdipoR1 のリガンドとなるかどうかの検討 

 in vitro の系で、オスモチンや A9 が AdipoR と直接結合するかどうか検討

するためにまず、オスモチンや A9 の大量発現系の構築を行った。オスモチ

ン、A9 共にこれまでは、トランスジェニック植物（タバコ）からの精製法

しか成功例がなかった。大腸菌大量発現系を構築した。界面活性剤の最適

化と精製過程で生じる非特異タンパク質の除去により、極めて精製度が高

く、全長アディポネクチンよりも 100 倍比活性高く in vitro で AMPK を活性

化し、個体レベルで耐糖能障害を改善させるオスモチンの大量精製法を開

発した。さらに直接結合の assay 系の立ち上げ・準備を行い、検討中である。

３）CTRP ファミリーメンバーが AdipoR のリガンドになるかどうかの検討

 CTRP(C1q/TNF related protein)ファミリーメンバーとAdipoRが直接結合す

るかどうか、AMPK を活性化するかどうかについて、細胞及び糖尿病モデ

ルマウス・AdipoR 欠損マウスを用い、検討に着手した。CTRP1-13 のうち、

我々が検討した範囲では、少なくとも１種類の CTRP が細胞レベルで AMPK

を活性化することを見出した。また、CTRP2 も AMPK を活性化することが

報告されており、さらなる検討を重ねる意義のあるデータを示すことがで

きた。 

４）AdipoR1 と新規 AdipoR 結合タンパク質の共結晶化を行う系の構築 

 AdipoR1 と新規に同定した AdipoR 結合タンパク質の共結晶化を行う系の

構築をスタートし、検討中である。それと共に野生型マウス及び AdipoR 欠

損マウスなどを用い、新規 AdipoR 結合タンパク質の個体レベルでの解析を

行った結果、アディポネクチン/AdipoR1 による AMPK 活性化に重要な役割

を果たすことを示した（未発表データ）。 

【AMPK 及び AMPKK に関わる機能解析】 

１）βサブユニットにおける２カ所のリン酸化が AMPK 複合体形成を促進

することを見出した。現在、理化学研究所・横山教授のグループにおいて、

これらの疑似リン酸化変異体を用いて AMPK 異種３量体複合体の結晶化、

並びに構造解析を行っている。 

２）レプチンは、視床下部と骨格筋の AMPK 活性を相反的に調節すること

により摂食、代謝調節作用を引き起こす。我々は、CIPP と名付けた新規ホ

スファターゼが、神経細胞株、視床下部において選択的に発現することを

見出した。さらにレプチンが、神経細胞株と視床下部において CIPP を介し

て AMPK 活性を抑制することを見出した。 

３）AMPK ファミリーの一つである ARK5 が、高脂肪食を摂取したマウス

の脂肪細胞と肝臓に発現することを見出した。また、dominant negative ARK5

を脂肪細胞特異的発現するトランスジェニックマウスを作成した。その結

果、このマウスは高脂肪食を摂食させても肥満しないことを見出した。 
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４）96well プレートを用いた AMPK の活性スクリーニング法を開発した。

５）理化学研究所・横山教授の研究グループが明らかにした AMPK 活性型

変異体の立体構造の情報をもとに、理化学研究所・本間先生、田仲先生の

グループにおいて in silico 解析により 226 種類の母核化合物を選択した。こ

の内、133 化合物を東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の長野先

生から提供していただき、生理研・箕越のグループと理化学研究所・田仲

先生のグループの両グループにおいて AMPK 活性に及ぼす効果を調べた。

その結果、AMPK 活性を抑制あるいは上昇させる可能性のある化合物を見

出した。現在、これらの化合物の濃度依存性、再現性を検討している。 

６）acetyl-CoA carboxylase (ACC)活性を変化させる化合物スクリーニング法

に用いるため、ACC 活性に必要な ACC 産物、malonyl-CoA を non-RI 法で測

定する方法を開発した。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 １件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

２件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 ０件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

AMPKα2 キナーゼドメインと Compound C 複合体の立体構造解析に成功し、in silico スクリーニングを

経て、課題 C 長野グループとの連携によって、実際に 133 の候補化合物を入手し、チーム内で活性スク

リーニングを実施し、複数の新規ヒット化合物を実際に得ており、達成度は極めて高い。構造解析から

機能解析まで進めた本ターゲットタンパクのひとつの大きな成功例と言える。CaMKK2・STO-609 複合

体の立体構造にも成功し、達成度は高い。７回膜貫通型タンパクで GPCR とは反対のトポロジーを示す

AdipoR の立体構造解析に関しては、世界最先端の生産・解析技術を全て使い尽くして取り組んでいるこ

と、さらに AdipoR の結合タンパクやその機能に関して世界最先端の機能解析データを我々が実際に明

らかにしていること、そしてそれらを構造解析に応用利用していることから、目標に向けて、課題を着

実に達成していっていると言える。 

 

７．課題内の情報共有・連携体制 

2007 年 12 月、2008 年 7 月、2008 年 8 月、2008 年 10 月、2009 年 2 月の計 5 回、東京大学・門脇教授グ

ループ、理化学研究所・横山教授グループ、生理学研究所・箕越教授グループのメンバーが集まり、研

究の進捗状況、問題点に関する情報交換を行うとともに、今後の研究内容に関して打ち合わせした。平

成 21 年度より、化合物の合成展開を本格的に開始するにあたり、東京大学・福山教授グループも新たに

参加し、全体の研究を更に推進する予定である。 

 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

膜タンパクである AdipoR の抗原作成に用いたプロテオリポソーム作成法は、課題 D 岩田グループとの

連携により提供された情報を参考にした。AMPK に関して本チームで成功した compound C との複合体

の X 線構造解析結果から in silico スクリーニングを経て、課題 C 長野グループとの連携により、東京大

学生物機能制御化合物ライブラリー機構から候補化合物を得、実際の活性スクリーニングを既に実際に

行った。 
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９．今後の展望 

これまでの研究進捗状況は、研究開始当初の予定通り極めて順調に遂行している。研究開始当時より、

実験技術の開発・進歩も進み、当初の予定より、計画が前倒しされることも予想される。具体的な計画・

展望については、下記に列挙した。 

（１）AdipoR N 末端領域欠失変異体の良好な結晶が得て、相互作用因子の複合体形成を進め、複合体の

結晶構造解析と、構造情報に基づく制御化合物候補の in silico スクリーニングを目指す。 

（２）AMPKKs には CaMKK2 のように、立体構造解析に成功したものもあり、in silico 阻害剤設計へと

展開する準備が整いつつある。結晶構造解析と、構造情報に基づく in silico 低分子阻害候補化合物のス

クリーニングを進めていく。 

（３）AMPK キナーゼドメインと阻害剤候補化合物との複合体の結晶構造解析と、構造情報に基づく in 

silico 阻害候補化合物の最適化を目指す。また、AMPKα2,β1,γ1 三者複合体の発現に成功したことから、

結晶構造解析を目指す。 

（４）ACC の構造情報に基づく in silico 低分子阻害候補化合物のスクリーニングを目指す。 

１０．特記事項 

特になし 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）    5,524       1,830           0        7,354 

人件費（千円）    9,954      19,498      27,416       56,868 

業務実施費（千円）    41,445      31,749      22,584       95,778 

間接経費（千円）    17,077      15,923      15,000       48,000 

合計（千円）    74,000      69,000      65,000      208,000 
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（別紙１） 
１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

ヒト AMPK α2 サブユニット

(T172D)キナーゼドメインと

compound C との複合体 

 Compound CはAMPKの選択的阻害剤である。Compound 

C 結合による活性化ループの特徴的なコンフォメーシ

ョン変化が解明された。現在 PDB 登録準備中。 

CaMKK2 2ZV2 CaMKK は、細胞内のエネルギーセンサーとして働く

AMPK をリン酸化するキナーゼであるのみならず、脳に

おける多機能プロテインキナーゼとして知られる

CaMK1, CaMK4 をもリン酸化することが知られており、

カルシウムイオンを介するシグナル伝達系に重要な役

割を果たしている。CaMKK は CaMKK1, CaMKK2 の２

つのアイソフォームが存在するが、いずれもアグリゲー

トしやすいことから結晶化が困難であったが、CaMKK

特異的阻害剤 STO-609 との共結晶化により初めて

CaMKK2 の結晶構造解析に成功した。 

 

２．論文のリスト 

 

「なし」 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 ケモカイン・ケモカイン受容体・シグナル制御分子フロントファミリーの

構造・機能ネットワーク解析からの免疫システムの解明および創薬開発 

代 表 関 名 東京大学 

代 表 研 究 者 名 松島 綱治 

分担機関・分担研究者名 熊本大学（寺沢 宏明） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

白血球遊走因子ケモカインとその受容体は、様々な慢性炎症性

疾患において新たな治療薬開発の標的分子として注目されてい

る。しかし、ケモカインシステムの複雑さ故に未解明な部分が

多く、阻害剤開発は難航している。本研究ではケモカイン、ケ

モカイン受容体に加えて、新たに我々が発見した受容体シグナ

ル制御分子フロントからなる分子ネットワークをターゲットタ

ンパクとして機能解析を展開し、分担研究者が従事してきた構

造生物学的手法を駆使して解析を行い、免疫制御システムを立

体構造の見地から解明する。得られた機能的知見と構造的知見

とに基づき，論理的創薬ならびに化合物スクリーニングからの新規作用機序の創薬開発（図１）を遂行

し、慢性炎症性疾患の治療薬の開発という具体的な社会への貢献を本研究の達成目標とする。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 本研究グループは、我々が同定したフロントとケモカイン受容体 CCR2 と

の結合を阻害する、新しい作用機序の治療薬開発を 優先課題としている。

構造解析・機能解析双方からフロント－CCR2 相互作用様式に関する研究

基盤を構築し、創薬開発を促進した。 
構造解析では全長フロントタンパク質の大量取得に成功し、全長フロント

の結晶を得た。全長フロントを用いたプロテアーゼによる限定分解とアミ

ノ酸配列分析・質量分析により、全長フロントが複数の構造ドメインから

構成されることを示した。ケモカイン受容体に結合するフロントの C 末端

領域（FNT-C; FROUNT C-terminal domain）の長さの異なる１１種類のタン

パク質の NMR 測定・解析の結果、良好なスペクトルが得られる構造ドメ

インを同定した。FNT-C についてもタンパク質結晶を確認した。昆虫細胞

発現系を用いて、ケモカイン受容体 CCR2 全長タンパク質の調製に成功し

た。フロント結合部位である CCR2 上の C 末端領域（CCR2 Pro-C）は、膜

近傍でαへリックス構造をとり、疎水性残基と塩基性残基で FNT-C と結合

することを明らかにした。FNT-C の NMR 解析を行い、CCR2 Pro-C を滴定

して結合部位を同定した。CCR2 Pro-C の NMR 解析の結果と合わせ、複合

体モデルを構築した。 
機能解析ではケモカイン受容体CCR2のフロント結合部位CCR2 Pro-Cを同

定し、ランダムな１アミノ酸変異体の結合解析（Y2H, SPR 法）によって、

CCR2 Pro-C 上のフロント結合面の同定に成功した。構造解析と合わせ、

CCR2 Pro-C はαへリックス構造をとり、疎水性面で FNT-C と結合するこ

とを示した。また、マウス個体レベルでのフロント機能解析および構造解

析のツールとして、フロントに対する各種抗体を作製し、CCR2－フロント

相互作用を阻害する Blocking 抗体の認識部位を同定した。また種々のフロ

ント遺伝子改変マウスの作製および解析を進行中である。さらに、フロン

ト周辺のネットワークとして、別のケモカイン受容体 CCR5 とフロントと

の相互作用を新たに明らかにし、フロント－ケモカイン受容体相互作用が、

CCR5 関連の炎症性疾患においても関与する可能性が示された。制御機構

の解析では、フロント高発現細胞株とフロント発現抑制株を用いて、ケモ

図１ 
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カイン刺激依存的な白血球遊走にフロントが及ぼす影響を解析し、細胞レ

ベルで細胞遊走メカニズムの初期シグナル制御機構を解析した。 
創薬開発では構造解析・機能解析から得られたアミノ酸残基レベルでの情

報に基づいて、フロント－CCR2 Pro-C ペプチド間相互作用系を 適化し、

両者の相互作用阻害物質をスクリーニングするための評価系を確立した。

生物機能制御化合物ライブラリー機構との連携のもと、3200 化合物で瀬踏

みスクリーニングを実施し、フロント－CCR2 相互作用を阻害し、かつ白

血球遊走を阻害し、毒性のない化合物を複数取得し、本創薬カスケードの

妥当性を確認した。さらにヒット化合物について SPR 法、NMR 法による

化合物プロファイリングを行い、化合物のフロントに対する結合を見出し

た。さらに大規模（3 万化合物）の創薬スクリーニングを開始し、現在 1
次スクリーニングを終了し有望な化合物を獲得した。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

①全長フロントの調製と結晶化 
大腸菌による各種発現ベクターを構築し、培養条件の検討を行った結果、

全長フロントを大量取得することが出来た（図２）。全長フロントは、CCR2
結合活性を保持していた（図３）。結晶化スクリーニングを行ったところ、

４種類の条件で結晶を得た（図４）。現在、さらに良好な単体結晶化条件の

検討および CCR2 Pro-C との複合体結晶化条件を検討中である。 
 
 
 
 
 
 
②フロントを構成する構造ドメインの同定 
全長フロントを用いて、プロテア

ーゼによる限定分解とアミノ酸配

列分析・質量分析を行った。その

結果、全長フロントが複数の構造

ドメインから構成されることを示

す結果を得た。構造ドメインの発

現系を構築し、発現条件の検討を

進めている（図５）。 
 
③FNT-C の構造ドメイン領域の同定と立体構造解析 
フロントの C 末端領域（FNT-C）は、ケモカイン受容体と結合することは

わかっていたが、立体構造を形成する領域（構造ドメイン）は明確でなか

った。長さが異なる１１種類の FNT-C の安定同位体標識タンパク質を調製

し（図６）、NMR 測定・解析を行った。その結果、良好なスペクトルが得

られる構造ドメインを同定した（図７）。構造を保持している FNT-C につ

いて結晶化を行い、タンパク質結晶を得た（図８）。単体および CCR2 Pro-C
との複合体の NMR 解析・X 線結晶解析を進める。 
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④CCR2 の調製 
昆虫細胞発現系を用いて、発芽ウィルス画分からケモカイン受容体 CCR2
を調製した（図９）。NMR を用いた相互作用解析ならびに結晶

化に向けた大量発現を進める。（生産領域：東京大学先端科学技

術研究センター・浜窪隆雄先生との共同研究）。 
 
⑤CCR2 Pro-C の膜近傍での立体構造とフロント結合領域の同定 
CCR2 Pro-C を安定同位体標識し、溶液中およびミセル存在下で NMR 測定

を行った（図１０、青；溶液中、赤；ミセル存在下）。帰属を行い、２次構

造含量を解析した（図１１）。CCR2 Pro-C に FNT-C を滴定し、結合部位

を同定した（図１２）。CCR2 Pro-C は αへリックス構造をとり、疎水性残

基と塩基性残基で FNT-C と結合することがわかった（図１３、１４）。 

 
⑥FNT-C の NMR 解析と CCR2 Pro-C 結合領域 
FNT-C の NMR 解析を行い、CCR2 Pro-C を滴定して結合

部位を同定した。CCR2 Pro-C の NMR 解析の結果と合わ

せ、複合体モデルを構築した（図１５）。 

 

（３）機能解析に関する

進捗及び成果 

① フロント－CCR2 結合領域の同定と結合様式の解析 
様々な CCR2 欠損変異体発現ベクター20 種類以上を網羅的に作製し、Y2H
により 16 アミノ酸からなる CCR2 内フロント結合領域（CCR2 Pro-C）を

同定した。Helical-Wheel 解析の結果 CCR2 Pro-C は αへリックス構造をと

り、疎水性残基クラスターによって疎水性面が形成されていることを明ら

かにした。迅速なセミランダム変異導入法を用いて作製した 100 種類以上

の CCR2 Pro-C の 1 アミノ酸変異体の FNT-C との結合活性解析（Y2H、SPR
法）の結果、高親和性変異体および低親和性変異体を同定し、CCR2 Pro-C-α
へリックスの疎水性面が FNT-C との結合に重要であることがわかった。こ

の結果は分担機関での構造解析からの結果と一致するものであった。 
 
②抗フロント抗体の作製と評価および個体レベルでのフロント機能の解析

マウス個体レベルでのフロント機能解析および構造解析のためのツール

として、フロントに対する各種抗体を作製し、CCR2－フロント相互作用

を阻害する Blocking 抗体の認識部位を同定した（図１６、１７）。個体レ

ベルでのフロント機能の解析では、フロントトランスジェニックマウスお

よびノックアウトマウスの作製および解析を進行中である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１７ 図１６ 
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③新たなフロント会合分子の探索とその機能解析 
フロントが関与する白血球遊走シグナルネットワーク構成分子を明らかに

するため、フロントを単離したス

トラテジーを応用して構成分子の

探索を行った結果、新たにフロン

トとケモカイン受容体CCR5との

相互作用を明らかにした。CCR5
は CCR2 と全く異なるリガンド

（ケモカイン）と働きを有しており（図１８）、フロントを標的とした阻害

剤には、強力な抗炎症作用と適応疾患の拡大化が期待される。 
④ 制御機構の解析 
フロント高発現細胞株とフロント発現抑制株を用いて、ケモカイン刺激依

存的な白血球遊走にフロントが及ぼす影響を解析し、細胞レベルで初期シ

グナル制御機構を解析した（図１９，２０）。 

 

 

 

（４）創薬開発に関する 
進捗及び成果 

 

当課題では、フロント、CCR2 の構造解析および機能解析から得られた成

果を活用し、東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構との連携のも

と、フロント－CCR2 間相互作用を阻害し、白血球遊走を阻害する慢性炎

症性疾患治療薬の候補化合物のスクリーニングを進行中である。 
① 創薬スクリーニング系の構築とフィジビリティテスト 
構造解析・機能解析からの成果をもとにフロント－CCR2 Pro-C 間相互作用

検出系を 適化し、HTRF 法を用いた相互作用阻害物質のハイスループッ

トスクリーニング（HTS）系を確立した。フィジビリティテストの結果、

Z’-factor が 0.7 以上の良好な評価系であることを確認した。 
②瀬踏みスクリーニングとカウンターアッセイ 
構築したスクリーニング系を用いて、東京大学生物機能制御化合物ライブ

ラリー機構の長野哲雄先生と岡部隆義先生らにご協力いただき、化合物

3200 種を用いて瀬踏みスクリーニングを実施し、ヒットサンプルを数十化

合物取得した。さらにフロント－CCR2 相互作用に対する阻害活性の特異

性を検証するため、p53-MDM2 相互作用検出系を新たに構築し、カウンタ

ーアッセイを実施した。 
③白血球走化性阻害・細胞毒性評価 

3200 サンプルでの瀬踏みスクリーニングにおける 1 次ヒット 92 化合物

について、細胞レベルでの白血球走化性阻害活性および細胞毒性評価試験

を行い、安定して白血球遊走を阻害し、かつ細胞毒性のない 10 検体の有望

な化合物を得た。 
これらの結果より本創薬カスケードの妥当性が確認されたため、現在さら

に 3 万化合物に拡大した大規模スクリーニングを実施し、１次評価試験を

すべて終了し、９２７検体のヒット化合物の獲得に成功した。 
④制御化合物の in vitro でのプロファイリングとフロント上の結合部位の

同定 
相互作用阻害活性評価、白血球走化性阻害評価、毒性評価により見出され

た１０個の制御化合物について、SPR 法による結合解析を行い、フロント

図１８ 

図１９ 図２０ 
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タンパクへの結合を見出した。さらに分担機関では NMR を用いて結合部

位を明らかにした。安定同位体標識した FNT-C に対して、１０個の制御化

合物を別々に滴定した。その結果、２つの制御化合物において、相互作用

を示す明確な NMR シグナル変化が検出された（図２１）。シグナル変化が

認められた領域の一部は、CCR2 Pro-C 結合領域と重なっていた（図２１）。

以上の結果から、今回見出された制御化合物が、FNT-C 側に結合し、CCR2
との結合を阻害することを明らかにした。今回得られた知見に基づいて、

制御化合物の論理的創薬および 適化が可能

になると考える。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

１件 

４．グループ全体の論文発表件数 ４１件 

５．グループ全体の特許出願件数 ３件（うち国外２件） 

６．代表機関としてのグループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

全長フロントの調製、全長フロントを構成するドメインの同定、フロント上の CCR2 結合ドメインの構

造領域の精密化、NMR 法に基づく CCR2 上のフロント結合部位および結合面の決定、さらにはフロン

ト上の CCR2 結合部位の同定に成功した。これらのフロント－CCR2 相互作用を標的とした新たな慢性

炎症性疾患治療薬の創生に必須な開発基盤をもとに、ハイスループット創薬スクリーニング系の構築に

成功した。瀬踏みスクリーニングでは、この相互作用および白血球遊走を阻害し、細胞毒性のない有望

な創薬候補化合物が複数種得られ、SPR 法、NMR 法にてヒット化合物のフロントへの結合が確認でき

た。これにより本創薬開発のコンセプトおよびカスケードの妥当性を検証することができた。さらに 3
万化合物の大規模スクリーニングにも着手し、当課題は当初の計画以上に極めて順調に進行している。

７．課題内の情報共有・連携体制 

代表機関のアッセイ系構築技術と分担機関の蛋白質調製技術が連携し、相互の進捗を促進している。試

料送付を２５回行い、結果のフィードバックに基づく相互の実験系の 適化を行っている。プロジェク

ト開始以来、訪問による課題内の班会議・打合せを１６回行い、さらに日々の電話・メールでの密な情

報交換により、機能解析情報と構造解析情報の共有を図り、密な連携のもとで研究を推進した。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

生産領域：セルフリーサイエンス社と連携し、全長フロ

ント蛋白質調製にあたり、小麦胚芽を用いたセルフリー

タンパク質合成系を検討した（図２２）。 

生産領域：東京大学先端科学技術研究センター・浜窪隆

雄先生と共同で、ケモカイン受容体 CCR2 の発芽ウィル

ス上への発現に成功した。 
制御領域：東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機

構・長野哲雄先生、岡部隆義先生らと連携し、創薬スク

リーニングを実施中である。 
制御領域：理化学研究所・田仲昭子先生らと連携し、カ

ウンターアッセイ系を構築した。 

図２１ 

図２２ 
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ターゲットタンパク研究・医学薬学分野：住本英樹代表および福井宣規代表の分担者である、九州大学

生体防御医学研究所・神田大輔教授と連携し、NMR 測定・X 線回折測定を行っている。 

情報プラットフォームへ研究成果等を登録している（学会発表等１７件）。 

９．今後の研究展望 

今後の計画（右の表）： 
分担機関は、全長 CCR2－全長フロント

複合体の立体構造決定を新たな達成目

標とする。達成されれば、GPCR とその

細胞内制御分子の相互作用における世

界で初めての構造的知見となり、膜受容

体の構造生物学領域に多大なインパク

トを与えると期待される。全長 CCR2、
全長フロントとも活性を保持した試料の調製法はすでに確立しており、複合体結晶化に注力する。 
代表機関では３万化合物からのリード探索と 適化および個体レベルでの有効性評価という当初の計

画に加え、平成 22・23 年度にはさらに大規模（15 万化合物）での創薬スクリーニングを実施するとと

もに、白血球遊走シグナルを制御するネットワーク構成分子を探索し、これまでのスクリーニング技術

にさらにインシリコ・論理的創薬を取り入れ、新たな標的分子について創薬スクリーニングを実施する。

これにより GPCR が関与する白血球遊走シグナル分野に新たな知見をもたらすとともに全く新しいコ

ンセプトに基づく創薬リードの獲得が期待できる（図２３）。 

１０．特記事項 

我々は独自に発見した分子フロントとケモカイン受容体
CCR2 の相互作用をターゲットとし、構造解析グループ・
機能解析グループ双方において大きな成果を上げた。この
知見を 大限に活用して新規のコンセプトに基づく創薬
スクリーニングを遂行し、1～3 次スクリーニングにおい
て陽性の有望な化合物を複数種獲得した。 
・構造グループでは活性を保持した全長および結合領域タ
ンパク質の調製に成功し、構造解析および機能解析、さら
に創薬スクリーニングの効率的な遂行が可能となった。 
・本課題の成果により、ケモカイン受容体 CCR2 の C 末
端領域がαへリックス構造をとること、αへリックス構造
上の疎水性面でフロントと結合することを、構造解析および機能解析の双方から解明した。 
・フロントの新たな相互作用分子として、創薬開発のターゲット分子として注目されるケモカイン受容
体 CCR5 を同定した。フロント阻害剤は、CCR2 のみならず CCR5 に対しても作用する可能性が示唆さ
れ、強力な抗炎症作用が期待される。 
・上記の成果に基づき、高感度かつ 384 ウェルスケールでの効率的なフロント－CCR2 間相互作用阻害

化合物のハイスループットスクリーニング系の構築に成功した。得られたヒット化合物の中から細胞レ

ベルで白血球遊走阻害活性を有し、毒性がなく、in vitro の化合物プロファイリングにおいてタンパクへ

の結合が確認された化合物を複数種得ることができた。さらに、フロント上の化合物結合部位が、CCR2
結合部位と重なっていることを、NMR を用いて明らかにした。以上より本創薬開発のコンセプトおよ

び創薬カスケードの妥当性が検証され、現在進行中の大規模スクリーニングによってさらに活性の高い

創薬候補物質を同定することが期待できる（図２３）。 

図２３ 
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１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円） 22,000 27,000 2,732 51,732

人件費（千円） 2,166 12,421 14,993 29,580

業務実施費（千円） 29,680 10,579 33,813 74,072

間接経費（千円） 16,154 15,000 15,462 46,616

合計（千円） 70,000 65,000 67,000 202,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

CCR2 Pro-C  ケモカイン受容体CCR2の細胞内C末端領域の一部であ

り、代表研究者らがフロント結合部位として同定した。

ケモカイン・ケモカイン受容体・フロントと伝えられる

シグナル伝達の中継ポイントであり、新規創薬の対象と

してもその重要性は特筆すべきものである。溶液中では

ランダム構造とαへリックスの平衡にあり、ミセルを用

いて膜近傍の条件をミミックすることが重要であった。

NMR 測定条件の設定において、解析難易度は高い。化

学シフト情報を化合物スクリーニングに用いているた

め、PDB 登録は行っていない。 
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３．特許出願リスト

 

表題 出願番号等 

受容体細胞内 C 末側領域会合分子 日本国 特許成立 特許第 4053989 号 

受容体細胞内 C 末側領域会合分子 米国  公開番号：No.US-2006-0008801-A1 

受容体細胞内 C 末側領域会合分子 欧州  公開番号：No.1484396 
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課    題    名 核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法の

開発 
代  表  機  関  名 筑波大学  

代  表  研  究  者  名 柳澤 純 

分担機関・分担研究者名 横浜市立大学（清水 敏之）、岡山大学（宮地 弘幸）、東京慈恵会医科大

学（横山 啓太郎） 
 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、肺線維症などの線維化疾患を引き起こす。線維化疾

患患者数は国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しない。この疾患の主要原因は、TGF-β／Smad

経路の異常亢進である。したがって、TGF-β阻害剤が有効であると考えられるが、TGF-β阻害剤の全身投与は

副作用が大きく臨床的使用が困難である。我々は、種々の核内レセプターがSmadと複合体を形成してその分

解を促進し、TGF-β経路を遮断することを見出した。核内レセプターは種類によって発現組織が異なるため、

このシステムを用いれば疾患臓器でのみTGF-β経路を特異的に抑制することが可能となる。そこで、本業務で

は、１）核内レセプターとSmadを含むタンパク質複合体の構造を解析し、２）その情報に基づいてSmadの分解を

促進する化合物を設計する。３）さらに、その化合物を、細胞や動物モデルを用いて評価することにより、線維化

疾患に対する副作用の少ない新規治療薬の開発に資する成果の創出を目指す。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 本研究では腎臓の糸球体硬化症を、対象とする線維化疾患とした。腎臓では、

ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体γ（PPARγ）、ビタミンD 受容体（VDR）

が高発現していることから、両核内レセプターを標的とした新規治療薬の開発を

構造解析と機能解析の両面から目指した。申請者らは転写因子である核内レセプ

ターが転写活性（ genomic function）とは別に、 Smad分解を促進する機能

（non-genomic function）を持つことを発見しており(図1、Nature Medicineリバイス

済み)、本プロジェクトで、non-genomic functionによって腎線維化を抑制するシ

ード化合物の取得に成功した。 
 
１）核内レセプターと Smad を含むタ

ンパク質複合体の構造解析  

Smadが結合する核内レセプタ

ーの最小領域を検討したところ、

DNA結合領域であるCドメイン

であることが明らかになった。一

方、Smadタンパク質の分解には、

Cドメインに加えてリガンド結

合領域が必要であることが明ら

かになった。核内レセプターと

Smadを含む複合体を検討するた

めに、まずPPARγリガンド結合領

域と化合物の複合体の結晶化を

行い、構造解析に成功した。現

在、核内レセプターとの結合に

必要なSmadの最小領域や、複合

体の結晶化条件の検討を行って

いる。 
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２）構造情報に基づいたSmadの分解を促進する化合物の設計  

PPARγの化合物ライブラリーからスクリーニングし、その転写活性（genomic function）

経路と Smad 分解（non-genomic function）経路が化合物によって分離できることを明

らかにした。そこで、本研究で新規に合成された化合物 6 種及び既存のリガンド 2

種と PPARγリガンド結合領域の複合体構造を決定し、構造活性相関を解析した。さ

らに VDR の化合物ライブラリーも同様のスクリーニングを実施し、PPARγ よりも強く

TGF-βシグナル抑制活性をもつ化合物群を取得することができた。 

 

３）細胞や動物モデルを用いた評価  

腎臓線維化モデル動物の評価系を確立し、スクリーニングによって得られた

PPARγ の化合物 JKPL42 や VDR の 3 種の化合物が腎臓線維化を個体レベルで有意

に抑制することを明らかにした【シード化合物の取得の成功】。 
（２）構造解析に
関する進捗及
び成果 

核内レセプターPPARγのリガンド結合部位と化合物との複合体解析  
核内レセプターPPARγのリガンド結合部位の発現・精製条件を検討し、結晶化

に必要な純度の高いサンプルを大量(10 mg以上)に調整するのに成功した。フェニ

ルプロピオン酸骨格をもつ種々の化合物を浸漬し、転写活性の高い化合物

（JKPL41,42,53）と低い化合物（JKPL22,35, APHM27）との複合体構造解析に2.1-2.6

Å分解能で成功した。 

PPARγには大きな疎水性ポケットを有し、一部に親水的な領域が存在する。こ

の親水性領域はすべての化合物に含まれているカルボン酸部分（一部はチアゾリ

ジン部分）と相互作用していた。一方、化合物中の２か所は置換基の嵩高さが異

なり、嵩高い置換基

をもつ化合物は疎水

性ポケットを占有し

ているため（下図の

赤丸で囲んだ箇所）、

安定性が増し転写活

性化能が高いことが

構造学的に明らかに

なった。 

 

 

 

 

Smadの発現・精製条件の検討  
SmadについてN末側ドメイン(MH1）、C末側ドメイン(MH2)、並びに両者を含

んだ領域(MH1+MH2)の大腸菌による発現系を構築し、発現、精製条件を検討した。

MH1とMH1+MH2に関しては十分な発現が認められた。MH1は精製条件を確立し

た。MH1+MH2は分解がみられるため現在精製条件を検討しているところである。

一方MH2は発現量が少ないため発現領域の検討を行っている。 
（３）機能解析に
関する進捗及
び成果 

1．TGF-β シグナルを遮断する化合物のスクリーニング系の構築と化合物の評価  
TGF-β シグナルを遮断する化合物のスクリーニング系の構築 
線維化疾患治療のためには、核内レセプターの転写活性に影響を与えずに、TGF-β

シグナルのみを遮断する化合物の特定が必要である。本研究計画では、核内レセプ

ター依存的に Smad を分解し TGF-β シグナルを遮断する化合物を取得するために、

迅速にかつ大量にアッセイするスクリーニング系の構築を目指した。 

Luciferase 遺伝子上流に Smad 結合配列または核内受容体結合配列を組み込んだレ

ポータープラスミドを 293 細胞に導入し、核内レセプターのリガンドを処理した際
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の Luciferase 遺伝子発現量を測定することで、Smad または核内レセプターの転写活

性を検出するスクリーニング系を構築した。 

 

スクリーニングの実施および合成化合物の評価 

分担研究者である宮地らが新規合成したPPARγのフェニルプロピオン酸系化合

物ライブラリーのスクリーニングを行った。その結果、PPARγの転写活性化とTGF-β

シグナルの抑制は、化合物により分離できることが明らかになった。101化合物のう

ち36種がTGF-βシグナルを抑制した。各化合物の活性と結晶構造解析の知見から、

定性的な構造活性相関があることが明らかになった。スクリーニングの結果、代表

的なPPARγアゴニストであるRosiglitazoneと比較して、PPARγ転写活性が低くTGB-β

シグナル抑制活性が同等の化合物JKPL42の取得に成功した。 

さらに、東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の 8 万化合物から in silico

スクリーニングによって得られた VDR に対する 106 候補化合物、ノンセコステロイ

ド系の 7 化合物、既存のビタミン D アナログの 6 化合物のスクリーニングを行った。

PPARγ の場合と同様に、VDR 転写活性と TGF-β シグナル抑制活性は化合物によっ

て分けることができた。ノンセコステロイド系化合物やビタミン D アナログでは

PPARγの候補化合物群よりも TGF-βシグナルを強く抑制することが明らかになり、

ヒット化合物群を得ることができた。 

 

2．モデル動物を用いた線維化抑制の評価  
線維化モデル動物を用いた in vivo 腎線維化抑制活性評価系の確立 

核内レセプターのリガンドの腎臓線維化に対する効果を判定するためのモデル

動物系の確立を試みた。まず、マウスの片側尿管を結さつし、1週間後、2週間後、

４週間後の腎臓線維化レベルを組織染色で検討した。その結果、結さつ1週間後の

モデルを用いて薬物効果のスクリーニングを行うことが時間的、経済的に合理的

であると判断した。 

化合物による線維化抑制のポジティブ・コントロールとして、TGF-β/Smad経路

を抑制するPPARγアゴニストRosiglitazone投与による腎線維化に対する影響を評価

した。その結果、Rosiglitazone投与により腎線維化が抑制されたことから、この系

を用いて化合物の線維化抑制活性が評価できることが明らかになった。 
 
線維化モデル動物を用いた候補化合物の評価 

スクリーニングにより得られたPPARγの候補化合物JKPL42の線維化抑制活性

を上記の確立した系で評価した。その結果、DMSO投与と比較してJKPL42投与に

より有意に線維化が抑制された。また、線維化のマーカータンパク質であるI型コ

ラーゲンの蓄積がJKPL42投与によって緩和されることを確認した。 

次に、ビタミンDアナログの線維化抑制活性を評価した。アナログのうち、

TGF-βシグナルを抑制する化合物では腎線維化の抑制（尿細管形成維持）が強く認

められ、TGF-βシグナルを抑制しない化合物では線維化の抑制が認められなかった

(図2)。これらの線維化抑制効果は各化合物のVDR転写活性化能とは相関しなかっ

た。この結果は、VDRの化合物による腎臓線維化の抑制がTGF-β/Smad経路を阻害

することで起きることを強く示唆している。以上のことから、JKPL42およびVDR
の化合物3種をシード化合物として取得することに成功した。 
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3．核内レセプター依存的なTGF-βシグナル

抑制の分子機構  
Smadとの結合に必要な核内レセプターの最小領域の検討 

核内レセプター依存的なTGF-βシグナル抑制/Smadタンパク質分解促進の分子機

構を明らかにする目的で、Smadとの結合や分解に必要な核内レセプターの 小領域

を検討した。核内レセプターはその分子構造から、リガンド非依存的な転写活性化

領域のABドメイン、DNA結合領域のCドメイン、hingeであるDドメイン、リガンド

結合領域・リガンド依存的転写活性化領域のEFドメインに分けることができる。ま

ず、結合領域をGST融合Smadタンパク質を用いて解析したところ、Smadは核内レセ

プターのDNA結合領域であるCドメインに結合することが明らかになった。次に

Smadの分解促進に必要な核内レセプターの領域を検討した結果、Smadとの結合に必

要なCドメインに加え、核内レセプターの転写活性化に必要なDEFドメインがSmad

の分解に必要であることが明らかになった。 
３．グループ全体の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

構造解析したタンパク質数 
10 件 
 

４．グループ全体の論文発表件数 10 件 
５．グループ全体の特許出願件数 2 件（うち国外 0件） 
６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

研究全体 

本研究計画では、核内レセプターの転写活性を上昇させずに TGF-βシグナル経路を遮断して、マウス

の in vivo モデルで腎臓の線維化を抑制する化合物を得ることができた。この点は当初計画を大きく上ま

わる成果である。 

構造解析に関して 

PPARγと合成リガンドとの複合体解析は計 8 種類のリガンドに関して成功している。この結果 PPARγ

の転写活性の強弱を構造学的に考察できるようになったのは大きな進歩である。一方、Smad との複合

体の構造解析に関しては分解の問題もあり、未だ達成されておらず、今後の課題である。 

機能解析に関して 

PPARγの化合物 JKPL42 および VDR の化合物 3 種を、スクリーニングと線維化モデル動物の評価系

でシード化合物として取得することに成功した。今後、結晶構造の検討と化合物の 適化（シード化合

物群の取得）、細胞レベル、個体レベルでの TGF-β 抑制活性と線維化抑制活性の評価（リード化合物の

取得）を予定している。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

課題内の情報共有システム 

普段から連絡は E-mail を用いて緊密に行っている。中核機関である筑波大学（柳澤研究グループ）は

ハブとしての機能を果たし、各研究グループの研究情報を集約して解析し、得られた情報を各グループ
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に提供して情報共有と研究の効率的推進を計っている。 

さらに、研究グループのデータを共有するため、サーバーを借りて情報共有システムを導入した（セ

アビス社セサミシステム）。本システムでは、ネットを使用することによって外部のサーバーに大規模

なデータを蓄えられるようになっており、パスワードを持った各研究グループがデータの引き出しや更

新を行えるようになっている。このシステムによって E-mail に添付できないような大容量のファイルも

すべてのグループで共有し、討議することが可能となった。 

E-mail とサーバーによる情報共有の不足分を補い、問題点を討議するとともに新たなアイデアを創出

するために、年３回ミーティングを東京の慈恵医科大学で行っている。会議では、各グループの進捗状

況を発表し、問題点と今後の進め方についてブレインストーミングを行い、グループの方向性を調整し、

プロジェクト全体が効率的に進むよう心がけている。 

課題内の連携体制 

柳澤ら（筑波大学）は、核内レセプターによる TGF-β抑制メカニズムの解析と核内レセプター（PPARγ

と VDR）に結合し、TGF-βシグナルを抑制する化学物質の探索を行っている。宮地ら（岡山大学）は、

化学物質群を柳澤らへと送り、フィードバックされた結果に基づいて新たな化学物質の合成を行う。清

水ら（横浜市立大学）は、柳澤・宮地らの情報から化合物・核内レセプター複合体の構造を解析し、そ

の情報を宮地らへとフィードバックする。さらに横山ら（慈恵大学）は疾患モデルマウスを用いて化学

物質の評価を行う。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

プログラム内部の他研究課題との連携と共同研究 

 本研究グループのスクリーニングは、東京大学生体機能科学化合物ライブラリー機構（長野先生）と

株式会社ファルマデザインの協力のもと行われている。具体的には化合物ライブラリー機構の化学物質

から、核内レセプターに結合する可能性のあるものをファルマデザインで選択してもらい、宮地らのラ

イブラリー、既存化合物とともに 1 次スクリーニングに用いている。さらにこれらのデータはライブラ

リー機構へとフィードバックされている。 

 本研究グループは、ターゲットタンパク研究グループの基本的な生命の解明分野 西村善文先生のグ

ループと共同で、核小体に局在する新規因子 Nucleomethylin（NML）の構造を解析した。さらに、NML

が、NAD 依存的ヒストン脱アセチル化酵素 SIRT1、ヒストンメチル化酵素 SUV39 とタンパク質複合体

eNoSC (energy-dependent Nucleolar Silencing Complex)を形成し、細胞外のエネルギー状態を認識して、エ

ネルギー消費を調節することを明らかにした。本研究内容は、Cell（133:627-639, 2008）誌に掲載され

た。 

情報プラットフォームへの研究成果の登録 

 登録を行っている。 

９．今後の展望 

研究計画 

平成 21 年度 VDR タンパク質の精製と結晶化条件を検討し、VDR/シード化合物の結晶構造情報を得

る。得られた情報からシード化合物の置換基を変えることにより、構造活性相関を検討し、 適化を図

る。あわせて新規骨格を持つ化合物のスクリーニングを進める。 

平成 22 年度 結晶構造情報を利用したシード化合物の最適化および合成を行う。合成したシード化合物群の

TGF-β 抑制活性と細胞レベルの線維化抑制活性を評価する。また VDR タンパク質と Smad タンパク質の複合

体構造解析に向け試料調整を行う。 

平成 23 年度 シード化合物群の、個体レベルでの線維化抑制活性を評価することによって、前臨床に

進められるリード化合物を得ることを目標とする。VDR タンパク質と Smad タンパク質の複合体構造解

析を行い TGF-βシグナル抑制活性を構造科学的に明らかにする。 

成果の見込み 

平成 19 から 20 年度で、PPARγの新規化合物の合成、スクリーニング、構造解析、構造活性相関の検

討、個体レベルでの線維化モデルの確立、新規化合物の評価が終了しており、腎臓の線維化を抑制する

シードとなる化合物を得ることができた。また、VDR に結合し、TGF-β 活性を抑制する化合物のスク

- 258 -



 

リーニングをライブラリー機構の 8 万化合物、宮地らの化合物ライブラリー、既存の化合物群を用いて

行った。さらに、同定した化合物の腎線維化モデルマウスに対する効果を評価した。その結果３種の化

合物が腎臓の線維化を顕著に抑制することを見出した【シード化合物の取得に成功】。平成 21 から 23

年度で、VDR/シード化合物の結晶化と構造情報の取得、シード化合物の 適化、細胞レベル、動物レ

ベルの TGF-βシグナル/線維化抑制活性の評価を行う。5 年間の成果により、前臨床に進むことができる

リード化合物の取得の成功が見込まれる。 

１０．特記事項 

現在まで本研究計画に関して、受理されたあるいはリバイス中の論文は以下の３報である。 

１】 Ito I, Hanyu A, Wayama M, Katsuno Y, Nakajima Y, Fujimura A, Kawasaki S, Hirota R, Tateishi Y, Horie R, 

Akiyama F, Yamaguchi Y, Takei H, Hayashi S, Tsuda MC, Korach KS, Ogawa S, Murayama A, Kimura K, 

Imamura T, & Yanagisawa J 

Nuclear receptors inhibit TGF-β signaling via Smad degradation: Implication for cancer progression 

Nature Medecine (リバイス済み) 

ERαをはじめとする核内レセプターが C ドメイン領域で、Smad と Smurf と結合することにより Smurf

依存的な Smad のユビキチン化と分解を促進することにより TGF-βシグナル経路を遮断することを見出

した。さらに、TGF-β経路が遮断されることにより乳癌の転移が抑制された。この研究は、核内レセプ

ターの持つ non-genomic function に関する 初の知見である。 

２】 Murayama A, Ohmori K, Fujimura A, Minami H, Yasuzawa-Tanaka K, Kuroda T, Oie S, Daitoku H, 

Okuwaki M, Nagata K, Fukamizu A, Kimura K, Shimizu T, & Yanagisawa J 

Epigenetic control of rDNA loci in response to intracellular energy status. 

Cell. (2008) 133:627-639 

基本的な生命の解明分野 西村善文先生のグループと共同で、核小体に局在する新規因子

Nucleomethylin（NML）の構造を解析した。さらに、NML が、NAD 依存的ヒストン脱アセチル化酵素

SIRT1、ヒストンメチル化酵素 SUV39 とタンパク質複合体 eNoSC (energy-dependent Nucleolar Silencing 

Complex)を形成し、細胞外のエネルギー状態を認識して、エネルギー消費を調節することを明らかにし

た。 

本研究成果は、Nature News, 2008; Research highlights, Nature, 2008; Research roundup, J. Cell Biol., 2008; 

Leading edge, Cell, 2008 に取り上げられた。 

また、柳澤は本研究成果によって平成２１年度学術振興会賞を受賞した。 

３】 Kajiro M, Hirota R, Nakajima Y, Kawanowa K, So-ma K, Ito I, Yamaguchi Y, Ohie S, Kobayashi Y, Seino 

Y, Kawano M, Kawabe YI, Takei H, Hayashi S, Kurosumi M, Murayama A, Kimura K, & Yanagisawa J 

The ubiquitin ligase CHIP acts as an upstream regulator of oncogenic pathways. 

Nature Cell Biol. (2009) 11(3):312-9. 

核内レセプターERαを分解するユビキチン化酵素である CHIP が、転写因子 SRC-3 を分解することに

より、Smad の発現量を低下させて TGF-βシグナルを抑制することを見出した。その結果として乳癌の

転移が強力に抑制された。 

本研究成果は、Research highlights, Nature, 2009, Nature Reviews Cancer, 2009; News and Views, Nat. Cell 

Biol., 2009 に取り上げられた。 
１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）      461          2,425          2,121           5,007

人件費（千円）             0          9,421         21,106          30,527

業務実施費（千円）        49,540 35,077         21,389         106,006

間接経費（千円）        14,999 14,077 13,384          42,460

合計（千円）        65,000 61,000         58,000         184,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

PPAR-JKPL41  PPARとリガンド JKPL41 の複合体構造である。本研究

課題を遂行する上で重要な解析であり、この構造情報は

リガンド設計の重要な知見となる。構造解析は分子置換

法で可能であったが、単純な浸漬法では調整がうまくい

かず数々の工夫が必要であったため難易度は高い。論文

準備中のため PDB に未登録である。 

PPAR-JKPL42  PPARとリガンド JKPL42 の複合体構造である。重要性

などは PPAR-JKPL41 と同様である。 

PPAR-JKPL53  PPARとリガンド JKPL53 の複合体構造である。重要性

などは PPAR-JKPL41 と同様である。 

PPAR-JKPL22  PPARとリガンド JKPL22 の複合体構造である。重要性

などは PPAR-JKPL41 と同様である。 

PPAR-JKPL35  PPARとリガンド JKPL35 の複合体構造である。重要性

などは PPAR-JKPL41 と同様である。 

PPAR-APHM27  PPARとリガンド APHM27 の複合体構造である。重要

性などは PPAR-JKPL41 と同様である。 

PPAR-MCC555  PPARとリガンド MCC555 の複合体構造である。重要性

などは PPAR-JKPL41 と同様である。 

PPAR-GW9662  PPARとリガンド GW9662 の複合体構造である。重要性

などは PPAR-JKPL41 と同様である。 

PPAR-TIPP-703 2ZNO PPARとリガンド TIPP-703 の複合体構造である。

TIPP-703 は JKPL41 の構造類似体であり、本研究課題を

遂行する上で重要な解析である。 
Nucleomethylin 2ZFU eNoSC は細胞外のエネルギー状態を認識し、エネルギ

ー消費 を調節す るタンパ ク質複合 体であるが

Nucleomethylin はその構成成分の一つである。可溶性

タンパク質であるが、発現領域の詳細な検討が必要であ

ったなど解析難易度は高い。 
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３．特許出願リスト 

 

表題 概要 出願年月日 

置換フェニルプロピオン酸誘導

体を含有する医薬組成物 

出願番号  ：特願 2009-057264 
本発明は、組織の線維化及び組織の線維化に

よって引き起こされる疾患の治療及び／又

は予防のためのα－置換フェニルプロピオ

ン酸誘導体若しくはその塩又はそれらの溶

媒和物若しくはそれらの水和物を有効成分

として含む、組織の線維化及び組織の線維化

によって引き起こされる疾患の治療及び／

又は予防用医薬組成物の提供を目的とする。 

平成 21 年 3 月 11 日

置換ジフェニルメタン酸誘導体

を含有する医薬組成物 

出願番号  ：特願 2009-057265 
本発明は、組織の線維化及び組織の線維化に

よって引き起こされる疾患の治療及び／又

は予防のための置換ジフェニルメタン酸誘

導体若しくはその塩又はそれらの溶媒和物

若しくはそれらの水和物を有効成分として

含む、組織の線維化及び組織の線維化によっ

て引き起こされる疾患の治療及び／又は予

防用医薬組成物の提供を目的とする。 

平成 21 年 3 月 11 日
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課 題 名 がんや様々な疾病に関与するNPPファミリータンパク質の機能構造解析か

ら創薬まで 
代 表 機 関 名 東北大学 
代 表 研 究 者 名 青木 淳賢 
分担機関・分担研究者名 東京大学（濡木 理）、東北大学（徳山 英利、岩渕 好治） 

  

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

① NPPファミリー分子の大量発現系の構築と結晶化  
  これまで作製している活性型NPP1, 2, 6の各タンパク質を発現するバキュロウイルスを用い、数mg

レベルでの各NPP1, 2, 6タンパク質を発現・精製する。また、結晶化を試みる。 
② NPP2, NPP6阻害剤候補化合物の探索 
  東北大学薬学部が保持する約4,000化合物を秤量し、水溶

液（あるいはDMSO液）を調製する。96, 384穴プレート

に化合物を分注することでスクリーニングの効率を高め

る。リコンビナントNPP2, NPP6を用い酵素活性阻害化合

物をスクリーニングする。可能であれば制御の長野グルー

プとの連携により化合物を調達し、同様にスクリーニング

を行う。同定した化合物は有機化学的に誘導化合物を作製

し、活性の高い化合物を創製する。 
③NPP2, NPP6阻害物質を用いたNPP2, NPP6の個体機能の

解明 
  NPP2, NPP6阻害物質を用い、NPP2, NPP6の個体機能を解明する。特に、NPP2, NPP6と病態と

の関連を解明し、NPP2, NPP6阻害物質用いる創薬研究を目指す。 
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 
（１）成果概要 ・NPP2がこれまで治療法、分子マーカーの存在しない難治性疾患、間質

性 肺炎／突発性肺繊維症の有望なターゲットであることが明らかとな

った。また、NPP2阻害物質がマウス間質性肺炎／突発性肺繊維症モデ

ルにおいて著名な治療効果を示した。  
・NPP6がビタミン様物質コリンの体内分布の決定因子であることを初め

て明らかにした。  
・NPP2, NPP6阻害活性を有する化合物をそれぞれ同定した。IC50は数

µMから数十µM程度であった。 
・NPP6阻害活性を示すY32に関しては、誘導体の合成をこころみ、Y32
より阻害活性の強い化合物を同定した（図１）。また、Y32のNPP6の阻

害活性に必要な構造を決定した。 
・NPP6阻害活性を示すY32は細胞レベルでの毒性は示さなかった。また、

Y32は細胞レベルでNPP6活性を抑制した。 
・NPP2, NPP6, NPP5の発現系を構築し、このうちNPP2, NPP6に関し

ては mgオーダーでの発現に成功した。  
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・トリプシンの限定分解により、NPP2 のドメイン構造に関する予備的知

見を得た。NPP2 は N 末端側の触媒活性ドメインと C 末端側の非触媒

活性ドメインとからなることが分かった。 
（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 
・バキュロウイルス系による NPP ファミリータンパク質の発現効率の向

上 
 NPP2, NPP6 に関し、N 末側に、シグナル配列、HIS タグ、S タグ、

エンテロキナーゼ切断配列を含む NPP2, NPP6 各タンパク質を昆虫細

胞 Sf9 細胞に発現させた。タンパク質の効率的産生を達成するため、ウ

イルス、Sf9 細胞のそれぞれを限界希釈法によりクローン化し、それぞ

れに対し、NPP 活性を指標に高発現ウイルス、高発現 Sf9 細胞の単離を

行った結果、従来の４倍程度産生が向上し、培養上清１０L から、コン

スタントに 約２０mg の NPP2, NPP6 のリコンビナントタンパク質を

単離精製することが可能となった（図１a）。 
・精製 NPP2, NPP6 に対する結晶化の試み 
 ニッケルカラム、ゲル濾過カラムにより精製した NPP2, NPP6 各タン

パク質（それぞれ１０mg）対し、それぞれ、約１０００条件の結晶化

適条件を検討した。しかし、現在まで結晶化には至っていない。 
・他の NPP ファミリー分子の発現の試み 
 NPP ファミリー分子の発現を検討するために、NPP2, NPP6 以外の

NPP ファミリー分子の発現系を HEK293 細胞で行った。その結果、

NPP5 の発現が非常に優れていることが分かった。 
・NPP2, NPP6 の糖鎖除去 
 NPP2, NPP6 はそれぞれ 5, 4 個の N 型結合糖鎖のコンセンサス配列

を持ち、糖タンパク質であると予想される。そこで、Asn-X-(Ser/Thr) の
コンセンサス配列の Asn を Ala に置換した変異体を作製し、その発現と

酵素活性を検討した。NPP2, NPP6 それぞれ、4, 3 個の糖鎖を除去して

も酵素活性を発現することが明らかとなった。しかし、すべての NPP
ファミリー分子（NPP1-NPP7）の中で保存されている糖鎖結合部位に

変異を導入すると発現だけでなく、酵素活性を完全に失ってしまった。

また、それぞれの変異体は活性を発現するものの、安定性、収量が著し

く減弱することが判明し（一つの変異あたり酵素活性が約 1/2 に低下し

てしまう）、糖鎖結合部位に変異を導入する手法は有効ではなかった。 
・NPP2 のドメイン構造の推定    
 NPP2 は分子量が 100 kDa と大きく、マルチドメインを形成している

と予想される。そこで、精製 NPP2 に対しトリプシンによる限定分解を

行い MALDI-TOF-MASS と 
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エドマン分解法による各フ

ラグメンンとの N 末端配

列の決定を行った。その結

果、精製 NPP2 の N 末端の

5 kDa が消失すること、残

りの部分が、主に、70 kDa
と 30 kDa のドメインに分

かれることが明らかになっ

た（図１b）。 

（３）機能解析に関する 
進捗及び成果 

・NPP2 の肺線維症への関与 
 NPP2の機能解析をヒ   
トレベル進める一貫と 
して申請者は NPP2 血

中レベル測定系を開発

し、特許出願した。この

系を用い、ヒトの様々な

病態での血中 NPP2 の

レベルを検討した結果、

組織の線維化を主原因

とした難治性の疾患である特 
発性間質性肺炎患者の血中 NPP2 が有意に高いことが判明した（図２

a）。また、マウスブレオマイシン誘発肺炎モデルを検討し、このモデル

ではブレオマイシン投与により急激な血中 NPP2 レベルの上昇が起こ

ることを明らかにした。さらにブレオマイシン誘導肺炎／肺線維化モデ

ルにおける NPP2 機能阻害モノクローナル抗体の効果を検討した。その

結果、抗体投与により肺の線維化が著しく軽減されることが判明した

（図２b）。これらの結果から、NPP2 阻害剤の難治性疾患である特発性

間質性肺炎の治療薬としての有効性を示している。 
・NPP2 阻害剤の探索 

 そこで次に NPP2 阻害物質の探索に着手した。まず、酵素活性阻害作

用を指標に東北大学大学院薬学研究科徳山、岩渕研究室が保有する約

4,000 化合物をスクリーニングし、NPP2 阻害活性を示すいくつかの低

分子化合物を同定することができた。これらの IC50 は数 µM であった。

さらに、これらの低分子化合物をマウスブレオマイシンモデルに投与し

た。しかし、今回得られた阻害剤では有効な効果は示さなかった。おそ

らく、アフィニティーが弱く、阻害効果を発揮し難いことが原因と考え

られる。 
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・NPP6 の生理機能の探索 
 NPP6 ホモ欠損マウスを作製した。血中コリン含有リン脂質量がホモ

欠損マウスでは有意に低下していた。NPP6 が腎臓に特異的に発現する

ことに着目し腎臓における NPP6 の発現部位を免疫染色法で検討した

（図３a）。その結果、NPP6 は腎臓において近位尿細管に特異的に発現

していた。NPP6 の基質であるリゾホスファチジルコリン（LPC）やグ

ロセロホスホコリン（GPC）は腎糸球体においてほとんどが濾過される

が、尿中に、LPC や GPC やその分解物であるコリンは全く検出されな

い。また、腎近位尿細管にはコリントランスポーターが高発現している。

これらのことから、腎糸球体で濾過された LPC や GPC は、腎尿細管

で NPP6 によりコリンにまで分解され、コリントランスポーターにより

効率よく再吸収され

るため尿中には LPC
やGPCやコリンは排

出されないこと、す

なわち NPP6 は腎近

位尿細管で LPC や

GPC などのコリン含

有ホスホジエステル

を分解することによ

りコリンの再吸収に

関与することが予測された（図３b）。そこで、NPP6 の基質の中で、LPC
よりもより可溶性の高い GPC をマウス血中に投与し、 
尿中の GPC の排出量を検討した。 
その結果、NPP6 欠損マウスでは尿中の GPC の排出が有為に高いこと

が判明した。 
これは NPP6 の生理的意義に関 

して初めての知見である。 
 
・NPP6 阻害剤の探索 

 NPP6 阻害活性を示す化合物

の探索も行った。NPP6 酵素活性阻 
害作用を指標に上述の東北大学大学院薬学研究科徳山、岩渕研究室が保

有する約４,０００化合物をスクリーニングし、NPP6 阻害活性を示す

いくつかの低分子化合物 Y32, Y40 を同定した（図４）。Y32, Y40 は

NPP6 選択的な阻害剤であり、他のどの NPP ファミリー分子（NPP1-5, 
NPP7）に対しては酵素阻害活性を示さなかった。Y32, Y40 の NPP6
に対する IC50 は数 µM 程度であった。また、Y 阻害活性の強かった 32
に関して有機化学的な誘導化を行った。その結果、Y32 の阻害活性には、

４価の窒素原子が必須であることなど、阻害効果発揮のための構造を同
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定した。また、活性発揮に必要な細小な化合物の合成に成功した。 終

的な化合物（特許申請のため構造は開示しない）は、Y32 よりは化合物

は数倍強い活性を示した。さらに、これらの化合物を細胞に投与し細胞

毒性を検討した結果、Y32 は 0.1 mM まで毒性を示さないこと、NPP6
の細胞レベルでの GPC の分解に関しても有意に阻害活性を示すことが

明らかとなった。 
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 
PDB 登録数 ０件 
PDB 登録の有無にかかわらず 

構造解析したタンパク質数 

０件 

４．グループ全体の論文発表件数 ４２件（2007 年 7 月以降） 
５．グループ全体の特許出願件数 １件（うち国外０件） 
６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 
 NPP ファミリー分子の機能解析に関しては、(1) NPP2 が難治性疾患であるヒト特発性間質性肺炎の

進行に重要な働きを持つこと、NPP6 がビタミン様物質コリンの体内の代謝に重要な役割を持つこと、

すなわち、腎近位尿細管に発現する NPP6 がコリン含有ホスホジエステルを加水分解することにより、

コリンの腎臓における再吸収を促進する役割が明らかとなった。このように、NPP の機能に関しては

予想以上の結果を得ることができた。特に、ヒト難治性疾患、特発性間質性肺炎と NPP2 を繋げた成果

は、今後、治療法の存在しない本疾患の新たな創薬ターゲットを提供しており、今後阻害剤開発等へ新

たな展開が期待できる。 
 また、簡便な酵素阻害活性を指標とした NPP2, NPP6 の阻害活性を有する化合物の検索に関して、

予定通り東北大学薬学部保有する４０００化合物のスクリーニングを経て予定通りいくつかの候補化

合物を得ることができ、本スクリーニング法の有用性を示したものであると考えている。この意味で、

２年間で阻害剤の候補が得れたことは十分評価できると考えている。今後、制御グループの有す約１５

万の化合物ライブラリーをスクリーニングすることにより、NPP2, NPP6 をターゲットとした薬物のス

クリーニングにより NPP2 阻害剤に候補化合物を多数同定することが可能となる。これらのスクリーニ

ングに関しては２１年度早々に実行する。 
 一方、NPP ファミリー分子の結晶構造を解明するには至っていない。バキュロウイルス系を用いた

発現系の改良により、活性を保持する NPP2, NPP6 のリコンビナントタンパク質が５−１０mg 程度コ

ンスタントに発現精製することが可能になったことは評価できる。しかし、おそらくは糖鎖の存在によ

り結晶化が阻害されているのではないかと考えられる。結晶化条件の工夫、例えば青木らが保有するエ

ピトープのことなる多数のモノクローナル抗体、大胆な発想に基づいた実験系の改良が必要であろう。

７．課題内の情報共有・連携体制 
※研究の連携内容  
 東大グループ（濡木グループ）とはNPP2, NPP5, NPP6分子発現のための、遺伝子、抗体、酵素活性

測定系に関して常に、試薬や情報の交換を行っている。また、精製されたリコンビナントタンパク質の

結晶化の試みは濡木グループにより行われている。 
 東北大グループでは、まず、青木グループによりNPP2, NPP6の機能解明に関する研究が行われてい

る。また、徳山、岩渕グループは合わせて約4,000種類の化合物を青木グループに供給し青木グループ
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がスクリーニングを行っている。同定した一部の化合物は濡木グループに送られ結晶化を促進する可能

性が検討されている。青木グループにより同定された阻害剤候補化合物は、徳山、岩渕グループにより

さらに有機化学的修飾が施され、さらに活性の強い化合物の創製が試みられている。  
※課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度  
 青木グループは、タンパク質の発現、酵素活性測定法に関して、年に数度濡木グループを訪問し研究

打ち合わせを行っている。 
 また、東北大グループは２、３ヶ月に一度の割合で化合物のスクリーニング結果、化合物の修飾、酵

素活性測定結果に関して検討会を開催し、討論を行っている。また、地理的な近さから、青木グループ

が行ったスクリーニング結果はすぐに徳山、岩渕グループに報告し、討論している。 
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 
・青木グループは東京大学薬学系研究科 長野哲雄グループとNPP6の新規蛍光基質を作製し、この新規

NPP6活性測定系を構築した。また、これら基質を含め阻害物質の探索を行い、いくつかの候補化合

物を得た。 
・青木グループはオートファジーに関与する新規脂質代謝酵素を同定した（新規細胞内型ホスホリパー

ゼA1; iPLA1）。iPLA1はホスファチジルエタノールアミン（PE）を分解し、オートファジー実行分

子であるAtg8ファミリー分子（哺乳類ではLC3, GABARAP, GATE16）と結合することで、オートフ

ァジーの終結を制御している。iPLA1は分子量約１００kDaの細胞質酵素であり、高い相同性を示す

分子は存在しないが、DDHD, SAMドメイン等機能未知かつ構造未決定のドメインを含む。この新規

脂質代謝酵素の構造に関する研究を北海道大学薬学研究院 稲垣冬彦グループと共同で進め、iPLA1

とAtg8ファミリー分子の結合にはiPLA1のN末端に存在する機能未知ドメインが関与することを明

らかにした。また、iPLA1のSAMドメインを発現し、結晶化、構造決定を行った。 
９．今後の展望 
・NPP2, NPP6 の結晶構造解析 
・NPP2 阻害剤の開発、制御グループとの共同研究により NPP2 阻害剤の開発を早期（2009 年 4 月に

実施予定）に実施し、難治性疾患特発生間質性肺炎に対する治療薬のシーズを見出す。特発生間質性

肺炎に対する有効な治療戦略が存在しない現在、本研究は非常に大きなインパクトを与えるものと予

測される。 
１０．特記事項 
小野薬品工業と NPP ファミリー分子の機能と創薬応用に関して共同研究を行っている。この研究では、

baculovirus 系で発現した NPP4, NPP6 に関して、結晶と部分的な構造を得ている。今回の報告書では

東北大学と東京大学間の研究成果ではないので報告内容には記載しなかった。 
１１．委託研究費一覧 
 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 
設備備品費（千円）      15,000        13,000            9,500       37,500

人件費（千円）        9,500         9,500            6,300        25,300

業務実施費（千円）          17,038        16,731           20,354       54,123

間接経費（千円）          12,462        11,769           10,846       35,077

合計（千円）          54,000        51,000 47,000 152,000
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（別紙１） 
１．PDB 登録を行ったタンパク質 
 
 「なし」 
 
２．論文のリスト 
 
Y. Araiso, R. Ishitani, T. Umehara, D. Söll and O. Nureki Pyrrolysyl-tRNA 
synthetase-tRNA(Pyl) structure reveals the molecular basis of orthogonality K. Nozawa, P. 
O'Donoghue, S. Gundllapalli, Nature, 457, 1163-1167 (2009) 
Nakasaki T, Tanaka T, Okudaira S, Hirosawa M, Umemoto E, Otani K, Jin S, Bai Z, Hayasaka 
H, Fukui Y, Aozasa K, Fujita N, Tsuruo T, Ozono K, Aoki J, Miyasaka M. Involvement of the 
lysophosphatidic acid-generating enzyme autotaxin (NPP2) in lymphocyte-endothelial cell 
interactions. Am J Pathol. 173, 1566-76 (2008) 
Masuda A, Nakamura K, Izutsu K, Igarashi K, Ohkawa R, Jona M, Higashi K, Yokota H, 
Okudaira S, Kishimoto T, Watanabe T, Koike Y, Ikeda H, Kozai Y, Kurokawa M, Aoki J, Yatomi 
Y. Serum autotaxin (NPP2) measurement in haematological malignancies: a promising marker 
for follicular lymphoma. Br J Haematol. 143, 60-70 (2008) 
Kanamori T, Inoue T, Sakamoto T, Gengyo-Ando K, Tsujimoto M, Mitani S, Sawa H, Aoki J, Arai 
H. -catenin asymmetry is regulated by PLA1 and retrograde traffic in C. elegans stem cell 
divisions. Kanamori EMBO J. 27, 1647-57 (2008) 
Inoue M, Ma L, Aoki J, Ueda H. Simultaneous stimulation of spinal NK1 and NMDA receptors 
produces LPC which undergoes ATX (NPP2)-mediated conversion to LPA, an initiator of 
neuropathic pain. J Neurochem. 107, 1556-65 (2008) 
T. Tsukazaki, H. Mori, S. Fukai, R. Ishitani, T. Mori, N. Dohmae, A. Perederina, Y. Sugita, D. G. 
Vassylyev, K. Ito and O. Nureki. Conformational transition of Sec machinery inferred from 
bacterial SecYE structures Nature, 455, 988-991 (2008) 
Kono N, Inoue T, Yoshida Y, Sato H, Matsusue T, Itabe H, Niki E, Aoki J, Arai H. Protection 
against oxidative stress-induced hepatic injury by intracellular type II platelet-activating factor 
acetylhydrolase by metabolism of oxidized phospholipids in vivo. J Biol Chem. 283, 1628-36 
(2008) 
Molecular basis for maintenance of fidelity during the CCA-adding reaction by a CCA-adding 
enzyme” Y. Toh, T. Numata, K. Watanabe, D. Takeshita, O. Nureki, K. Tomita EMBO J. 27, 
1944-1952 (2008) 
M Hattori, Y. Tanaka, S. Fukai, R. Ishitani, O. Nureki Crystal structure of the MgtE Mg2+ 
transporter Nature 448, 1072-1075 (2007) 

Y. Sato, S. Fukai, R. Ishitani, O. Nureki Crystal structure of the Sec4poSec2p complex in the 
nucleotide exchanging intermediatetate Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 104, 8305-8310 (2007). 
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課    題   名 「セマフォリン及びセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構造・機能解析

と治療法開発」 

代 表 機 関 名 大阪大学 

代 表 研 究 者 名 熊ノ郷 淳 

分担機関・分担研究者名 横浜市立大学（五嶋 良郎）、大阪大学（高木 淳一、池上 貴久、豊福 利彦）

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

セマフォリンファミリーは 1990 年代初頭から神経ガイダンス因子として同定されてきた分子群であるが、近年、

神経再生、血管新生・脈管形成、癌の進行、骨代謝疾患、免疫疾患への関与が明らかとなり、生体の組織構

築と恒常性の維持に重要な分子群と考えられている。我々はこれまでセマフォリン及びその受容体分子群の

神経系、免疫系、血管・脈管系、骨代謝における役割を明らかにしてきた（Nature1995, Immunity 2000, Immunity 
2000, Neuron 2002, Nature 2002, Nat. Rev. Immunol. 2003, Nat Cell Biol. 2004, Immunity 2005, Nat Neurosci. 2005, 
Nat Cell Biol. 2006, Nature 2007）。現在セマフォリンの多彩な生物学的活性に着目した神経再生、血管新生、

がん抑制、骨代謝疾患制御、感染に対する免疫増強、自己免疫疾患治療などの試みもなされ、疾患治療の新

たな創薬ターゲットとして期待されている。しかしながら、これらの分子群は糖鎖修飾に富む大きな細胞外

領域を持った細胞表面膜タンパク質であり、その構造はこれまで殆ど解明されておらず構造解析が非常に困

難であることが知られている。しかも、機能解明や創薬に重要な複合体の構造に関しても全く未知である。

本研究グループでは免疫、神経、血管・脈管系の機能解析・薬理研究者と構造生物学研究者が研究チーム

を構成して、非常な困難が予想されるセマフォリン分子群の構造・機能解析に挑戦するとともに、明らかに

された基本構造をもとにタンパク質間相互作用を制御する化合物の探索を行い、セマフォリン関連分子をタ

ーゲットにした治療法の開発に資する成果に繋げることを目的とする。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 (構造解析成果概要) 

セマフォリン分子及び受容体分子についての細胞外ドメインフラグメントの設計と

リコンビナントタンパク発現構築の作成を行った。特にクラス６のセマフォリン６

Ａについては細胞外領域の結晶化に成功するとともに、3.1Å 分解能の立体構造の決

定にも成功した。これは世界初の成果である。得られた構造は細胞上の生理的コン

フォーメーションを反映すると思われる二量体であり、受容体結合に関する構造的

に示唆に富むものであった。 
また、セマフォリン３Ａについても rigid な構造を取る安定な変異体の作成に成功

し、安定動物細胞発現株を樹立して大量精製を進めている。セマフォリンシグナル

を担う細胞質側の因子 CRMP1 および CRMP2 については、二次元 NMR 法により、

これらの分子が立体構造を保ちながら単量体と多量体の間の平衡状態にあることも

明らかにしている。 
（機能解析成果概要） 
１）免疫機能解析：セマフォリン分子及びセマフォリン受容体分子がアトピーや多

発性硬化症を含む種々の免疫病態に関与していることの詳細を明らかにした 
（Nat Immunol. 9:17-23.2008, Int Immunol. 20:413-20.2008, J Int Dermatol, 128:2842-9, 
2008)。 
２）心・血管系機能解析：心・脈管系形成におけるセマフォリンのガイダンス作用

が初めて明らかになった（Dev Biol, 321:251-262, 2008）。 
３）神経系における機能解析では、セマフォリン３Ａが cyclic nucleotide-gated 
channel を活性化し軸索反発作用を引き起こすことを明らかにした  (Neuron 
58:694-707, 2008)。 
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（２）構造解析に関す

る進捗及び成果 

セマフォリン分子及び受容体分子についての細胞外ドメインフラグメントの発

現・精製を行った。本プロジェクトでは 終的に受容体と複合体の結晶構造取得を

目指しているので、どのセマフォリンがどの受容体と も安定に結合するか、そし

てそれぞれが も結晶化し易い溶液挙動をとるコンストラクトは何かという点につ

いて時間をかけて調べてきた。その結果、本年度半ばまでにクラス６のセマフォリ

ン６Ａと、plexin-A2 の組み合わせが も有望であることを突き止め、さらにそれぞ

れについてタグ配列の付加や truncation 部位の 適化を通して 終候補コンストラ

クトを決定し、万全の準備を経て安定発現細胞を作成した。そして、まずセマフォ

リン６Ａについて培養上清から精製を行ったところ、精製タンパク質は一晩で良好

な結晶を析出し、Spring-8 の 41XU ビームライン（ターゲット課題用ビームタイム）

での測定を経てわずか 2 週間ほどで 3.1Å 分解能の立体構造決定に至った。これはク

ラス６セマフォリンの世界 初の立体構造解明である。セマフォリン６Ａは結晶中

で二量体を形成しており、分子界面の分析や他のセマフォリンとの類似性から二量

体が細胞上での生理的なコンフォーメーションであることが示された。また、糖鎖

の位置や表面電荷の分布などの情報から、受容体との相互作用に利用される可能性

の高い部位を有る程度予想することが可能となった。 

 もう一つの重要なセマフォリンクラスであるクラス３については、代表的なセマ

フォリン３Ａの発現・精製を進めた。セマフォリン３Ａについては、分子の中程で

furin-like protease で切断される部分があり、これが構造を不安定化していることが知

られていたが、この部分を改変して rigid な構造を取る変異体の作成に成功した。す

でにこの組み換えタンパク質を mg 単位で精製することに成功し、構造解析だけで

なく下に述べるアトピー性皮膚炎モデルへの治癒効果を調べるなどの機能・薬効実

験に供するところにまで来ている。 
また、セマフォリンシグナルを担う細胞質側の因子である CRMP1 および CRMP2

については、大腸菌発現系により 15N 安定同位体で標識し、二次元 NMR 法で観測

した。その結果、これらは立体構造を保ちながら単量体と多量体の間の平衡状態に

あることが分かった。これは、CRMP が四量体で存在するというこれまでの推測を

支持している。NMR で CRMP を感度良く観測するために、現在これを単量体か四

量体のどちらかにシフトさせるための溶媒条件を検討している。さらに、Plexin の

細胞内ドメインなど、CRMP と相互作用する相手側蛋白質を混在させることにより、

CRMP 側を安定化させる実験も進行中である。 

（３）機能解析に関す

る進捗及び成果 

セマフォリン分子群の機能を、（２）で作成したリコンビナントタンパク、フラグ

メント、セマフォリン関連ノックアウトマウスを用いた系で確認した。 

１）免疫機能の解析については、セマフォリン分子及びセマフォリン受容体分子の

アトピーや多発性硬化症を含む種々の免疫病態への関与の詳細を明らかにしている
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 （Nat Immunol.9:17-23.2008）。
特に６型セマフォリンの受容

体である Plexin-A4 分子はそ

の遺伝子欠損マウスにおいて

免疫反応が著しく亢進してお

り、加えて多発性硬化症動物

モデル EAE の系で、コントロ

ールマウスに比べて症状が重

篤となっていたことから

（図）、免疫反応を負に制御す

る分子であることが明らかに

なっている  (Int Immunol. 
20:413-20.2008)。 
 
２）心・血管系における機能解析で

は、６型セマフォリン分子群及び受

容体 Plexin-A 分子群の機能を血管内

皮細胞および心・脈管系の発生シス

テムを用いて検討し、心・脈管系形

成におけるセマフォリンの重要な役

割も明らかにている（ Dev Biol, 
321:251-262, 2008）（図）。神経細胞の

ガイダンス因子とされてきたセマフ

ォリンであるが、心・血管系発生の

基になる神経提細胞に対するガイダ

ンス作用が証明されたのは本研究が

世界で初めてである。 
 
３）神経系における機能解析では、セマフォリン３Ａが cyclic nucleotide-gated 
channel を活性化し軸索反発作用を引き起こすこと (Neuron 58:694-707, 2008)、アト

ピー性皮膚炎においてセマフォリン 3A の皮膚への適用が皮疹を改善することを見

いだした（J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008）。またセマフォリン３Ａのアトピー性皮

膚炎治療への応用は、この皮膚炎の病態として、itch-scratch cycle（掻痒—掻破 サイ

クル）が存在し、掻破により

角化細胞から NGF が分泌さ

れ、これによって皮内に伸展

した知覚神経が皮膚の過敏状

況を生むという考えから着想

された。セマフォリン３Ａの

皮内投与は、アトピー性モデ

ルマウスの掻破行動を抑制

し、皮疹を改善した。組織学

的には、セマフォリン３Ａ投

与部位に限局して、知覚神経

の突起伸長の抑制効果（図）、

ならびに肥満細胞、IL-4, CD4
陽性細胞の浸潤の抑制効果が観察された。 
４）一方、東京大学化合物ライブラリー（制御領域）から従来報告されている セマ

フォリン３Ａ結合化合物 SM-216289 と構造の類似した一連の化合物の提供を受け、

成長円錐退縮活性およびセマフォリン３Ａ作用の修飾活性の有無を検討した。その

結果、単独で成長円錐退縮効果を示す化合物 A および、セマフォリン３Ａ と併用
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した際に増強効果を示す B を見いだした。これらに加え、SM 化合物関連する構造

を有する化合物を中心に数を広げ、すでに確立しているアッセイ系を用いたスクリ

ーニングを進行中である。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数  

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

１件（登録準備中。ただし、国外グループとの競合があるため、登録は論文執筆

が進むまで行わない予定） 

４．グループ全体の論文発表件数 17 件 

５．グループ全体の特許出願件数 2 件 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チーム内
の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 1 年半でクラス６セマフォ
リン世界初の構造決定という成果に結実した。この成果こそまさに「非常な困難が予想されるタンパクの構
造解析へのチャレンジ」を掲げる「ターゲットタンパクプログラム」のミッションの下に結集した、免疫・
血管・神経の機能研究者と構造生物学研究者の密接な連携の賜（たまもの）と考えている。様々な疾患の鍵
分子でもあるセマフォリンの構造解析は製薬企業を中心に精力的に行われており、今回の成果はきわめて大
きなインパクトを持つ。機能解析についても多くの成果が上がっており、業務計画書にある研究計画は予定
以上のペースで達成していると考えている。今後目指すべきはなんと言っても受容体との複合体の結晶構造
決定であるが、セマフォリン６Ａの受容体である plexin-A2 蛋白質の大量生産をすでにほぼ終えており、これ
についても今年度中にめどがつけられると期待している。またセマフォリン機能の制御化合物の探索につい
ても東京大学生物機能制御化合物ライブラリーより提供を受け、現在数種類の有力な化合物を得ている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

代表研究者の強力なリーダシップの下、代表機関の大阪大学（熊ノ郷、高木、豊福、池上）と分担機関の

横浜市立大学（五嶋）とは日常密接にメールなどで連絡を取り合いながら研究を進めるとともに、大阪大学、

横浜市立大学を相互に訪問しての本プロジェクト推進のための meeting を行っている（計 4 回）。また定期的

な会合も持っている（計 10 回）。加えて、代表機関（阪大蛋白研）において構造解析を目指して生産・精製

したセマフォリン３Ａ, セマフォリン６Ａ, plexin 蛋白質は、分担機関において神経細胞に与える影響を調べ

る機能試験や、モデル動物を用いた実験にも使用しており、情報だけでなく試料レベルでの連携・共有が有

機的に行われている。 
このような研究チーム内の密接な情報共有・試料提供結果・連携体制の結果、研究開始後わずか 1 年半足

らずでクラス６セマフォリンの構造解析に世界で初めて成功した。また免疫・神経の異なる分野の機能研究

者（熊ノ郷、五嶋）の本課題を契機とした研究交流・情報共有・相互啓発により機能解析の面でも、「アトピ

ー疾患における神経・免疫クロストーク」が明らかとなり、アトピー治療に対する新たな治療標的の発見と

してマスコミにも大きく取り上げられ社会的にも大きな反響を呼んでいる。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

セマフォリン、およびその受容体群の細胞外領域の組み換え蛋白質発現には、ターゲットタンパク技術開

発課題「新規タグ技術を中心とした膜蛋白質・細胞外蛋白質の高品質生産と精製システムの開発」の代表者

でもある高木淳一が、開発途上の新規ペプチドタグ（Target タグ、eTEV タグなど）を組み込んだ発現ベクタ

ーを提供し、精製と構造解析に 適なコンストラクトをシステマティックに検討し結果、非常な困難が予想

されたセマフォリン構造解析に短期間で成功した。 
また、本プログラム制御領域の東京大学の長野先生より生物機能制御化合物ライブラリーの供与を受け、

セマフォリン 3A の神経成長円錐退縮作用ならびに、COS 細胞における縮小作用を指標として、同作用を模倣

ないし阻害する化合物のスクリーニングを行い有力な化合物をすでに同定している。 

９．今後の展望 

【平成２１年度の研究計画と展望】 
前述のように、H21 年度にはセマフォリン６Ａ受容体である plexin-A2 の細胞外ドメインフラグメントの単体
結晶構造、およびセマフォリン６Ａとの複合体構造の決定を目指す。plexin-A2 はセマフォリン６Ａとの結合
能を持つ 小フラグメントの安定発現株の取得と大量培養を進めており、予備的な実験では mg オーダーの高
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品質組み換えタンパク質試料が得られる見通しをもっている。またクラス６の別のメンバーであるセマフォ
リン 6D についても安定発現細胞株を取得しており、これの精製と結晶化を進める。 
 一方、機能解析については、構造決定されたクラス６セマフォリンの受容体 plexin-A 分子が細胞移動に関
与していることが明らかになっており、今後構造の情報をもとにした細胞の移動をターゲットにした免疫疾
患を含む疾患治療法開発のための化合物探索を引き続き行う（平成 20 年度までに数種類の候補化合物は得て
いる）。 
【平成２２年度―２３年度の研究計画と展望】 
上記のように本課題は非常に重要な構造解析に成功し、しかもそれにつづく構造解析ターゲットも着々と準
備が進んでいる。しかし、H21 年度末までに得られる構造解析の成果をさらに活かして創薬に役立つ知見を
大限に得るためには、ぜひともあと２年の延長期間が望まれる。この２年間には以下のような極めて具体的
かつ有望なプランを持っている。 
１．セマフォリンのシグナル伝達機構の解明 
今回得られたような二量体構造がセマフォリンの一般的特徴だとすると、この二量体が果たしてシグナル伝
達能を担うユニットなのか、あるいは逆に抑制された状態に相当するのか、を明らかにすることが重要にな
る。原子分解能の構造が手に入ったので、たとえば二量体化を制御するような変異体をデザインし、その挙
動を調べることによってシグナル伝達機構を明らかにする。 
２．制御化合物の実験的、およびインシリコ探索 
これまでセマフォリンシグナルを制御する化合物は、セマフォリン３Ａにおいて偶然に見つかった一つが存
在するだけである。セマフォリン・受容体複合体の構造を用い、ラショナルなインシリコデザインと、組み
換えタンパク質とライブラリー化合物を用いた実験的相互作用スクリーニングを併用して、極めて高い信頼
度の化合物選択を行う。 
３．セマフォリン蛋白、セマフォリン抗体、制御化合物の細胞・個体レベルでの評価 
本グループではすでに免疫、神経、血管系のさまざまなモデル実験系（多発性硬化症、アトピー性皮膚炎、
腸管アレルギー、網膜色素変性症、パーキンソン病、アルツハイマー病など）を確立しているので、これま
でに得られたセマフォリン蛋白、セマフォリン抗体、制御化合物のバリデーションはほぼ同時進行的に行う
ことが出来る。 

１０．特記事項 

・困難が予想されたクラス６セマフォリンセマフォリン６Ａの結晶化・構造解析に世界で初めて成功し、二

量体が生理的に重要であることを明らかにした。 
・アトピー性皮膚炎に対する新しい治療法として毎日新聞、日刊工業新聞、神奈川新聞に発表された。また

一般向け科学雑誌「ニュートン」、子供向け科学ニュース（www.kagakunavi.jp）（科学技術振興機構）、その

他、多くのウェブサイトに取り上げられた。また９月１７日に東京で開かれたイノベーションジャパンで

は５社から共同研究開発の相談が持ち込まれている。 
・本課題は昨年創設された先端医療開発特区「スーパー特区」内の研究プロジェクトに認定された。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）    21,716       780           0       22,496 

人件費（千円）         0      3,020       7,216       10,236 

業務実施費（千円）     20,592    35,431      29,707       85,730 

間接経費（千円）     12,692    11,769      11,077       35,538 

合計（千円）     55,000    51,000      48,000       154,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

セマフォリン６Ａ  免疫系の制御や心・血管の発生に関与するクラス６セマ

フォリンの１つで、様々な疾患における創薬ターゲット

であるため多くの製薬企業を含め多数のグループが構

造解析を目指している。膜タンパク質の細胞外領域であ

るため高等生物の発現系が必須であり、また N末端に存

在する sema ドメインは現在知られている蛋白質ドメイ

ンの中では最大級（〜500 残基）の大きさのため、解析

の何度は極めて高い。PDB には登録準備中であるが、国

外グループとの競合があるため、登録は論文執筆が進む

まで行わない予定。 

 

２．論文のリスト 

 

Inui M, Kikuchi Y, Aoki N, Endo S, Maeda T, Sugahara-Tobinai A, Fujimura S, Nakamura A, 

Kumanogoh A, Colonna M, Takai T. Signal adaptor DAP10 associates with MDL-1 and triggers 

osteoclastogenesis in cooperation with DAP12. Proc Natl Acad Sci U S A. (in press). 

◎Toyofuku T, Yoshida J, Sugimoto T, Yamamoto M, Makino N, Takamatsu H, Takegahara N, 

Suto F, Hori M, Fujisawa H, Kumanogoh A*(*corresponding author), Kikutani H. Repulsive and 

attractive semaphorins cooperate to direct the navigation of cardiac neural crest cells. Dev Biol. 

321:251-62. (2008). 

◎Suzuki K, Kumanogoh A, Kikutani H. Semaphorins and their receptors in immune cell 

interactions. Nat Immunol. 9:17-23, (2008). 

◎Yamamoto M, K. Suzuki, T. Okuno, T. Ogata, N. Takegahara, H. Takamatsu, M. Mizui, M. 

Taniguchi, A. Che´dotal, F. Suto, H. Fujisawa, A. Kumanogoh† († corresponding author) and H. 
Kikutani. Plexin-A4 negatively regulates T lymphocyte responses. Int Immunol. 20: 413-20, 

(2008).  

Makino N, Toyofuku T, Takegahara N, Takamatsu H, Okuno T, Nakagawa Y, Kang S, Nojima S, 

Hori M, Kikutani H, Kumanogoh A. Involvement of Sema4A in the progression of experimental 

autoimmune myocarditis. FEBS Lett. 582(28):3935-40. (2008). 

Sierra JR, Corso S, Caione L, Cepero V, Conrotto P, Cignetti A, Piacibello W, Kumanogoh A, 

Kikutani H, Comoglio PM, Tamagnone L, Giordano S. Tumor angiogenesis and progression are 

enhanced by Sema4D produced by tumor-associated macrophages. J Exp Med. 205:1673-85. 

(2008). 

Mizui M, Shikina T, Arase H, Suzuki K, Yasui T, Rennert PD, A. Kumanogoh† († corresponding 
author), Kikutani H. Bimodal regulation of T cell-mediated immune responses by TIM-4. Int 

Immunol. 20:695-708. 2008.  
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◎Yamaguchi J, Nakamura F, Aihara M, Yamashita N, Usui H, Hida T, Takei K, Nagashima Y, 

Ikezawa Z, and Goshima Y：Semaphorin3A alleviates skin lesions and scratching behavior in 

NC/Nga mice, an atopic dermatitis model. J Invest Dermatol, 128:2842-2849, 2008. 

◎Togashi K, Schimmelmann MJ, Nishiyama M, Lim C-S, Yoshida N, Yun B, Molday RS, 

Goshima Y and Hong K: Cyclic GMP-gated CNG channels function in セマフォリン３Ａ

-induced growth cone repulsion. Neuron, 58: 694–707, 2008. 

Matsui C, Kaieda S, Ikegami T, Mimori-Kiyosue Y, Identification of a link between the SAMP 

repeats of adenomatous polyposis coli tumor suppressor and the Src homology 3 domain of DDEF, 

J. Biol. Chem. 283(47): 33006-33020 (2008). 

 

 

３．特許出願リスト 

 

表題 概要 出願年月日 

セマフォリン 3A によるアトピ

ー性皮膚炎治療の開発 

アトピー性皮膚炎等の掻痒性皮膚疾患の治

療または予防剤に関する。 

平成 19 年 5 月 31 日

軸索内移動粒子の自動追跡シス

テム 

神経細胞の軸索内輸送の粒子経路を解析方

法、解析装置及びそのためのプログラムに関

する。 

平成 19 年 9 月 25 日
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－ ターゲットタンパク研究課題 － 

２－３ 「食品・環境等の産業利用」分野 
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課 題 名 害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能

解析 

代 表 機 関 名 東京大学 

代 表 研 究 者 名 永田 宏次 

分担機関・分担研究者名 理化学研究所（松本 正吾） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

昆虫の性フェロモンは雌雄の交尾機会を決めるので、その生合成の人為的制御は害虫防除につながる。

本課題では、最大の農業害虫「蛾」のフェロモン腺における性フェロモン生合成に必須な情報伝達タン

パク質「フェロモン生合成活性化ペプチド（PBAN）」、その受容体でフェロモン腺細胞膜上に提示され

る膜タンパク質「PBANR」、さらに性フェロモン生合成の鍵酵素２種類（脂肪酸不飽和化酵素とアシル

基還元酵素）をターゲットとし、それらの立体構造決定と機能解析を行い、その成果を性フェロモン生

合成の人為的制御に結び付けるための変異体作製や低分子有機化合物の設計・探索に応用する。具体的

には、決定したターゲットタンパク質の立体構造に基づいて、PBANR に対するアンタゴニスト設計、

および、性フェロモン生合成酵素の高機能化（安定性・比活性向上）や機能改変を試みる。これらの成

果は、性フェロモンの生合成遮断やフェロモン成分の変化による交尾撹乱に応用可能である。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 構造解析（東京大学） 
・カイコガ PBAN 活性断片の NMR 溶液構造解析から、PBAN 活性に必須な C 末端

5 残基アミド領域が 30% TFE (2,2,2-trifluoroethanol)中と 500 mM DPC (dodecyl 
phosphocholine)中でともに β ターン構造をとることを示した。C 末端がアミド（活

性型）でなくカルボン酸（不活性型）の場合は 30% TFE 中で βターン構造をとれ

ないことから、C 末端アミド基の βターン構造安定化への寄与が明らかになった。

・カイコガ PBANR（GPCR）の結晶構造解析に向けた大量発現系の構築を進め、

酵母 Pichia pastoris および昆虫細胞 Sf9 や High Five を宿主とする発現系を構築し、

両発現系で PBANR の発現が確認された。特に昆虫細胞では、PBANR の細胞膜へ

の局在も示した。大規模培養の検討を進めている。 
・カイコガ性フェロモン生合成酵素 2 種の調製－脂肪酸不飽和化酵素（pgdesat1）
は膜タンパク質に適した発現系を構築し発現検討中、類似酵素（pgdesat4/5）は発

現を確認した。アシル基還元酵素（pgFAR）は大腸菌で不溶性発現後、巻戻して活

性型とし、結晶化実験を行っている。 
・カイコガ PBANR-EGFP を一過性発現させた Sf9 細胞を用いる PBAN 活性評価系

を構築し、天然型 PBAN と類縁体のアゴニスト・アンタゴニスト活性を評価した。

機能解析（理化学研究所） 
・カイコガ休眠ホルモン受容体（DHR）遺伝子のクローニング－ニューロメジン U
受容体(NmUR)ファミリーに属する DHR 遺伝子を単離し、全長配列を決定した。 
・害虫アワヨトウ PBANR 遺伝子および DHR ホモログ遺伝子のクローニング－

RT-PCRにより、アワヨトウ PBANRとDHRホモログの遺伝子全長配列を決定した。

・害虫アワヨトウの性フェロモン生合成酵素候補の遺伝子クローニング－RT-PCR
で pgdesat1 ホモログ遺伝子の部分配列を得た。また pgFAR ホモログ遺伝子単離の

ため EST-DB 構築に向けフェロモン腺平均化 cDNA ライブラリーを作製した。 

（２）構造解析に

関する進捗及び

成果 

 

カイコガ PBAN 活性断片の NMR 溶液構造解析 
 カイコガ（Bombyx mori）の性フェロモン生合成活性化神経ペプチド（PBAN）は

全長 33 残基で C 末端がアミド化されている。C 末端アミド基は活性に必須であり、

C 末端 5 残基が PBAN 活性を有する最小断片で全長の 3%の活性、C 末端 10 残基は

全長の 10%の活性を有する。C 末端のアミド化が立体構造に与える影響を調べるた

め、C 末端 10 残基ペプチド（活性型 C 末端アミド PBANc10-NH2 と不活性型 C 末

端カルボン酸 PBANc10-OH）について NMR 構造解析を行い、以下の構造を得た。
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図 1 ． PBANc10 
-NH2 （ 上 ） と

PBANc10-OH（下）

の 30% TFE 中の

溶液構造。活性に

必須な C 末端 5 残

基のみを表示。 

 

 

 

 
図 2. PBANR- 
GFP（上）と 
PBANR-GFP- 
His10（下）の昆虫

細胞の細胞膜への

局在。 

 

 

                                       

 ペプチド   緩衝液(pH 6.0)   + 30% TFE-d3  + 500 mM DPC-d38  
 PBANc10-NH2 ランダムコイル  I 型 βターン    II 型 βターン 
 PBANc10-OH ランダムコイル   伸長型      III 型 βターン  
βターンは C 末端 4 残基（SPRL）により形成されていた。特に 30% TFE 中におい

て、PBANc10-NH2 では β ターンが見られたのに対し、PBANc10-OH ではターン構

造が壊れていた（図 1）。このことから、βターン構造を安定化する 2 つの主鎖原子

間水素結合（Ser30 C=O…H-N Leu33 と Ser30 N-H…O=C Leu33）のうち後者が、C
末端がアミドからカルボキシレートに変わることで不安定化するとの仮説を立て、

現在、赤外分光法と計算化学によりこの仮説の検証を進めている。 
カイコガ PBAN 受容体（PBANR）の発現系作製 

7 回膜貫通型 G タンパク質共役受容体（GPCR）である PBANR について、酵母

Pichia pastoris を宿主とする発現系を構築し、Western ブロットで発現を確認した。

昆虫細胞 Sf9 や High Five を宿主とする発現系については、松本が構築した

PBANR-EGFP の発現用プラスミドを改変し、Ni2+アフィニティー精製を可能にした

PBANR-EGFP-His10 の細胞膜への発現に成功した（図 2）。また、β2 アドレナリン受

容体の結晶構造解析（Cherezov et al., 2007）を参考に、N 末端糖鎖結合部位の除去、

C 末端細胞内領域の短縮、切除可能な EGFP-His10タグの C 末側への付加、GFP 切

除後も残る StrepII タグの付加を行い、さらに選択肢として、細胞内第 3 ループ

（ICL3）の T4 lysozyme (T4L)への置換、HA シグナル配列の付加を行った計 4 種類

の改変 PBANRを設計し、プラスミド系とバキュロウイルス系での発現を検討した。

プラスミド系では、T4L 置換した ICL3 を有し HA シグナル配列を有しない改変

PBANR のみが細胞膜に局在し、その他 3 種類は内膜系に局在したが、バキュロウ

イルス系では 4 種類の改変 PBANR すべてが内膜系に局在した。今後、AKH シグ

ナル配列付加の効果を評価し、各系での改変 PBANR の発現量、細胞膜局在、PBAN
結合活性、安定性を評価し、最良の系を用いて大量調製・結晶化を行う予定である。

カイコガ pgdesat1 とその類縁体 pgdesat4, 5 の発現検討 
カイコガ性フェロモン（bombykol）は、パルミトイル CoA が脂肪酸不飽和化酵

素（pgdesat1）により不飽和化、その後アシル基還元酵素（pgFAR）によりアルコ

ールに還元されて生合成される。生合成酵素の発現系構築と発現検討を行った。 
pgdesat1（E10/Z12 不飽和化酵素、推定 5 回膜貫通型膜タンパク質（5TM-MP））、

pgdesat5（Z11 不飽和化酵素、推定 4TM-MP）、pgdesat4（Z9 不飽和化酵素、推定

4TM-MP）について、大腸菌を宿主とする発現系を構築し、Western ブロットによ

り pgdesat4 と 5 の発現は確認できたが、pgdesat1 は発現確認できていない。現在

pgdesat1 の発現条件と pgdesat4 と 5 の大量調製を検討中。今後、酵母 P. pastoris や
昆虫細胞を宿主とする発現系でも pgdesat1 の発現確認を行う予定である。 
カイコガ pgFAR の発現、巻戻し、精製、結晶化実験 
アシル基還元酵素 pgFAR（可溶性酵素）は、大腸菌で不溶性発現後、透析法によ

り巻戻した可溶性試料が活性を有することを確認した。精製試料について結晶化実

験を行っているが、結晶はまだ得られていない。 
カイコガ PBAN 活性検定系の構築 

PBAN アンタゴニスト開発に必要な PBAN 活性検定系を構築した。アゴニスト活

性については、受容体 PBANR を High Five 細胞に一過性発現させ、リガンド（濃

度 10 nM）の結合に伴う細胞外 Ca2+の細胞内流入を指示薬 Fluo-4 を用いて計測す

ることによって検定した。この際、C 末端 7 残基アミド（PBANc7-NH2）のアゴニ

スト活性を 100%と定義した。また、アンタゴニスト活性はアゴニスト PBANc7-NH2 
10 nM に対し検定分子を 1 μM になるよう添加した際の Ca2+の細胞内流入阻害率と

定義して評価した。PBAN アンタゴニストと報告されていた RYFDFPRL-NH2（Ser30
→D-Phe の点変異を含む。Zeltser et al., 2000）は 82％のアゴニスト活性を示し、Zeltser 
et al.とは異なる結果が得られた。また、cyclo(NTSFTPRL)は既報通りアゴニスト活

性を有し、PBAN 活性と βターン構造との関連が示された。一方、C 末端 5 残基ア
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ミドよりも低活性と報告されていた XFSPRL-NH2 (X=A, F。Kuniyoshi et al., 1990)
のうち、AFSPRL-NH2 はアゴニスト活性 10%、アンタゴニスト活性 79%、

FFSPRL-NH2 はアゴニスト活性 45%、アンタゴニスト活性 44%とアンタゴニスト活

性を有することが明らかになった。さらに上記 X を S, H, W に置換したところ、

WFSPRL-NH2 はアゴニスト活性 5%、アンタゴニスト活性 70%であったが、

SFSPRL-NH2 と HFSPRL-NH2 は 7 残基アミドと同等のアゴニスト活性を有した。雌

カイコガを用いる in vivo 活性検定系でも同様の傾向が見られたことから、Tyr28 に

点変異を加えた C 末端 6 残基アミドから PBAN アンタゴニストのリード化合物を

得られる可能性が示された。 
                                            

ペプチド               アミノ酸配列      アゴニスト活性(%)   アンタゴニスト活性(%)    

C 末端 7残基              RYFSPRL-NH2              100               ND             

C 末端 7残基 (Ser30→D-Phe) RYFDFPRL-NH2              82               ND 

環状 8残基 (“cycloPBAN”)   cyclo(NTSFTPRL)          89               ND 

C 末端 6残基 (Tyr28→Ala)  AFSPRL-NH2                10               79 

C 末端 6残基 (Tyr28→Phe)   FFSPRL-NH2                45               44 

C 末端 6残基 (Tyr28→Trp)   WFSPRL-NH2                 5               70 

C 末端 6残基 (Tyr28→Ser)   SFSPRL-NH2                96               ND 

C 末端 6残基 (Tyr28→His)   HFSPRL-NH2               100               ND         

下線は、天然型 PBAN と異なるアミノ酸残基を示す。ND, not determined.  

（３）機能解析に

関する進捗及び

成果 

カイコガ休眠ホルモン受容体（DHR）遺伝子のクローニングと発現解析 
 カイコガ休眠ホルモン（DH）は PBAN と同様、C 末端に生物活性の発現に必須

な FXPRL-NH2 配列を持つペプチドホルモンであり、その受容体 DHR も PBANR 同

様、ニューロメジン U 受容体（NmUR）ファミリーに属すると予想された。縮重プ

ライマーを設計し、RT-PCR によりカイコガフェロモン腺から DHR 遺伝子を単離

し、全長配列を決定した。DHR はタバコガ PBANR、カイコガ PBANR と 46.0%、

40.9%のアミノ酸配列相同性を示した。カイコガ全ゲノム配列中、NmUR ホモログ

は PBANR と DHR のみであった。また、遺伝子発現解析から、DHR は成虫のフェ

ロモン腺や卵および幼虫の中腸や脳など様々な組織で普遍的な発現が見られ、

PBANR がフェロモン腺でのみ発現していることと明瞭な対比を示した。 
害虫アワヨトウの PBANR, DHR ホモログの遺伝子クローニングと発現解析 
 イネ科植物の害虫であるアワヨトウ（Pseudaletia separata）の PBANR 遺伝子、

DHR ホモログ遺伝子を RT-PCR により羽化 3 日目のアワヨトウフェロモン腺から

単離し、612 bp、466 bp の部分配列を決定し、3’および 5’RACE により全長配列の

決定を進めている。両遺伝子とも羽化 3 日目のフェロモン腺で発現が見られた。3’ 
RACE からアワヨトウ PBANR もカイコガ PBANR と同様、長型と短型の 2 種類の

存在が明らかになった。 
害虫アワヨトウの pgdesat1, pgFAR ホモログの遺伝子クローニングと発現解析 
 アワヨトウの性フェロモンの主要成分は(Z)-11-hexadecen-1-yl acetate であり、パ

ルミトイル CoA から 11位不飽和化→アシル基の還元→末端 OH基アセチル化によ

り生合成されるが、生合成酵素は未同定であった。カイコガ pgdesat1 ホモログ遺伝

子を、縮重プライマーを用いた RT-PCR により単離し、アミノ酸配列相同性 73.9%
の部分配列 566 bp を得た。フェロモン腺における同遺伝子の転写レベルは羽化 2
日目から急激に上昇し、性フェロモン産生が始まる羽化 3 日目で最高であった。遺

伝子発現時期がフェロモン産生時期とほぼ一致することから、この pgdesat1 ホモロ

グがアワヨトウ性フェロモン生合成に直接関わる 11 位不飽和化酵素であると強く

示唆された。一方、カイコガ pgFAR ホモログ遺伝子の単離は縮重プライマーを用

いる RT-PCR では難しいと判断し、性フェロモン産生が始まる羽化 3 日目のアワヨ

トウフェロモン腺を用いて EST データベースを構築し、EST クローンの相同性検

索と発現時期の解析からアワヨトウ pgFAR ホモログ遺伝子を取得することとし、

羽化 3 日目フェロモン腺より平均化した cDNA ライブラリーの構築を進めている。
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カイコガ PBANR と DHR のリガンド結合アッセイ系確立 
 受容体 GPCR とリガンドとの結合を、結合に伴う細胞内 Ca2+濃度の増加を指標と

して検定する Ca2+動員アッセイ系を確立した。すなわち、カイコガ PBANR を一過

的に発現させた Sf9 細胞を蛍光 Ca2+指示薬である Fluo-4AM と共にインキュベート

した後、リガンドである PBAN の濃度を変えて培地に添加（1 nM から 1 μM）し、

それに伴う蛍光変化を測定することで Ca2+動員を濃度依存的に捉えることに成功

した。また、EGFP タグをつけた PBANR を Sf9 細胞に一過的発現し、Rhodamine Red
で修飾した蛍光標識 PBAN との結合を視覚的に観察すると共に、非標識 PBAN の

添加に伴う蛍光変化を測定する競合的結合アッセイ系も確立した。 
カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR（相同タンパク質）の活性測定 
 pgdesat1, pgFAR およびその相同タンパク質の活性測定は、各々に適した発現系を

用いた functional assay 系を確立することで行った。すなわち、前者では pgdesat1 遺

伝子を導入した組換えバキュロウイルスを作製し、これを Sf9 細胞に感染させたの

ち、pgdesat1 の酵素活性により生成した不飽和脂肪酸をメチルエステルに変換し、

これを GC-MS で測定する系を確立した。一方、後者では pgFAR を発現する形質転

換酵母を作製し、酵母細胞内で酵素活性により生成した直鎖脂肪族アルコールをヘ

キサンで抽出し、これを GC-MS で測定する系を確立した。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

６件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 ５件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

①大量調製、立体構造解析（東京大学・永田宏次） 
・カイコガ PBAN およびその活性断片の NMR 溶液構造解析 80%（今後、BMRB 登録、論文作成） 
・カイコガ PBANR の大量調製系確立、結晶化実験 40%（細胞膜発現は確認済、大規模培養の検討中）

・カイコガ PBANR-PBAN 複合体結晶化 30%（PBANR が大量調製でき次第、結晶化実験開始） 
・カイコガ pgdesat1, pgFAR の大量調製・結晶化・X 線結晶構造解析 30%（pgdesat1 は発現未確認、pgFAR

は単独での結晶化および palmitoyl-CoAとの共結晶化実験中）

②化学合成、微量分析、一次構造解析（東京大学・長澤寛道） 
・カイコガ PBAN およびその活性断片の調製 100%（完了、構造解析・機能解析に利用） 
・培養細胞を用いた PBAN アンタゴニスト検定系の開発 70%（活性測定系確立済、結合測定系検討中）

・カイコガpgdesat1, pgFARの基質の調製 100%（入手可能なpalmitoyl-CoAがpgdesat1だけでなくpgFAR
の基質にもなるため、現時点では合成不要） 

・害虫アワヨトウ pgdesat1, pgFAR の基質・反応産物の同定 遺伝子単離、発現系作製の後に開始 
③遺伝子単離、発現系作製、アッセイ系確立、活性測定（理化学研究所・松本正吾） 
・ヤガ科の害虫アワヨトウの pgdesat1 ホモログ遺伝子のクローニング 100%（完了） 
・カイコガ休眠ホルモン受容体(DHR)遺伝子のクローニング 100%（完了） 
・ヤガ科の害虫アワヨトウの PBANR 遺伝子および DHR ホモログ遺伝子のクローニング 90%（部分

配列決定済、全長配列解析中）

・アワヨトウのフェロモン腺 EST データベースの構築 100%（完了） 
・アワヨトウのフェロモン生合成酵素 pgFAR 遺伝子の単離 50%（候補遺伝子の配列解析中） 
・カイコガ PBANR アイソフォームの機能解析 70%（特異的プライマーを用い各発現レベルを解析中）

④プロジェクトの総合的推進（東京大学・永田宏次） 
ほぼすべての予定項目について着手しており、全体として着実に成果が得られつつある。 70% 
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７．課題内の情報共有・連携体制 

研究の連携内容  
左図の役割分担があるが、互いに連携して業務遂行している。 

連携例１．松本が作製した PBANR の昆虫細胞用一過性発現ベクタ
ーを利用して、長澤は PBAN アゴニスト活性評価系を構築し、永田
は構造解析用の改変型 PBANR 発現用ベクターを作製した。 
連携例２．長澤が合成した PBAN 部分ペプチドを用いて、永田が立
体構造解析を行った。その構造をもとに、共同でアンタゴニスト候

補分子を設計し、長澤がこれらの分子を合成し活性測定している。 
 
課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度 

E メールでの情報交換は普段から頻繁に行っている。特に、永田と長澤は同一キャンパス内にいるの
で、頻繁に打合せを行っている。班会議はこれまでに 3 回（H20 年 1 月、H20 年 8 月、H21 年 1 月）開
催し、研究代表者、研究分担者と各グループの若手者が参加した。各グループの研究の進捗状況、連携、
今後の方針について確認し、問題点とその改善策について討論した。 

 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

・田之倉 優 先生（東大・院農）－酵素タンパク質の高発現および巻戻しについて連携している。 
・長野 哲雄 先生（東大・院薬）－高効率活性測定系が整いしだい、化合物ライブラリーの利用を予定。

９．今後の展望 

平成２１年度の研究計画 
①PBAN 断片（結晶化用・アンタゴニスト探索用）および pgdesat1, pgFAR の基質の合成（東大・長澤）
②カイコガ PBAN-PBANR 複合体の結晶化、X 線回折実験（東大・永田） 
③カイコガおよび害虫アワヨトウの pgdesat1, pgFAR-基質複合体の X 線結晶構造解析（東大・永田） 
④培養細胞及び生体を用いた PBAN アンタゴニスト検定系の開発（東大・長澤） 
⑤カイコガ PBANR と DHR のリガンド結合アッセイ系確立（理研・松本） 
⑥基質特異性改変を目指した pgdesat1, pgFAR 変異体の作成、活性測定（理研・松本） 
平成２２年度の研究計画 
①カイコガ PBAN 断片（結晶化用・アンタゴニスト探索用）調製（東大・長澤） 
②カイコガ PBAN-PBANR 複合体の X 線結晶構造解析（東大・永田） 
③カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR の基質特異性決定のための基質候補分子合成（東大・長澤）
④PBAN アンタゴニスト探索（理研・松本） 
⑤高機能化を目指した pgdesat1, pgFAR 変異体の作成、活性測定（理研・松本） 
平成２３年度の研究計画 
①カイコガ PBAN-PBANR 複合体の X 線結晶構造解析（東大・永田） 
②カイコガ PBAN アンタゴニスト候補分子の設計（東大・永田）、化学合成（東大・長澤） 
③pgdesat1, pgFAR 変異体により合成される性フェロモン類縁体の成分分析・構造解析（東大・長澤） 
④立体構造情報に基づいた PBAN アンタゴニスト候補分子の活性測定（理研・松本） 
⑤産業利用を目指した pgdesat1, pgFAR 変異体発現細胞による性フェロモン類縁体生産（理研・松本）
 

１０．特記事項 

研究成果について 
構造解析から、PBAN 活性に必須な C 末端アミド基の C 末端部 βターン安定化への寄与が示された。 
人材育成について 
19 年度、20 年度は PD を 3 人（東大 2 人、理研 1 人）雇用した。21 年度は PD を 5 人（東大 3 人、理
研 2 人）雇用し、情報伝達関連タンパク質と酵素の構造解析・機能解析実験を遂行する。 
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１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円） 13,291 348 0      13,639

人件費（千円） 18,018 26,304 31,492      75,814

業務実施費（千円） 18,691 20,271 13,123      52,085

間接経費（千円） 15,000 14,077 13,385      42,462

合計（千円） 65,000 61,000 58,000     184,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

PBAN10-NH2  

(in 30% TFE, pH 6.0) 

 性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN の活性

断片。30% TFE 中でβターン構造を有した。 

構造確認（validation）後、BMRB (Biological Magnetic 

Resonance Data Bank)に登録を行う（アミノ酸残基 24 未

満であるため、PDB ではなく BMRB に登録します）。 

PBAN10-NH2  

(in 500 mM DPC-d38, pH 6.0) 

 性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN の活性

断片。DPC ミセル共存下でβターン構造を有した。 

構造確認（validation）後、BMRB に登録する。 

PBAN10-OH  

(in 30% TFE, pH 6.0) 

 性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN の不活

性断片。30% TFE 中でβターン構造を有さず、伸長型構

造を有した。 

構造確認（validation）後、BMRB に登録する。 

PBAN10-OH  

(in 500 mM DPC-d38, pH 6.0) 

 性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN の不活

性断片。DPC ミセル共存下でβターン構造を有した。

構造確認（validation）後、BMRB に登録する。 

cycloPBAN  

(in 30% TFE, pH 6.0) 
 性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN のアゴ

ニスト活性を有する環状ペプチド。30% TFE 中で

PBAN10-NH2と同様のβターン構造を有した。 

構造の最終精密化・確認（validation）後、BMRB に登録

する。 

cycloPBAN  

(in 500 mM DPC-d38, pH 6.0) 
 性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN のアゴ

ニスト活性を有する環状ペプチド。DPC ミセル共存下

で PBAN10-NH2 と同様のβターン構造を有した。 

構造の最終精密化・確認（validation）後、BMRB に登録

する。 

 

 

２．論文のリスト 

 

◎ Okada A, Kawai T, Sugisaka A, Ohtsuka J, Hull J J, Moto K, Matsumoto S, Nagasawa H, Nagata K, 

Tanokura M, Structural analysis of the active and inactive fragments of pheromone biosynthesis-activating 

neuropeptide (PBAN) from the silkmoth Bombyx mori, Peptide Science 2008, 535-538 (2009). 
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◎ Kawai T, Sugisaka A, Hull J J, Matsumoto S, Nagata K, Tanokura M, Nagasawa H, Development of a 

novel bioassay system for pheromone biosynthesis-activating neuropeptide (PBAN) using the Bombyx PBAN 

receptor expressed in insect cells, Peptide Science 2008, 287-288 (2009). 

Ohnishi A, Hashimoto K, Imai K, Matsumoto S, Functional characterization of the Bombyx mori fatty acid 

transport protein (BmFATP) within the silkmoth pheromone gland, J. Biol. Chem., 284, 5128-5136 (2009). 

◎ Matsumoto S, Hull J J, Ohnishi A, Molecular mechanisms underlying PBAN signaling in the silkmoth, 

Bombyx mori, Ann. NY Acad. Sci., in printing (2009). 

Antony B, Fujii T, Moto K, Matsumoto S, Fukuzawa M, Tatsuki S, Ishikawa Y, Pheromone-gland-specific 

fatty-acyl reductase in the adzuki bean borer, Ostrinia scapulalis (Lepidoptera: Crambidae), Insect Biochem. 

Molec. Biol., in printing (2009). 

 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 抗生物質やその他の有用物質生産に利用可能な鍵酵素の構造・機能解析 

代 表 機 関 名 東京大学 

代 表 研 究 者 名 堀之内 末治 

分担機関・分担研究者名 東京大学（田之倉 優、大西 康夫、鮒 信学） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

放線菌は抗生物質をはじめとした多種多様な二次代謝産物を生産することで知られる菌群であり、

物質生産に利用できる有用酵素の宝庫である。二次代謝産物の生合成や制御に関する放線菌由来のタ

ンパク質および有用物質生産に利用できる微生物・植物由来のタンパク質の立体構造を明らかにし、

有用酵素の新規反応機構や鍵制御因子の新規作用機構を解明するとともに、構造情報に基づいた合理

的なタンパク質の改変・改良を通して、新規な有用物

質生産系を構築することが本研究の目的である。具体

的には、放線菌の二次代謝・形態分化に関与するA-ファ

クター生合成酵素 AfsA や A-ファクター制御カスケード

中の鍵制御因子AdpA、有用物質生産に応用可能な二次代

謝産物生合成酵素 GriH などのタンパク質をターゲット

とし、5 つ以上のタンパク質の立体構造を明らかにするこ

と、その中の 3 つ以上のタンパク質の反応（作用）機構

の詳細を明らかにすることを本研究期間内での第一の達

成目標とした。反応（作用）機構の詳細を明らかにでき

たタンパク質に関しては、構造情報に基づいた機能の改

変・改良など有用物質生産系の構築に向けた基盤研究を

順次行っていくが、この一連の研究において、産業応用

に結び付くような成果を出すことを第二の達成目標とした。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 構造解析研究においては、放線菌におけるカタボライト制御機構にお

いて中心的な役割を果たしていると考えられているタンパク質 GlkA の

立体構造決定に成功し、GlkA のグルコース依存的な三次構造及び四次構

造の変化を解明した。また、放線菌の二次代謝生産を活性化する AfsS フ

ァミリータンパク質の NMR 構造解析を行うことにより、同ファミリータ

ンパク質の機能に重要な保存領域の局所的な三次元構造形成を確認でき

た。機能解析研究においては、GlkA の構造情報に基づき、部位特異的変

異を導入した酵素を作製し、一部の変異酵素の in vivo での機能を解析し

た。一方、新たな有用酵素の発掘に向けて放線菌の新規二次代謝産物生

合成遺伝子クラスターの解析を行った。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

放線菌の二次代謝産物生産制御に係るタンパク質として、AfsA、AdpA、

GlkA、AfsS の構造解析を、有用物質生産に係るタンパク質として、GriH、

GriI、CUS の構造解析を行った。各タンパク質の詳細を以下に記す。 

・放線菌の二次代謝産物生産制御に係るタンパク質の構造解析 

図：放線菌の A-ファクター制御カスケード 
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(1) AfsA: AfsA は A-ファクター制御カスケードの制御の要となる鍵酵素

である。AfsA 全長および N 末端側及び C 末端側から少しずつ長さを短縮

した発現コンストラクトを作製し、精製及び結晶化実験を行った。AfsA

は N 末端側から 5 残基程度短縮させても可溶性タンパク質として調製で

きるが、C 末端側を短縮すると目的タンパク質が発現しないことが示さ

れた。現在、全長及び N 末端を 5 残基短縮させたコンストラクトを大量

調製し、各種基質及び基質アナログとの共結晶化実験を進めている。 

(2) AdpA: AdpA は A-ファクター制御カスケードの中心的転写活性化因子

である。これまでに DNA 結合ドメインと認識 DNA との複合体結晶化に

成功しており、Photon Factory における X 線回折実験において、3.2Å の

分解能の X 線回折データを取得している。現在、結晶品質の更なる向上

と、構造決定のための Se-Met 置換体の作製実験を進めている。 

(3) GlkA: 放線菌は他のバクテリアとは異なるカタボライト抑制機構を

有しており、その中で中心的な役割を担うタンパク質が GlkA である。

GlkA はグルコースを感知し、その情報を他の因子に伝達する役割を担っ

ていると考えられる。GlkA の担うカタボライト抑制機構の構造学的な基

盤を解明するため X 線結晶構造解析を行ったところ、GlkA 単独条件、グ

ルコース共存条件、グルコース及び ATP アナログである AMP-PNP 共存

条件の三状態の立体構造決定に成功した(それぞれ 3.3Å、1.93Å、1.74Å

の分解能)。構造解析の結果、GlkA は各種基質の存在状態によって三次構

造及び四次構造が変化することが示され、グルコースが結合しているか

否かによる GlkA の構造変化は、細胞内におけるグルコース濃度のセンサ

ーとしての役割を果たしているであろうことが示唆された。 

(4) AfsS: AfsR-AfsS 制御系は放線菌の二次代謝産物の生産を活性化する。

この制御系の主要構成タンパク質 AfsS とそのホモログタンパク質 Orf4

について、NMR を用いて溶液構造の解析を実施したところ、これらのタ

ンパク質は分子全体としては非常に運動性に富んだ天然変性タンパク質

のような構造であることが示された。しかし Orf4 の構造解析からはいく

つかの領域で局所的な立体構造の形成を観測することに成功した。その

立体構造とは、AfsS ファミリータンパク質で高度に保存されている 4 つ

のリピート領域に共通する I 型 β ターン様構造と N 末端に位置する

Asn4–Leu8 からなる連結部構造であった。リピート領域は AfsS と Orf4

に共通して保存され二次代謝の活性化に必須な Asp 及び His 残基を含ん

でおり、この領域が特有の立体構造を形成し Asp と His の側鎖の空間的

な配置を制限していることが Orf4 の二次代謝誘導能にとって重要である

ことが示唆された。 

・有用物質の生産に係るタンパク質の構造解析 

(5) GriH: GriH と次項に述べる GriI は、3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸

(3,4-AHBA)合成に関わる酵素である。GriH は GriI によって合成された

C7化合物から 3,4-AHBA を合成する。S. griseus 由来の GriH および、同様
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の活性を示す異種放線菌由来の GriH ホモログ遺伝子 3 個に関して、大腸

菌を用いた組換えタンパク質の大量発現系を構築し、種々の条件で結晶

化スクリーニングを行ったところ、1 つの GriH ホモログについて 1 つの

条件で微小結晶を得ることができた。現在、微小結晶が得られた条件の

精密化を行い、結晶の成長を試みている。また、生成物である 3,4-AHBA

との共結晶化実験および N 末端側、C 末端側を数残基ずつ短縮した発現

系の構築も同時に進めている。 

(6) GriI: S. griseus 由来の GriI に関しては、大腸菌での大量発現が困難で

あったため、放線菌を用いた大量発現系を構築した。結晶化条件の探索

を行ったところ、最高 3.6Å 程度の分解を示す GriI 単独条件での結晶が

得られた。現在、構造解析可能な結晶を得る条件の精密化を行うととも

に、GriI の基質であるアスパラギン酸セミアルデヒドおよびジヒドロキ

シアセトンリン酸との共結晶化実験を進めている。 

(7) CUS: イネ由来クルクミン合成酵素であるCUSの構造学的な基盤の解

明に向け、大腸菌を用いた大量発現系の検討をおこない、N 末端を 16 残

基短縮し C 末端側に 4×His タグを融合させたコンストラクトを用いるこ

とによって CUS の結晶化に成功した。放射光施設における X 線回折実験

を行った結果、最高 8Å程度の X 線回折データを取得することができた。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

 グルコースと結合した GlkA の立体構造が決定できたことを受け、GlkA

の機能に関する解析を開始した。まず、グルコースとは結合できるが ATP

とは結合できない GlkA の作製を部位特異的変異導入により試みた。この

ような GlkA をもつ放線菌は、グルコース濃度は感知できるためカタボラ

イト抑制能をもつがグルコース資化能は失った株になると期待される。

D8Aおよび T132Aの変異をもつGlkAを glkA遺伝子破壊株で生産させた

ところ、いずれの株もグルコース資化能を持たなかったが、残念ながら

カタボライト抑制能の回復も観察されなかった。これら変異 GlkA のグル

コース結合能については現在解析中である。その後、グルコースと結合

していない GlkA の立体構造も決定でき、GlkA 結合に伴う構造変化が明

らかになった。現在、この結果を受け、さらに様々な部位に変異を導入

した GlkA を作製中である。また、Streptomyces の GlkA と高い相同性を

示す Rhodococcus の GlkA について解析し、Rhodococcus の GlkA は

Streptomyces においてカタボライト抑制能をもたないことを明らかにし、

詳細を解析中である。 

 一方、新規有用酵素の発掘を目指して、放線菌の複数の二次代謝産物

生合成遺伝子クラスターの解析を行ってきた。3,4-AHBA を前駆体とする

化合物の生合成遺伝子クラスターに注目し、得られた GriH ホモログを構

造解析に使用したことは「構造解析の関する成果」で述べたが、同時に

取得した 3,4-AHBA 変換酵素や修飾酵素、および修飾ユニットを合成す

る酵素などについて解析を進めた。また、S. griseus のゲノム中に見い出

された未知生合成遺伝子クラスターについて、経路特異的転写活性化因
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子の強制発現などの手法を用いて解析を進めている。具体的には、5-アミ

ノレブリン酸合成酵素を含む遺伝子クラスターとセスキテルペン合成酵

素について、その生産物を解析中である。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

４件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 ５件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

・構造解析に関する評価 

 現在までに、放線菌のカタボライト制御機構に関与するタンパク質 GlkA の立体構造を X 線結晶構

造解析によって、放線菌の二次代謝を活性化させる AfsS ファミリータンパク質(AfsS, Orf4)の立体構

造を NMR 構造解析によって決定することに成功した。他の生物由来の GlkA の構造はすでにいくつ

か報告されているが、ROK ファミリーに属する GlkA の構造解析は初めての例であり、グルコース結

合に伴う高次構造変化を明らかにできている点で重要な成果である。また、AfsS ファミリーはその分

子機能が全く不明であったが、今回、初めてその分子構造を明らかにでき、機能解析の大きな足がか

りが得られた点でその意義は大きい。ターゲットとしている他のタンパク質においても X 線回折を与

えるような結晶の生産に成功しており、5 年間で 5 つ以上のタンパク質の立体構造を決定するという

当初の目標を十分に達成できると考えている。このように構造解析は順調に進んでいると評価してい

る。 

・機能解析に関する評価 

 機能解析の 1 つの柱は、決定された立体構造に基づいて行うターゲットとしたタンパク質の機能解

析である。現在、GlkA がこのステップに到達し機能解析を本格的にスタートしたところである。GlkA

の機能に関しては十分な結果はまだ得られていないが、構造情報に基づいた様々なアプローチを実行

しつつあり、大きな進展が期待できる。AfsS ファミリーのタンパク質は NMR によって決定された構

造から、他のタンパク質との相互作用を介して機能を発揮することが強く示唆された。現在、この構

造情報を考慮したうえで、結合タンパク質を生化学的手法で取得することを試みようとしている段階

である。このように、決定された立体構造に基づく機能解析は順調にスタートしているといえる。一

方、機能解析のもう 1 つの柱は、新たな有用酵素の発掘である。こちらは解析途中のものが多いこと

に加え、その特許性を考慮し、詳細な記述を控えたところがあるが、大変順調に進行していると評価

している。これらのうち興味深い性質を示す酵素については、機能解析と構造解析を同時に進めるこ

とを計画しているが、すでに結晶化条件の検討に入ったものも 1 つある。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

プロジェクト全体の連携を密とし円滑に運営していくため、随時研究報告を行うことにより、プロ

ジェクト全体の進捗状況を確認しつつ計画の合理化を行っている。機能解析グループの研究において

同定された重要タンパク質の発現系を構造解析グループに分与し、構造解析グループにおいてタンパ

ク質調製及び結晶化、構造解析研究を行っている。また、構造解析研究の過程で問題になった点は機

能解析グループと共同で対応している。例えば、構造解析のターゲットとしている転写調節因子 AdpA
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の DNA との複合体結晶構造解析に最適なオリゴヌクレオチドの配列及び長さの検討を機能解析グル

ープが行い、その結果を用いて構造解析グループが AdpA-DNA 複合体の結晶構造解析実験を進めて

いる。このような連携を行った結果、AdpA-DNA 複合体結晶の産生に成功した。 

 その他のターゲットに関しても密な連携を取りながら研究を進めており、進捗や問題点が浮かび次

第研究打ち合わせを行っている。構造解析グループ及び機能解析グループは立地的に近い位置にある

ため、直接会っての打ち合わせをすることが多い(1～2 カ月に一回程度)。また、必要に応じて電子メ

ールでの情報共有も行っている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

技術開発研究 解析領域との連携によりPhoton Factoryのターゲットタンパクビームタイムを利用して

構造解析を進めている。また、生産領域などとの連携の可能性を視野に入れて今後、研究を推進して

いく。 

９．今後の展望 

・構造解析の展望 

 構造解析のターゲットとしているタンパク質の構造解析を行い、その反応（作用）機構の構造学的な

解明を目指す。GriI やAdpA は現在までに 4Åを切る分解能を与える結晶の作製に成功しており、立体構造

の決定が期待できる。その他のタンパク質に関しても、基質や生成物との複合体結晶化を行うことにより

良質な結晶の作製を目指す。また、機能解析グループにより新たに同定された有用タンパク質に関し

ても随時構造解析実験を行っていく予定である。 

・機能解析の展望 

GlkA、AfsS などすでに立体構造を決定できたタンパク質に関しては、その立体構造に基づいて、

部位特異的改変や標的タンパク質の取得といった手法により機能解析を進めて行く。現在、構造解析

中のタンパク質についても、構造が決定出来次第、同様の機能解析を進める。これらの解析により、

ターゲットとしたタンパク質の機能について、重要な知見が得られることが期待される。次に、これ

らの結果をもとに、新たな有用物質生産系の構築に向けた研究にも順次取り組む。具体的には、「物

質生産工場」としての放線菌の分子育種、「物質製造器」としての生合成酵素の改変を目指す。一方、

新たな有用酵素の発掘にも引き続き取り組む。すでに、いくつかの有用酵素の「候補」を取得してい

るが、その機能解析を進めるとともに、有望なものについては、構造解析も順次スタートさせる。 

１０．特記事項 

本研究費により、現在、4 人の博士研究員が研究に従事している。様々なバックグランドを背負った

研究員同士が切磋琢磨する環境にあるが、このような経験を通して、将来、我が国における本研究分

野をリードする人材に成長してくれるものと期待している。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）         10,048            0           5,670 15,718 

人件費（千円）         11,961     32,808          31,248 76,017 

業務実施費（千円） 27,991       14,115           7,697 49,803 

間接経費（千円）         15,000       14,077          13,385 42,462 

合計（千円）       61,000     61,000 58,000 184,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載） 

GlkA  役割・重要性：GlkA は放線菌におけるカタボライト抑制

機構の鍵となる酵素で、その機構を解明することにより放

線菌を用いた効率的な有用物質生産が可能となる。 

解析難易度：中 

論文として公開する段階で PDB に登録する予定である。

GlkA-グルコース複合体  役割・重要性：GlkA は放線菌におけるカタボライト抑制

機構の鍵となる酵素で、その機構を解明することにより放

線菌を用いた効率的な有用物質生産が可能となる。グルコ

ース複合体構造は、グルコース依存的な GlkA の構造変化

を理解する上で重要である。 

解析難易度：中 

論文として公開する段階で PDB に登録する予定である。

GlkA-グルコース -AMPPNP

複合体 

 役割・重要性：GlkA は放線菌におけるカタボライト抑制

機構の鍵となる酵素で、その機構を解明することにより放

線菌を用いた効率的な有用物質生産が可能となる。 

グルコース-AMPPNP 複合体構造は、酵素反応を起こす際

の構造を理解する上で重要である。 

解析難易度：中 

論文として公開する段階で PDB に登録する予定である。

Orf4  役割・重要性：Orf4 は放線菌の二次代謝産物生産を活性

化する因子である。その活性化機構を解明できれば、放線

菌を用いた効率的な有用物質生産が可能となる。 

解析難易度：中 

部分構造の決定しか不可能なため、PDB 登録できない。

 

２．論文のリスト 

 

◎Miyakawa T, Ohnishi Y, Tanokura M, Horinouchi S. 放線菌における有用物質生産制御因子の構造・

機能解析 PNE in printing. 

Ohnishi Y, Ishikawa J, Hara H, Suzuki H, Ikenoya M, Ikeda H, Yamashita A, Hattori M, Horinouchi S. 

Genome sequence of the streptomycin-producing microorganism Streptomyces griseus IFO 13350. J. 

Bacteriol. 190:4050-4060 (2008). 
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Kato J, Funa N, Watanabe H, Ohnishi Y, Horinouchi S. Biosynthesis of -butyrolactone autoregulators that 

switch on secondary metabolism and morphological development in Streptomyces. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

104:2378-2383 (2007). 

Katsuyama Y, Matsuzawa M, Funa N, Horinouchi S. In vitro synthesis of curcuminoids by type III polyketide 

synthase from Oryza sativa. J. Biol. Chem. 282:37702-37709 (2007). 

Suzuki H, Ohnishi Y, Furusho Y, Sakuda S, Horinouchi S. Novel benzene ring biosynthesis from C3 and C4 

primary metabolites by two enzymes. J. Biol. Chem. 281:36944-36951 (2006). 
 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 乾燥・高温ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・

機能解析 

代 表 機 関 名 東京大学 

代 表 研 究 者 名 田之倉 優 

分担機関・分担研究者名 東京大学（篠崎 和子） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

地球温暖化等による世界的な砂漠化・異常気象を背景として、食糧の 60 % を輸入に頼っている我が

国にとっては、国際的な視野に立った食糧の安定供給への取り組みが重要となっており、乾燥などの劣

悪環境下でも栽培可能な作物の開発が求められている。移動の自由のない植物は、温度変化や乾燥など

の環境の変化に鋭敏に応答して、ストレス耐性獲得のために働く多数の耐性遺伝子群を誘導する。環境

ストレス応答で働く転写因子は多数存在するが、その多くは生合成されただけでは活性を持たない。ス

トレス時に特異的にリン酸化等の修飾がおこり、これにより構造変化が引き起こされ、活性型に変換さ

れると考えられる。本研究では主にシロイヌナズナを材料に用い、植物の乾燥・高温ストレスによる遺

伝子発現で最も重要な機能を果たしている転写因子 AREB1 と DREB2A を中心に解析を進める。AREB1

は植物ホルモンのアブシジン酸（ABA）を介する乾燥・塩ストレスによる遺伝子発現で働く転写因子で、

DREB2A は ABA が関与しない乾燥・塩・高温ストレスによる遺伝子発現で働く転写因子である。これ

らのストレスによる構造変化の分子機構を解

明し、植物の環境ストレス応答の鍵となる転写

因子の活性化の制御機構を明らかにする。ま

た、これら転写因子の活性化に関与するストレ

ス応答のシグナル伝達系の因子を探索して、転

写因子との相互作用解析や複合体の立体構造

解析、生理機能解析をおこない、植物の持つス

トレス応答の分子機構の全容解明を目指す。さ

らに、本研究から推定された高活性の転写因子

遺伝子を利用することにより、環境ストレス耐

性作物作出技術の開発を試みる。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 １）シロイヌナズナ由来転写因子 AREB1 やそのホモログタンパク質の大量

調製系を確立し、DNA 結合ドメインと DNA との共結晶を得ることに成功

した。また、NMR 解析によって、AREB1 の転写活性化ドメインがリン酸

化による活性化により大きな構造変化を生じることが示唆された。 

２）AREB1 をリン酸化する 3 種類のプロテインキナーゼ、SRK2D、SRK2E

および SRK2I を同定した。また、種子で特異的に発現する AREB1 ホモロ

グタンパク質ABI5のリン酸化にもこれらの3種のプロテインキナーゼが関

与することを示した。 

３）シロイヌナズナ由来転写因子DREB2Aと相互作用するタンパク質とし

てE3ユビキチンリガーゼDRIP1を単離し、DRIP1がDREB2Aをユビキチン化
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しDREB2Aの安定性を制御していることを示した。 

４）DREB2Aやそのホモログタンパク質の大量調製系を確立し、DNA結合

ドメインとDNAとの共結晶を得ることに成功した。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

１）転写因子AREB1および関連タンパク質の構造・相互作用解析 

AREB1はABAシグナルにより活性化され、様々な遺伝子の発現調節を行

う。本課題では、AREB1のDNA認識機構および転写活性化機構を明らかに

するため、構造解析研究を進めた。 

シロイヌナズナ由来AREB1の非活性型（天然型）および活性型（内部配

列欠損型およびリン酸化標的部位のSerおよびThr残基をAsp残基に置換し

たリン酸化偽装型）の全長、DNA結合ドメイン（bZIP: basic leucine-zipper）、

および、転写活性化ドメインについて、チオレドキシンやGST等の可溶性

タグを付加することで大腸菌での可溶性発現に成功し、精製法を確立した。

また、AREB1ホモログタンパク質としてシロイヌナズナ由来3種（AREB2, 

ABF3, ABF1）およびイネ由来6種（OsAREB1, 2, 3, 4, 6, 9）の全長および各

機能ドメインについても大腸菌での可溶性発現に成功し、精製を行った。

各種コンストラクトを用いて結晶化実験を行ったところ、AREB1および

OsAREB9のbZIPドメインについて認識DNA断片との共存下で結晶を得た。

OsAREB9のbZIPドメインと認識DNA断片の共結晶について、Photon Factory 

(PF) BL-5AでのX線回折実験を行ったところ、分解能5Åまでの回折斑点が

確認された。分解能の向上を目指し、更なる結晶の改善を行っている。 

AREB1の活性制御機構解明に向けたNMRアプローチとして、転写活性化

ドメインとそのリン酸化偽装型の構造変化、およびbZIPドメインとの相互

作用の解析を行った。転写活性化ドメインとそのリン酸化偽装型のNMRシ

グナルパターンは大きく異なり、AREB1はリン酸化により大きな構造変化

を生じることが示唆された。また、転写活性化ドメインのリン酸化の有無

で、活性化ドメインが異なる様式でbZIPドメインと相互作用する可能性が

示唆された。これらの機構の詳細解明を目指し、NMR解析を進めている。

２）転写因子DREB2Aおよび関連タンパク質の構造・相互作用解析 

シロイヌナズナ由来DREB2Aの転写活性化には、E3ユビキチンリガーゼ

(DRIP1)の構造変化を介したDREB2Aの分解制御や何らかの修飾による構

造変化が必要であると考えられる。DREB2AのDNA認識機構および転写活

性化機構を明らかにするため、構造解析研究を進めた。 

シロイヌナズナ、トウモロコシ及びイネ由来DREB2Aの全長、AP2/ERF

型DNA結合ドメイン、および転写活性化ドメインについて、可溶性タグ等

の付加により大腸菌での可溶性発現に成功した。またシロイヌナズナ由来

ホモログタンパク質2種 (DREB2B, DREB1A) に関しても同様の実験を行

った。イネ由来DREB2AのDNA結合ドメインと認識DNA断片との共結晶化

に成功し、PF BL-5AでのX線回折実験により、最高7Åの分解能の回折斑点

が確認された。分解能の向上を目指し、結晶化条件の最適化を行っている。

E3 ユビキチンリガーゼ DRIP1 の DREB2A 認識機構の解明のため、プル
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ダウン法により両者の相互作用領域を同定した。また相互作用領域を含む

コンストラクトの大量調製に成功し、共結晶化実験を進めている。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

１）AREB1のシグナル伝達系の上流因子の探索 

AREB1のリン酸化による活性化を指標にした上流因子の探索を試みたと

ころ、ABA存在下でAREB1をリン酸化する候補として考えられるSnRK2プ

ロテインキナーゼのうち、SRK2D、SRK2EおよびSRK2Iが植物体内でAREB1

を標的としていることをBiFC解析によって示した。一方、AREB1のリン酸

化標的部位のアミノ酸残基を置換した変異型AREB1は、これらのプロテイ

ンキナーゼと相互作用しなかった。この結果から、AREB1のリン酸化部位

が、これらのプロテインキナーゼとの相互作用に重要な役割を果たすこと

が明らかとなった。また、これらのプロテインキナーゼ遺伝子の植物体に

おける発現特異性およびそのタンパク質の細胞内局在性をGUSおよびGFP

との融合タンパク質を発現できる形質転換植物を作製して調べたところ、

AREB1とSRK2D、SRK2EあるいはSRK2Iが細胞の核に共局在し相互作用す

ることを示した。この結果は、実際に植物体においてこれらのプロテイン

キナーゼがAREB1の上流因子として機能していることを示唆している。 

さらに、これら３種のプロテインキナーゼの機能と役割を解明するため

に、３種の遺伝子を欠損したシロイヌナズナの三重変異体（srk2d/e/i 変異

体）を作製した。三重変異体においては、乾燥ストレス時における AREB1

標的遺伝子の発現が顕著に抑制されており、SRK2D、SRK2E および SRK2I

は、AREB1 をリン酸化し活性化する上流制御因子であることが示された。

さらに、この三重変異体では種子においても穂発芽など顕著な表現型を示

したが、AREB1 と相同性を示し種子で特異的に発現する ABI5 のリン酸化

が低下していることが示され、ABI5 でも同様の活性化機構が推定された。

２）DREB2A のシグナル伝達系の上流因子の探索 

DREB2A と相互作用するタンパク質を酵母ツーハイブリッド法により探

索し、DRIP1 を単離した。プルダウン法および BiFC 法により、DREB2A

と DRIP1 が試験管内および植物細胞の核内で相互作用することを確認し

た。DRIP1 は、in vitro ユビキチン化実験から、E3 ユビキチンリガーゼとし

て機能することが示された。さらに、DRIP1 の植物体内での機能を調べる

ため DRIP1 を異所的に高発現する形質転換シロイヌナズナを作出したとこ

ろ、ストレスに応答した DREB2A 下流遺伝子の発現が遅延していた。一方、

DRIP1 の変異体（drip1-1）やホモログの DRIP2 との二重変異体 drip1 drip2

においては DREB2A 下流遺伝子の発現が上昇していた。さらに drip1-1 変

異体においては非ストレス条件下におけるDREB2Aタンパク質の安定性が

上昇していること、drip1 drip2 の乾燥ストレス耐性が野生型より高いこと

から、DRIP1 および DRIP2 は植物体内で実際に DREB2A の分解を促進し、

DREB2A を介したシグナル伝達系を負に制御していると考えられた。 

DREB2A を用いたツーハイブリッドスクリーニングからは、14-3-3 タン

パク質などのタンパク質の機能調節に関わる遺伝子のクローンが得られ、
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解析を進めている。DREB2A の活性化の上流遺伝子を探索するため、乾燥

ストレスに対する応答が変化したシロイヌナズナの変異体を収集するとと

もに、DREB2A の活性化の指標となるような特異的な標的遺伝子の選定を

行った。また、負の活性調節ドメインに不特定の変異を導入した DREB2A

や、イネやダイズの負の活性調節ドメイン様の配列をもつ DREB2A 相同遺

伝子の転写活性化能をシロイヌナズナ葉肉プロトプラストの一過的発現系

を用いて調べたところ、いずれも活性型と同様に高かったことから、シロ

イヌナズナにおいて負の活性調節ドメインが機能するためには一定の構造

が維持されていることが必要である可能性が示唆された。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

０件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 １０件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

プロジェクト開始時から平成 21 年 3 月末までの期間に、当初の事業計画において解析ターゲットと

して選定した全てのタンパク質について大腸菌での可溶性発現に成功し、構造解析・相互作用解析を進

めている。また、機能解析においても、AREB1 および DREB2A が関わるシグナル伝達系の上流因子の

探索を行い、新規に遺伝子を同定することができた。研究課題全体としてはおおむね順調に研究が進ん

でおり、最終目標に対する現段階での達成度は 50％と自己評価する。残りの期間で、ターゲットとして

選定したタンパク質の構造解析・相互作用解析を完了するとともに、シグナル伝達系の上流因子の機能

解析や構造情報に基づいた高活性形質転換植物の作出のための技術開発を行っていく予定である。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

代表研究者田之倉らは、植物の乾燥・高温ストレス応答機構で働く AREB1, DREB2A 転写因子等タン

パク質の発現、結晶化、X 線結晶構造解析、機能ドメインの NMR による構造解析および相互作用解析

を進めている。分担研究者篠崎らは、上記タンパク質の遺伝子の供給、構造解析研究で得られた情報を

元に組換えタンパク質や植物体を利用して、これらの転写因子が関わるシグナル伝達系の新規な因子の

探索・同定・機能解析を行っている。両者は２～３ヶ月ごとに会議を実施し、互いの成果を報告すると

ともに問題点や今後の研究方針を決定している。また、メールや電話による連絡は随時取り合い、得ら

れた結果の共有を行っている。このような連携の中で、DREB2A については、代表研究者田之倉らが可

溶性タグを利用することにより、組換えタンパク質を初めて得ることに成功し、分担研究者篠崎らはこ

れを用いて相互作用実験を行い、新たに DREB2A と相互作用するユビキチンリガーゼ DRIP1 を同定し、

得られた成果に関して共著の論文を 2008 年に学術雑誌 Plant Cell に発表した（Qin et al. (2008) Plant Cell 

20: 1693-1707）。以上のように、代表研究者田之倉は、本研究を効率的かつ効果的に推進するため、積

極的に分担研究者との情報共有・連携を図り、研究の総括を円滑に行っている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

解析領域（課題 C）と連携して PF ビームラインを利用し、２.で述べた X 線回折実験を行った。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発現や機能解析の進捗の登録を行った。
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９．今後の展望 

・構造解析研究の展望 

AREB1のDNA結合ドメインとDNAとの複合体構造解析を進めるとともに、AREB1活性化タンパク質

SRK2D, E, Iの構造解析実験を進める。具体的には、SRK2D, E, IによるAREB1活性化機構を解明するた

め、SRK2D, E, I単独構造及びAREB1活性化ドメインとの複合体構造解析を行い、ABAシグナル依存的

なAREB1活性化機構の構造学的な基盤の解明を目指す。また、DREB2Aに関しては、現在までに結晶作

成に成功しているDNA結合ドメインと認識DNAとの複合体結晶構造解析を進め、DREB2AによるDNA

認識機構の解明を目指す。また、その制御機構の解明のため、E3ユビキチンリガーゼDRIP1との複合体

構造解析を進める。機能解析グループによって同定された上流因子に関しても構造解析研究を行い、こ

れら乾燥・高温ストレス応答経路で働く因子について、本課題の最終目標の「乾燥・高温耐性植物の作

出技術の開発」に資する構造学的基盤の解明を目指す。 

・機能解析研究の展望 

AREB1の上流制御因子として新たに同定された因子やそのABAシグナル伝達系の上流因子の遺伝子

の機能解析を行う。また、タグしたAREB1タンパク質やSRK2Dを含むタンパク質複合体の解析を行い、

AREB1タンパク質の構造変化による活性化の分子機構を解明する。これらの解析を通して、未だ解明さ

れていないABA受容体からABAシグナル伝達系を介した乾燥ストレス応答機構の全貌の解明を目指す。

これまでに DREB2A やその相同遺伝子、あるいは DRIP1 を用いたツーハイブリッドスクリーニング

によりポジティブクローンを得ている。これらのクローンにコードされるタンパク質と DREB2A や

DRIP1 との試験管内および植物細胞内での相互作用を確認し、見出された遺伝子の機能解析を行う。ま

た、DREB2A の翻訳後修飾の有無の検証や修飾に関与する遺伝子の推定を行う。以上の実験により見出

された遺伝子の過剰発現体や突然変異体において、DREB2A 標的遺伝子の活性化や環境ストレス耐性の

変化を評価することで DREB2A のストレスに応答した活性化に関わる上流因子を明らかにする。 

 立体構造情報から推定される高活性を有すると考えられる AREB1 または DREB2A の変異体遺伝子、

あるいは、これらのタンパク質を修飾するタンパク質の遺伝子等を植物に導入して形質転換体を作出し

て、その乾燥や塩や高温ストレスに対する耐性や下流の標的遺伝子群の発現等を解析する。 

以上により、乾燥・高温などの劣悪環境に対して高耐性を示す作物の作出のための技術的基盤を得る。

１０．特記事項 

・本課題では 3 名の博士研究員と 4 名の技術補佐員を雇用し、研究に従事させている。解析高難度タン

パク質の構造・機能解析に精通し、この研究分野をリードする人材に成長してくれると期待している。

・DREB2A の DNA 結合ドメインについては、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が主催する『「きぼう」

利用高品質タンパク質結晶生成実験』に搭載予定であり、宇宙（微小重力環境下）で結晶化を行うこと

で、結晶の質が向上し、より高分解能での立体構造解析につなげることができると期待している。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円） 26,739         13,452         7,711          47,902

人件費（千円） 9,155         18,842        21,014          49,011

業務実施費（千円）         14,106 14,629        15,890          44,625

間接経費（千円）         15,000         14,077        13,385          42,462

合計（千円）         65,000         61,000        58,000         184,000

- 300 -



  

（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 

 

２．論文のリスト 

 

◎ Yoshida, T., Sakuma, Y., Todaka, D., Maruyama, K., Qin, F., Mizoi, J., Kidokoro, S., Fujita, Y., 

Shinozaki, K. and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2008) Functional analysis of an Arabidopsis heat shock 

transcription factor HsfA3 in the transcriptional cascade downstream of the DREB2A stress regulatory 

system. Biochem. Biophys. Res. Commun. 368, 515-521. 

◎ Qin, F., Sakuma, Y., Tran, L.-S. P., Maruyama, K., Kidokoro, S., Fujita, Y., Fujita, M., Umezawa, T., 

Sawano, Y., Miyazono, K., Tanokura, M., Shinozaki, K. and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2008) 

Arabidopsis DREB2A-interacting proteins function as RING E3 ligases and negatively regulate plant 

drought stress-responsive gene expression. Plant Cell 20, 1693-1707. 

  Umezawa, T., Sakurai, T., Totoki, Y., Toyoda, A., Seki, M., Ishiwata, A., Akiyama, K., Kurotani, A., 

Yoshida, T., Mochida, K., Kasuga, M., Todaka, D., Maruyama, K., Nakashima, K., Enju, A., Mizukado, 

S., Ahmed, S., Yoshiwara, K., Harada, K., Tsubokura, Y., Hayashi, M., Sato, S., Anai, T., Ishimoto, M., 

Funatsuki, H., Teraishi, M., Osaki, M., Shinano, T., Akashi, R., Sakaki, Y., Yamaguchi-Shinozaki, K. 

and Shinozaki, K. (2008) Sequencing and analysis of approximately 40,000 soybean cDNA clones from 

a full-length enriched cDNA library. DNA Res. 15, 333-346 

  Urano, K., Maruyama, K., Ogata, Y., Morishita, Y., Takeda, M., Sakurai, N., Suzuki, H., Saito, K., 

Shibata, D., Kobayashi, M., Yamaguchi-Shinozaki, K. and Shinozaki K. (2009) Characterization of the 

ABA-regulated global responses to dehydration in Arabidopsis by metabolomics. Plant J. 57, 

1065-1078. 

  Nakashima, K., Ito, Y., and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2009) Transcriptional regulatory networks in 

response to abiotic stresses in Arabidopsis and grasses. Plant Physiol. 149, 88-95. 

  Yamaguchi-Shinozaki, K. and Shinozaki, K. (2008) DREB regulons in abiotic-stress-responsive gene 

expression in plants. In “Molecular Breeding of Forage and Turf”, edited by Toshihiko Yamada and 

German Spangenberg (Springer), 15-27. 

Sawano, Y., Hatano, K., Miyakawa, T. and Tanokura, M. (2008) Absolute side-chain structure at 

position 13 is required for the inhibitory activity of bromein. J. Biol. Chem. 283, 36338 – 36343. 

Ogasawara, Y., Kaya, H., Hiraoka, G., Yumoto, F., Kimura, S., Kadota, Y., Hishinuma, H., Senzaki, 

E., Yamagoe, S., Nagata, K., Nara, M., Suzuki, K., Tanokura, M. and Kuchitsu, K. (2008) 

Synergistic activation of Arabidopsis NADPH oxidase AtrbohD by Ca2+ and phosphorylation. J. 

Biol. Chem. 283, 8885-8892. 

Sawano, Y., Hatano, K., Miyakawa, T., Komagata, H., Miyauchi, Y., Yamazaki, H. and Tanokura, M. 

(2008) Proteinase inhibitor from ginkgo seeds is a member of plant nonspecific lipid transfer protein 

gene family. Plant Physiol. 146, 1909-1919. 
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Takeshita, D., Zenno, S., Lee, W. C., Nagata, K., Saigo, K. and Tanokura, M. (2007) Homodimeric 

structure and double-stranded RNA cleavage activity of the C-terminal RNase III domain of human 

Dicer. J. Mol. Biol. 374, 106-120. 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 302 -



  

課 題 名 環境ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能解析

代 表 機 関 名 名古屋大学 

代 表 研 究 者 名 松岡 信 

分担機関分担研究者名 京都大学（加藤 博章） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

高等植物は、様々な機構によりその生長を制御する。その中でも、植物生長ホルモンであるジベレリ

ン（GA）による生長制御は、その作用が他の機構に比して極めて顕著であることから古くから注目さ

れてきた。この GA による、植物の生長制御の機構については、現在、次のように考えられている（図

１）。 

①生長ホルモン、GA、が存在しない場合、転写

制御因子である DELLA タンパク質が生長反応を

抑制している。 

②GA が存在する場合、GA は核内受容体（GID1）

と結合する。 

③GA-GID1 複合体は、生長抑制因子 DELLA と相

互作用可能となる。 

④ F-box タ ン パ ク 質 で あ る GID2 は 、

GA-GID1-DELLA 複合体中の DELLA タンパク質

を標的として認識し、SCFGID2 として DELLA タン

パク質をユビキチン化する。 

⑤ユビキチン化された DELLA タンパク質は 26S

プロテアソームにより分解され、抑制されていた GA 信号伝達が脱抑制され、GA 反応が起こる。 

このように、GA の受容・伝達は、３つのタンパク質が相互作用の連鎖反応を行うことにより展開さ

れる。最近、この生長抑制因子 DELLA タンパク質は、GA 反応だけでなく、ストレス耐性機構の鍵タ

ンパク質としても機能していることが明らかにされた（Science, 2006）。この結果は、GID1-DELLA-GID2

から成る信号伝達系は、GA の受容だけでなく、ストレス耐性反応においても重要な役割を担っている

ことを示している。 

具体的目標 

目標１：上述した 3 つのタンパク質、GID1, DELLA, GID2 について、それぞれの立体構造を明らかにす

ることを第１の目標とする。 

目標２：本研究が対象とする信号伝達機構は、GID1, DELLA, GID2 の 3 つのタンパク質が「相互作用の

連鎖反応」を行うことにより展開される。したがって、この「相互作用の連鎖反応」の分子構造

レベルでの解明こそが、植物生長・ストレス耐性機構における信号伝達を理解することになる。

この「相互作用の連鎖反応」の理解のために、これら３つのタンパク質がこの過程でどのような

構造変化をたどるかを解析する。 

目標３：上記の研究が進展する過程で、「相互作用の連鎖反応」において重要な役割を果たすアミノ酸

残基が明らかになることが期待される。これらのアミノ酸残基を適切に改変し、モデル作物であ

るイネに導入することにより、生長制御・ストレス耐性機能付与育種を展開する。 

 

図１ 
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２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 プロジェクトの前半は本研究において最も重要と考えられるGA受容体 

GID1の構造解析およびその機能解析に集中して研究を行っている。従って、こ

こではGID1に関する結果について記述する。 

（２）構造解析に関す

る進捗及び成果 

 

我々は GA4 もしくは GA3 を結合

したイネの GID1（OsGID1）につ

いて構造解析を行うのに充分な結

晶を得ることに成功し、実際にそ

れらを用いて 1.9Å の解像度をも

って 2 つの分子種の構造解読に成

功した（図２）。双方の構造は基

本的に同一だったので、以下には

GA4-OsGID1 の構造についてのみ

記載する。既に報告したように、

植物の GID1 は生物界に広く存在

するホルモン受容リパーゼ（HSL）と類似した一次構造を持つ。実際、解析さ

れた GA4-OsGID1の構造も HSLの基本骨格である α/βハイドラーゼ構造を持つ

ことが分かった。さらに、OsGID1 には余分に 4 つの α へリックスが存在し、

その 2 つは N 末端側、残りの 2 つは β6 と β7 の間に存在した。これらの αへリ

ックスはリッドとして機能し、GA 分子のホールドに重要な役割を果たす。す

なわち、N 末端側の二つの αへリックスは各 βシートの C 末側が構成するカビ

ティー（穴）を塞ぐように位置し、このカビティーの中に存在する HSL の活性

サイトに対応するアミノ酸残基が GA 分子を支え、さらにそれをリッドが塞ぐ

形で GA を抱え込むことがわかった。具体的には、β5 と α3 の中間に位置し α/β

ハイドラーゼフォールドの親水的なエルボウを構成する Ser198によりGA分子

は支えられる。この構造は HSL でも同様であることが知られる。この Ser198

の OH 基は、GA 分子の C6 に位置する COOH と水素結合することが予想され

る。この Ser は HSL においても親水的に機能することにより酵素活性に貢献す

ることが知られており、その意味で、HSL と GID1 が全体的にだけでなく、そ

の活性中心においてもその類似性を維持していることが明らかとなった。ま

た、GA はそれ以外にも多くの親水的な力により支えられていることも明らか

になった。GA4 の C6 カルボキシ残基とは、Gly122 の主鎖の NH、Ser123 およ

び 198 の側鎖が水素結合する。Ser123 は Arg251 や Asp250 との水素結合により

安定化されている。さらに、C6 カルボキシ残基とは Tyr329, Asn225 および

Asp296が二つの水分子を介して相互作用する。GAのC3ヒドロキシ基はTyr134

と直接的に相互作用するとともに、Ser127 や Tyr31 とも水分子を介して相互作

用している。GA3 の場合、C13 に存在する C13 ヒドロキシ基が Asp250 と水素

結合する。興味深いことに、活性型 GA の条件とされていた γ ラクトンの酸素

と水素結合する GID1 側の残基は存在しなかった。一方、GA との結合におい
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ては疎水的な相互作用も重要であり、とくに、Ile24, Phe27, Tyr31 はリッド中の

残基であることから、GA4 を結合ポケットに包み込むのに関与すると考えられ

た。 

（３）機能解析に関す

る進捗及び成果 

解析された立体構造に基づき重要と考えられたアミノ酸17残基についてそれ

らをAlaに置換した変位型GID1を作成し、それらのGAとの結合活性を調べた。

17のうち13について結合活性はなくなり、残りの4つについてもかなり活性が

低下した。このことは、構造から予想されたGAとの結合サイトが正しいことを

示唆している。これらのGA結合に重要と予想された残基の多くは、各種植物の

GID1においては保存された残基となっているが、その一方で、HSLとは保存さ

れない残基も多く含まれていることから、植物進化におけるHSLからGID1が形

成される過程で、GA結合に必要な残基がリクルートされたと予想された。興味

深いことに、植物系統進化上種子植物と最も遠い植物でGID1を有する植物とし

て知られているシダ植物であるSelaginellaのGID1（SmGID1）においては、こ

れらのGA 結合に重要と予想されたアミノ酸残基のいくつかが保存されていな

いことが分かった。一方、以前の我々の研究から、SmGID1は種子植物のGID1

と比べて各種GAとの結合能や特異性が劣ることが知られている。これらの事実

は、SmGID1に見られるユニークなアミノ酸残基が、GID1のGA受容体として確

立していく過程でいろいろなアミノ酸残基を試したことを反映していると捉

えることができる。そこで、OsGID1についてSmGID1に特徴的に見られた残基

に変異させて、その変異型GID1について結合能や特異性を検討した。いくつか

の変異はGAに関する結合能や特異性を変化させなかった。これは、これらの変

異がGAに関する結合能や特異性に対して中立的であることを示している。一

方、いくつかの変異はGAに対する結合能や特異性を低下させた。例えば、Ile133

（GAのC2と疎水的な相互作用をする）をLue（SmGID1a）やVal（SmGID1b）

に変異させると、本来不活性型であるC2に水酸基が付いているGA34を認識す

ることが可能となった。このC2位の水酸化は、GA2 oxidaseにより触媒され、こ

の反応は種子植物において活性型GAを不活化する重要な反応として知られて

いる。一方、SelaginellaゲノムにおいてはGA2 oxidase遺伝子が見つからないこ

とを考え合わせると、GID1進化の途中段階ではGID1受容体がC2水酸化型GAに

対して許容する構造を持っており、実際、GA2 oxidase遺伝子によるGA不活化

も行われていなかった、それがGID1の構造変化によりC2水酸化型GAを排除す

る性質とGA2 oxidase遺伝子を獲得することにより、C2水酸化を行うことにより

活性型GAの不活化メカニズムを確立したと予想できる。さらに、C3位の水酸

化についても、SmGID1bはこのC3水酸化GAを認識するSer127がMetに置換して

おり、この結果、本来の活性型であるGA4と不活性型とされるGA9との結合性

について違いがなくなっていることが確認された。これらの結果を考え合わせ

ると、GID1受容体は酵素であるHSLを出発として、その活性中心に存在するSer

をうまく利用する形でGAの結合サイトを形成し、その際にこのSerがGA分子の

C6カルボキシル基と結合することによりGA分子を結合ポケットに当てはめ、

さらにその上にリッドが覆い被さるような構造で抱え込むことに成功するこ
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とにより作り出されたと予想される。さらに、植物進化の過程で、細かい結合

サイトの調節が行われることにより、今日知られている活性型GAのみに対して

高い結合性と特異性を持った分子へと進化したと考えられた。 

３．グループ全体の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

構造解析したタンパク質数 

2 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 4 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0 件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

プロジェクト発足から短期間にGID1の構造を解明できた。この成果は極めて大きいと考えている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

本研究は、分担機関である京都大学大学院薬学研究科加藤教授との全面的な協力体制の元に進められて

いる。具体的には、構造に関する実験は京都大学大学院薬学研究科で行われ、機能解析に関わる実験は

名古屋大学生物機能開発利用研究センターにおいて行われている。課題内の打ち合わせ等情報交換など

は日常的に行われており、実際には名古屋大学の大学院生が京都大学に常駐する形で実験を進めると同

時に週末は名古屋に戻り進捗状況を報告した。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

GID1 受容体の構造が分かったため、各種化合物を検索し、特異的に結合できる化合物があるかどうか

をプラグラム内の化合物ライブラリーを利用して調べることに着手した。 

今回得られた成果については、情報プラットフォームに登録を完了している。 

９．今後の展望 

植物の転写制御タンパク質研究の一環で、ジベレリン受容体GID1の詳細な結晶構造解析に成功し、機

能解析の上でもジベレリン結合性および分子進化の過程に関する重要な知見が得られていて、プロジェ

クトは順調に進捗している。残る標的SLR1, GID2の解析についても研究の進展が待たれる。 

平成２１年度～平成２３年度の研究計画 

平成２１年度 

松岡グループ 

①大腸菌ならびに他の発現系による DELLA タンパク質、GID2 タンパク質の発現、精製条件の検討 
昨年に引き続いて、DELLA タンパク質の結晶化にむけて、発現ベクターの検討、タグの検討、精製条

件の検討等を行う。GID2 タンパク質に関しても、発現、精製条件の検討を始める。 

②GID1-GA 複合体、GID1-GA-DELLA 複合体形成条件の検討 

ゲルろ過、表面プラズモン共鳴バイオセンサーを用いて、GID1-GA 複合体、GID1-GA-DELLA 複合体形

成条件の検討ならびに、そのカイネティックスを明らかにし、そのメカニズムを理解するとともに、そ

の知見を結晶化、構造解析に応用する。 
③GID1 構造解析結果に基づく GID1 受容体の詳細な機能解析 
GID1 の構造が明らかになったことから、その構造に基づいてその機能を変化させるような変異型 GID1
を作成し、最終的な作物の開発につながる基礎的知見を得る。 

加藤グループ 

① DELLAおよびGID1-DELLA複合体の発現、結晶化および構造解析の実施 

1)研究の結果、大腸菌は DELLA の発現に適していないことが判明したことから、昆虫細胞など真核生
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物に適した系を用いて発現を実施する。2)再調製した良質のタンパク質を用いて DELLA および

GID1-DELLA 複合体の結晶化を行なう。3)DELLA および GID1-DELLA 複合体の結晶化条件を至適化す

る。4)結晶が得られたらＸ線回折実験を行ない、結晶の分解能を把握し、結晶化条件を最適化する。5)

重原子誘導体結晶を調製して位相決定を行い、Ｘ線結晶解析による構造決定を実施する。 

② GID2の結晶化条件の探索 
1)昆虫細胞など真核生物に適した系を用いてイネGID2大量発現系を構築し、発現したタンパ

ク質を用いて結晶化に適したGID2を選別する。2)候補となった数種のGID2タンパク質を精

製し、広範な結晶化条件探索を行なう。3)結晶が得られたらＸ線回折実験を行ない、結晶の

分解能を把握し、結晶化条件を最適化する。4)イネGID2の結晶化が困難な場合は、イネ遺伝

子に変異を導入することにより、結晶化に適したものへと改良し結晶化を継続する。  

平成２２年度 

松岡グループ 

①GID1、DELLA、GID2 共存下での、DELLA in vitro ユビキチン化の可能性を検討 

②改変タンパク質利用による、イネ分子育種の具体的戦略作りに着手 

加藤グループ 

①GID2 の結晶化と構造解析 

②GID1-DELLA-GID2 信号伝達に伴う構造変化を捉えるための準備 

平成２３年度 

松岡グループ 

①GID1、DELLA、GID2 および SCF 複合体を用いた in vitro ユビキチン化の実施 

②有用タンパク質発現イネの収量調査 

加藤グループ 

①GID1-DELLA-GID2 信号伝達に伴う構造変化を解析 

１０．特記事項 

（１）研究成果について 

GID1の構造を解明した。 

（２）その他 

GID1の構造に基づきGID1受容体の進化過程を予想し、GAに対する結合能や特異性を変化させた

GID1分子を作成するのに成功した。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（ 見込み） 計 

設備備品費（千円）      8,273 1,093              0            9,366

人件費（千円）          0          5,729          8,577           14,306

業務実施費（千円）         20,189         20,101    16,808           57,098

間接経費（千円）          8,538          8,077          7,615           24,230

合計（千円）         37,000         35,000 33,000     105,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

GID1-GA4 複合体 3EBL ジベレリン受容体 

GID1-GA3 複合体 3ED1 ジベレリン受容体 

 

２．論文のリスト 

 

◎Shimada A, Ueguchi-Tanaka M, Nakatsu T, Nakajima M, Naoe Y, Ohmiya H, Kato H, Matsuoka M, 

Structural basis for gibberellin recognition by its receptor GID1, Nature 456: 520-523 (2008). 

Ueguchi-Tanaka M, Hirano K, Hasegawa Y, Kitano H, Matsuoka M, Release of the repressive activity of rice 

DELLA protein SLR1 by gibberellin does not require SLR1 degradation in the gid2 mutant, Plant Cell 20: 

2437-2446 (2008). 

Hirano K, Nakajima M, Asano K, Nishiyama T, Sakakibara H, Kojima M, Katoh E, Xiang H, Tanahashi T, 

Hasebe M, Banks JA, Ashikari M, Kitano H, Ueguchi-Tanaka M, Matsuoka M, The GID1-mediated 

gibberellin perception mechanism is conserved in the Lycophyte Selaginella moellendorffii but not in the 

Bryophyte Physcomitrella patens, Plant Cell 19: 3058-3079 (2007). 

◎Ueguchi-Tanaka M, Nakajima M, Katoh E, Ohmiya H, Asano K, Saji S, Hongyu X, Ashikari M, Kitano H, 

Yamaguchi I, Matsuoka M, Molecular interactions of a soluble gibberellin receptor, GID1, with a rice DELLA 

protein, SLR1, and gibberellin, Plant Cell 19: 2140-2155 (2007). 

 

３．特許出願リスト 

 

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

造生物学 

代 表 機 関 名 東京工業大学 

代 表 研 究 者 名 村上 聡 

分担機関・分担研究者名 北里研究所（中江 太治）、大阪大学（山下 栄樹） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

養殖、畜産および臨床の現場で問題となっている多剤耐性化した細菌による感染の克服を目指し、その

原因タンパクである多剤排出トランスポーターの立体構造解析を通して、それらの動作機構を本質的に

理解するとともに、それらの知見を応用し、阻害剤など新薬開発の糸口を与えることを目的とする。そ

のため、緑膿菌をはじめとする病原性細菌および、モデル細胞としての大腸菌由来の多剤排出トランス

ポーターの結晶構造解析をはじめ立体構造解析を推進する。 

このため、国立大学法人大阪大学及び社団法人北里研究所と共同で業務を行う。国立大学法人大阪大学

では、多剤排出トランスポーターの精製、結晶化と構造解析および機能解析に関わる研究開発を実施す

る。各、研究の小目標は以下の通りである。 

（なお、研究代表の村上グループは、平成 20 年度に東京工業大学に移動した。） 

1; 大腸菌由 AcrB の高分解能化 

2; 大腸菌由来 AcrB ホモログの構造解析 

3; 緑膿菌由来 MexA の構造解析 

4; 緑膿菌由来 MexB の構造解析 

5; 多剤排出トランスポーター複合体全体の構造解析 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 大腸菌 AcrB の構造解析については、基質複合体の解析において 2.6Å分解

能まで解像度が向上した。また、大腸菌 AcrB ホモローグの結晶を得て解析

を進めている。緑膿菌 MexA については、これまで構造が得られていなか

った機能上重要なドメインについて、不明瞭な電子密度を改良するととも

に解釈を進め約半分のモデル構築に成功している。MexB については、結

晶性の改良が進んでおり、すでに三回対称軸をもつものではあるが、構造

解析が進んでいる（阪大・蛋白研・中川敦史教授との共同）。 

また、これら個々の構造解析と並行して複合体の構造解析も進めている。

中江・山下グループでは、MexA-MexB,MexA-OprM の複合体解析を進めて

いる。一方村上グループでは、オペロンをなす排出トランスポーターと、

膜融合蛋白質との間で強い相互作用を持つ生物種が存在するに違いないと

の仮説の元、数十種類の生物種から薬剤排出トランスポーターをクローニ

ングし、その中から薬剤排出トランスポーターのみにタグをつけているに

も関わらず、トランスポーターと、膜融合蛋白質が一緒に精製されてくる

ものを見つけだした。今後はこの蛋白質を用いて複合体の解析を進める予

定である。 

 以上のように、個々の小目標において、創薬へ向けた構造情報の精密化、
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病原性細菌由来ターゲットの構造情報取得、排出原理の解明へ向けた機能

解析、薬剤排出トランスポート・マシーナリーの構造解析、すべてにおい

て目標へ向かって前進しているといえる。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

我々の研究グループでは、緑膿菌由来の薬剤排出トランスポーターの結晶

化を北里研究所・中江グループが行い、そのＸ線結晶構造解析を阪大・蛋

白研・山下グループが行う。また、大腸菌由来の薬剤排出トランスポータ

ーの結晶化およびそのＸ線結晶構造解析を村上グループが行っている。 

緑膿菌由来 MexA、MexB（大腸菌薬剤排出トランスポーターにおける

AcrA,AcrB に相当）については、中江、山下グループの報告に詳細は譲る

が、MexA について、これまで構造情報が得られていなかった MexB との

相互作用部位の構造情報が得られつつある。MexA の結晶は 13 量体でパッ

キングしているが、結晶中でパッキングしている隣の 13 量体と接している

部分のモノマーについては、いささか電子密度が明瞭であったことを利用

してモデリングを進めている。 

MexB についても結晶性の改良がすすみ、構造解析はすでに完了している。

（阪大・蛋白研・中川敦史教授との共同）しかし、ここでも、また後述の

大腸菌 AcrB ホモローグでも三回対称性を持った構造が、優先的に得られて

いる。大腸菌 AcrB の解析において、三回対称からずれた非対称構造が、機

能を考える上で重要との知見を得ているが、AcrB についても、三回対称性

を持った結晶が優位に得られている。今後、これら得られている三回対称

性を持った構造が機能的に意味を持つのかどうかということについても研

究を進めるとともに、これまで結晶学的三回対称性を持つ結晶しか得られ

ていないサンプルについてさらに結晶化条件の検討を行い、結晶学的三回

対称軸を持たない条件での結晶化を進めてゆきたい。 

 

MexB 結晶の写真 

 

 大腸菌由来 AcrB ホモローグの結晶化に成功している、同タンパク質は 

、同じく大腸菌由来の AcrB と高いホモロジーをもつ蛋白質であるが、排出

する基質が異なる。AcrB との構造比較により、より詳細な多基質認識機構

が明らかになると考えている。しかしここでも結晶学的三回対称性を持つ

結晶しか得られていないので、三回対称性を持たない結晶を得る努力と、

はたして三回対称性を持つ構造は意味があるのか否かを調べる機能解析と

の両面から研究を展開している。 

 我々が対象とする多剤排出トランスポート・マシーナリーは内膜を貫通
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するトランスポーター本体と、膜融合蛋白質と、外膜を貫通する外膜チャ

ネルが複合体を形成しているが、これら全体の構造解析にも前進がみられ

た。上記三者それぞれの相互作用は比較的弱く、結晶化の過程で容易に解

離してしまうが、このうち、トランスポーター本体と、膜融合蛋白質は多

くの生物種の場合、ゲノム上でオペロンを形成していることから、相互作

用が強いものがあるに違いないという仮説を立て、数十種類もの細菌から

このオペロンをクローニングし発現・精製を行った。その結果、ある種の

生物からは、トランスポーターのみにタグをつけているにも関わらず、膜

融合蛋白質が共精製されてくるものを発見した。他の生物由来のトランス

ポーターと違い、トランスポーターと膜融合蛋白質の相互作用が強いこの

サンプルを用いて、現在電子顕微鏡を用いた単粒子解析を進めている。ま

た、結晶化条件の検索も進めている。このサンプルを用いることによりこ

れまで想像の域を脱しなかった複合体の立体構造を明らかにすることがで

きるのではないかと期待している。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

村上がこれまで所属していた大阪大学産業科学研究所での成果であるが、

大腸菌多剤排出トランスポーターAcrB のホモログである AcrD とのキメラ

蛋白質の機能解析により、基質取り込み口と、基質結合部位の間の基質透

過経路に基質特異性を決定づけるアミノ酸残基があることが判明した。こ

れは、基質結合部位の前にある“フィルター”の働きをするものであり、

このようなものが存在することは本トランスポーターの機能を考える上で

極めて重要な知見となる。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

２件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 １０件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

我々の目指すところは、膜蛋白質、あるいは膜蛋白質複合体の詳細な立体構造解析である。これらの水

溶性ドメインの構造解析などではなく、そのものの構造解析をストレートに目指している。我々は、す

べての各目標に対して、すべて達成に向けて前進を得ている。これまでの研究では、論文発表などの形

として完結した課題は残念ながら未だないが、いずれの課題についても達成へ向けて前に進んでいる。

今後の残り期間での達成を目指した研究実施体制も問題なく、プログラムの実施期間内での目標達成が

見込めると考えている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

これまで研究代表の村上グループが大阪大学・産業科学研究所にあったため、山下グループ（さらに、

阪大蛋白研・中川敦史教授のグループ）との連携は密であったことに比べると、北里研究所・中江グル

ープとの連携が薄い傾向にあった。このほど、研究代表の村上グループが東工大へ移動したことに伴い

中江グループとの物理的な距離が近づいたことにより（二,三十分の距離）、中江グループとの連携の強
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化が期待できる。 

すべての分担者たちとは十数年来の連携の歴史があり、私たちの間に、いまさらコミュニケーションの

問題はないと考えている。あるとするならば、それぞれの構成員の忙しさ故の連絡行き違いである。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

いまのところ連携はないが、我々の研究成果である、多剤排出トランスポート・マシーナリーの詳細な

向上情報が得られた後に、多剤排出トランスポーター阻害剤の候補となるような化合物の提供をうける

などの連携を想定している。これは、院内感染などにみられる多剤耐性化問題の直接的な解決策を与え

る可能性がある。 

９．今後の展望 

大腸菌および緑膿菌の薬剤排出トランスポーターの全貌解明に向けて，高度なレベル結晶構造解析が 

進行していると思われる。薬剤排出トランスポーターと膜融合タンパク質の結合が強い緑膿菌株を見出

したことにより，複合体構造の解析の進展が期待でき、今後の残り期間での達成を目指した研究実施体

制も問題なく、プログラムの実施期間内での目標達成が見込めると考えている。 

１０．特記事項 

（１）研究成果について 

数十種類の細菌からトランスポーターを多くクローニングし、トランスポーター本体と、膜融合蛋白が

共精製されてくるサンプルを得たことは、これまで想像の域を脱しなかった細胞膜および外膜を貫く多

剤排出トランスポーター複合体全体の構造を明らかにすることができる突破口を得たことになる。 

（２）その他 

構造生物学の中心的なレビュー誌である Current opinion of structural biology は、主にエディターからの

リクエストにより寄稿されるが、本年の membrane proteins の巻で、我々の成果である、多剤排出トラン

スポーターによる薬剤ポンプメカニズムである、機能的回転メカニズムが取り上げられ掲載された。こ

のことは、我々が薬剤排出トランスポーターにおける薬剤ポンプ機構研究の中心的役割を担っていると

いうことが世界的にも認められたと自負している。 

“Multidrug efflux transporter, AcrB - The pumping mechanism.” 

Satoshi Murakami, Curr. Opin. Struct. Biol., 18, 459-465 (2008) 

また、種々のトピックスに対して世界中で年間を通して行われる Gordon Research Conference のうち、

Multi-Drug efflux systems と題され、薬剤排出を取り扱う会合で、Molecular Structure に関するセッション

の演者として招待口演を行った。これも、我々の行ってきた、構造・機能解析が世界的に認知されてい

る強い裏づけとなる。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）     18,986     24,054         16,254          59,294

人件費（千円）      2,561      5,318         14,547          22,426

業務実施費（千円）      7,684     12,167          8,429          28,280

間接経費（千円）      8,769     12,461         11,770          33,000

合計（千円）     38,000   54,000         51,000    144,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

大腸菌 AcrB 基質複合体 未登録 抗生物質や抗がん剤など種々の化学療法剤を細胞外に

排除するトランスポーターと呼ばれる膜タンパク質

群・院内感染や市中感染で拡がりを見せる薬剤耐性菌に

よる薬剤耐性化機構を理解し、さらにはそれを封じ込め

るために極めて重要なタンパク質・分子量３６０ｋＤａ

にも及ぶ巨大な膜タンパク質複合体であり、結晶化や構

造解析は困難な部類に属する。十分な精密化がすんでい

ないため。 

緑膿菌 MexA 未登録 上記の AcrB タンパク質の緑膿菌ホモログである MexB

と複合体をなして機能するタンパク質であり、トランス

ポータータンパク質で起こる構造変化を、約 100Å離れ

た外膜に存在する外膜チャンネルタンパク質である

OprM に伝える役割を担う。・AcrB と比べると重要度は

低いが、本タンパク質が無ければ薬剤排出トランスポー

ターの全機能が失われるため、機能を理解し制御するた

めには、極めて重要なタンパク質であると位置づけられ

ている。・蝶番部分が多い本タンパク質は、構造解析し

ても電子密度図が不明瞭な部分も多く、解析が困難なタ

ンパク質であるといえる。・完全な構造解析には未だ至

っていないため。 

 

２．論文のリスト 

 

Adachi H, Matsumura H, Murakami S, Inoue T, Takano K, Mori Y, Yoshikawa HY, Murai R, Sugiyama S, 

Sazaki G, Kitatani T, Takahashi Y, Femtosecond laser-induced nucleation of protein in agarose gel., J. Cryst. 

Growth 311: 956-959 (2009) 

Inaba K, Murakami S, Nakagawa A, Iida H, Kinjo M, Ito K, Suzuki M, Dynamic nature of disulphide bond 

formation catalysts revealed by crystal structures of DsbB., EMBO J. 28(6):779-91 (2009) 

◎Murakami S, Multidrug efflux transporter, AcrB--the pumping mechanism., Curr Opin Struct Biol. 

18(4):459-65 (2008) 

Kitatani T, Adachi H, Sugiyama S, Matsumura H, Murai R, Takahashi Y, Murakami S, Inoue T, Mori Y, 

Takano K, Evaluation and Improvement of a Technique to Manipulate Protein Crystals in Solution., Jpn. J. 

Appl. Phys. 47: 8995-8997 (2008) 
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Mima M, Kawai C, Paku K, Tomoo K, Ishida T, Sugiyama S, Matsumura H, Kitatani T, Yoshikawa HY, Maki 

S, Adachi H, Takano K, Murakami S, Inoue T, Mori Y, Kita S, Iwamoto T, Crystallization and preliminary 

X-ray crystallographic analysis of Ca2+-free primary Ca2+-sensor of Na+/Ca2+ exchanger., Acta Crystallogr. 

F64: 1125-1127 (2008) 

Matsumura H, Adachi H, Sugiyama S, Okada S, Yamakami M, Tamada T, Hidaka K, Hayashi Y, Kimura T, 

Kiso Y, Kitatani T, Maki S, Yoshikawa HY, Adachi H, Takano K, Murakami S, Inoue T, Kuroki R, Mori, 

Crystallization and preliminary neutron diffraction studies of HIV-1 protease cocrystallized with inhibitor 

KNI-272., Acta Crystallogr. F64: 1003-1006 (2008) 

Sugiyama S, Nomura Y, Sakamoto Y, Kitatani T, Kobayashi A, Miyakawa S, Takahashi Y, Adachi H, Takano 

K, Murakami S, Inoue T, Mori Y, Nakamura Y, Matsumura N, Crystallization and preliminary X-ray 

diffraction studies of an RNA aptamer in complex with the human IgG Fc fragment., Acta Crystallogr. F64: 

942-944 (2008) 

Yoshikawa HY, Murai R, Maki S, Kitatani T, Sugiyama S, Sazaki G, Adachi H, Inoue T, Matsumura H, Takano 

K, Murakami S, Sasaki T, Mori Y, Laser energy dependence on femtosecond laser-induced nucleation of 

protein., Appl. Phys. A 93: 911-915 (2008) 

Maki S, Murai R, Yoshikawa HY, Kitatani T, Nakata S, Kawahara H, Hasenaka H, Kobayashi A, Okada 

Sugiyama S, Adachi H, Matsumura H, Takano K, Murakami S, Inoue T, Sasaki T, Mori, Protein crystallization 

in a 100 nl solution with new stirring equipment., J. Synchrotron Rad. 15: 269 – 272 (2008) 

Murai R, Yoshikawa HY, Kawahara H, Maki S, Sugiyama S, Kitatani T, Adachi H, Takano K, Matsumura H, 

Murakami S, Inoue T, Sasaki T, Mori, Effect of solution flow by rotary shaker on protein crystallization., J. 

Cryst. Growth 310: 2168-2172 (2008) 

 

 

３．特許出願リスト 

 
「なし」 
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課 題 名 齧歯類ペプチド性フェロモンファミリーの構造と機能の解明：ネズミの環

境問題の解決に向けて 

代 表 機 関 名 熊本大学 

代 表 研 究 者 名 寺沢 宏明 

分担機関・分担研究者名 東京大学（東原 和成） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

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。分担機関の東原らは、オス特異的なフェ

ロモン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（図１）。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。このペプチド性フェロモンファミリーを ESP ファミリーと呼ぶ。 

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する。１．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。活性をもつペプチド性フェロモンを調製し、ア

ッセイを行うことにより、ESP ファミリー受容体を同定する。２．マウス、ラット、および野生ネズミ

の 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。３．ESP タンパク質もしくはアゴ

ニスト、アンタゴニストを用いて、既知のフェロモン効果や行動への影響を検証する。以上の３つをプ

ロジェクトの柱として、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

を達成目標とする（図１）。本研究課題を遂行することにより、地球規模の観点から克服すべき重要な

課題である、穀物の安定供給や衛生環境の維持に貢献したい。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

構造解析：①マウス由来オス特異的ペプチド ESP1 の立体構造を、核磁気共鳴法(NMR)を用いて決定し

た。これは、齧歯類 ESP ファミリーにおける初の立体構造決定である。さらに、得られた立体構造情報

に基づいて変異体解析を行い、受容体結合部位を明らかにした。 

②ESP 阻害薬の開発を目的として、化合物滴定時の NMR シグナルの化学シフト変化を指標にスクリー

ニングを行った。その結果、ESP1 に結合する化合物を見出すことに成功した。ESP1 上の化合物結合部

位を同定したところ、受容体結合部位と重なっていたことから、受容体結合阻害効果が期待される。 

③ESP4 は、ESP1 受容体と異なる受容体で認識されることが強く示唆されている。ESP 受容体の特異的

認識機構を解明するため、ESP4 の NMR 解析を進めた結果、ESP1 と αへリックスの位置や長さが異な

ることが示された。このような構造的な差異が、特異性を発現する要素の一部であると考えられる。 
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④マウス ESP3、ESP5、ESP36 およびラット ESP5、ESP7 について、発現・精製を進めた。メス特異的

に発現しているマウス ESP36 について、安定同位体標識を行い、NMR スペクトルを測定した。ラット

ESP5、ESP7 についても、NMR 測定のための溶液条件の検討を進めた。 

⑤ESP1 受容体 V2Rp5 について、昆虫細胞発現系および無細胞発現系を構築した。発現する領域は、代

謝型グルタミン酸受容体の立体構造を参考に決定した。大腸菌を用いた遺伝子操作中に、発現ベクター

に変異が入る問題が生じたが、大腸菌株の選別などによって克服した。大量発現の検討を進めている。

機能解析：①ラットおよび野生ネズミの ESP ファミリーの同定および発現解析を行った。ラットゲノム

上で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。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。 

 野生ネズミの 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 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。

②マウス ESP1 の受容体 V2Rp5 の同定に成功した。c-Fos 陽性細胞と V2R との２重染色を行い、ESP1

の受容体と考えられる受容体（V2Rp5）を同定した。トランスジェニックマウスを用いた解析により、

トランスジーンとして外来から発現させた V2Rp5 が、ESP1 を in vivo で認識していることを示した。 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 

①マウス由来オス特異的ペプチド ESP1 の立体構造を決定し、受容体結合部位を明らかにした。 

活性を保持したマウス ESP1 の大腸菌を用いた大量調製法を確立し、NMR 法を用いて立体構造を決定

した。齧歯類 ESP ファミリーにおける初の立体構造決定である。さらに、得られた構造情報に基づいて

ESP1 変異体を調製し、受容体活性化能を調べた（分担機関と共同）。その結果、受容体活性化に重要な

領域を同定することが出来た。 

②ESP 阻害薬の開発：ESP1 に結合する化合物を見出すことに成功した。ESP1 上の化合物結合部位は、

受容体結合部位と重なっている。 

化学シフト変化を指標に、相互作用する分子を探索できるのは、NMR の大きな利点である。マウス

ESP1 について、1H, 13C, 15N すべての核について帰属が完了したので、それらの化学シフト変化を指標

に低分子化合物のスクリーニングを行った。その結果、ESP1 に結合する化合物を見出すことが出来た。

化学シフト変化が生じたアミノ酸残基を ESP1 の立体構造上にマップした。その結果、赤丸で示した領

域において、受容体活性化に重要な領域とオーバーラップしていた。１５種類の類縁化合物について同

様の結合実験を行い、より親和性の高いものを得た。人体に無害な化合物も含まれており、環境への影

響が少ないと思われる。分担機関において阻害活性を調べる予定である。 

③ESP4 の NMR 解析：ESP 受容体の特異的認識機構の解明 

ESP1 がオスマウスの眼窩外涙腺に特異的に分泌されるのに対し、ESP4 は、オス、メスの涙腺、顎下

腺、ハーダー腺に分泌される。機能解析の項で述べるように、ESP4 は、ESP1 受容体と異なる受容体で

認識されることを強く示唆する結果を得た。特異性発現のメカニズムを解明するため、ESP4 の NMR

解析を進めた。NMR シグナルの帰属を終了し、２次構造の傾向を示す SSP score を解析した。その結果、

ESP4 は、ESP1 と αへリックスの位置や長さが異なることが示された。このような構造的な差異が、特

異性を発現する要素の一部と考えられる。現在、立体構造計算を進めている。また、ESP1 と同様の手

法を用いて、特異的阻害剤の探索を行う。 

④ESP ファミリー分子の調製 

マウス ESP1、ESP4 に加え、マウス ESP3、ESP5、ESP36 およびラット ESP5、ESP7 について、発現・
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精製および NMR 測定条件の検討を進めた。メス特異的に発現しているマウス ESP36 について、安定同

位体標識を行い、NMR スペクトルを測定した。ラット ESP5、ESP7 についても、NMR 測定のための溶

液条件を検討中である。野生ネズミに関しても着手し、ESP1 で得られた化合物情報をベースに、アゴ

ニスト、アンタゴニストの開発へと展開する。 

⑤ESP1 受容体 V2Rp5 の調製 

 分担機関が同定に成功した ESP1 受容体 V2Rp5 について、昆虫細胞発現系および無細胞発現系を構築

した。発現する領域は、代謝型グルタミン酸受容体の立体構造を参考に決定した。おそらく大腸菌に対

する細胞毒性のため、V2Rp5 をコードする領域に変異や挿入が起こる問題が生じたが、大腸菌株の選別

などの対策を講じた結果、克服することができた。現在、大量発現のための検討を進めている。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

①ラットおよび野生ネズミの ESP ファミリーの同定および発現解析 

 マウス ESP ペプチド配列をもとに、ラットゲノム上で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。７種類のラット ESP に関して、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。そのうちラット ESP5, 7 は、

代表機関が、大量発現・精製系の確立を進めている。 

 野生のネズミ（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 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。現在、配列の解析をおこなっている。 

②マウス ESP1 の受容体 V2Rp5 の同定および機能解析 

 個々の鋤鼻神経には、約６１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。作製したマウスを ESP1 にさらし、c-Fos の発現を

免疫組織抗体染色で調べたところ、DsRed で光っている細胞で c-Fos タンパク質の発現誘導が観察され

た。これらの結果は、トランスジーンとして外来から発現させた V2Rp5 が、ESP1 を in vivo で認識して

いることを示している。すなわち、V2Rp5 が ESP1 の受容体であることが実証された。現在、V2Rp5 は

代表機関に送り、構造解析のための発現検討に着手している。ESP1 以外の ESP の受容体の同定の試み

については、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ているので、

現在、ESP4 受容体を探索中である。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

１件（左記に加え、構造解析中１件） 

４．グループ全体の論文発表件数 ６件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

図１に代表および分担機関の課題をまとめた。ESP ファミリーの立体構造解析は、ESP1 を終了し、ESP4
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が進んでいる。両者の構造の比較により、特異性についても知見が得られると思われる。また、マウス

およびラット ESP についても試料調製、条件検討が順調に進捗している（代表分①③④）。ラットおよ

び野生ネズミの ESP ファミリーの同定も予定通り進捗し、加えて発現解析も行っている（分担分①）。

受容体認識機構の解明は、変異体解析によって進捗している。２１年度予定の受容体を用いた直接的な

解析に向けて、試料調製を進めている（代表分⑤）。受容体の同定については、ESP1 受容体の同定に成

功した。また、ESP4 受容体も探索中である（分担分②）。予定より大きく進捗している点が２つあげら

れる。１つはアゴニスト、アンタゴニストの開発について、NMR を用いて ESP1 に結合する化合物を見

出し、さらに化合物結合部位が受容体認識部位と重複していることも明らかにしている（代表分②）。

論文・学会発表も順調である。以上から、目標以上に進捗していると判断する。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

代表機関（構造解析）と分担機関（機能解析）で班会議・打合せを計１１回行い、綿密な情報交換を行

っている。情報の共有と連携の強化、研究方針の決定を行い、相互の試料送付は、計１６回行っている。

以上のように、代表研究者の円滑なマネジメントのもと、目標以上の進捗を達成していると考える。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

①生産領域：セルフリーサイエンス社と連携し、ESP1 受容体 V2Rp5 の発現を検討中である。②生産領

域：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・永田宏次准教授と連携し、ESP1 の溶液条件と結晶化の検討を行

った。③制御領域：東京大学大学院薬学系研究科・長野哲雄教授、生物機能制御化合物ライブラリ

ー機構・岡部隆義教授らと打ち合わせを行い、化合物の提供と設計で連携することとした。 

情報プラットフォームへ研究成果等を登録している（論文６件、学会発表２３件）。 

９．今後の展望 

進捗状況：構造解析と機能解析の緊密な共同研究により、構造・物質レベルでのアゴニスト、アンタゴ

ニストの開発が予定以上に進捗している。 

今後の計画：代表機関は、ESP1―ESP1 受容体

複合体の立体構造決定を達成目標とする。達成

されれば、膜受容体によるペプチド認識の解明

に多大なインパクトを与える。分担機関は、①

②③の機能解析と、その結果を基盤とするアゴニスト・アンタゴニストの開発を進める。代表機関は構

造情報に基づく化合物の論理的設計を進め、分担機関はアッセイおよび個体レベルでの効果の検証を行

う。構造と機能の両面からの知見を統合して、ESP1 の性フェロモンとしての機能を基に有用化合物を

開発することにより、ネズミの繁殖を制御するという社会的アウトプットを最終的に達成したい。 

 

１０．特記事項 

特記事項に、ESP1 に結合する化合物を見出したことがあげられる。ESP1 の受容体への結合を阻害する

ことができれば、ネズミの個体数制御が可能となると期待される。 
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１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）     19,050          3,073            0         22,123 

人件費（千円）     2,016        15,823       11,015          28,854 

業務実施費（千円）          5,088         5,720       12,063         22,871 

間接経費（千円）          7,846         7,384        6,922         22,152 

合計（千円）         34,000        32,000       30.000         96,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

マウス ESP1  メスの性行動を制御するフェロモンであり、分担研究者

が世界に先駆けて見出した日本発の分子である。基礎研

究、産業応用の観点からも重要性は極めて高い。フレキ

シブルな領域を多く含むため、結晶化が困難である。

NMR シグナルの重複が多く、分子量は小さいが、解析

難易度は高い。化学シフト情報を化合物スクリーニング

に用いているため、PDB 登録は行っていない。 

（マウス ESP4）  ESP1 とは異なる受容体で認識される。また、分泌腺も

異なる。立体構造を ESP1 と比較することにより、特異

性に関する情報が得られる。ESP1 同様、結晶化は困難

であり、解析難易度は高い。現在構造解析中である。 

 

２．論文のリスト 

 

◎Yoshinaga S., Haga S., Touhara K., and Terasawa H., ESP family peptides and vomeronasal receptors in 

rodents. Tanpakushitsu Kakusan Koso in printing. 

◎Touhara K. and Vosshall L.B., Sensing Odorants and Pheromones with Chemosensory Receptors. Annu. 

Rev. Physiol. 71, 307-332 (2009). 

◎Touhara K., Sexual communication via peptide and protein pheromones. Curr. Opin. Pharmacol., 8, 

759-764 (2008) 

◎Kimoto H., Sato K., Nodari F., Haga S., Holy TE., and Touhara K., Sex- and strain-specific expression and 

vomeronasal activity of mouse ESP family peptides. Curr. Biol. 17, 1879-1884 (2007) 

◎Haga S., Kimoto H., and Touhara K., Molecular characterization of vomeronasal sensory neurons 

responding to a male-specific peptide in tear fluid: Sexual communication in mice. Pur. Appl. Chem. 79, 

775-784 (2007) 

◎Touhara, K., Molecular Biology of Peptide Pheromone Production and Reception in Mice., Advances in 

Genetics, 59, 147-171 (2007)  

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 新規味物質・味評価法開発に重要な味覚受容体の構造・機能解析 

代 表 機 関 名 理化学研究所 

代 表 研 究 者 名 山下 敦子 

分担機関・分担研究者名 農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所（日下部 裕子） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

食品産業分野における新規味物質開発や味評価法開発の重要な基盤情報となる味覚受容体の甘味受容

体と旨味受容体の立体構造をＸ線結晶構造解析によって解明し、得られた構造情報および機能解析の結

果を統合して、味物質認識の機構を分子レベルで明らかにすることを目的とする。具体的には、甘味受

容体および旨味受容体の調製法の確立、甘味受容体および旨味受容体の立体構造の解明、甘味受容体お

よび旨味受容体の味物質認識機構の解明を達成目標とする。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 味覚受容体である甘味受容体および旨味受容体の味認識ドメインを含む細

胞外ドメインについて、結晶化に適したコンストラクトと発現系を見いだ

した。さらに発現・精製条件を確立して、結晶化を行うのに充分な純度と

質を持つ試料を機能単位であるヘテロ二量体として安定に調製することに

成功し、結晶化条件探索の結果、結晶様のものが析出する条件を見いだし

た。また、甘味／旨味受容体の変異体解析を行って、受容体の膜移行性の

評価系を構築し、さらに甘味応答が完全に欠失する一残基変異体を見いだ

した。また、受容体に対する味覚阻害物質の結合性を検討し、甘味阻害物

質ギムネマ酸の作用点が甘味受容体であることを明らかにした。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

i. 味覚受容体試料の発現スクリーニング 

甘味受容体および旨味受容体T1Rファミリーについて、結晶化に適した遺

伝子・発現系・コンストラクトを見いだすための発現スクリーニングを行

った。既有の6遺伝子に加え、本課題にて新たに15遺伝子をクロー

ニングし、種々のコンストラクトについて蛍光観察ゲルろ過クロマトグラ

フィー法による発現量や発現タンパク質の性質確認を行った。 

 まず、大腸菌を用いた発現実験を行ったが、実験を行ったいずれのコ

ンストラクト・発現条件においても、発現量が極めて低いうえに期

待する分子量での発現が得られず、T1R遺伝子は大腸菌では適切に発

現しないことを確認した。次に、昆虫培養細胞による一過性発現系を用い

て、味認識ドメインを含む細胞外ドメインの発現実験を行った。その結果、

期待する分子量でのタンパク質発現が見られ、多くのコンストラクトは結

晶化には適さない多分散の様相を示したものの、昆虫由来の分泌シグナル

を付加したいくつかのコンストラクトについては、結晶化に適した性質で

ある単分散に顕著に改善されることを見いだした。これらの発現タンパク

質の局在を共焦点顕微鏡により確認すると、多分散を示したものは細胞質

で発現していたのに対し、単分散を示したものは細胞内小器官への移行が

見られた。これらの結果から、結晶化に適した良質のT1R試料を生産する

ためには、昆虫培養細胞発現系をはじめとする真核細胞の利用が適してお

り、生理的発現条件に近い輸送経路を経由し適切な翻訳後修飾を行わせる
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ことが重要であることを明らかにした。 

 この結果をふまえ、昆虫培養細胞で適切に輸送され分泌画分に発現が見

られるかどうかを重視しさらにスクリーニングを進めた結果、分泌画分に

発現が見られ、T1Rと同ファミリーに属し結晶構造解析の成功例がある代

謝型グルタミン酸受容体(mGluR)1リガンド結合ドメインと同程度の

発現量と良好な単分散の様相を示す味認識ドメインおよび細胞外

ドメイン試料を見いだすことに成功した。特にそのうちの１種につ

いて、T1R2遺伝子とT1R3遺伝子を共発現したときにのみ、生体内

での機能単位であるヘテロ二量体を形成することを確認した。これ

らのコンストラクトは、スクリーニングした各種T1R試料の中で、

結晶構造解析を達成できる可能性が最も高いと考えられる。  

ii. 味覚受容体試料の大量調製系の構築と発現・精製条件の確立 

本課題にて見いだした良好な性質を示す味覚受容体味認識ドメイ

ンおよび細胞外ドメインについて、結晶化を目指した大量調製用の

発現系を構築し、タンパク質の発現・精製条件を確立した。まず、

常法に基づいて組換えバキュロウィルスを作成し、各種の昆虫培養

細胞にトランスフェクションして、タンパク質発現実験を行った。

発 現 条 件 を 至 適 化 し た 結 果 、 HighFive 細 胞 を 用 い て 1L あ た り

0.6-0.9mg程度の分泌発現が見られる条件を確立した。得られた発

現タンパク質はそのままでは凝集しやすいなど不安定な性質を示

し精製が困難だったが、精製タグとしてFLAGタグを採用し試料の

安定化のために受容体のリガンド存在下で精製を行った結果、結晶

化に供するのに充分な純度を持つ試料を安定に調製する条件を確

立した。特に、上記 iでヘテロ二量体形成が見られたコンストラク

トについては、大量調製系でもヘテロ二量体として精製標品を得る

ことに成功した。現在より大量かつ良質な試料調製が行えるよう発

現・精製条件について引き続き至適化を進めている。  

iii. 味覚受容体試料の結晶化条件の探索 

得られた精製試料を用いて、結晶化条件の探索に着手した。結晶化条件の

スクリーニングは微量の試料を用いてマイクロチップでの自由界面拡散法

にて行い、得られた条件の至適化はシッティングドロップ蒸気拡散法にて

行った。その結果、硫酸アンモニウムを沈殿剤とする条件を中心に、結晶

様のものが析出する条件をいくつか見いだした。現在引き続き結晶化条件

の探索と至適化を進めている。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

i 味覚受容体変異体の味覚応答解析による味覚受容体構造特性の解明 

甘味受容体(T1R2/T1R3)およびうま味受容体(T1R1/T1R3)の機能や構造特性

を理解するため変異体を作成し、味物質への応答性について細胞内カルシ

ウム濃度変化を指標に解析した。 

(i-1) mGluR1 とのキメラ変異体の解析 

T1R ファミリーと構造的に類似である G タンパク質共役型受容体 mGluR1

を用いてヒト T1R ファミリー（hT1R1 および hT1r2）のシグナル配列およ

び膜貫通ドメイン以降の領域を mGluR1 に置換した変異体を作製し、T1R3

- 322 -



  

と培養細胞に共発現させて、旨味および甘味応答能について野生型と比較

した。その結果、膜貫通部位以降の置換は応答性が不安定化する、あるい

は減少する傾向があるのに対して、シグナル配列の置換は応答性に影響を

与えないことが明らかになった。この情報を利用し、hT1R2 のシグナル配

列を mGluR1 シグナル配列直下に検出タグを付加した配列に置換したとこ

ろ、生細胞状態で膜移行している受容体を抗体染色により検出できること

が確認できた。この系は変異体の応答特性と膜移行性の関連を解析するよ

い実験系となりうると考えられる。 

(i-2) T1R ファミリーの１アミノ酸残基変異体の解析 

mGluR1 の配列を参考に T1R2 の変異体の甘味応答性を調べることで、甘

味受容体の構造機能解析を行った。mGluR1 の二量体形成に関わるシステイ

ン残基が T1R1、T1R2 には存在していない。そこで、mGluR1 とマウス

T1R2(mT1R2)および hT1R2 の相同性を比較し、mGluR1 のシステイン残基

に相当すると考えられるアミノ酸残基をシステインに置換した変異体

（mT1R2Cys, hT1R2Cys）を作製して T1R3 と細胞に共発現させて甘味応答

能を調べた。その結果、mT1R2Cys、hT1R2Cys のいずれも甘味応答がほぼ

完全に消失することを見出した。そこで、i-1 で構築した生細胞状態で膜移

行している受容体を抗体染色により検出できる変異体（myc-hT1R2）につ

いても同様の残基をシステインに置換した変異体（myc-hT1R2Cys）を作製

して、甘味応答能と膜移行性を解析した。その結果、myc-hT1R2Cys は

hT1R2Cys と同様甘味応答がほぼ完全に消失することが観察された。また、

膜移行している受容体は myc-hT1R2 とほぼ同程度観察されることから、甘

味応答能の消失は膜移行性の変化が原因でないことが示され、T1R2 の膜外

領域が何らかの構造変化を起こしている可能性が高いことが示された。 

ii 甘味受容体及び旨味受容体に対する味覚阻害物質の結合性の検討 

受容体機能を探る上でのツールとなる甘味阻害物質の阻害部位を解明する

ことを目的に、官能試験で甘味阻害効果があることが知られているギムネ

マ茶の抽出液と甘味受容体との相互作用について解析を行った。ヒト甘味

受容体 hT1r2/hT1R3 発現細胞を 0.001%ギムネマ抽出物で処理した後バッフ

ァーで洗浄してから甘味刺激を行ったところ、甘味応答の阻害が観察され、

hT1r2/hT1R3 にギムネマ酸が結合して甘味応答を阻害していることが明ら

かになった。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

0 件 

４．グループ全体の論文発表件数 4 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0 件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

構造研究においては、結晶化に適した良好な性質を持つ受容体細胞外ドメインを見いだすことに成功

し、試料調製がほぼ達成され現在結晶化条件の探索を進めている状況である。当該ドメインは mGluR1
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の結晶構造を用いた分子置換法による構造解析が可能と予想され、良好な X 線回折を示す結晶がたとえ

１つでも得られれば、すぐに構造解明に結びつく可能性が高い。これらの状況から、現在味覚受容体の

構造解明という最大の目標にかなり近づいている研究段階であると考える。また、当該ドメインは受容

体各部位の中でも味認識を担う機能上最も重要な部位であるため、今後得られる構造情報から直接味物

質認識機構の解明につながる重要な知見が得られるものと考えている。加えて、培養細胞を用いた当該

受容体の機能解析系はすでに構築できており、また味物質認識機構のさらなる理解につながる味覚受容

体の変異体解析や阻害物質解析も現在並行して進んでいる。これらの状況から、本課題は今後目標の達

成が期待できる段階まで研究が進展していると考える。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

代表機関は構造生物学的手法、分担機関は分子生理学的手法という互いの専門分野の違いを活かし、受

容体の安定発現条件の検討という共通の課題については、それぞれの手法で並行して進めながらお互い

の情報を共有することによって問題の解決をはかる一方、代表機関が構造解析を行う受容体遺伝子の機

能解析を分担機関で行い、分担機関が解析を行う変異体設計を代表機関が立体構造上の観点から支援す

るなど、互いにそれぞれの機関で実施する研究の支援を行っている。これらの情報共有のため、研究進

捗状況報告会を平成 20 年度末までに計４回開催し、本課題の業務参加者が会して研究進捗状況の報告

および研究計画の打ち合わせを行った。さらに、両機関の代表者は電子メールや電話などで随時研究打

ち合わせを行っており、常に互いの最新の研究進捗状況を把握している状態にある。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

構造解析のための味覚受容体試料の発現スクリーニングでは、技術開発・生産領域課題「膜タンパク質

結晶化の革新的支援法の開発」（代表・京都大学加藤博章教授）にて開発した昆虫培養細胞用試料スク

リーニングシステムや GFP 関連技術を活用することで、良質のコンストラクト発見に結びつけること

ができた。また今後、技術開発・解析領域課題にて建設予定の SPring-8 マイクロフォーカスビームライ

ンを利用した結晶構造解析、技術開発・制御領域課題で構築されている化合物ライブラリーを利用した

味物質・味阻害物質探索および受容体を安定化させるリガンド探索を検討している。（次項参照） 

９．今後の展望 

味覚受容体味認識ドメインについては、現在精製試料の収量や糖鎖切断条件、受容体安定化条件などい

くつかの課題が残っているものの、結晶化実験レベルの試料調製が達成できており、その構造解明が射

程圏内にあるといえる。今後試料調製条件の至適化を行い、結晶構造解明を目指す。構造解析が達成で

きれば、両機関で連携して構造の解釈、機能実験のデザインを行い、構造生物学的および分子生理学的

アプローチから機能実験を行って、受容体の味物質認識機構解明へと結びつける。平成 22～23 年度に

は、これまでの発現スクリーニング結果を利用し、味覚受容体全長での構造解析に着手する。さらに結

晶構造を解明することができた味覚受容体（非ヒト由来）について、今後の味覚受容解析の基盤となる

プラットホーム受容体（以降 PF 味覚受容体と略す）と位置づけ、原子レベル（結晶構造）、分子・細胞

レベルから個体レベルまでの一連の評価系を確立し、受容体レベルでの味物質認識から個体レベルの味

覚受容にいたるまでのメカニズムの解明に向けた研究に着手する。さらに PF 味覚受容体の構造解析結

果と機能解析系を利用して、ヒト味覚受容体の構造・機能解析や、ヒトへの応用を前提とした新規味物

質の探索と評価を行い、立体構造情報に基づく新たな味物質開発のモデルを提唱する。 

＜平成 21 年度研究計画＞ 

（構造 G）PF 味覚受容体味認識ドメインについて、発現・精製条件を至適化し、結晶化条件の探索お

よび至適化を行って、結晶構造を決定する。また、現在明らかになっている味物質との複合体の構造解

析も行い、味覚受容体の味認識機構を明らかにする。 
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（機能 G）これまでの取り組みで味物質受容に重要と示唆された部位の変異体解析を進め、受容体の機

能部位を特定する。また、引き続き味覚阻害物質の作用機序に関する解析をすすめ、構造Ｇの研究で構

造解析の対象となった PF 味覚受容体と味覚阻害物質の相互作用について解析を行う。 

＜平成 22 年度研究計画＞ 

（構造 G）これまでに得られている味覚受容体細胞外ドメインの試料スクリーニング結果を参考に、味

覚受容体全長の発現スクリーニングを行い、構造解析に着手する。並行して、PF 味覚受容体に結合す

る化合物の生化学的結合解析および受容体との複合体の結晶構造解析を行う。 

（機能 G）明らかになった結晶構造をもとに PF 味覚受容体およびヒト味覚受容体変異体を設計し、そ

れらの味覚応答変化を調べる。また、結晶構造をもとにインシリコスクリーニングを行い、必要に応じ

化合物ライブラリーを利用して、受容体を発現させた培養細胞を用いてその結合能の解析を行う。 

＜平成 23 年度研究計画＞ 

（構造 G）引き続き味覚受容体全長の構造解析を進めると共に、機能 G で見いだされた新規化合物との

複合体の結晶構造解析も行い、味認識機構の詳細を解明する。 

（機能 G）変異により応答性に変化のある部位の機能解析を行い、機能特性を解明する。また受容体と

結合する可能性が示唆された化合物について、個体を用いた嗜好性の解析による呈味性の評価を行う。

１０．特記事項 

・結晶化に成功する可能性が高いと考えられる試料調製に成功している． 

本課題にて、結晶構造解析の成功例がある mGluR1 リガンド結合ドメインと同程度に良質な味覚受容体

コンストラクトを見いだし、良質の結晶化用試料を調製する条件を確立できている。さらに、mGluR で

報告されているのはホモ二量体構造であるが、本課題では味覚受容体をはじめ精神疾患治療薬の標的分

子として重要な GABA 受容体などのクラス C 型 GPCR の主要な機能単位であるヘテロ二量体での試料

調製が達成できている。これらのことから、本課題で得られるであろう構造情報は、ロドプシンをはじ

めとするクラス A 型 GPCR とくらべても構造研究が遅れているクラス C 型 GPCR の構造・機能研究に

も重要な情報をもたらすと考える。また、当該ドメインは受容体の N 末端に存在しており、この部位が

受容体全長の発現性にも大きく影響すると予想されるため、今後受容体全長の構造解析にむけた試料ス

クリーニングを進める上でも現在極めて重要な情報を手中にしている状態であるといえる。 

・受容体レベルでの味物質認識から個体レベルでの味覚受容にいたるまでの機構解明を目指す 

構造 G で確立する結晶構造解析系および生化学解析系、機能 G ですでに確立している培養細胞での機

能解析系および分担機関に既存で保有する人工餌の作製装置および技術を利用して立ち上げる予定の

動物実験系を統合することにより、味覚受容研究について世界的にも例のない原子レベル（結晶構造）、

分子・細胞レベルから個体レベルまでの一連の解析プラットホームを確立し、総合的なメカニズム解明

に着手する目処が立っている。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）      9,507          2,272          2,368          14,147

人件費（千円）      9,788  9,750          6,209          25,747

業務実施費（千円）          7,628         13,362         15,654          36,644

間接経費（千円）          8,077          7,616          7,269          22,962

合計（千円）    35,000    33,000         31,500          99,500
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 

 

２．論文のリスト 

 

Shindo Y, Miura H, Carninci P, Kawai J, Hayashizaki Y, Ninomiya Y, Hino A, Kanda T, Kusakabe Y.  

Galpha14 is a candidate mediator of sweet/umami signal transduction in the posterior region of the mouse 

tongue.   Biochem Biophys Res Commun 376(3) :504-508 (2008) 

Singh SK, Piscitelli CL, Yamashita A, Gouaux E. 

“A competitive inhibitor traps LeuT in an open-to-out conformation” 

Science (2008) 322, 1655-1661. 

Ihara M, Okajima T, Yamashita A, Oda T, Hirata K, Nishiwaki H, Morimoto T, Akamatsu M, Ashikawa Y, 

Kuroda S, Mega R, Kuramitsu S, Sattelle DB, Matsuda K. 

“Crystal structures of Lymnaea stagnalis AChBP in complex with neonicotinoid insecticides imidacloprid and 

clothianidin.” 

Invert Neurosci. (2008) 8, 71-81. 

Singh SK, Yamashita A, Gouaux E.  

“Antidepressant binding site in a bacterial homologue of neurotransmitter transporters.” 

Nature (2007) 448, 952-956. 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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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 機 関 名 京都大学 

代 表 研 究 者 名 橋本 渉 

分担機関・分担研究者名 京都大学（村田 幸作、三上 文三） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 グラム陰性のスフィンゴモナス（Sphingomonas）属細菌 A1 株は、
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
（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
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
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）、
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
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
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
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
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）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や
腐食防御への応用を図る。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

図 1.レセプター結晶構造 

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 2.0Å で決定した（左図 1）。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）が重要であることを明らかにした。レセプターの細胞表層提示
機構に関して、レセプターと相互作用する細胞表層タンパク質 SPH2681（50 
kDa）を分離し、本タンパク質がメタロペプチダーゼであることを同定した。
②ABC インポーター 
 N 末端に His タグを付加した ABC タンパク質（AlgS-AlgS）を大腸菌発
現系から、C末端に Hisタグを付加した膜貫通タンパク質（AlgM1と AlgM2）
を昆虫細胞-バキュロウィルス発現系から、各々精製し結晶化に供した。
ABCタンパク質について、その高次構造を分子置換法により決定中である。
また、膜複合体 ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）の発現系を
大腸菌内で構築し、細胞膜画分より精製した。ABC インポーターの結晶化
を試みたところ、X 線回折データを与える結晶を得た。X 線結晶構造解析
と平行して、ABC インポーターの構造モデルを in silico で分子構築し、ABC
タンパク質と膜貫通タンパク質との相互作用様式を考察した。 
③多糖分解酵素 
 細菌に普遍的に存在するペプチドグリカン分解酵素の結晶構造を、グリ
コシダーゼ（GH）ファミリー73 タンパク質として初めて決定した。また、
各種の多糖分解酵素とリガンド（基質・反応産物）との複合体の高次構造
を決定し、リガンドと相互作用する残基を同定した。当該残基の変異体を
作製し、変異体の速度パラメーターを決定することにより、その役割を明
らかにした。超精密（高分解能）構造解析により、アルギン酸リアーゼ A1-II’
の触媒作用には基質の取り込みと産物の遊離が可能となるループの開閉運
動が必要であることを明らかにした。比較構造解析により、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。 

A1 株の高分子物質取り込み系 
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（２）構造解析に関する 

   進捗及び成果 

図 2.レセプター構成要素 

図 3.ABC インポーター 
in silico モデル 

 

図 4.A1-II’結晶構造 

図 5.YesW 結晶構造 

図 6.UGL 結晶構造 

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）の結
晶構造を分解能 2.0Å で決定した（1 頁,左図 1）。∆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（左図 2）。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。全長タンパク質及び種々の断片化タンパク質についてアルギ
ン酸結合解析と結晶化を行った結果、N 末端 20 残基と C 末端 45 残基を欠
失させた∆N20C45 は、アルギン酸結合能を示し、分解能 1.6Å までの良好な
X 線回折データを与える結晶に成長した。現在、構造精密化中である。 
②ABC インポーターの構造解析 
 ABC タンパク質（AlgS-AlgS）は N 末端に His タグ配列をもつ遺伝子組
換えタンパク質として調製し、結晶化した。得られた X 線回折データを用
いて、分子置換法による構造決定を試みている。大腸菌細胞膜に発現させ、
精製した膜複合体 ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）について、
低分解能ながら X 線回折データを与える結晶が得られた。現在、分解能の
向上、並びに ABC インポーターと結合タンパク質（AlgQ1 或いは AlgQ2）
との複合体の結晶化も実施している。 
 ホモロジーモデリングとドッキングシミュレーションを行い、ABC イン
ポーターの構造モデルを構築した（左図 3）。AlgM1 と AlgM2 は、6 回膜貫
通型タンパク質であり、2 量体全体で 12 本の膜貫通αヘリックスをもつ。
AlgS の ATP 結合部位付近には、ABC タンパク質の間でよく保存されてい
る P ループ及び LSGGQ モチーフがある。AlgM1 と AlgM2 の細胞質側に突
き出た短いαヘリックス（H4a）、AlgS の ENI モチーフ、及び Q ループの
相互作用により、複合体が形成されている。 
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）、及び糖質イソメラーゼ
/エピメラーゼの X 線結晶構造解析を実施した。 
アルギン酸リアーゼ A1-II’, vAL-1, Atu3025 多糖リアーゼは、一次構造に
基づいて 18 のファミリー（PL-1~18）に分類される。PL-7 に属する A1-II’
は、アルギン酸構成糖（マンヌロン酸 M とグルロン酸 G）の組成に依存し
ない広い基質特異性を示すため、アルギン酸バイオフィルムの分解や食品
多糖の修飾に有用である。A1-II’変異体 Y284F とアルギン酸 3 糖（GGG と
MMG）との複合体の構造から（左図 4）、M と G の両方との結合を許容す
る A1-II’のサブサイト構造を決定し、A1-II’の広い基質特異性を示す構造要
因を明らかにした。また、アルギン酸リアーゼ 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（別紙 1）。 
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
の結晶構造を分解能 1.6Å で、PL-11 タンパク質として初めて決定した（左
図 5）。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。また、エンド型 YesW とエキソ型 YesX の比較構造解析により、作用
様式（エンド/エキソ型）に関わる構造要因を決定した。 
不飽和グルクロニルヒドロラーゼ UGL 細菌多糖ジェランとキサンタン
は、食品・医薬品分野で増粘剤として利用されている。当研究室で決定し
た Bacillus 属細菌 GL1 株由来α6/α6-バレル構造を基本骨格とする UGL（42 
kDa）は、多糖リアーゼで処理した細菌多糖に作用し、新規な食品素材の分
子設計に有用である。UGL 相同性遺伝子（>40% identity）を連鎖球菌
（Streptococcus）並びに種々の病原性細菌のゲノムに見出し、UGL が宿主
細胞外マトリックス（グリコサミノグリカン）を分解する侵入因子として
機能することを示唆した。そこで、連鎖球菌 S. agalactiae 由来 UGL の結晶
構造を分解能 1.8Å で決定し、GL1 株 UGL と同様、分子中央に大きなクレ
フトをもつα6/α6-バレル構造をとることを明らかにした（左図 6）。 
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
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図 7.RhaB 結晶構造 

図 8.PGH 結晶構造 

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 の結晶構造を分解能 1.9Å で決定した（左
図 7）。RhaB の高次構造は、ラムノシダーゼで初めての例である。RhaB 単
量体は 5 つのドメイン（N、D1、D2、A、及び C）から構成されている。
ドメイン A 以外の各ドメインは、β鎖が逆平行に配置する逆平行βシート
構造を形成し、βサンドイッチ構造を示す。一方、ドメイン A は 12 本のα
ヘリックスから成り、α6/α6-バレル構造をとる。 
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（左図 8）。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決定した。 

（３）機能解析に関する 

   進捗及び成果 

図 9.アルギン酸結合性 

 

図 10.A1-II’Cys 変異体 

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、全長
（WT）、N 末端 53 残基（∆N53）、C 末端 45 残基（∆C45）及び両末端（∆N53C45）
を欠失した変異体を作製し、表面プラズモン共鳴法によるアルギン酸結合
性解析に供した。WT、∆N53、及び∆C45は濃度依存的にアルギン酸と結合性
を示すのに対し、∆N53C45とアルギン酸との相互作用は見られなかった（左
図 9）。さらに、11 種類の断片化タンパク質を作製し、そのアルギン酸結合
能を調べたところ、N末端領域（残基番号 20-40）或いはC末端領域（353-363）
がアルギン酸結合に重要であることを明らかにした。レセプターの細胞表
層提示機構を解析するため、A1 株細胞表層タンパク質からレセプターと相
互作用するタンパク質（50 kDa）を分離した。ペプチドマスフィンガープ
リンティング（PMF）解析により、そのタンパク質遺伝子（sph2681）を同
定した。シグナルペプチドをもつ分泌タンパク質 SPH2681 は、SPH2682 と
ヘテロダイマーを形成し、メタロペプチダーゼ活性を示した。その構造解
析も進め、分解能 2.4Å の初期モデルを構築した。 
②ABC インポーターの機能解析 
 ABC インポーター遺伝子は、 A1 株ゲノム上でオペロン構造
（algS-algM1-algM2）をとる。構造・機能解析のため、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み込
み、大腸菌細胞膜に ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）を発現
させた。細胞膜画分を界面活性剤（ドデシルマルトシド）で処理して得ら
れた可溶化 ABC インポーターを精製した。精製した ABC インポーター、
並びにそのプロテオリポソーム再構成系は、共に ATP 加水分解活性を示す。
また、その活性はアルギン酸と結合タンパク質（AlgQ1,AlgQ2）の存在下で
上昇することから、ABC インポーターは規則正しいフォールドを保持して
いることが分かった。現在、ABC インポーターのアルギン酸輸送活性、及
びそのペリプラズム基質結合タンパク質との相互作用を解析している。 
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・
機能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・環境分野へ応用可能な酵素の分子設計に繋がる。
アルギン酸リアーゼ A1-II’ 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）をもつ。
部位特異的変異により Asn141 と Asn199 の両方を Cys に置換し、ジスルフ
ィド結合による L1 と L2 の動きを固定した変異体 N141C/N199C を作製し
た（左図 10）。N141C/N199C の Vmax は野生型の 1.5％に低下していたが、還
元剤ジチオスレイトール DTT の添加によりジスルフィド結合を切断する
と、N141C/N199C の Vmaxは 10 倍以上に上昇した。DTT によってループの
開閉（ダイナミクス）が可能となり、活性が上昇することが分かった。 
ラムノガラクツロンナンリアーゼYesWとYesX YesWとガラクツロン酸 2
糖やラムノースとの複合体の構造を決定した結果、糖はβプロペラの中心
に位置するクレフトに結合していた。その構造知見並びに部位特異的変異
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図 11.YesW 活性部位 

図 12.UGL 活性部位 

 

図 13.RhaB 活性部位 

解析により、Arg452 と Lys535 が基質のカルボキシル基を認識する残基であ
り、活性クレフトの近傍に位置するカルシウムイオンが活性発現に重要で
あることが分かった（左図 11）。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、その削除により YesX を
エンド型 YesW 様酵素に分子変換することができた。 
不飽和グルクロニルヒドロラーゼ UGL 連鎖球菌 UGL の酵素学的特性を
決定し、連鎖球菌と Bacillus 属細菌 GL1 株の UGL における基質特異性の相
違（連鎖球菌 UGL の硫酸化糖への作用機構）を考察した。不飽和コンドロ
イチン 2 糖との複合体構造から、GL1 株 UGL は硫酸基と結合しにくい活性
部位構造（His210）をもつことが示唆された。一方、連鎖球菌 UGL におい
て硫酸基の認識に関わる Arg236 を見出した（左図 12）。哺乳動物のグリコ
サミノグリカンは高度に硫酸化されているため、連鎖球菌 UGL の広い基質
特異性は本菌の感染を容易にすると考えられる。 
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を決定
し、活性部位を同定した。ドメイン A に結合するラムノースは、Asp567、
Glu572、Asp579、及び Glu841 と相互作用する（左図 13）。これらの残基は、
RhaB を含むファミリーGH-78 酵素に高度に保存されている。部位特異的変
異解析により、これら酸性残基による触媒反応機構を提唱した。 
ペプチドグリカンヒドロラーゼ PGH A1 株の PGH 遺伝子破壊株では、レ
セプターの細胞表層での発現が低下する予備的結果を得た（解析進行中）。
そのため、本酵素がレセプターの細胞表層分泌（局在化）に関与すること
が示唆された。また、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。PGH は煮沸処理後で
も活性を示すため、その優れた熱安定性に関わる要因を解析している。 
アルドース/ケトースイソメラーゼ YihS HPLC を用いた糖質プロファイル
解析により、YihS がイソメラーゼ/エピメラーゼであることを同定した。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 19 件 
PDB 登録の有無にかかわらず
構造解析したタンパク質数 30 件 

４．グループ全体の論文発表件数 28 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0 件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

多糖の輸送・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）の分子・構造生物学を推進し、計画目標をほぼ達成した。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。断片化タンパク質を
用いて、レセプターにおけるアルギン酸結合領域を特定した。レセプターと相互作用する細胞表層タン
パク質の同定は、鞭毛フラジェリンと異なる細胞表層提示機構の理解に繋がる。②ABC インポーター
ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）の各サブユニットの単独発現に加え、大腸菌細胞膜にお
ける ABC インポーター（複合体）の安定発現と精製が可能となった。X 線回折データを与える ABC イ
ンポーターの結晶が得られ、構造決定に繋がる確かな基礎が作られた。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。ル
ープ運動を制御する微細構造を解析し、機能発現に関わるタンパク質のダイナミクスを明らかにした。
以上により、構造知見に基づく至適化酵素の分子設計の礎を築いた。 
 

７．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）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。 
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８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・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参加し、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。今後、各酵素、タンパク質、トラ
ンスポーターの構造・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。
 

９．今後の展望 

平成 21 年度 ①細胞表層レセプター ∆N53C45 はアルギン酸結合能を示さないため、アルギン酸結合能
をもつレセプターとアルギン酸との複合体の構造を解析し（進行中）、その結合に関わる構造要因を明
らかにする。②ABC インポーター ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）の構造解析を進め、
高分子物質を輸送する ABC インポーターとして最初の構造を決定する。プロテオリポソームの再構成
系を用いて、高分子物質輸送と ATP 加水分解サイクルとの関連を解析する（輸送単位がアルギン酸分
子或いは構成糖残基のどちらかを明らかにする）。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。平成 22 年
度 ①細胞表層レセプター ペプチドグリカン分解に関わる PGH 並びにレセプターと相互作用するメ
タロペプチダーゼの構造・機能解析を進め（進行中）、レセプターの細胞表層分泌/提示機構を明らかに
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 作用様式に関わる構造要因に基
づいて、エンド型酵素をエキソ型酵素に分子変換する。具体的には、セルロースなどのバイオマスから
単糖を遊離する酵素を創成する。平成 23 年度 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 既に、ABC インポー
ター遺伝子の導入に基づく輸送能を高めた強力な環境浄化細菌を分子育種している。そのため、ABC
インポーターの構造と機能に関する成果に基づいて、環境浄化細菌によるバイオレメディエーションに
新たな方法論を提供する。③多糖分解酵素 分子設計した各酵素の安全性を評価する。 
 

１０．特記事項 

（１）研究成果について 
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 本研究で決定した多糖分解酵素（リアーゼ A1-II’,YesW,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-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。バイオ燃料製造にお
ける糖化過程では、高効率の単糖生産が重要である。そのため、作用様式（エンド/エキソ型）に関す
る酵素の分子変換は、広範な未利用バイオマスの利活用に有効な技術となる。 
（２）人材育成 
博士学位を取得したばかりの博士研究員を本プロジェクトで採用し、これまでの可溶性酵素のみならず
膜複合体の構造・機能解析を実践できる人材に育成した。 
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１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）          0          0          0          0

人件費（千円）      5,253      7,820      6,228      19,301

業務実施費（千円）     10,132      3,719      4,541      18,392

間接経費（千円）      4,615      3,461      3,231      11,307

合計（千円）     20,000     15,000     14,000      49,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

アルギン酸リアーゼ vAL-1 3A0N 役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）とグルクロン酸

との複合体、重要性：緑膿菌バイオフィルムと食品多糖

の分解に関わる構造要因の解明（投稿論文準備中）、難

易度：標準。 

アルギン酸リアーゼ vAL-1 3GNE 役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）、重要性：緑膿

菌バイオフィルムと食品多糖の分解に関わる酵素の構

造決定（ファミリーPL-14 で最初の構造）（投稿論文準

備中）、難易度：易。 

アルギン酸リアーゼ Atu3025 3A0O 役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）、重要性：エキ

ソ型でアルギン酸を分解する酵素の構造決定（ファミリ

ーPL-15 で最初の構造）（投稿論文準備中）、難易度：難

（難結晶性）。 

アルギン酸結合タンパク質

AlgQ1 

3A09 役割：アルギン酸結合タンパク質（外膜から内膜への基

質の輸送）と基質マンヌロン酸 3 糖（MMM）との複合

体、重要性：本タンパク質による ABC トランスポータ

ーへのアルギン酸輸送機構の解明（投稿論文準備中）、

難易度：易。 

不飽和グルクロニルヒドロラ

ーゼ UGL 

2ZZR 役割：連鎖球菌由来不飽和グルクロニルヒドロラーゼ

（グリコサミノグリカン分解酵素）、重要性：連鎖球菌

による宿主細胞侵入機構の解明（ JBC 論文投稿中

M9:01465）、難易度：標準。 

ペプチドグリカンヒドロラー

ゼ PGH 

2ZYC 役割：ペプチドグリカンヒドロラーゼ（ペプチドグリカ

ン分解酵素）、重要性：本酵素による細胞表層レセプタ

ーの分泌機構の解明（ファミリーGH-73 で最初の構造）、

難易度：標準。 

ラムノガラクツロナンリアー

ゼ YesX 

2ZUY 役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する

酵素（リアーゼ）、重要性：エキソ型でラムノガラクツ

ロナンを分解する酵素の構造決定（エンド/エキソ型作

用様式に関わる構造要因の解明）、難易度：標準。 

ラムノガラクツロナンリアー

ゼ YesW 

2ZUX 役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する

酵素（リアーゼ）とラムノースとの複合体、重要性：本

酵素による基質構成単糖の認識機構の解明、難易度：標

準。 

アルドース/ケトースイソメラ 2ZBL 役割：サルモネラ菌由来糖質代謝に関わる酵素（アルド
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ーゼ YihS ース/ケトースイソメラーゼ）とマンノースとの複合体、

重要性：本酵素による多反応（イソメラーゼとエピメラ

ーゼ）の触媒機構の解明、難易度：標準。 

アルドース/ケトースイソメラ

ーゼ YihS 

2RGK 役割：大腸菌由来糖質代謝に関わる酵素（アルドース/

ケトースイソメラーゼ）、重要性：多反応（イソメラー

ゼとエピメラーゼ）を触媒する酵素の構造決定、難易

度：標準。 

アルギン酸レセプター∆N53C45 2ZBI 役割：細胞表層に局在するアルギン酸レセプター、重要

性：フラジェリンと相同性を示すアルギン酸レセプター

の構造決定（Flagellin_IN モチーフの最初の構造）、難易

度：難（タンパク質凝集性）。 

アルギン酸リアーゼ A1-II’ 2Z42 役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）、重要性：本酵

素の触媒反応に関わるループの閉じた構造の決定、難易

度：易。 

アルギン酸リアーゼ A1-II’ 2ZA9 役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）変異体

N141C/N199C、重要性：本酵素の触媒反応に関わるルー

プ開閉機構の解明、難易度：易。 

アルギン酸リアーゼ A1-II’ 2ZAA 役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）変異体 Y284F

とアルギン酸 4 糖 GGMG との複合体、重要性：本酵素

の触媒反応機構の解明、難易度：難（サブサイト-1 と+1

に糖残基の挿入が困難）。 

アルギン酸リアーゼ A1-II’ 2ZAB 役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）変異体 Y284F

とアルギン酸 3 糖 GGG との複合体、重要性：本酵素の

グルロン酸認識機構の解明、難易度：標準。 

アルギン酸リアーゼ A1-II’ 2ZAC 役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）変異体 Y284F

とアルギン酸 3 糖 MMG との複合体、重要性：本酵素の

マンヌロン酸認識機構の解明、難易度：標準。 

ラムノガラクツロナンリアー

ゼ YesW 

2Z8S 役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する

酵素（リアーゼ）とガラクツロン酸 2 糖との複合体、重

要性：ラムノガラクツロナンリアーゼによる基質構成単

糖ガラクツロン酸の認識機構の解明、難易度：難（糖残

基の挿入が困難）。 

ラムノガラクツロナンリアー

ゼ YesW 

2Z8R 役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する

酵素（リアーゼ）、重要性：エンド型でラムノガラクツ

ロナンに作用する酵素の構造決定（ファミリーPL-11 で

最初の構造）、難易度：標準。 

ラムノシダーゼ RhaB 2OKX 役割：植物配糖体を分解する酵素、重要性：ナリンジン

に作用する（苦味除去）酵素の構造決定（ファミリー

GH-78 で最初の構造）、難易度：標準。 
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ABC イ ン ポ ー タ ー

AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS 

 役割：アルギン酸を輸送する膜複合体 ABC インポータ

ーとアルギン酸結合タンパク質 AlgQ2 との複合体、重

要性：両タンパク質による高分子基質の授受機構の解

明、難易度：非常に困難（膜複合体）、登録していない

理由：高分解能のデータ取得と位相の決定に至っていな

い。 

ABC イ ン ポ ー タ ー

AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS 

 役割：アルギン酸を輸送する膜複合体 ABC インポータ

ー、重要性：高分子基質を輸送する最初のインポーター

の構造決定、難易度：困難（膜複合体）、登録していな

い理由：高分解能のデータ取得と位相の決定に至ってい

ない。 

外膜アルギン酸結合タンパク

質 Algp7 

 役割：細胞外膜に局在するアルギン酸結合タンパク質、

重要性：細胞外アルギン酸の細胞表層（体腔）への濃縮

機構の解明、難易度：標準、登録していない理由：位相

の決定中。 

メタロペプチダーゼ SPH2681  役割：細胞表層レセプターと相互作用するメタロペプチ

ダーゼ（SPH2682 とヘテロダイマーを形成）、重要性：

レセプターの細胞表層提示機構の解明、難易度：標準、

登録していない理由：構造精密化の進行中。 

ラムノシダーゼ RhaB  役割：植物配糖体を分解する酵素にラムノースをソーキ

ング、重要性：本酵素の基質認識機構の解明、難易度：

難（糖の電子密度マップが不明瞭）、登録していない理

由：構造精密化の進行中。 

ABC タンパク質 AlgS-AlgS  役割：ATP 分解酵素（エネルギー産生）、重要性：ABC

インポーターにおけるエネルギー産生機構の解明、難易

度：難、登録していない理由：位相の決定中。 

アルギン酸レセプター∆N20C45  役割：細胞表層に局在するアルギン酸レセプター、重要

性：アルギン酸結合能をもつアルギン酸レセプターの構

造決定（アルギン酸結合に関わる構造要因の決定）、難

易度：難（難結晶性）、登録していない理由：構造精密

化の進行中。 

不飽和グルクロニルヒドロラ

ーゼ UGL 

 役割：連鎖球菌由来不飽和グルクロニルヒドロラーゼ変

異体 D115N に基質コンドロイチン 2 糖をソーキング、

重要性：連鎖球菌 UGL の基質認識機構の解明、難易度：

難（リガンドが入らない）、登録していない理由：酵素-

糖の複合体を形成していない。 

ラムノガラクツロナンリアー

ゼ YesW 

 役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する

酵素（リアーゼ）変異体 R452A に基質ラムノガラクツ

ロナン 4 糖をソーキング、重要性：ラムノガラクツロナ
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ンリアーゼの反応機構の解明、難易度：難（リガンドが

入らない）、登録していない理由：酵素-糖の複合体を形

成していない。 

ラムノガラクツロナンリアー

ゼ YesW 

 役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する

酵素（リアーゼ）変異体 R452A にラムノガラクツロナ

ン 2 糖をソーキング、重要性：ラムノガラクツロナンリ

アーゼの反応機構の解明、難易度：難（リガンドが入ら

ない）、登録していない理由：酵素-糖の複合体を形成し

ていない。 

アルギン酸リアーゼ Atu3025  役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）にマンヌロン酸

3 糖（MMM）をソーキング、重要性：エキソ型アルギ

ン酸分解酵素の基質認識と触媒反応機構の解明、難易

度：難（低分解能）、登録していない理由：酵素-糖の複

合体を形成するが、分解能が低い。 
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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 

代 表 機 関 名 京都大学 

代 表 研 究 者 名 三木 邦夫 

分担機関・分担研究者名 立命館大学（今中 忠行）、京都大学（跡見 晴幸） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

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． 

3. 新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の構造解析および機能改良 

Tk-Rubisco の構造解析を行い，それを基により機能の向上した新たな変異体酵素を設計する．設計した変異

体酵素を実際に作製し，機能解析を行う． 

２．平成２１年３月におけるグループ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っていることを明らかにした．また構造解析

に十分な試料を調製した． 

2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析による反応機構の解明 

 R15P isomerase の基質複合体の構造解析に成功し，その反応機構解明の糸口を掴ん

だ．AMP phosphorylase は発現・精製に成功し，計画通り現在結晶化を行っている． 

3. 新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の構造解析および機能改良 

 第一世代変異体 Rubisco の構造解析に成功し，それを基に機能が 5 割以上向上した

第二世代変異型 Rubisco の創製に成功した． 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1: 本研究の課題概要        

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

(1) AMP phosphorylase の結晶構造解析 

 T. kodakaraensis 由来 AMP phosphorylase は超好熱菌由来酵素であるにもかかわら

ず熱処理により沈殿凝集するため，熱処理を要さない精製方法をあらためて確立し，

結晶化実験を行った．現在経過観察中である． 

(2) R15P isomerase の結晶構造解析 

 セレノメチオニンを用いた SAD 法により，R15P isomerase の 2.5 Å 分解能での構造

解析に成功した．また基質 ribulose 1,5-bisphosphate との複合体構造も 2.6 Å 分解能で
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の解析に成功した． 

R15P isomerase は結晶構造中で六量体を形成し

ていたが（図 2），これはゲル濾過による分析結

果と一致している．アミノ酸配列に相同性があ

るタンパク質は二量体で存在するが，R15P 

isomeraseはこの二量体構造が3つ会合した四次

構造を形成していた（図 2 左で緑・水色・桃色

の各色）．単量体構造は，アミノ酸配列類似の

タンパク質とよく似ており，N 末端側（図 2 右 

緑）と C 末端側（図 2 右 水色）の二つのドメ

インに分けることができる． 

 基質の結合部位は，他の相同タンパク質と比較して，溶媒中に大きく露出していた．

これは，R15P isomerase のドメイン間を連結する長いヘリックス部位（図 2 右 桃色）

の構造が大きく異なることに起因する．また，相同タンパク質間で保存された C133

と D202 が基質近傍に位置することから（図 2 右），初めに R15P isomerase の D202 が

基質にプロトンを供与し，その後 C133 がプロトン授受あるいはカチオン中間体の安

定化に関わることで異性化反応が進行すると考えられる．これらの知見に基づく成果

は，まもなく投稿する（Nakamura A, et al., Crystal structure of the hexameric ribose 

1,5-bisphosphate isomerase from Thermococcus kodakaraensis KOD1）． 

(3) Tk-Rubisco 変異体の結晶構造解析とそれを基にした変異体の作製 

 Tk-Rubisco（T. kodakaraensis 由来 Rubisco）の機能向上を目指して，野生型と様々

な変異体の構造を比較することで，酵素活性が変化した理由を検討した．始めに野生

型 Tk-Rubisco と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）について結晶

構造解析を行った．我々が以前解析した 2.7 Å 分解能のアポ型 Tk-Rubisco の構造では

活性ループが確認出来なかったため，反応中心のリシンを活性化（カルバミル化）し，

基質 ribulose 1,5-bisphosphate や，阻害剤 2-carboxyarabinitol 1,5-bisphosphate (2-CABP) 

との複合体を作製し，構造解析を行う手法を確立した． 

 多数の変異体(または野生型)と基質等を組み合わせた複合体構造を解析したが(別

紙 1)，このうち 2-CABP を用いて，空間群 P21212 の結晶を得た場合に，2-CABP と活

性ループ部分の電子密度を確認することができた (図 3)．野生型と活性が上昇した変

異型の構造の比較から，(図 4)の矢印に示した方向に，変異を導入したヘリックスが

移動していることがわかった (図 4). 更に詳しく調べたところ，活性を上昇させる変

異では，①V330T 変異による水素結合生成と②N333F 変異に

よる水素結合喪失が必ず生じており , これに加えて③

Q332G/R335D の二重変異による水素結合の喪失か④

D329I/N333F 二重変異による立体反発の導入のどちらかが

起きていることがわかった (図 4)． 

 この情報を基に，SP5 変異体に更に変異を導入すること

で，活性を上昇させることを試みた．SP5 変異株では，元々

①N333F変異と③Q332G/R335D二重変異が導入されている．

SP5 変異株では，元々①N333F 変異と③Q332G/R335D 二重

変異が導入されている．この株に②V330T 変異を導入すれ

ば，上述の活性上昇の条件（①②に加えて③）が満たされ

る． 

図 2: R15P isomerase の 
(左)六量体 (右)単量体構造 

図 3: Tk-Rubiscoと
阻害剤 2-CABP の

複合体構造．黄色

は活性ループ． 
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 詳細は機能解析の成果の項で述べるが，機能解析グループで実際に変異体を作製し

たところ，第二世代変異体となるこの SP5-V330T 変異体は，野生型と比べて 5 割以

上の活性上昇を示した．これらの成果はまもなく投稿する（Nishitani Y, et al., 

Structure-based optimization of a Type III Rubisco from a hyperthermophile）． 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

(1) AMP phosphorylase の速度論的解析 

 AMP phosphorylase が AMP による強いアロ

ステリック制御を受けることが分かった（図

5）．AMP 濃度が 5 mM 以上にならない限り酵

素活性はほとんど観察されない（Hill 定数 5

以上）．このことから AMP phosphorylase を初

発酵素とする新規炭酸経路は AMP を介して

細胞内の核酸濃度を調節している可能性が示

唆された．また T. kodakaraensis 無細胞抽出液

の解析により，AMP phosphorylase は生体内においても組換え体の場合と同様に，約

50 量体に相当する巨大複合体を形成していることが明らかになった． 

(2) 新規炭酸固定経路関連酵素の転写量解析 

 T. kodakaraensis をヌクレオシド添加・非添加培地で培養し，トランスクリプトーム

解析を行ったところ，AMP phosphorylase, R15P isomerase, Rubisco は，いずれも活性

が上昇する酵素の上位 10 位以内にあった．このことは，AMP phosphorylase の強いア

ロステリック効果と併せて，この代謝経路が余剰ヌクレオシドの再利用・核酸の資化

に関与することを支持する． 

(3) AMP phosphorylase, Rubisco 遺伝子に関する遺伝学的解析と新規炭酸固定経路の

生理的役割解明 

 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，宿主株と増殖特性を比較した．宿主株にお

いては培地にヌクレオシドを添加すると，それを資化することができるため，細胞収

率が大きく上昇したが，破壊株では同様の細胞収率上昇は見られなかった（図 6）．

このことから，本経路がヌクレオシド・核酸の資化および細胞内核酸の量的制御に関

わることが示され，本経路の生理的役割の１つが解明された． 

 さらに，deoA, rbc 各破壊株と二重破壊株の増殖特性を比較したところ，二重破壊

株の生育は rbc 破壊株と同様であった．本代謝経路で deoA は rbc の上流に位置する

ことから，T. kodakaraensis の Rubisco は AMP を起点とする代謝だけでなく，新たな

代謝経路にも関与することが示唆された． 

 

 

 

図 4: 野生型(WT: 緑)を SP6(桃色)に変

異させた際の変異導入 helix の構造変

化．変異により図の下方向に helix が移

動している．本文中①～③に対応する生

成または喪失した水素結合はシアンで

示した．水素結合の相手(主鎖原子を含

む)は青色で示す．本文中④に対応する

立体反発はマゼンタ矢印で示した． 

図 5: AMP phosphorylase の 
アロステリック効果 
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図 6: deoA, rbc 破壊株等の増殖曲線 

(4) 構造を基にした Tk-Rubisco 変異

体の創製とその機能評価 

 構造解析の成果の項で述べた，高活

性となる第一世代変異体に共通な特

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 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．更

に，この SP5-V330T を導入した常温光合成細菌 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(図 7)，in vivo での機能も

大幅に向上していた．現在，この構造に基づく機能改

良について論文（前述の Nishitani Y, et al.）を投稿す

ると共に，SP5-V330T 変異体の構造解析を通して，さ

らに第三世代の変異体創製を行う計画である． 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 3 件 
PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 
8 件 

４．グループ全体の論文発表件数 18 件 

５．グループ全体の特許出願件数 1 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

おしなべて計画どおりに達成されており，一部，最終年度の目的まで達成したものもある． 

機能改良された Tk-Rubisco 変異体酵素では，SP4，SP6 変異体酵素の立体構造をすでに解明し，計画を達成し

ている．Tk-Rubisco については，最終年度の目標である構造をもとにした常温環境での高活性型 Rubisco の創製

についても達成した．今後，さらに高活性型酵素を創製することにつなげる． 

AMP phosphorylase，R15P isomerase については，本年度の目標である R15P isomerase の立体構造決定に成功

し，さらに最終年度の目標である異性化反応のメカニズム解明についても，酵素基質複合体の構造など重要な

知見をすでに得た．AMP phosphorylase については，早急に構造決定を行いたい． 

７．課題内の情報共有・連携体制 

 我々，三木・跡見・今中のグループは，これまでに 10 年以上にわたって共同研究を行い，Maeda N, et al., J. Mol. 

Biol. 293: 57-66 (1999) や Kitano K, et al., Structure 9: 473-481 (2001) の発表以来，いくつもの成果をあげている．

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．特に実験に携わる研究者間での技術的な問題に深く踏み込んだ議論を重視しており，連携の実効性は

高い．グループ全体の研究成果の項で述べた，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も，この緊密な連携による成果である． 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・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

図 7: Rubisco 活性に依存

した R. palustris 増殖特性 
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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． 

９．今後の展望 

Rubisco: すでに最終年度の目標であった高機能型 Rubisco の創製に成功しているが，さらに機能を高めるため

の改良を試みる．平成 21 年度には，第二世代の高機能型変異体である，SP5-V330T 変異体の立体構造解析を行

い，さらに活性の高い第三世代変異 Rubisco 作製のための構造情報を得る．平成 22～23 年度には，第三世代変

異体の設計と作製を行う．このように構造・機能解析のグループ間での密な相互連携によってさらなる高活性

型 Rubisco を創製する． 

R15P isomerase: 平成 21 年度には，平成 20 年度に合成した基質 R15P を用いた，R15P isomerase の kcatや Km値

を得る．構造情報を基に作成した活性中心変異体 C133A や D202A の機能解析や，六量体形成に関わる変異体

（R307E や Y300R など）の活性とアロステリック効果の測定，ならびに構造解析を行い，本酵素が六量体を形

成する機能的意義を解明する．平成 22 年度には，反応中間体類似構造をとると考えられる基質 R15P の誘導体

を合成し，これらと酵素の複合体の構造解析を行う．平成 23 年度には，I180P など二量体形成も破壊すると考

えられる変異を導入し，その構造機能解析を行う．これにより課題開始時の計画であった R15P isomerase の反

応機構の解明に加え，多量体形成の意義と機構にも迫る． 

AMP phosphorylase: 平成 21 年度は，精製の純度を上げて結晶化を繰り返すと共に，phosphoribosylpyro- 

phosphate などの代謝中間体を加えることによる，その巨大な多量体構造への影響や酵素機能の変化を調べる．

多量体のサイズや均一度などに変化が見られた条件について結晶化を行い，平成 22 年度中の構造解析を目指

す．また，ランダム変異の導入などで多量体構造を変化させる方法も並行して試みる．平成 23 年度までに，

AMP phosphorylase の構造と反応ならびにアロステリック制御の機構を解明する． 

新規炭酸固定経路の生理的役割: 今年度までの研究を通じて新規炭酸固定経路が細胞内核酸の量的制御に関与

していることを明らかにしたが，AMP phosphorylase/Rubisco の二重破壊株の増殖特性から Rubisco が関与する

新たな代謝経路の存在が示唆された．平成 21 年度には生理的役割が不明なペントース代謝関連遺伝子

（transketolase など）に着目して，それらと Rubisco との関係を明らかにする．平成 22, 23 年度中にはヌクレオ

シドの添加・非添加時に Rubisco と同様な制御を受ける機能未知遺伝子の機能解明を進め，新しいペントース

代謝機構・炭酸固定機構の全容を解明したい。 

１０．特記事項 

 本プロジェクトの構造解析グループと機能解析グループの互いの密接なフィードバックにより，予定より 1

年早く構造を基にした高活性型 Rubisco の作製に成功した．今後もこの連携を継続することにより，さらに高

活性型の Rubisco を創製することは，十分可能であると考えられる． 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）               926  4,123 265           5,314 

人件費（千円） 5,604 8,489 8,660          22,753 

業務実施費（千円）  18,855         11,234 13,383 43,472 

間接経費（千円）      7,615 7,154 6,692          21,461 

合計（千円）            33,000         31,000 29,000          93,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

Tk- Rubisco SP4 変異体と 

反応生成物 3-PGA の複合体 

 

Tk- Rubisco SP6 変異体と  

反応生成物 3-PGA の複合体 

 

Ligand を結合させた初めての Tk-Rubisco の構造．これ

らの構造解析により，Ligand 結合型 Tk-Rubisco の複合

体作成法が確立された．空間群が C2221で，Ligand は結

合していたが，活性ループ部位の構造が disorder してい

た．現在構造の最終精密化中． 

Tk-Rubisco SP6 変異体と  

阻害剤 2-CABP の複合体 

 上記 3-PGA との複合体に阻害剤 2-CABP をソーキング

させて得た結晶構造．やはり活性ループ部位の構造が

disorder していた．現在構造の最終精密化中． 

Tk-Rubisco SP6 変異体と  

阻害剤 2-CABP の複合体 

 共結晶化法により得られた，空間群 P21212 の結晶を解

析したもの．活性ループ部位の構造も決定できた．10

量体で約 4500 残基と大きな蛋白質であるため解析は容

易ではない．現在最終構造精密化中．この複合体の解析

により，活性ループ部位を含む構造決定が可能な結晶作

成法が確立された． 

Tk-Rubisco SP4 変異体と  

阻害剤 2-CABP の複合体 

3A13 

野生型 Tk-Rubisco と 

阻害剤 2-CABP の複合体 

3A12 

上記 SP6 変異体と同様の方法で得た SP4 変異体また野

生型 Tk-Rubisco と阻害剤 2-CABP の複合体の構造．これ

らの二つと，上記 SP6 変異体の 3 つの構造を比較するこ

とにより，構造面から見た SP4, SP6 変異体の活性上昇

の理由を見いだし，次世代の変異体作製のための重要な

知見を得た． 

R15P isomerase  3A11 初めての R15P isomerase の構造解析例．新規炭酸固定系

路の第二段階を担う酵素で，ribose 1,5-bisphosphate を

ribulose 1,5-bisphosphate に変換する．六量体で約 1900 残

基であるため解析は困難を窮した． 

R15P isomerase と 

基質 ribulose 1,5-bisphosphateの

複合体構造 

 R15P isomerase とその基質の複合体構造．これによりこ

の酵素の反応機構に関する一定の知見が得られた．現在

構造の最終精密化中． 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 343 -



  

２．論文のリスト 

 

Watanabe S, Matsumi R, Arai T, Atomi H, Imanaka T, Miki K, Crystal structures of [NiFe] hydrogenase 

maturation proteins HypC, HypD, and HypE: insights into cyanation reaction by thiol redox signaling, Mol. 

Cell 27(1): 29-40 (2007). 

Hirano Y, Hossain MM, Takeda K, Tokuda H, Miki K, Structural studies of the Cpx pathway activator NlpE 

on the outer membrane of Escherichia coli, Structure 15(8): 963-976 (2007). 

Arai T, Watanabe S, Matsumi R, Atomi H, Imanaka T, Miki K, Crystallization and preliminary X-ray 

crystallographic study of [NiFe]-hydrogenase maturation factor HypE from Thermococcus kodakaraensis 

KOD1, Acta Crystallogr. Sect. F Struct. Biol. Cryst. Commun. 63(9): 765-767 (2007). 

◎Yoshida S, Atomi H, Imanaka T, Engineering of a type III rubisco from a hyperthermophilic archaeon in 

order to enhance catalytic performance in mesophilic host cells, Appl. Environ. Microbiol. 73(19): 6254-6261 

(2007). 

Nakamura A, Wada C, Miki K, Structural basis for regulation of bifunctional roles in replication initiator 

protein, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 104(47): 18484-18489 (2007). 

◎Endoh T, Kanai T, Imanaka T, Effective approaches for the production of heterologous proteins using the 

Thermococcus kodakaraensis-based translation system, J. Biotechnol. 133(2): 177-182 (2008). 

Santangelo TJ, Cubonová L, Matsumi R, Atomi H, Imanaka T, Reeve JN, Polarity in archaeal operon 

transcription in Thermococcus kodakaraensis, J. Bacteriol. 190(6): 2244-2248 (2008). 

Watanabe S, Kita A, Kobayashi K, Miki K, Crystal structure of the [2Fe-2S] oxidative-stress sensor SoxR 

bound to DNA, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105(11): 4121-4126 (2008). 

Iizuka R, Sugano Y, Ide N, Ohtaki A, Yoshida T, Fujiwara S, Imanaka T, Yohda M, Functional characterization 

of recombinant prefoldin complexes from a hyperthermophilic archaeon, Thermococcus sp. strain KS-1, J. 

Mol. Biol. 377(3): 972-983 (2008). 

Su JR, Takeda K, Tamura S, Fujiki Y, Miki K, Crystal structure of the conserved N-terminal domain of the 

peroxisomal matrix protein import receptor, Pex14p, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 106(2): 417-421 (2009). 

 

３．特許出願リスト 

 

表題 概要 出願年月日 

有機性廃棄物の処理方法で生産

された水素の利用方法 

超好熱菌始原菌 T. kodakaraensis の有機物

酸化・分解能および水素発酵能力を利用し

た新規有機性廃液処理方法、水素生産方

法、水素利用方法に関するもの 

平成 20 年 10 月 14 日

(番号 2008−265440）
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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 

代 表 機 関 名 京都大学 

代 表 研 究 者 名 清水 昌 

分担機関・分担研究者名 東京大学（田之倉 優） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 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（キヌクリジノン還元酵

素、アミノアルコール脱水素酵素、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２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 １）炭素二重結合不斉水素添加酵素について、Candida macedoniensis 由来旧

黄色酵素（CYE）と FMN 及び NADPH との複合体構造の決定に成功した。

この構造から活性部位を形成するアミノ酸残基を同定し、基質選択性を決定

する構造情報を取得した。２）β-ヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵素について、

E. coli 由来スレオニンアルドラーゼ（LTA-E）と補酵素ピリドキサール 5’リ

ン酸（PLP）との複合体構造の決定に成功した。この構造からスレオニンの β

位の水酸基を認識する残基を同定し、L 体と L-allo 体への作用比率を決定す

る構造情報を取得した。３）カルボニル還元酵素について、キヌクリジノン

還元酵素の NADPH 利用型及び NADH 利用型の補酵素複合体構造の決定に成

功し、補酵素の結合様式と基質結合部位の構造を明らかにした。構造情報に

基づいて設計した変異体の活性評価により、NADPH から NADH への補酵素

要求性変換、基質の立体選択的な結合と親和性増強に関わる残基の同定に成

功した。また、カルボニル還元酵素 S1 と補酵素 NADPH との複合体構造、共

役ポリケトン還元酵素 CPR-C2 の立体構造を決定することにも成功し、基質

選択性を決定する構造情報を取得した。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

１）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。本課題では、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 C. macedoniensis 由来旧黄

色酵素（CYE）、Torulopsis sp.由来旧黄色酵素（TYE）について、2.5 Å 及び

3.0 Å 分解能の X 線回折データを取得し、CYE については、FMN 及び NADPH

との複合体構造を決定した。CYE と TYE は基質選択性に違いがあり、プロ
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キラル化合物ケトイソフォロン（KIP）には共通して作用できるが、(4S)-フ

ォレノールには TYE のみが作用できる。CYE の立体構造から触媒部位の構

造を明らかにし、KIP のカルボニル基と(4S)-フォレノールの水酸基を CYE が

区別して認識するための構造基盤を推定することができた。また、NADPH

に対する親和性増強の観点から CYE 及び TYE の高活性化に利用可能なピロ

リン酸基の認識に関わる構造情報を取得することができた。 

２）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酵素である。本課題では 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）と補酵素 PLP との複合体構造を 2.6 Å 分解能で

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 His 残基を同定

した。さらに、この His 残基の配向を制限して β位水酸基の不斉化制御（L

体と L-allo 体の選択性決定）に関わる残基を推定することができた。 

３）カルボニル還元酵素の一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光学的に純粋な (R)-3-キヌクリジノールを生産する

酵素である。Rhodotorula rubra 由来の NADPH 利用型と Agrobacterium 

tumefaciens 由来の NADH 利用型の補酵素複合体構造を 2.2 Å 及び 2.0 Å 分解

能で決定した。これにより補酵素結合部位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、カル

ボニル還元反応を行うニコチンアミド環近傍に疎水的な基質結合ポケットの

形成を明らかにし、立体選択的な基質認識と基質の親和性増強に関わる残基

を推定することができた。他のカルボニル還元酵素について、大量発現系を

構築し、ほぼ全ての酵素の精製法を確立した。共役ポリケトン還元酵素

CPR-C2 及びカル

ボニル還元酵素

S1 については、1.7 

Å及び1.9Å分解能

で構造決定に成功

し、立体選択的な

基質認識を決定す

る構造情報を取得

し、基質選択性の

拡大などに応用が

可能となった。 

（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

旧黄色酵素 CYE、スレオニンアルドラーゼ LTA-E、カルボニル還元酵素 S1

に関して、立体構造から推定した触媒反応機構、基質特異性及び立体選択性

に関わる残基に注目し、各種変異体の活性評価を進めている。具体的には、

１）CYE の基質 KIP 及び NADPH の結合に関わる残基の変異体による高活性

化、２）LTA-E の β位水酸基の不斉化制御に関わる残基の変異体による L 体

と L-allo 体の選択性変化、３）S1 の基質選択性に関わる残基の変異体による
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基質選択性の拡大と立体選択性の変換、についてである。 

カルボニル還元酵素の一つであるキヌクリジノン還元酵素については、

NADPH 利用型の構造に基づき、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

活性評価を進めている。また、得られた NADH 要求性変異酵素を用いた(R)-3-

キヌクリジノール生産系での評価も進めている。基質結合部位に関する変異

解析も行い、キヌクリジノン還元酵素において空間的に保存された疎水性残

基が、基質の立体選択性制御に重要であることを明らかにした。一方、２種

類の酵素では、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

ることを明らかにした。NADPH 利用型では 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し、NADH 利用型では 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た。これらの酵素の基質

結合能は mM オーダーと低いため、各酵素の親和性増強機構を組み合わせて

利用することにより、基質結合能を増強させた高機能化酵素の創出に結びつ

くと期待し、これらの活性評価に取り組んでいる。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ５件 

PDB 登録の有無にかかわらず 

構造解析したタンパク質数 

６件 

４．グループ全体の論文発表件数 ９件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

研究課題全体としてはおおむね順調に研究が進んでいる。旧黄色酵素群、スレオニンアルドラーゼ群、

カルボニル還元酵素群に関して、結晶化に適した純度及び量を確保できる手法をほぼ全ての酵素につい

て確立した。また、当初研究対象としてあげていた上記の酵素以外に、高効率で働く改変酵素の効率的

な設計に有用と期待される、スレオニンアルドラーゼの立体選択性変異酵素、アミノアルコール脱水素

酵素の安定性向上型変異酵素を取得し、結晶化のための大量供給系を一部確立した。 

結晶化及び X 線結晶構造解析に関しても順調に成果が上がっている。これまでに、旧黄色酵素及びス

レオニンアルドラーゼについて、補酵素等との複合体構造を決定することに成功しており、基質特異性

と立体選択性を決定する残基の予測を可能にした。また、旧黄色酵素とその基質 KIP との共結晶も得ら

れており、より詳細な触媒反応機構の解析に役立つものと考えている。さらに、NADPH 及び NADH 利

用型の２種類のキヌクリジノン還元酵素の立体構造を決定することに成功しており、補酵素要求性と立

体選択性を決定する構造情報を取得した。他のカルボニル還元酵素についても結晶化スクリーニングを

精力的に行っており、カルボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素 CPR-C2 の構造決定に成功した。

各酵素の構造情報に基づいて、酵素の触媒反応機構の解析と高機能化に関する研究も進めている。旧

黄色酵素とスレオニンアルドラーゼについては、構造情報から各種変異体を調製し、基質特異性と立体

選択性の評価を進めているところである。キヌクリジノン還元酵素については、NADPH 及び NADH 利
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用型の両方の構造情報を利用して複数の酵素変異体を調製し、基質の立体選択性と親和性増強、及び補

酵素要求性変換に関わる重要な残基を特定することに成功した。NADPH 要求性を NADH 要求性に変換

した変異酵素を用いて、実際の(R)-3-キヌクリジノール生産系での評価を進めている。 

以上のように最終的な目標である高効率で働く改変酵素の創生に向けて、その基盤となる立体構造の

解析に複数の酵素で成功している。さらに、それら酵素の改変体の活性評価を実施して補酵素要求性の

変換や触媒反応及び立体選択的な基質結合に重要な残基の特定に成功し、酵素の高機能化に利用可能な

情報を多数取得していることから、現段階で 65％の達成度と評価する。残りの期間で、産業利用に資す

る高機能化酵素を得るために、構造解析グループと機能解析グループの連携を強め、酵素改変体の設計

と評価をより効率化するための計算化学的手法等を積極的に導入して、加速度的に研究を推進する。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

京都大学大学院農学研究科（機能解析グループ）では、X 線結晶構造解析に供することのできる各酵

素タンパク質の安定供給系を確立し、大量供給可能となった酵素タンパク質を用いて、東京大学大学院

農学生命科学研究科（構造解析グループ）で X 線結晶構造解析を実施し、触媒反応機構の解明と酵素機

能改変（立体選択性の改変と精密化、基質特異性の拡大、酵素の安定性の向上、補酵素要求性の変換）

のための構造情報取得を進めた。さらに、機能解析グループでは、得られた構造情報に基づいて酵素改

変体を作製し、酵素反応解析による高機能化酵素の評価を進めた。このような連携体制により産業利用

に資する高機能化酵素の取得を目指して研究を推進しており、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

ルベースでの連絡は随時取り合い、研究方針の細かな修正や得られた結果の共有を行った。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

高分解能 X 線回折データの取得のために解析領域（課題 C）と連携して PF ビームラインを利用し、

２で述べた多数のキラル化合物合成酵素の構造を高分解能で決定することができた。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。 

９．今後の展望 

これまでの研究により、旧黄色酵素、スレオニンアルドラーゼ、カルボニル還元酵素について、複数

の酵素の構造解析に成功し、立体選択的な触媒反応機構の構造学的基盤の解明と高機能化に利用可能な

多数の構造情報の取得に成功している。これらの情報を利用することにより、平成２１年度には、旧黄

色酵素の高活性化体、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カルボニル還元酵

素 S1 改変体、キヌクリジノン還元酵素の高活性化体及び補酵素要求性変換体などの創出が見込まれる。

これら高機能化酵素は産業利用に直結するだけでなく、高機能化を達成した構造学的基盤を解析するこ

とにも利用でき、他の酵素の高機能化に応用可能な基盤情報・基盤技術になり得ると期待される。高機

能化酵素の創出を高い確率で実現するために、平成２１年度には in silico 解析を取り入れ、変異を導入

した際の構造の安定化と基質や補酵素に対する親和性の評価を行い、変異解析に供する変異体の選定に

利用することを計画している。また、得られた高機能化酵素について X 線結晶構造解析を行い、酵素改

変の結果が酵素活性の変化に与えた影響を構造学的観点から明らかにする。 

平成２２〜２３年度には、過去３年間の研究で蓄積してきたデータに加え、新規ターゲットとして加

える酵素（Aureobasidium や Rhodotorula 由来のカルボニル還元酵素、Arthrobacter や Alcaligenes 由来の

D-スレオニンアルドラーゼ等）の構造解析を進め、それぞれの酵素タンパク質ファミリー毎に包括的な

触媒反応機構の解明を行う（一部、２１年度から開始予定）。キラルアルコールの生産に利用できるカ
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ルボニル還元酵素群は、AKR ファミリーや SDR ファミリーに分類されることから、これらのファミリ

ー毎に複数の酵素を対象として構造生物学的な比較解析を進め、より幅広い基質を認識できる酵素や立

体選択性を人為的に制御した酵素の創出を目指す。これらの知見を元に、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見出し、より簡便にカルボニル還元酵素の高機能化を行える技術の確立を

目指す。また、D-スレオニンアルドラーゼ群は、これまで検討を行ってきた L-スレオニンアルドラーゼ

群とは、α位における立体選択性制御機構が異なっており、L-及び D-スレオニンアルドラーゼ群を構造

生物学的に比較し、α位とβ位の両方の立体選択性制御機構を解明し、L 体、L-allo 体、D 体、D-allo

体の４種の異性体全てを作り分けられるスレオニンアルドラーゼの創生を目指す。 

このような方針の下、平成２２年度は、これら酵素の構造機能解析を中心に進め、立体選択性制御機

構等の知見を蓄積し、他のファミリー酵素との比較解析を行っていく。平成２３年度は、これまでの知

見を元にしたキラル生体触媒ライブラリーの構築を行い、高機能化酵素の生産系への適用を図る。 

１０．特記事項 

１）医薬原料である(R)-3-キヌクリジノールは、キラルアルコール生産の次期ターゲットとして注目さ

れている。 (R)-3-キヌクリジノール生産に利用可能な２種のキヌクリジノン還元酵素の X 線結晶構造解

析に初めて成功した。また、これまでに同一の立体選択的な反応を触媒し異なった補酵素を要求する酵

素の立体構造比較を通じた補酵素特異性の論理的な解析例はなく、本構造解析の成果は他のカルボニル

還元酵素に対しても適用可能な補酵素要求性変換技術の提案につながるものとして大いに期待できる。

(R)-3-キヌクリジノール生産プロセスの開発は、民間企業と実用化に向けた共同研究を進めている。 

２）最初のフラビン酵素として発見され様々な検討がなされてきた旧黄色酵素に関して、本研究で初め

て、不斉水素化触媒としての X 線結晶構造解析を行い、精密な立体構造を決定した。この成果により、

今後の不斉水素化触媒としての新たな展開が期待できる。 

３）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ことで、新たな知見が得られるものと期待している。特に立体選択性の制御機構

に関する研究は、異なる立体選択性を持つ酵素群を比較することで、立体選択性等の機能改変を成し遂

げられるものであり、本研究の強みはそこにある。 

４）清水 昌と片岡 道彦（分担研究者）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」』が授与され、清水 昌に、「第 33 回井上春成賞」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 優（分担研究者）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。 

５）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。本課題を通し

て、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成長してくれると期待している。 
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１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）     19,818       1,701              0           21,519

人件費（千円）      6,770     24,056         18,477           49,303

業務実施費（千円）     23,411         21,166         29,985           74,562

間接経費（千円）     15,001         14,077 14,538           43,616

合計（千円）     65,000         61,000         63,000     189,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

Candida macedoniensis 由来旧

黄色酵素 CYE 

3GMK 本酵素は、(4R,6R)-アクチノール（キサントフィル合成

前駆体）等の様々な医薬中間原料の立体選択的合成に利

用できるため、産業利用において非常に有用である。構

造解析データに基づいて得られた高機能化酵素は、低コ

ストの物質生産システム構築を可能にするとともに、環

境負荷等の従来の化学工業の問題点を回避できる点で

重要である。また、炭素二重結合の不斉水素化添加触媒

は幅広いキラル化合物合成に応用でき、基質特異性の改

変・拡大を可能にするための基質認識機構の理解にとっ

て、本酵素の立体構造解析は重要である。構造解析の難

易度は中程度である。 
E. coli 由来スレオニンアルド

ラーゼ LTA-E 

 スレオニンアルドラーゼはスレオニン等の-ヒドロキ

シ--アミノ酸をグリシンと対応するアルデヒドに可逆

的に開裂する酵素である。その際、位、位の立体配置

を認識して、4 種の異性体に対する立体選択的な開裂・

合成反応を行う。E. coli 由来の本酵素はスレオニンの

L-allo 体への作用比率が高いため、本酵素の立体構造は

L-alloスレオニンの選択的合成の理解にとって重要であ

る。本酵素を含むスレオニンアルドラーゼ群の構造比較

を通して、スレオニンのような 4 種類の立体異性体をも

つキラル化合物に対する立体選択性制御機構を明らか

にすることで、高度なキラル化合物合成への応用が拡が

る。構造解析の難易度は中程度である。構造の精密化が

完了次第、PDB に登録する予定である。 

Agrobacterium tumefaciens 由来

NADH 要求性キヌクリジノン

還元酵素 

3A0P 本酵素は、3-キヌクリジノンを立体選択的に還元して

(R)-3-キヌクリジノールに変換する酵素である。産業的

に重要なキラルアルコールの 1 つとして、喘息治療薬

やアルツハイマー病治療薬の原料である (R)-3-キヌク

リジノールは、従来、何段階もの有機合成反応を行って

合成されてきたが、本酵素を用いることにより、1 段階

で合成可能であることから、産業利用において重要な酵

素である。NADH と NADPH をそれぞれ特異的に補酵素

として利用できる 2 種類のキヌクリジノン還元酵素（本

酵素及び後述の Rhodotorula rubra 由来の酵素）の構造

は、その比較を通して補酵素要求性の制御機構を解明す
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る上で有用である。また、基質との親和性を向上させる

等の高機能化にとっても重要である。構造解析の難易度

は中程度である。 

Rhodotorula rubra 由来 NADPH

要求性キヌクリジノン還元酵

素 

3GKP 同上 

Candida magnoliae 由来カルボ

ニル還元酵素 S1 

3A0Q 本酵素は、エチル 4-クロロ-3-オキソ酪酸（COBE）から

エチル(S)-4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸（CHBE）を生産で

きる。(S)-CHBE は、医薬品である HMG-CoA 還元酵素

阻害剤合成のキラルビルディングブロックとして利用

できることから、本酵素は実際に(S)-CHBE の工業生産

に利用されている。本酵素は NADPH 依存的に反応を触

媒し、NADH を補酵素として利用できないことが１つの

改善要求点であり、高い触媒能を保ったままで NADH

への補酵素要求性変換を可能にするためには、本酵素の

立体構造解明は不可欠である。また、本酵素は熱安定性

にも優れていることから、SDR 型カルボニル還元酵素

の熱安定性向上の基盤情報を得ることができる点でも

重要である。構造解析の難易度は中程度である。 

Candida parapsilosis 由来共役

ポリケトン還元酵素 CPR-C2 

3A0L 本酵素は、医薬品・食品添加物である D-パントテン酸

合成のキラル中間体である D-パントイルラクトンを始

めとする幅広いキラルアルコールの不斉合成に利用で

きるため、産業的に非常に有用である。また、本酵素は

アルドケト還元酵素（AKR）スーパーファミリーに属

するが、AKR の推定活性部位を形成するいくつかのア

ミノ酸残基が保存されていないことから、構造に基づく

基質認識機構・触媒反応機構の解明が本酵素の高機能化

にとって鍵となる。得られた高機能化酵素は、低コスト

の物質生産システム構築を可能にするとともに、環境負

荷等の従来の化学工業の問題点を回避できる点で重要

である。構造解析の難易度は中程度である。 
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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 機 関 名 奈良先端科学技術大学院大学 

代 表 研 究 者 名 島本 功 

分担機関・分担研究者名 横浜市立大学（清水 敏之） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

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。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 フロリゲンは植物の開花を誘導する因子として７０年前に存在が提唱さ

れ、2007 年に我々はその実体が Hd3a タンパク質であることを明らかにし

た。本プロジェクトではフロリゲンの立体構造を決定するとともに、フロ

リゲンと相互作用因子の詳細な生化学的解析を行い、フロリゲンの受容体

と考えられるイネ14-3-3タンパク質GF14cを同定し、その構造を決定した。

フロリゲンは単独では開花制御に関わる転写因子 OsDLF1 と直接相互作用

できないが、GF14c の存在下ではじめて Hd3a-GF14c-OsDLF1 の３者が複合

体を形成できることが分かった(図１)。さらに Hd3a と GF14c の相互作用が

典型的な 14-3-3 タンパク質

の基質認識と異なる新規の

様式によるものであること

を示した。フロリゲン遺伝子

Hd3a のパラログである RFT1

の機能解析も行い、イネには

Hd3a と RFT1 の２つのフロリ

ゲンが存在し、日長に応じ

て、短日では Hd3a が、長日

では RFT1 が特異的なフロリ

ゲンとして機能していることを解明した。 

 低分子量 Gタンパク質 OsRac1 は、植物免疫応答の鍵因子として機能して

いる。本プロジェクトでは、OsRac1 が、植物免疫反応における活性酸素生

成を司る NADPH オキシダーゼ（OsrbohB）と直接相互作用することによって、

その活性を制御していることを明らかにした。さらに、OsrbohB の N 末端

領域に存在する OsRac1 との結合ドメインを特定し、そのドメインの立体構

造の決定により、OsRac1 による OsrbohB の活性化メカニズムを提唱した。

また、OsRac1 と複合体を形成する植物免疫タンパク質の探索により、新規
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な因子として RACK1 や Sti1 を同定し、それらが植物免疫反応の中枢を司る

植物免疫複合体(Defensome)を形成して働いていることを発見した。 

（２）構造解析に関する 

進捗及び成果 

（１）光応答制御タンパク質の構造解析 

 フロリゲンと相互作用する GF14c や開花制御に係わる bZIP 型転写因子

OsDLF1 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 は GF14c と直接相互作用できるが OsDLF1

とは直接相互作用することができないこと、GF14c の存在下で３者が複合

体を形成できることが明らかとなった。そこで GF14c の立体構造を決定し

たところ、GF14c が２量体を形成し、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 GF14c 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、OsDLF1 は C 末端側に 14-3-3 タンパ

ク質による認識配列をもち、この認識配列のセリンをアラニンに置換する

と GF14c と相互作用できなくなった。一方、GF14c からリン酸化ペプチド

認識部位を欠失させると OsDLF1 との相互作用が失われ、さらにリン酸化型

OsDLF1 が GF14c と直接相互作用することから、両者の相互作用は OsDLF1

のリン酸化を介していることがわかった。また、Hd3a と GF14c は、GF14c

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-GF14c-OsDLF1 の

３者の複合体の結合様式が推定され、GF14c 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。 

（２）植物免疫タンパク質複合体の構造解析 

 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(図２)。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 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。 
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（３）機能解析に関する 

進捗及び成果 

（１）光応答制御タンパク質の機能解析 

 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 GF14c や GARP 型転写因

子 OsKANADI1 を含む合計 4種類の相互作用因子を同定した。上述のように、

GF14c の生化学的な解析の結果から、Hd3a の受容体と考えることができる。

そこで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、GF14c 及び OsDLF1 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-GF14c

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、

OsDLF1 が発現していると、Hd3a-GF14c 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 GF14c に受容された後、核

へ移動し、核内で Hd3a-GF14c-OsDLF1 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。実際にイネ培養

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 OsDLF1 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 プロモーター活性を大きく上昇でき

ることを明らかにした。 

 イネのフロリゲン Hd3a とそのパラログである RFT1 の機能を、それぞれ

の発現抑制体を用いて詳細に解析し、Hd3a と RFT1 の両者が開花に必須で

あることを発見した。さらに、Hd3a は短日条件下で、RFT1 は長日条件下で

機能していることが明らかとなり、イネでは２つのフロリゲンが日長に応

じて機能分担していることが明らかとなった。また、フロリゲン遺伝子の

転写制御に関わる Zinc Finger タンパク質 Hd1 は光受容体から光情報を受

けとることでフロリゲン遺伝子のアクティベーターからリプレッサーへ機

能変換することを見出した。さらに、Hd1 遺伝子に関して世界のイネ品種

のもつ自然変異を解析し、自然変異と機能との関連性を解明した。 

（２）植物免疫タンパク質複合体の機能解析 

 イネ低分子量 Gタンパク質 OsRac1 が、耐病性誘導シグナルとして機能す

る活性酸素を発生させる Osrboh と直接相互作用し、その活性を制御してい

ることを、酵母 Two Hybrid 系や in vitro 系、バイオイメージング法を用

いて明らかにした。さらに、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した。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。

RACK1 は 7 回の WD40 リピートをもつタンパク質であり、他の Defensome の

構成因子との相互作用を介して、植物免疫反応を正に制御していることを

解明した。 

- 356 -



  

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 １件  

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

６件  

４．グループ全体の論文発表件数 １１件  

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

目標：開花・生長制御およ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。構造解析：開花・生長制御ではフロリゲンの受容体として GF14c タン

パク質を新たに同定し、さらにその構造を決定した。フロリゲンの受容体として GF14c タンパク質のよ

うな細胞内受容体を考えることができるという概念を初めて示したことは極めて大きな進展である。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。機能解析：イネのもう一つのフロリゲン RFT1 の発見と日長依存性の解明、光受容体によ

るフロリゲン制御因子 Hd1 の機能転換、NADPH オキシダーゼと OsRac1 の相互作用解析と植物免疫複合体

の発見など、非常に大きな進展があり、重要な論文を多数発表することができた。これらの成果は当初

予定を大幅に上回っている。平成 21 年度 3月時点での最終目標の達成度は約８０％である。 

７．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（横浜市立大学）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、全体班会議を１回（2008.1.29）、全体打合せを４回（分子生物学会

2007.12.11-15、全体交流会 2007.9.3-4＆2008.8.20-21、研究交流会 2008.3.9-10）、個別打合せを４回

（2008 年、植物免疫 8/25、開花・生長制御 5/2、6/30、8/11）実施し、必要に応じ（月に２回程度）電

子メールにて情報交換を行っている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・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する。 

９．今後の展望    

１）光応答タンパク質の解析 

フロリゲンによる開花制御機構の解析では、フロリゲンが特異的に結合する 14-3-3 タンパク質 GF14c

と開花制御に関わる bZIP 型転写因子 OsDLF1 を発見し、それらの結合様式について詳細な解析を行っ

た結果、Hd3a－GF14c－OsDLF1 の複合体が開花制御の中枢で機能し、GF14c はフロリゲンの受容体と

して働いているというモデルを提唱することに成功した。このモデルの検証は、未解明なフロリゲンの

分子機能を明らかにするだけでなく、開花制御機構の分子基盤の解明につながると期待される。そこで、

下記の年次計画に基づいて研究を精力的に進めていく。 

年次計画 

２１年度：Hd3a-GF14c-OsDLF1 複合体の構造解析を進めるとともに、フロリゲンの下流で発現制御さ

れる遺伝子(OsMADS15)を利用したフロリゲン複合体のバイオアッセイ系を用いて、Hd3a、GF14c、
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OsDLF1、およびそれらの３者複合体の機能解析を行う。また、タンパク質間の相互作用様式を構造解

析により明らかにする。 

２２－２３年度：フロリゲン複合体の構造を明らかにするとともに、フロリゲン複合体による開花制

御機構の全貌を解明する。さらに、フロリゲンのバイオアッセイ系を用いて、ケミカルライブラリのス

クリーニングを行い、フロリゲンを活性化あるいは抑制する化合物を同定する。また、その化合物の作

用機作の解析により人為的な開花制御システムを考案する。 

２）植物免疫複合体の解析 

 これまでに、植物免疫の分子スイッチである OsRac1 と Osrboh の構造・機能解析により、植物免疫反

応における活性酸素生成の制御機構を明らかにした。今後は、さらに OsRac1 を介した植物免疫機構を

解明するため、以下の計画により研究を進める。 

２１年度：OsRac1 と OsrbohB の複合体の構造を解析し、OsRac1 による OsrbohB 活性化の分子機構を解

明する。 

２２－２３年度：これまでに OsRac1 の相互作用因子である RACK1 が OsrbohB と相互作用し、その活

性を制御することを明らかにしている。そこで、OsRac1-RACK1-OsrbohB 複合体の機能・構造解析を行

い、その複合体による活性酸素生成の制御機構を明らかにする。また、リグニン合成の鍵酵素である

CCR1 の OsRac1 による活性化機構について、構造・機能解析を行う。 

１０．特記事項 

（１）研究成果 

プロジェクトの前段階として我々はフロリゲンの実体が 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., PNAS revision)。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., PNAS revision)、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)。また 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)。 

（２）その他 

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。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）       3,618          3,050              0            6,668

人件費（千円）     14,424         23,433         28,531           66,388

業務実施費（千円）         24,266         12,748         12,239           49,253

間接経費（千円）         12,692         11,769         12,230           36,691

合計（千円）         55,000         51,000         53,000    159,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載） 

Hd3a  イネの開花を誘導する因子（フロリゲン）として同定され

たタンパク質であり、本研究課題の中心として極めて重要

なタンパク質。可溶性だが会合性が強く、NMR 構造決定

のために変異体の作成が必要であったなど解析難易度は

高い。現在論文準備中であるためまだ PDB 登録を行って

いない。 

Hd3a（精密化）  上記フロリゲンの高分解能（1.3Å）結晶構造。本研究課

題の中心タンパク質として極めて重要。可溶性タンパク質

だが結晶構造決定のために変異体の作成が必要であった

など解析難易度は高い。現在論文準備中であるためまだ

PDB 登録を行っていない。 

GF14c  フロリゲンの相互作用因子として同定されたタンパク質

であり、本研究課題によってフロリゲンの受容体としての

機能が見いだされた極めて重要なタンパク質。可溶性タン

パク質であるが、発現領域の詳細な検討が必要であったな

ど解析難易度は高い。現在論文準備中であるためまだ

PDB 登録を行っていない。 

phyB  赤色遠赤色光受容体フィトクロムの PAS1 ドメインであ

り、そのシグナル伝達に重要なドメイン。可溶性タンパク

質であるが、弱い２量体形成能を持ち、発現領域の詳細な

検討が必要であったなど解析難易度は高い。現在論文準備

中であるためまだ PDB 登録を行っていない。 

OsRbohB  活性酸素を生成する NADPH オキシダーゼの N 末端ドメ

インである。この領域はカルシウムや OsRac1 の結合部位

を含み活性制御の要となる極めて重要なドメインである。

細胞質ドメインであるが、分解しやすく発現領域の詳細な

検討が必要であったなど解析難易度は高い。現在論文準備

中であるためまだ PDB 登録を行っていない。 

CBL2-CIPK14 2ZFD 植物のストレスシグナルに関わる CBL-CIPK の複合体構

造である。カルシウム結合蛋白質である CBL がリン酸化

酵素である CIPK を活性化しストレスシグナルを伝達す

る。このファミリーの SOS3-SOS2 は塩耐性シグナルとし

てよく知られている。複合体であり発現領域の詳細な検討

が必要であったなど解析難易度は高い。 
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２．論文のリスト 

 

◎Wong HL, Pinontoan R, Hayashi K, Tabata R, Yaeno T, Hasegawa K, Kojima C, Yoshioka H, Iba K, 

Kawasaki T, Shimamoto K. Regulation of rice NADPH oxidase by binding of Rac GTPase to its N-terminal 

extension. Plant Cell 19: 4022-34 (2007). 

Thao NP, Chen L, Nakashima A, Hara S, Umemura K, Takahashi A, Shirasu K, Kawasaki T, Shimamoto K. 

RAR1 and HSP90 form a complex with Rac/Rop GTPase and function in innate-immune responses in rice. 

Plant Cell 19: 4035-45 (2007). 

◎Komiya R, Ikegami A, Tamaki S, Yokoi S, Shimamoto K. Hd3a and RFT1 are essential for flowering in 

rice. Development 135: 767-74 (2008). 

◎Nakashima, A., Chen, L., Thao, NP., Fujiwara, M., Wong, HL., Kuwano, M., Umemura, K., Shirasu, K., 

Kawasaki, T., Shimamoto, K. RACK1 functions in rice innate immunity by interacting with the Rac1 immune 

complex. Plant Cell, 20: 2265-2279 (2008). 

◎ Oda, T., Hashimoto, H., Kuwabara, N., Hayashi, K, Kojima, C., Kawasaki, T., Shimamoto, K., Sato, M., 

Shimizu, T. Crystallographic characterization of the N-terminal domain of plant NADPH oxidase. Acta. 

Crystallogr. F64:867-869 (2008) 

Takahashi, Y., Teshima, K.M., Yokoi, S., Innan, H. and Shimamoto, K. Variations in Hd1 proteins, Hd3a 

promoters, and Ehd1 expression levels contribute to diversity of flowering time in cultivated rice. Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA. in printing (2009) 

◎Purwestri, Y.A., Ogaki, Y., Tamaki, S., Tsuji, H. and Shimamoto, K. (2009) The 14-3-3 protein GF14c acts 

as a negative regulator of flowering in rice by interacting with the florigen Hd3a. Plant Cell Physiol. 50: 

429-438 (2009) 

Ishikawa, R., Shinomura, T., Takano, M. and Shimamoto, K. (2009) Phytochrme dependent quantitative 

control of Hd3a transcription is the basis of the night break effect in rice flowering. Genes Genet. Sys. in 

printing (2009) 

Tsuji, H., Tamaki, S., Komiya, R. and Shimamoto, K. Florigen and photoperiodic control of flowering in rice. 

RICE 1: 25-35 (2008) 

Akaboshi, M., Hashimoto, H., Ishida, H., Saijo, S., Koizumi, N., Sato, M., and Shimizu, T. The crystal 

structure of plant specific calcium binding protein AtCBL2 in complex with the regulatory domain of 

AtCIPK1. J. Mol. Biol. 377:246-257 (2008) 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」
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課 題 名 タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」の

構築 

代 表 機 関 名 理化学研究所 

代 表 研 究 者 名 横山 茂之 

分担機関・分担研究者名 東京大学（上田 卓也）、プロテイン・エクスプレス（高木 広明）、 

セルフリーサイエンス（森下 了） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 タンパク質の生産に関する共通性・汎用性の高い基盤的な技術を開発し、本事業の研究を支援するこ

とのできる研究基盤「タンパク質発現ライブラリー基盤」を構築することを目的とする。構造解析にお

いては、重要ターゲットタンパク質の試料調製段階が高難度で、深刻なボトルネックとなることが多い。

高難度タンパク質といわれるものは、その本来の機能と対応して、多回膜貫通、高分子量複合体の形成、

翻訳後のプロセッシングと修飾（糖鎖の付加、リン酸化等の翻訳後修飾等）、活性制御機構に根ざす多

状態性や構造・機能の短寿命性等の多様な特性をもつ。この問題を解決するため、高難度タンパク質（高

分子量複合体、膜タンパク質等）の調製のための優れた要素技術を開発するとともに、タンパク質試料

が構造解析に適しているか否かを分析・評価するためのシステムを作成する。多様な困難さをもつ重要

ターゲットタンパク質について、発現方法、結晶化条件等の広範囲な探索と 適化を行うシステムを構

築し、その結果を体系化することによって、構造解析や機能解析に適した試料調製を可能にする研究基

盤を整備する。このため、独立行政法人理化学研究所、国立大学法人東京大学、株式会社プロテイン・

エクスプレスおよび株式会社セルフリーサイエンスが共同で業務を行う。独立行政法人理化学研究所で

は、発現方法、結晶化条件等の広範囲な探索と 適化を行うシステムを構築し、その結果を体系化する

ことによって、構造解析や機能解析に適した試料調製を可能にする研究基盤を整備する。また、「制御」

等の他領域と連携して事業全体での効果的な技術開発を実現するとともに、「ターゲットタンパク研究」

で必要となる高難度タンパク質試料の調製を支援する。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要  高難度タンパク質としては、ヒト由来の膜タンパク質（特に多数回膜貫通型タンパ

ク質、膜タンパク質複合体）、高分子量複合体（特にヘテロ多量体）、巨大タンパク質

（1300 残基超）等をターゲットに選び、第一に、高難度タンパク質の特性に合わせ

た優れた要素技術を開発し、第二に、それぞれのターゲットに適した方法を見つけ出

す効率のよいスクリーニングシステムを構築している（優れた選択肢を数多く用意

し、的確に選択する）。実証実験のため、ヒト由来のタンパク質の「トライアルセッ

ト」を定めた。GPCR、トランスポーター、チャンネル等の 40 種の膜タンパク質、

約 200 種の高分子量複合体、約 30 種の 1300 残基超の巨大タンパク質が含まれる。発

現系としては、宿主細胞系（大腸菌、酵母、昆虫細胞、哺乳類細胞）、無細胞タンパ

ク質合成系（大腸菌由来無細胞系、再構築型 PURE system、 コムギ胚芽無細胞系、

ヒト細胞由来無細胞系）を用い、それぞれの特徴を生かして、 適化を進めた。 

 【無細胞タンパク質合成系】 無細胞系要素技術として、膜タンパク質を脂質二重

膜に正しく組み込まれた状態で合成することに特に力を入れた。大腸菌無細胞系で

は、脂質・界面活性剤併用透析法、コムギ無細胞系では、リポソーム共存型合成法、

PURE system では、膜挿入システム再構築法を新たに開発し、様々な多数回膜貫通型

タンパク質や、膜タンパク質複合体を、活性のある状態でプロテオリポソームとして

合成し、高純度に精製することが可能になった。これらを用いて、「トライアルセッ

ト」膜タンパク質等の多くを、プロテオリポソームとして調製できることを実証した
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（GPCR、トランスポーター、F1Fo ATPase 等）。その成果を生かして、ヒト膜タンパ

ク質の多サンプル、多条件でのスクリーニングにおける、合成、精製、性状分析（状

態の均一性、安定性等）をほぼ自動的に行えるパイプラインを構築した。このパイプ

ラインは、ヘテロ多量体等の高分子量複合体について共発現による条件スクリーニン

グにも応用することができ、様々な複合体について成果を上げた。ヒト細胞由来無細

胞系については、糖タンパク質の合成にも有用であるが、ここでは特に残基数の多い

巨大タンパク質の合成法として 適化した。これにより、Dicer (200 kDa)、eIF4G (220 

kDa)、mTOR (250 kDa)などの巨大タンパク質を、活性型として合成・精製すること

に成功した。 

 【細胞系】 哺乳類細胞発現系については、主に、ヒトのタンパク質と整合性のよ

いヒト細胞（HEK293）を採用し、複数の細胞株（合成量や糖鎖修飾の制御のため）

を浮遊培養に慣らして使用し、浮遊細胞に改良型ベクターを用いてトランジェントに

遺伝子導入することにより、ほぼ 1 週間で様々なコンストラクトの発現チェックを迅

速に行うことができ、また、少量から大量までの合成に迅速・柔軟に対応できるシス

テムを構築した。このように、哺乳類細胞を用いて、膜タンパク質、高分子量複合体

等の合成に成功した。大量調製に適したバキュロウイルス／昆虫細胞発現系について

は、様々な条件検討を行って、膜タンパク質に適した条件を確立し、「トライアルセ

ット」の大量発現、可溶化、結晶化を行った。出芽酵母 Saccharomyces cerevisia は、

GFP 融合による膜タンパク質の発現確認、可溶化条件の選定と性状分析を迅速に行

うために極めて適しており、結晶化のためのスケールアップも可能であった。メタノ

ール資化性酵母 Pichia pastoris は、培養条件と菌株の改良により、GPCR 等の膜タンパ

ク質および RNA ポリメラーゼ等の高分子量複合体の大量合成に適していた。これら

の細胞系を効率的に試験し、 適な系を的確に選択できる体制が整った。 

 【非天然型アミノ酸をタンパク質に部位特異的に導入する技術】 タンパク質生産

系（無細胞翻訳系、大腸菌、昆虫細胞、哺乳類細胞）に対応した非天然型アミノ酸の

導入系をそれぞれ開発した。さらに、有用な非天然型アミノ酸のレパートリーの拡張

を行った。従来のチロシル tRNA 合成酵素に加えて、ピロリジル tRNA 合成酵素を用

いることで、リジン誘導体（アセチルリジン等）をレパートリーに加えることに成功

した。開発した非天然型アミノ酸導入技術の利用法を開拓した。ヨードチロシンがタ

ンパク質の結晶構造決定に有用であること、タンパク質の部位特異的な蛍光標識が膜

タンパク質の結晶化条件探索に効果的であること、光クロスリンクが複合体の安定化

と結晶構造解析に役立つことなどを示すことができ、本技術のユニークな有用性が明

らかになった。さらに、導入箇所を増やせる技術として、人工塩基対の開発を進め、

複製で効率よく機能する人工塩基対（30 サイクル以上の PCR が可能）の開発に世界

で初めて成功した。 

 【タンパク質の巻き戻し】 不溶性に発現したタンパク質を、変性剤と高圧処理を

用いて巻き戻し、効率よく分析することにより、系統的巻き戻しプロセスを確立した。

 【キュービック液晶法による膜タンパク質の結晶化】 脂質二重膜の環境で膜タン

パク質を結晶化する技術として、キュービック液晶法の開発を進めた。新規に開発し

た「イソプレノイド鎖型脂質ライブラリー」から、疎水鎖長の異なる 10 種以上の脂

質からキュービック液晶を作成できるようになった。 (1)従来のモノオレインのキュ

ービック液晶では不可能であった４℃でも利用可能、(2)化学的安定性が大、(3) 疎水

鎖長や親水基のバリエーションを生かした 適キュービック液晶の作成が可能、等の

特徴がある。GPCR の結晶化に必須と考えられる「コレステロール含有キュービック

液晶」の作成にも成功した。また、キュービック液晶法に必要な実験器具類（市販さ
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れていない）を数多く作製し、スクリーニングの自動装置の設計も開始した。すでに、

6〜7 回膜貫通型タンパク質の結晶化に成功している。 

 【プログラム内部の共同研究】本課題において得られた成果について、サイトビジ

ットを行って、移転可能な技術を紹介した。情報プラットフォームを通じて、無細胞

タンパク質合成技術、非天然型アミノ酸利用技術等の情報提供を開始した。ターゲッ

トタンパク研究の個別研究課題や技術開発課題との間で、十数件の共同研究を進めて

いる（技術開発に関する協力、タンパク質の調製・結晶化等について）。 

 【研究支援への展開】タンパク質生産技術を移転・汎用化して、ターゲットタンパ

ク研究の支援を行なう目的で、プロテイン・エクスプレス社およびセルフリーサイエ

ンス社が参画している。すでに、PURE system、非天然型アミノ酸導入、コムギ無細

胞タンパク質合成技術等の技術移転を開始した。 

（２）技術開発

の進捗及

び成果 

 

1. 膜タンパク質・タンパク質複合体（横山茂之、染谷友美、梅原崇史） 

 高難度のタンパク質として、膜タンパク質（特に多数回膜貫通型タンパク質、膜タ

ンパク質複合体）、高分子量複合体（特にヘテロ多量体）、巨大タンパク質（1300 残

基超）等をターゲットとして、生産技術の開発を進めた。第一は、これらの高難度タ

ンパク質の特性に合わせた優れた要素技術の開発で、第二は、それぞれのターゲット

に適した方法を見つけ出す優れたスクリーニングシステムの構築である。 

 これらの技術開発を進める際に、ヒト由来のタンパク質の「トライアルセット」を

定め、研究分担者の間で共通のターゲットとして実証実験を行っている（一部マウス

等で代用）。膜タンパク質の「トライアルセット」としては、ヒトゲノムにコードさ

れる比率を反映して、GPCR（9 種）、GPCR 以外の受容体（6 種）、トランスポーター

（15 種）、チャンネル（7 種）等、合計 40 種のヒト膜タンパク質を「トライアルセッ

ト」に選んだ。GPCR 以外の受容体には 1 回膜貫通型タンパク質の複合体を選んだ。

選定後も、岩田想先生をはじめ膜タンパク質研究者のご意見を伺いながら随時見直し

を行っている。これに加えて、分担研究者ごとに開発技術に適した多種類の膜タンパ

ク質を選んでいる。複合体については、スクリーニングの対象とする規模として、約

200 種のヒトタンパク質複合体を選んだ。そのうち、構成成分（サブユニット）の数

が 3〜9 のものが 20%、10 以上のものが 7%である。核内タンパク質については、特

に、ヒトのヌクレオソームコア粒子と制御タンパク質との複合体を約 40 種選んだ。

さらに、アミノ酸残基数が 1300 を超えるヒト巨大タンパク質、約 30 種を選んだ。 

2. 大腸菌無細胞合成系を利用した膜タンパク質・タンパク質複合体の生産技術（横

山茂之、寺田貴帆、染谷友美） 

 【スクリーニング・システム】 大腸菌の無細胞タンパク質合成系を用い、ヒトの

高分子量複合体および膜タンパク質をターゲットとして、発現コンストラクト、複合

体組成、脂質等の添加物等の組み合わせで生じる膨大な条件をスクリーニングして、

量的・質的に結晶構造解析に適した試料調製の条件を見いだすためのシステムを構築

している。精製純度、結晶化、複合体形成、膜への組み込み等の様々な観点から、

終目的に適した性質を指標に迅速・的確に、試料の質を判定する。PCR 産物のリニ

ア DNA を鋳型として無細胞合成で、mg スケールまでの試料調製を行い、それ以上

はプラスミド化して行う。DNA ワークの部分は、トラブルシューティングを含めて、

フローチャート、プロトコールを確立し、ほぼ自動化した。無細胞合成については、

タンパク質の可溶性、フォールディング、膜への組み込み、複合体形成等を向上させ

る反応条件や、シャペロンや脂質等の添加物をそろえた。96 穴プレートを用いて、

多サンプルを多条件で短時間に合成し、精製までを自動で行い、得られた試料の性状

を HPLC のゲルろ過等で分析する系を稼働させた。実証実験として、「トライアルセ

- 365 -



 

  

ット」の膜タンパク質、高分子量複合体等について、多数の有望試料を見いだした。

 【膜タンパク質の合成】 活性状態でのヒト膜タンパク質を大量調製するための要

素技術開発を進めた。界面活性剤存在下での膜タンパク質合成については、広範囲の

条件検討を行い、1% Brij-78 存在下で合成した膜タンパク質の均一性が高いことが明

らかになった。他方、膜タンパク質を脂質二重膜に挿入された状態で合成する技術と

して、脂質と界面活性剤共存下で膜タンパク質を透析法で合成し、界面活性剤により

凝集を抑制しつつ，プロテオリポソームを構成させる方法を開発している。脂質の種

類、界面活性剤の種類と濃度、透析効率の改善、合成反応後の分画のための密度勾配

遠心条件などを検討し、 適条件を見いだした。実証実験として、界面活性剤系、脂

質・界面活性剤系の両条件で膜タンパク質「トライアルセット」の合成スクリーニン

グを行った。脂質・界面活性剤系では、合成された膜タンパク質の多くがリポソーム

に挿入されていること、オリゴマー形成が予想されるタンパク質に関してはその形成

能を測定し、活性体として合成できることを確認した。特に合成量が多くタンパク質

性状の良かった８種については大量合成と精製を行い、３種についてはキュービック

液晶法によって結晶化した。タンパク質合成反応にコレステロールを添加ことが有効

であるケースが見いだされた。 

3. 再構築型無細胞タンパク質合成系 PURE system によるタンパク質生産技術の開

発（上田卓也） 

 再構築型無細胞タンパク質合成系 PURE system に、リポソームや、膜挿入促進因

子（SRP、新規因子等）を共存させ、膜タンパク質合成システムとする開発を進めた。

実証実験として、単純膜タンパク質については、グリセロール３リン酸アシル転移酵

素（5-6 回膜貫通型膜タンパク質）とリソフォスファチジル酸アシル転移酵素（内膜

アンカー型ペリプラズムタンパク質）を活性のある形で合成した。膜タンパク質複合

体としては、F1Fo ATPase について、Fo の a サブユニットを欠くプロテオリポソーム

を予め作製し、このプロテオリポソーム存在下で a サブユニットを合成した。ａサブ

ユニットのプロテオリポソームへの取り込み、ATP 加水分解活性の出現を確認した。

また、Fo の c リングの合成では、プライベートシャペロン UncI 非存在下では、不安

定なリングしか形成されないのに対し、UncI 存在下で初めて活性型 c リングが形成

された。他方、PURE system に大腸菌シャペロン（GroEL/ES、DnaK 等）を添加し、

大腸菌ゲノム上の全タンパク質を合成して、凝集特性を評価した。シャペロン依存性

にフォールドするタンパク質に共通したアミノ配列上の特徴は観察されなかったが、

数百種のタンパク質について、必要なシャペロンとの対応関係が明らかになった。 

4. コムギ無細胞系を用いた膜タンパク質合成法の開発（野澤彰、小笠原富夫、澤崎

達也、遠藤弥重太） 

 コムギ無細胞系にリポソームを添加することにより、活性型膜タンパク質を合成で

きることを見出した。実証実験として、シロイヌナズナのリン酸トランスロケーター

AtPPT1 について、コムギ無細胞系にリポソームを添加して合成すること（至適 終

濃度 10 mg/mL）により、高い活性（2428 nmol/mg protein/min）を示す標品を得た。

この値は、報告されている酵母を用いて合成したカリフラワーの PPT タンパク質の

活性に匹敵する。リポソーム共存型無細胞合成系により合成した膜タンパク質の精製

法として、Accudenz を用いた密度勾配遠心法により合成液を分画し、リポソーム画

分に回収する方法を開発した。合成された膜タンパク質はリポソームとともに一番上

の画分に含まれるので、他の密度勾配遠心法と比べて、回収が容易である。コムギ抽

出液由来のタンパク質がリポソームに吸着して混入する問題は、重層法においてリポ

ソームを下層のみに添加することにより軽減した。また、合成後、限外濾過膜を用い
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てリポソームの濃縮を行なってから Accudenz による密度勾配遠心を行なうことによ

り、さらに精製度を上げることができた。この方法で調製された膜タンパク質の精製

度は 80％以上であり、収量は約 10 mL の合成液当たり約 1 mg であった。これにより、

SDS-PAGE 後 CBB 染色によりメジャーバンドとして認識できる精製度の膜タンパク

質を調製することが可能になった。 

5. ヒト細胞由来無細胞タンパク質合成系による巨大タンパク質の合成（今高寛晃）

 150-200 kDa 以上の巨大タンパク質を発現させるために、我々の開発したヒト細胞

由来の無細胞タンパク質合成系を改良した。律速段階である翻訳開始を脳心筋炎ウイ

ルスとC型肝炎ウイルスの IRES (internal ribosomal binding site)を利用することにより

高効率なステップへと変換できた。実用性を考慮し、外から mRNA を加える従来の

方法ではなく、システム内で転写と翻訳を連動させる方法（転写・翻訳共役法）を採

用した。これにより、利用者は系にプラスミドを添加し、加温するだけで目的のタン

パク質を発現できるようになった。実証実験として、ヒト由来 GCN2 (180 kDa)、Dicer 

(200 kDa)、eIF4G (220 kDa)、mTOR (250 kDa) の合成を行った。これらの全てが、分

子量によらず CBB 染色で検出できるレベルまで合成された。合成されたタンパク質

は FLAG タグと His タグがそれぞれ C 末あるいは N 末に付加されるため、容易に精

製され、 終精製量は発現系 1 ml あたり 30-80 g であった（スケールアップにより

構造解析試料の調製が可能な高いレベル）。精製した４種のタンパク質は、生化学的

アッセイによって、活性を持つことが確認された。このように、転写・翻訳共役型ヒ

ト無細胞タンパク質合成系は、合成効率が高く、250 kDa にも及ぶ巨大タンパク質で

も、単離・精製できるレベルで合成することが可能になった。1600 アミノ酸で構成

されている eIF4G をヒトセルフリーシステムで大量合成、精製し、eIF4A、eIF4E、

ATP アナログ、Cap アナログと共に構成される複合体(eIF4F)の結晶化を様々な条件下

で試している。 

6. 生細胞合成系による膜タンパク質・タンパク質複合体の合成（横山茂之、脇山素

明、今高寛晃、染谷友美、寺田貴帆、梅原崇史） 

 【哺乳類細胞発現系】 ヒト由来の膜タンパク質、高分子量タンパク質・複合体な

どの発現には、他の系と比べて哺乳類細胞が優位である場合が多い。しかし、哺乳類

培養細胞を用いて、量的にも質的にも十分な構造解析用タンパク質試料を調製するに

は、未だ多くの技術的課題が存在する（手間と時間がかかる、発現量が少ないケース

が多い）。これらの困難を克服するには、効率よく迅速に多くの条件を調べることを

可能にする基盤の構築が必須である。そこで、我々は、浮遊細胞にトランジェントに

遺伝子導入することで、タンパク質発現を行っている。発現ベクターが用意されれば、

トランスフェクションから発現確認まで、ほぼ 1 週間で完了するので、様々なコンス

トラクトの発現チェックを迅速に行うことができる。また、浮遊細胞を用いることで、

少量スケールから大量スケールまで、迅速・柔軟に対応できる。従来の技術を組み合

わせ、改良やカスタマイズを行って、発現スクリーニングから、大量発現までを哺乳

類細胞で行い、構造解析レベルの質・量の試料を調製するシステムを構築している。

 大規模な条件スクリーニングに向けて、様々な発現系 適化を行った。発現ベクタ

ーは、pCMV-SPORT（Invitrogen）または pOriP （理研）をベースにしており、CMV

あるいは CAG プロモーターを有する。Western blotting による発現確認とアフィニテ

ィー精製のためにタンデムな FLAG タグと SBP タグ、続いて TEV プロテアーゼ切断

部位、マルチクローニング部位をもつ。膜タンパク質用には C 末に TEV_FLAG_His10

も付加した。ヒト細胞株としては、HEK293F（Invitrogen）の他、OriP ベクターを組

み 合 わ せ て 用 い る HEK293EBNA （ HEK293_c18, ATCC ）、 糖 鎖 修 飾 酵 素
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N-acetylglucosamine transferase I の機能的欠損株 HEK293GnTI-（Khorana Lab）、HEK293

／Tet リプレッサー発現株を、浮遊培養に慣らして使用可能にした。CHO 細胞株の

CHO-S（Invitrogen）, Lec1（N-acetylglucosamine transferase I の機能的欠損株, ATCC）

も使用する。polyethylenimine（PEI）を用いて HEK293 細胞にトランジェント・トラ

ンスフェクションする方法を 適化し、きわめて安価に大規模な発現チェックが可能

になった。大量発現では 293fectin を使用する。浮遊培養の装置として、ガス供給機

能付き恒温振とう培養機（タイテック CO2-BR-40LF、CO2-BR-180LF）を選び、改良

を加え、浮遊細胞の少量・多検体培養のための 6〜24 ウエルのマルチウエルディッシ

ュ（ 大 8 枚）による数百μリットルから 2 ml スケールの培養から、大量発現向け

の 3 L 三角フラスコによる大量培養まで、1 台の装置で同時に行えるようにした。 

 このシステムを用いた実証実験による具体的な発現例： 共発現による複合体形成

では、ヒト Dock2（1842 残基, 約 210 kDa）、Dock180（1865 残基、約 215 kDa）の全

長タンパク質は、単独では低レベルの発現しか得られないが、ELMO1（727 残基、

約 84 kDa）と共発現させることで、極めて顕著に発現量が増大することを見いだし

た。巨大タンパク質 Dicer（1922 残基、約 220 kDa）の大量発現（粗精製後の収量が

約 3 mg/培養液 1 L）にも成功している。また、Argonaute（859 残基, 約 97 kDa）全長

と、GW182（全長は 1709 残基, 約 182 kDa）の至適コンストラクトとの複合体の大

量発現に成功している。膜タンパク質としては、上述の「トライアルセット」の中か

ら発現を行った。6 回膜貫通型のシノビオリンでは、数種のコンストラクトで大量発

現を行い、精製後で 3 mg 程度以上を得ている。ヒト細胞で非天然アミノ酸を導入し、

蛍光修飾を行ったタンパク質を調製し、キュービック液晶による結晶化に用いられて

いる。この他、GPCR とその複合体等の発現にも成功している。 

 【動物細胞を用いるタンパク質複合体発現法】 動物細胞を使って多数のサブユニ

ットから構成される巨大タンパク質複合体を得る要素技術を開発した。この方法は、

プラスミド構築からわずか２－３日でタンパク質複合体が得られるという大きな利

点をもつ。まず、T7 RNA ポリメラーゼのプロモーターの下流に各サブユニットの

cDNA をクローニングする。サブユニットの数が多い場合は複数（２－４個）の cDNA

を一つのプラスミドにクローニングする。それらのプラスミドを細胞にトランスフェ

クションする。同時に T7 RNA ポリメラーゼを発現するワクシニアウイルス（T7 ワ

クシニアウイルス）を細胞に感染させる。すると、発現した T7 RNA ポリメラーゼが

プラスミド上の T7 プロモーターに作用して、mRNA が合成され、翻訳され、細胞内

で複合体が形成される。大量の細胞にトランスフェクションするため、遺伝子導入試

薬として安価で高効率のポリエチレンイミンを用いる。プラスミドは複数であっても

同じ細胞に導入されるため、全てのサブユニットが同じ細胞で発現する。また、ワク

シニアウイルスは動物細胞であればどのような細胞でも高効率で感染させることが

できるという利点も持つ。実証実験として、11 個のサブユニットをもつヒト翻訳開

始因子 eIF3 の合成を行った。11 個サブユニットを、３個、４個、４個に分け、それ

ぞれを T7 RNA ポリメラーゼにより発現するプラスミドを、合計３つ構築した。その

３つのプラスミドを、ポリエチレンイミンを用いて BHK-21 細胞に導入し、それと同

時に T7 ワクシニアウイルスを感染させた。翌日、細胞を回収し、eIF3 複合体を精製

した。このように、11 個の全サブユニットから成る eIF3 複合体を、迅速に効率よく

得ることに成功した。 

 【バキュロウイルス／昆虫細胞発現系】 目的タンパク質遺伝子をバキュロウイル

スに組み込み、これを昆虫細胞（Sf9、 Sf+、HighFive）に感染させて発現させる系

である。ウイルスを用いることで遺伝子導入効率が高く、強力なプロモーターによっ
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て、比較的多量のタンパク質を得られることが多い。非常に優れた系であるが、煩雑

な条件検討が必要で、なおかつ不成功に終わることも少なくない。そこで、本研究で

は、Bac-to-Bac (Invitrogen)、BaculoDirect (Invitrogen)、flashBAC (Oxford Expression 

Technologies)、Sapphire (orbigen) のバキュロウイルス発現システムについて、多くの

観点（膜タンパク質、分泌タンパク質、細胞内局在タンパク質のいずれに適している

か、タンパク発現までの時間を短縮できるか、発現量は十分か、有用な浮遊培養に適

合しているか、システムが確立しており安定した発現が期待できるか、至適発現条件

の検討が容易か、等）から、詳細に比較検討し、長所と短所を明らかにすることによ

って、目的に応じて 適のシステムを選択できるようにした。 

 膜タンパク質については、トライアルセットの中から 20 種を用いて比較した結果、

BaculoDirect 発現システムが も適していると考えられた。TEV プロテアーゼによる

タグ切断を利用して、膜タンパク質の精製度を著しく改善した。膜タンパク質トライ

アルセット 40 種中 39 種の発現用バキュロウイルス作成と発現確認を完了し、

Dodecylmaltoside (DDM)、 FOScholine-12 (FC-12) 、LDAO、C12E9 及び octylglucoside 

(OG)による可溶化度をスクリーニングした。DDM による可溶化度が低い場合でも、

昆虫細胞培地に脂質を添加して培養することにより、発現した膜タンパク質の可溶化

度が上昇することを見いだした。発現量、可溶化率が良好だった９種について、大量

培養、可溶化、精製を行い、このうち５種では良好な精製結果が得られたため、結晶

化スクリーニングを開始した。 

 【出芽酵母 Saccharomyces cerevisia 発現系】 膜タンパク質を GFP 融合タンパク質

として出芽酵母 S. cerevisiae で発現させ、GFP の蛍光測定により簡便かつ定量的に発

現スクリーニング（高発現コンストラクトの探索および 適界面活性剤の選択）を行

う方法をパイプラインに組み込んだ（インペリアルカレッジの岩田らとの共同研究）。

S. cerevisiae は、形質変換体を迅速に得られる点で、P. pastoris と比較して、スクリー

ニングに優れている。実証実験として、本技術を「膜タンパク質トライアルセット」

の 3７種に適用した。高発現コンストラクトの選択、中量培養と膜画分調製、各種界

面活性剤による可溶化スクリーニングを経て、ゲル濾過による可溶化タンパク質の性

状分析（均一性・安定性）を速やかに行うことができた。GFP の蛍光を測定するゲ

ル濾過分析は、精製前の祖抽出物サンプルでも、従来の約 1／10 量の試料で可能であ

った。大量培養後の精製については、酵母ではプロテアーゼ活性が高いので、効果の

大きいプロテアーゼ活性阻害剤を検討し、精製条件を確立した。 

 【メタノール資化性酵母 Pichia pastoris 発現系】 メタノール資化性酵母 Pichia 

pastoris は非常に高密度にまで培養することが出来る長所をもつ。本研究では、膜タ

ンパク質と高分子量複合体の調製のため、培養条件等の改良により、高密度培養等に

よる高発現を試みた。「トライアルセット」の一つである GPCR ヒスタミン受容体は、

通常条件では発現量が低かったが、炭素源を通常の 10 倍濃度にして高密度に培養後、

1.5％メタノール添加による誘導を行い、約６倍の発現上昇が認められた。この条件

でジャーファーメンターを用いた大量培養を行い、ヒスタミン受容体の可溶化、精製

に成功し、活性も確認できた。本法は他の GPCR にも応用できる。 

 【真核細胞内在性複合体の生産】 また、非常に多数の構成成分をもつ真核細胞タ

ンパク質複合体を調製するため、複合体の１サブユニットにタグを付加して内在的に

形成される複合体を単離・精製する要素技術を開発した。具体的には、目的とする

P. pastoris ゲノムにタグ配列を導入する相同組み換え技術を確立し、発現およびアフ

ィニティー精製条件を検討することにより、分子量約 600 kDa の RNA ポリメラーゼ

複合体を調製することに成功した。 
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 【大腸菌を用いるタンパク質複合体発現法】 多種類のサブユニットから構成され

る巨大複合体を調製する要素技術として、大腸菌内で 8〜10 種類程度の複合体サブユ

ニットを同時共発現させる系を開発した。7-8 bp を認識する稀認識制限酵素を利用し

て、多種類の遺伝子を含むサブクローニングの際に、内部配列での切断が起こりにく

く、かつ発現カセットごとの追加・削除が容易な汎用発現ベクター系（クローニング

ベクターおよび共発現ベクター）を開発した。クローニングベクターでは、レア切断

配列と N 末端タグで合計 27 通りの組み合わせとなるベクターを作製した。共発現ベ

クターでは、pET 系、pCOLA 系、pCDF 系の 3 種類の複製開始点を利用し、また、

ベクター間で共形質転換が可能になるように設計した。実証実験として、7 種のタン

パク質から成る複合体（ヒトのプロテアソーム 19S 制御粒子の RPT1〜6 サブユニッ

トとガンキリン）を大腸菌内で共発現させ、目的とする複合体が再構成されたことを

確認した。 

 【ヌクレオソーム複合体】 様々な核内イベントの研究に向けて、ヒト由来のヒス

トンと DNA よりなるヌクレオソームコア粒子（NCP; 分子量約 206kDa）と、その相

互作用タンパク質群との複合体（NCP 複合体）の大量調製・再構成のための技術開

発に挑戦している。開発した技術として、第一に H3、H4、H2A および H2B の N 末

端に 6His タグを付加した発現体を利用して NCP 複合体を大量調製・再構成する技

術を確立した。第二に、する。ヒストンバリアントを含む NCP を大量調製・再構成

する技術を確立し、２種類のバリアント NCP について結晶構造を解析した。第三に、

目的とする DNA 結合タンパク質の特異性に合わせて NCP との複合体化を 適化す

るために、146 bp のαサテライト配列を自在に改変したヌクレオソーム DNA を簡便

かつ大量に調製する技術を開発した。これらの技術に基づいて NCP と安定に複合体

形成する DNA 結合因子/ヒストン結合性因子を迅速にスクリーニングする実験系を

確立し、実証実験として 8 種類の NCP 複合体を取得することに成功した。 

7. 非天然型アミノ酸のタンパク質への部位特異的導入技術（坂本健作、横山茂之）

7-1 非天然型アミノ酸導入技術の開発 

 有用な非天然型アミノ酸のタンパク質への導入を、目的タンパク質に 適の発現系

で可能にするため、本研究で用いている主要な発現系である無細胞タンパク質合成

系、大腸菌、昆虫細胞、哺乳類細胞において、非天然型アミノ酸をタンパク質の望み

に部位に、効率よく導入する技術を開発した。  

 【昆虫細胞】 昆虫細胞における非天然型アミノ酸導入は困難とされていたが、本

研究で初めて開発に成功した。これまでは、昆虫 tRNA 遺伝子発現機構の特殊性のた

め、サプレッサーtRNA の発現ができなかった。このため、様々な発現システムを検

討した結果、昆虫 U6 プロモーターを利用することで、ショウジョウバエ由来 S２細

胞や、ヤガ由来 HighFive 細胞において非天然型アミノ酸の導入が可能になった。 

 【大腸菌無細胞系】 無細胞系において、高い非天然型アミノ酸導入効率を示すサ

プレッサーtRNA のスクリーニングを行った。10 種類の tRNA バリアントをデザイン

して活性を調べ、従来よりも数倍活性の高い tRNA（MJR11 tRNA）の開発に成功し

た。これにより、非天然型アミノ酸導入タンパク質の無細胞大量調製が容易になった。

 【大腸菌】 サプレッサーtRNAの発現系や、非天然型アミノ酸特異的な酵素の tRNA

親和性を改善することで、非天然型アミノ酸導入効率を数十％程度引き上げることに

成功した。このシステムは、高分子量タンパク質の複数箇所にヨードチロシンを導入

して構造決定を行う場合には、特に効果的である。 

 【哺乳類細胞】 ヒト由来の HEK 細胞を用いて高い効率で非天然型アミノ酸を導

入するシステムを構築するために、タンパク質の大量調製に適すると考えられる
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Epstein-Bar ウイルス由来のプラスミド・システム（oriP）を応用することを試みた。

サプレッサーtRNA の発現を最適化するなどの検討を行い、oriP システムを非天然型

アミノ酸導入に効果的に用いることが可能になった。特に、アジド基を持つアミノ酸

を膜タンパク質に導入することで、膜タンパク質を部位特異的に蛍光標識することが

可能になった。部位特異的な蛍光標識はキュービック液晶を用いた結晶化に役立つだ

けでなく、HEK293 細胞を用いたタンパク質発現スクリーニングにも役立つ。 

 【酵母】 酵母を用いて非天然型アミノ酸をタンパク質に導入するために、アミノ

アシル tRNA 合成酵素とサプレッサーtRNA を発現するプラスミドの作成を行った。

報告されている複数の発現系を比較、改良し、タンパク質の生産・構造解析に最適な

システムの構築を進めている。 

7-２ 非天然型アミノ酸レパートリーの拡張 

 【ヨードチロシン特異的変異体の開発】 古細菌 M. jannaschii チロシル tRNA 合

成酵素（TyrRS）を改変し、3‐ヨードチロシンに特異的な変異体（iodoTyrRS-mj）の

開発を行った。さらに、変異体の結晶構造決定を行い、ヨードチロシンを特異的に認

識するメカニズムを解明した。iodoTyrRS-mj を用いることで、大腸菌においてヨード

チロシンを部位特異的にタンパク質に導入することが可能になった。一方、動物細胞

におけるヨードチロシン導入に用いてきた大腸菌 TyrRS 変異体（iodoTyrRS-ec）に対

して、他のアミノアシル tRNA 合成酵素から構成ドメインを取り出して最適の位置に

融合することで、iodoTyrRS-ec のヨードチロシンに対する特異性を劇的に向上するこ

とに成功した。  

 【光クロスリンカーtmdPhe 特異的 TyrRS 変異体の開発】 芳香族ジアジリンを含

むアミノ酸であるトリフルオロメチル・ジアジリニル・フェニルアラニン（tmdPhe）

に特異的な大腸菌 TyrRS 変異体を開発した。tmdPhe は、これまで用いてきたパラベ

ンゾイルフェニルアラニン（pBpa）に比べて複数の利点を有する。既知の 12 種類の

大腸菌 TyrRS 変異体の中に tmdPhe を効率よく認識する変異体（tmdPheRS）を発見し、

動物細胞内で tmdPhe をタンパク質に導入することに成功した。  

 【リジン誘導体の導入系の開発】 ピロリジル tRNA 合成酵素（PylRS）を用いて、

リジン誘導体をレパートリーに加えることに成功した。古細菌 M. mazei 由来の PylRS

の立体構造決定を行ってアミノ酸結合ポケットを同定し、改変することで、アジド・

ベンゾイルオキシ・カルボニル・リジン（AzZLys）を、哺乳類細胞・大腸菌でタン

パク質に導入することに成功した。さらに、翻訳後修飾アミノ酸としてアセチルリジ

ンを、タンパク質に部位特異的に導入することにも成功した。アセチルリジンを認識

する M. mazei PylRS 変異体にさらに改良を加えて mAcLysRS を作成することで、ア

セチルリジンを導入したタンパク質を哺乳類細胞で調製することに初めて成功し、さ

らに、無細胞翻訳系を用いて均一なサンプルを大量に調製することに成功した。アセ

チル化されたヒストンの大量調製を開始した。  

7-3 非天然型アミノ酸導入技術の応用 

 【タンパク質の結晶構造決定への応用】 ヨード原子の異常分散強度は、セレン原

子やイオウ原子と比べて数倍以上強いという利点を持つ。ヨードチロシンをタンパク

質に部位特異的に導入し、実験室の X 線源を用いる単波長異常分散（SAD）法によ

る位相決定を行って、立体構造を決定した［リボソーム N‐アセチルトランスフェラ

ーゼ、1.8 Å (Cu 線源)、2.2 Å (Cr 線源)分解能］。ネイティブな結晶構造も決定して比

較し、ヨードチロシン導入によって立体構造が歪んでいないことが確認できた。ひと

つのヨードチロシン残基で 600-800 残基程度までのタンパク質の解析が可能である。

【タンパク質の部位特異的な蛍光標識】 アジドフェニルアラニン（AzF）や AzZLys
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を導入することで、哺乳類細胞で生産されたタンパク質を部位特異的に蛍光修飾する

ことに初めて成功した。膜タンパク質としてはシノビオリンを HEK 細胞で発現させ

て膜分画を得て、蛍光標識を行った。標識タンパク質の精製過程を蛍光で追跡するこ

とが可能になった。AzF を精製用タグの直前に導入して、タグを切断した後もシノビ

オリンに蛍光基が残すことで、キュービック液晶中でも蛍光を利用してシノビオリン

を観察することができ、液晶中での膜タンパク質の挙動を調べることが可能になっ

た。リガンドである Ubc7 は、シノビオリンとは異なる蛍光色素で標識することで、

液晶中で両者の複合体の結晶化過程を追跡することが可能になった。同様の結果が、

無細胞翻訳系を用いて調製した膜タンパク質 Cldn4 についても得られており、キュー

ビック液晶法（モノオレインおよび新規に開発した脂質（後述））で結晶化を行った

結果、微小な結晶性の塊を蛍光により確認することができた。また、この試料を用い

て、キュービック液晶中の拡散速度の測定を行っている。このように、タンパク質の

部位特異的な蛍光標識法が、従来にない有用性をもつことが示された。 

 さらに、細胞を破砕せずに、細胞膜上に発現している膜タンパク質を蛍光修飾する

ことを試みた。ヒトの７回膜貫通タンパク質、アディポネクチン受容体（AdipoR1）

の細胞外配列に AzF を導入し、生細胞と蛍光試薬との混合条件などを 適化するこ

とで、膜上に発現している AdiopoR1 を選択的に標識することができた。この結果は、

タンパク質の部位特異的蛍光標識技術が、細胞膜上に正しいトポロジーで発現してい

る膜タンパク質を選択的に標識するのにも役立つことを示している。 

 【光クロスリンカーの導入による複合体の安定化技術と構造決定技術の開発】 タ

ンパク質複合体の安定化に光クロスリンク法を応用するための技術開発を行った。

初にモデル系として、癌遺伝子産物ガンキリンと、プロテアソーム構成タンパク質で

ある S6 ATPase の C 末端ドメイン（S6C）との間で光架橋を行った。さらに、このガ

ンキリン-S6C のクロスリンク複合体を大量調製するための実験プロトコールを確立

して結晶構造決定に成功し、光クロスリンクがタンパク質複合体の構造解析に有効で

あることを示した。さらに、生細胞上での複合体の光架橋も試みている。上皮成長因

子（EGF）受容体の２量体を乖離させずに細胞から調製することを目的として、細胞

膜上に発現している受容体間で光架橋を行うことを試みた。EGF 受容体の膜近傍の

部位に pBpa を導入し、クロスリンク産物を検出できたので、スケールアップ法の検

討を開始した。他の膜タンパク質として、RAMP1 と CRLR との間の光クロスリンク

にも成功した。 

 光クロスリンク法は、細胞内で目的タンパク質と相互作用しているタンパク質を探

索する目的にも有用である。Grb2 タンパク質に tmdPhe を導入し、相互作用している

タンパク質を質量分析（SILAC 法）によって網羅的に同定することを行い、 Grb2

結合タンパク質としては初めて Git１、AF6 を同定することに成功した。  

8. 人工塩基対の開発（平尾一郎） 

 我々は、転写と翻訳で機能する人工塩基対（ｓ－ｙ）、並びに複製と転写で機能す

る人工塩基対（Ds－Pa）を作り出してきた。次の目標として、複製・転写・翻訳の

全てにおいて高効率で機能する人工塩基対の開発を進めている。本期間内で、Ds－

Pa 塩基対よりも高効率・高選択的に機能する人工塩基対（Ds－Px）の開発に成功し

た。Ds－Px 塩基対を含む DNA は、30－40 サイクルの PCR が可能であり、108倍程

度に増幅された。そして、増幅された DNA 中には 99％以上の精度で Ds－Px 塩基対

が保存されていた。これは、国際的にも、他を圧倒的に引き離す画期的な成果である。

9. タンパク質の系統的巻き戻し技術の確立（田之倉優） 

 不溶性画分に発現したタンパク質を対象として巻き戻しによる活性型タンパク質
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の調製を試みた。第一に変性剤を用いた巻き戻し法での巻き戻し実験

（iFOLD2(Novagen)の 95 種類の溶液条件）、第二に変性剤を用いない系として高圧処

理を施した巻き戻し実験（PreEMT(BaroFold)を使用した 2000 気圧下処理）を行い、

得られたタンパク質について活性測定、ゲルろ過、Blue Native-PAGE 等で巻き戻し効

率の評価を行った。その結果、活性を有する複数のタンパク質を得ることに成功した。

脱アセチル化酵素について、iFOLD2、高圧処理で可溶化率の高い条件の全てで酵素

活性を確認でき、濁度と活性に負の相関が認められた。増殖阻害因子については、

iFOLD2 で効果があった添加剤（L-アルギニンと NDSB256）が、高圧処理でも効果的

であった。また、界面活性剤だけでは可溶化できない膜タンパク質についても、高圧

条件と L-アルギニンの組み合わせで活性を保ったまま可溶化できた。さらに効率よ

く巻き戻しを評価する手法として、高感度検出が可能な蛍光基(トリプトファンや人

為的に導入した蛍光色素)が有用であった。以上の結果から、効率的巻き戻しのフロ

ーチャートを作成し、パイプラインの構築を進めた。 

10. 膜タンパク質結晶化のキュービック液晶法（羽藤正勝、染谷友美、横山茂之） 

 【脂質ライブラリーの開発】 新規に開発した「イソプレノイド鎖型脂質ライブラ

リー」から、疎水鎖長 18、17、16、15、14、13、12 の範囲の１０種以上の脂質から

キュービック液晶を作成出来るようになった。これらの脂質のキュービック液晶は、

(1)従来のモノオレインのキュービック液晶が固体へと転移する４℃でも安定に利用

可能、(2)化学的安定性が増大、(3)系統的な分子構造を生かした 適キュービック液

晶マトリクスの作成が可能、等の特徴があり、従来実施出来なかった諸条件下でのタ

ンパク質の結晶化を可能とした。また、新規脂質液晶の特性解析を進め、広範囲の脂

質の液晶の構造特性を定量的に表現する方法を開発し、 適キュービック液晶マトリ

クスの作成を合理的に進められる基盤を作成した。これをベースとして疎水鎖長、17、

16、14 の脂質を用いて GPCR の結晶化に必須と考えられる「コレステロール含有キ

ュービック液晶」の作成にも成功した。さらにキュービック液晶と並び結晶化に有望

とされる「スポンジ相」の作成条件を確立中である。 

 【実験方法・器具の開発】 キュービック液晶法に必要な実験器具類の多くは市販

されておらず、その実施には様々な困難が伴っていた。本研究では「誰にでも出来る

方法」の実現を目標とし、キュービック液晶法専用の (1)タンパク質のキュービック

液晶への再構成器具、(2)数ミクロン程度の微小結晶の観察が可能なガラス製９６穴

スクリーニングサンドウイッチセル、(3)キュービック液晶デリバリー用マイクロデ

ィスペンサ を試作した。これにより、２５マイクロリットル程度のタンパク質溶液

で、400-500 条件の結晶化スクリーニングをスムーズに実施出来るようになった。現

在、幾つかの膜タンパク質の結晶を得ており、構造解析に向け種々の技術的課題の解

決を進めている。さらに、結晶化過程の観察や記録を含むスクリーニング操作全般の

自動化を目指し、９６穴スクリーニングサンドウイッチセルの自動作成装置や結晶化

過程の自動観察セルの設計を進めると同時に要素機構の動作確認実験を進めている。

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

0 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 27 件 

５．グループ全体の特許出願件数 6 件（うち国外 3 件） 
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６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 要素技術の開発としては、3 種類の無細胞タンパク質合成法のいずれについても、GPCR 等の多数回

膜貫通型タンパク質を含む「トライアルセット」膜タンパク質の大半で、脂質二重膜に埋め込まれて活

性をもった状態でプロテオリポソームとして合成・精製する技術体系が確立できたことは、非常に大き

な成果である。膜タンパク質ならびに共発現による複合体の調製は、無細胞系ではパイプライン化にほ

ぼ成功しており、期待した成果をフルに達成したといえる。また、ヒト細胞由来の無細胞系を開発し、

それが巨大タンパク質の発現・精製に適しているという発見は、無細胞系技術の新たな局面を切り開く

予想を超えた成果となった。 

 他方、様々な細胞系の発現で、それぞれの特徴を生かす開発ができた。特に、ヒト細胞を浮遊培養し、

多サンプル、多条件のスクリーニングから、大量調製までの一貫したシステムを構築でき、シノビオリ

ンのように結晶化に進んでいるものがあることも、重要な成果である。今後、より多くの「トライアル

セット」タンパク質に適用していく段階に入ることが可能になり、ヒト細胞系の有用性が実証されてい

くと期待される。昆虫細胞の系は、やや長期間を必要とするが大量調製に適しており、システマティッ

クに利用方法を整備することにより、現在までに数多くの結晶化試料を調製するのに大きく貢献してい

る。2 種の酵母もそれぞれの特徴を生かし、目的を明確にすることで、活用することができた。これら

も、期待通りの達成度と考えられる。 

 技術の実証実験のために、ヒト由来の膜タンパク質（特に多数回膜貫通型タンパク質、膜タンパク質

複合体）、高分子量複合体（特にヘテロ多量体）、巨大タンパク質（1300 残基超）という極めて高難度の

ターゲット群を設定した。しかし、いずれのカテゴリーについても、実証実験を行ったものの多くで、

良質な試料の調製に成功している。もっと苦戦することを覚悟していたが、予想を上回る成果を達成し

たと考えている。これは、新しい要素技術の開発と、必要な技術の体系的整備・ 適化とシステム構築

によるもので、優れた選択肢を数多く用意し、的確に選択するというコンセプトの正しさも示されたと

考える。 

 非天然型アミノ酸導入技術は、リシン誘導体の導入が可能になったことは、有用性において、極めて

大きな成果であり、要素技術の達成度は十分である。利用法に関しては、蛍光標識が膜タンパク質の調

製、複合体形成、結晶化の様々なステップで、必須ともいえる役割を果たすようになってきたことも、

予想を超えた大きな成果である。ヨードの導入も実用段階にあり、特に膜タンパク質等の高難度タンパ

ク質について有用であると期待される。また、クロスリンカーの導入による複合体の架橋・大量精製と

結晶化・構造決定に成功し、架橋化で構造の歪みが全く生じなかったことを検証したことは、複合体の

構造解析技術に新基軸を打ち出したものと位置づけられる。 

 結晶化技術では、新しい合成脂質を用いたよるキュービック液晶法が、期待通りの成果を上げている

ことを強調したい。昨年から、GPCR の構造解析の報告が続く中で、キュービック液晶法が再び注目さ

れているが、一般的なモノオレインに加えて、多数の選択肢を提供できることの意義は極めて大きいと

考える。特に構造安定性が問題になる膜タンパク質で、低温での結晶化が可能になったことは重要であ

る。 

 このように、試料調製の要素技術開発は極めて順調であり、今後は、パイプライン化に注力すること

で、より多くの実証実験を可能にし、それによって法則性を確立し、「発現ライブラリー基盤」を構築

する方向に邁進したい。すでに高難度試料で活性を示すものを多数調製することが可能になってきてい

るので、今後は、より多種類の結晶化技術を組み合わせる体系的な結晶化システムの構築に進むことが

できる。この部分にも一層注力していきたい。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

 平成 19 年 8 月 31 日に研究参画機関による班会議を開催し、要素技術の紹介、進捗の報告、今後の技

術開発計画やプログラムへの貢献を初めとする活発な議論をすることにより、研究推進体制を強化し

た。また、平成 19 年 12 月 18 日に膜タンパク質研究会議を行うことにより、膜タンパク質の研究の現
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状及び分析、ターゲットとするべき膜タンパク質の候補、技術的な克服点などに関して、各分野におけ

る有識者間による横断的な意見交換を行った。平成 20 年 5 月 15 日に第２回班会議を開催し、研究参画

機関と関係者（推進委員長、PO）が集まり、要素技術の紹介、進捗の報告、今後の技術開発計画やプ

ログラムへの貢献を初めとする活発な議論を行って、研究推進体制を強化した。参画機関の間でのテー

マごとの研究打ち合わせは、それぞれ担当者の間で、１〜２ヶ月に一回程度行っている。「トライアル

セット」の情報は研究参画グループでシェアしている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

※プログラム内部の共同研究、研究支援などの連携 

 本課題において得られた成果について、公表し、今後の展開に資するべく、平成 19 年 12 月 15 日、

および 23 日に、理化学研究所横浜研究所において、サイトビジットを開催した。サイトビジットでは、

技術や研究施設の概略説明／案内、技術の活用事例などについて紹介した。さらに、本年度は、情報プ

ラットフォームを通じて、無細胞タンパク質合成技術、非天然型アミノ酸利用技術等の情報提供を開始

した。 

 ターゲットタンパク研究の個別研究課題や技術開発課題の研究代表者または研究分担者との共同研

究を進めた。内容は、本課題の研究代表者または研究分担者が、技術開発に関する協力を行うもの（先

方の研究代表者名のみ記す：若槻壮市、岩田想、長野哲雄、甲斐荘正恒）、パイプライン化のために先

方が開発した技術の提供を受けるもの（高木淳一）、タンパク質の調製 and/or 結晶化を担当するもの（阿

久津秀雄、岩田想、濡木理、福井宣規、門脇孝、永田宏次、堀之内末治、田之倉優、藤原敏道、長野哲

雄）、非天然型アミノ酸技術を提供するもの（富田泰輔）。 

 また、開発した実験手法のプロジェクト内での普及と利用を図るため、“キュービック液晶結晶化法”

に関わる講習会を計画中である。 

※プログラム内部への研究支援体制 

【プロテイン・エクスプレス、高木広明】タンパク質生産技術を移転・汎用化して、ターゲットタンパ

ク研究の支援を行なう目的で、再構成無細胞タンパク質合成技術の技術移転を開始し、必要なタンパク

質因子 36 種を大量調製した。大腸菌無細胞タンパク質合成技術の商品化の検討、ならびに、大腸菌・

真核細胞を宿主とする非天然型アミノ酸導入・標識タンパク質合成技術の評価を進めた。 

【セルフリーサイエンス社、森下了】高度化されたコムギ無細胞タンパク質合成技術を用い、ターゲッ

トタンパク研究の支援を行う予定である。早期実施に向けた準備として、膜タンパク質合成要素技術に

関する情報交換と部分的技術移転を進め、タンパク質自動合成装置に対応できることを見いだした。 

９．今後の展望 

 平成 19〜20 年度の技術開発により、当初の予想を上回る成果が得られ、ヒト由来タンパク質の高難

度試料（多数回膜貫通型タンパク質、高分子量ヘテロ複合体、1300 残基超の巨大タンパク質など）をト

ライアルセットとして用いて課題設定することにより、多様な無細胞タンパク質合成技術、キュービッ

ク液晶による膜タンパク質の結晶化技術、非天然型アミノ酸導入技術など、極めて多数の新規要素技術

を開発し、有用性、実用性を確認することに成功している。平成 21 年度には、無細胞系とヒト細胞系

の組み合わせによるスクリーニングシステム、様々な無細胞系と細胞系を組み合わせる構造・機能解析

試料の大量安定調製システム、結晶性などの観点からの試料分析・評価システムとしてくみ上げていく。

このシステム開発により、従来より多くの検体についてのデータ収集が可能になり、トライアルセット

の全体について、系統的な解析・分析を行う計画である。さらに、平成 22〜23 年度については、高性

能の自動化技術（ロボティクスおよびデータマネージメントの技術）を適用して、上記の３システムを

スケールアップすることにより、ターゲットタンパク研究プログラム内外の多様なニーズに対応して生

産の検討・分析を可能にし、得られたデータに高度なマイニング技術を適用することにより体系化し、

タンパク質の生産技術の強力な体系を完成させる。 

 要素技術開発については、平成 21〜23 年度は、これまでの高難度試料調製要素技術開発の多くの成

- 375 -



 

  

果を基礎として、高難度性の原因が複合した「超高難度」の試料（多数回膜貫通型タンパク質のヘテロ

多量体、1300 残基超の巨大タンパク質を含む巨大ヘテロ複合体、数百ヌクレオチド残基の核酸を含む巨

大ヘテロ複合体など）を共発現法、再構成法などにより調製するための開発に取り組む。さらに、結晶

化の技術としては、核形成制御等の新規要素技術の開発に取り組む。これらに加えて、マイクロフルイ

ディクス技術（これまでは結晶化のみに適用）を用いる新規の方向性に取り組む。これにより、タンパ

ク質試料の細胞合成・無細胞合成、高純度精製、安定化、構造・機能分析・評価、結晶化、結晶の分析・

評価、回折データの評価、化合物添加効果の分析・評価などのステップを、マイクロ〜ナノリットル・

スケールで自動化して行えるシステムを構築するための要素技術の開発を推進する。これらの要素技術

開発については、現在は予備的な検討・実験の初期段階を経過しつつあり、平成 21〜23 年度には本格

的に取り組むことが可能である。そして、要素技術として確立したものについては、迅速に上記の全体

システムに搭載し、その高度化を推進していく予定である。 

１０．特記事項 

 新規脂質を用いるキュービック液晶法によって、多数回膜貫通型膜タンパク質で、サイズ 20mm 程度

までの結晶が再現性良く得られるものがでてきている。さらに、非天然型アミノ酸導入法の開発により、

蛍光色素で標識できるようになったので、キュービック液晶中の微小結晶のハンドリングが可能なっ

た。今後は、プログラム内の技術開発課題 C の若槻プロジェクトとの緊密な連携により、ビームライン

での回折データ収集のステップにフォーカスできる。また、技術開発課題 D の岩田プロジェクト、高木

プロジェクトと連携して、抗体の利用も進めていきたい。ターゲットタンパク研究との共同研究をより

発展させ、技術移転にも拍車をかけ、プログラムに貢献していきたい。また、制御の長野プロジェクト

との連携も始まり、生産・解析・制御が一体となる次世代技術開発の方向性が見えてきたことも強調し

たい。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）     13,091     4,259     13,598       30,948 

人件費（千円）    289,603    400,267     400,932    1,090,802 

業務実施費（千円）   404,997    255,474     202,049      862,520 

間接経費（千円）    212,308    198,001    188,538        598,847 

合計（千円）    920,000    858,000    817,000      2,595,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 
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３．特許出願リスト 

 

表題 概要 出願年月日 

膜タンパク質の製造方法 (日本) 脂質ディスクまたはリポソーム内で天然

構造又は活性構造に折りたたまれた膜タ

ンパク質の製造方法 

平成 19 年 11 月 5 日

膜タンパク質の製造方法 (PCT)         同上 平成 20 年 11 月 5 日

エステル結合を含む非天然 

タンパク質の製造方法 (日本) 

アミノアシル-tRNA 合成酵素とリボソー

ムの翻訳系を用いて、部位特異的にα-ヒ

ドロキシ酸をタンパク質へ導入した非天

然タンパク質の製造方法 

平成 19 年 11 月 22 日

エステル結合を含む非天然 

タンパク質の製造方法( PCT) 

        同上 平成 20 年 11 月 21 日

アミノアシルｔＲＮＡ合成酵素

活性を有するポリペプチド及び

その利用 (日本) 

非天然アミノ酸とｔＲＮＡとの対応付け

の特異性が高いアミノアシルｔＲＮＡ合

成酵素活性を有するポリペプチド及びそ

の利用 

平成 20 年 2 月 8 日 

アミノアシルｔＲＮＡ合成酵素

活性を有するポリペプチド及び

その利用 (PCT) 

        同上 平成 21 年 2 月 4 日 
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課 題 名 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 機 関 名 大阪大学 

代 表 研 究 者 名 高木 淳一 

分担機関・分担研究者名 大阪大学（川上 徹、禾 晃和） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

【目的】医学的・生物学的に重要な細胞外蛋白質や受容体などの膜蛋白質の動物細胞を用いた組み替

え発現のボトルネックの解消を目指し、新規アフィニティタグを軸とした発現・スクリーニングシス

テム開発によって、構造解析だけでなく機能解析にも有用な「高品質蛋白質」の生産を飛躍的に加速

し、本事業で目指す「困難な蛋白質の解析」に多大な貢献をする。 

【目標】（１）抗体を用いた新規ペプチドタグシステムと、（２）低分子二量体化ペプチドタグ（ABZip

タグ）システムの確立、を３年間で完成

する。これらの新規技術は、①発現細胞

樹立のための迅速スクリーニング、②微

量蛋白質の１段階完全精製、③膜蛋白質

結晶化のための可溶化条件の 適化、④

微量蛋白質からの抗体作製、などを可能

にする。サブテーマ１（アフィニティタ

グ抗体の開発）は、動物細胞発現系にお

いて培養上清（あるいは細胞抽出液）中にごく微量しか得られない組み替え蛋白質を、効率的かつ迅

速に精製することを可能にし、また動物細胞発現系でボトルネックとなる高発現細胞株のスクリーニ

ングと樹立を加速する。サブテーマ２（低

分子ペプチドタグの開発）は、夾雑物の存

在下でもターゲットのタンパク質を簡単・

特異的に標識できるようにすることによっ

て、膜タンパク質の構造解析で も困難な

ステップである活性状態での可溶化と安定

化の条件検討を微量のテスト発現系で可能

にし、さらに、これまでは精製タンパク質

を必要とした多くのアッセイを、未精製微

量タンパク質で可能にする革新的な技術で

ある。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 サブテーマ１の抗ペプチドタグ抗体システムについては、二つのタグ抗

体について開発を進め、Target タグシステムについては精製システムとし

ての有用性を多数の実施例を重ねて確立し、eTEV タグシステムについて

はそれを上回る多機能タグシステムとなることが期待される段階にまで

達した。ともに国際的に競争力のある技術として特許化を進めている。

サブテーマ２の ABzip システムについても基本的原理の実証を終わり、
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細胞のリアルタイムイメージングへの応用に成功した。より安定なタギ

ングが可能となるような有機化学的改良を進めている。 

（２）技術開発の進捗及び

成果 

 

①抗体を用いた新規ペプチドタグシステム 

・アフィニティ精製に応用可能なＰ４タグ配列の最適化 

 先に開発に成功しているＰ４タグモノクローナル抗体 P20.1（Sangawa et 

al. Hybridoma 2008）は、蛋白質精製における利便性を 大化するため、実

効親和性の向上を目指してタグ配列の 適化を行った。P4（６アミノ酸残

基）ペプチドを１，３，５回繰り返した重複配列タグ(P4x1、P4x3、およ

び P4x5 と呼ぶ)をもつ融合蛋白質を作製し、ビアコアでキネティクス解析

を行った結果、P4x3 では P4x1 の８０倍、P4x5 では１８０倍の親和性向上

が得られた。P20.1 抗体とペプチドタグの結合は 40%のプロピレングリコ

ールを含む緩衝液で完全に解離するため、精製システムとして現存のどの

システムよりもランニングコストが低く、しかも抗体レジンを 30 回以上

繰り返し使用できることを示した（下図）。P4x3 タグを組み込んだ動物細

胞用発現ベク

ター

pCX-NP4x3, 

pCX-CP4x3 を

作成し、多数の

細胞外蛋白質、

受容体細胞外

領域フラグメ

ントの発現に

成功するとともに、プログラム内外の研究者に供与し始めた。（Nogi et al 

Protein Sci., 2008）。その後、認識に必要な 小配列をファージディスプレ

イ法で探索し、 小認識単位が YPGQ の４残基であることをつきとめ、

この４残基コアの繰り返し配列をタグとすることで、溶液親和性を 大の

ものを得ることが出来た。こうして得られた一連の P4 ペプチド由来タグ

を、「Tandemly Arranged Recognition motif combined with Gentle Elution 

Technology(TARGET)タグ」と総称することにした。  

・ Target タグシステムの実証実験 

 神経発生に関わる蛋白質（F-spondin）に

TARGET タグを付加して動物細胞で発現し、

P20.1 抗体を用いて１段階精製に成功した。こ

の蛋白質は高品質の結晶を与え、1.45Å分解能

の結晶構造を、わずか３週間で決定する事が

出来た（右図）。（Nagae et al. Acta Crystal D. 

2008）この他に、ターゲットタンパク B課題

との連携により、セマフォリンの細胞外ドメインの生産・精製を行い、

sema6A については 2.7Å 分解能の構造を得ている。 
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・第二のタグ（eTEV タグ）抗

体の開発 

 抗 eTEV 抗体（クローン

2H5）を樹立した。この抗体は

抗原である１１残基の中に

TEV プロテアーゼ認識配列を

内包し、検出・精製タグとし

て利用したのちは特異的な切

断によって除去できる。

Alanine scanning によって抗

体の認識に必要なモチーフを

決定し、キネティクス解析を通して繰り返しが必要ないほど高い溶液親和

性を持つことも明らかにした。さらに、2H5-Sepharose を用いた eTEV タ

グ蛋白質の 1 段階精製も可能であることを明らかにした（上図）。 

・ダブルタグシステムの開発 

本課題で開発に成功した Target

タグと eTEVタグをタンデムに

つないだ「ダブルタグ」システ

ムを構築した。通常目的タンパ

ク質の異なる部位に別々に導

入する必要がある二つのタグ

を、連続した形でコンパクトに

まとめることにより、どんなタ

ンパク質でも簡単に検出・定

量・精製、さらにはタグの除去

が可能である。上図に示すような一続きのペプチドタグでサンドイッチ

ELISA による定量が可能であることを 2 種類の蛋白質で確認した 

②低分子二量体化ペプチドタグ（ABZip タグ）システム 

 ABzip タグシステムは、特異的な二量体形成能をもつコイルドコイルペ

プチド（Azip および Bzip）を利用することで、膜タンパク質や微量の可

溶性タンパク質の未精製状態での蛍光ラベルを可能にし、タンパク質の性

状解析やイメージングに適用する技術である。様々な目的に使える技術で

あるが、これまでに（１）膜タンパク質の細胞上での特異的ラベル化、（２）

可溶性リガンドの１段階標識と生細胞を用いた受容体結合のリアルタイ

ムアッセイ、（３）微量可溶性タンパク質のビーズを用いた検出、などに

成功した。 
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３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ３件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

３件 

４．グループ全体の論文発表件数 ５件 

５．グループ全体の特許出願件数 ２件（うち国外１件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 主要なサブテーマである、抗ペプチドタグ抗体システムの開発に関しては、極めて順調に、むしろ

予想を上回る成果を挙げていると考える。Target タグに関してはその実用性の高さが複数の例で確認

でき、タンパク質精製において現在市販されているシステムより優れていることが明らかとなってき

た。eTEV タグに関しては解析を進めるにつれて Target タグよりさらに広い有用性と他に例を見ないユ

ニークな性質を持つことが明らかとなってきており、これらは基礎科学研究への貢献と同時に国際的

に強い競争力をもつ製品化が十分可能なレベルに達すると予想している。この成功には詳細な条件検

討を多数のタンパク質に応用して実施例を作りながら進めてきたことが大きく寄与しているが、課題

内の努力だけでなく他のプログラム課題とリアルタイムで連携して来たことがその主な原動力であっ

た。具体的には、Ｂ課題「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」（代表：熊ノ郷淳）において sema6A の細胞外ドメインの結晶化と構造決定に役

立った。「特殊なケースで、一部の構造生物学者にとってのみ有用な技術」ではなく、およそタンパク

質の生産と精製が関わるものなら基礎と応用を問わずどのような局面でもその威力を発揮するシステ

ムが、間違いなく完成する見通しである。 

 第二のサブテーマである ABZip タグシステムに関しては、 も重きをおいていた膜タンパク質可溶

化条件検討への応用という点でいまだに問題が克服できていない。低分子ペプチドの非共有結合的二

量体化を利用するという 大の利点はそのまま短所でもあり、detergent の影響を除ききれないで居る。

ケミストリーを根本的に考え直したペプチド官能基デザインが今後の成功の鍵を握ると考えている。

同タグシステムはしかし検出やイメージングには極めて有用であることを実証できた。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

分担機関は無いので該当しないが、分担者は全て阪大蛋白研の内部におり、結果報告、進捗状況のチェ

ック、ディスカッションは日常的に直接会って行っている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

 研究代表者が分担者として加わっている下記の２つの課題については、本課題で開発した技術（Target

タグおよび eTEV タグ）をいち早く取り入れ、すでに蛋白質の生産と精製を進めている。 

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

開発（代表者：熊ノ郷淳） 

課題名：アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御（代表者：富

田泰輔） 

 このほかに、加藤博章博士（京大薬学研究科、膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発）、濡木理

博士（東大医科研、非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明）、横山茂之・脇山素明博士（理

研、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）らに Target タグシ

ステムの供与をおこなった。また、プログラム内の研究者からの供与要請に対応するために精製用の
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P20.1 セファロースと合成ペプチドを大量に調製済みである。 

 また、情報ＰＦには通常の進捗ＭＳへの登録はもちろん、中村春木教授が担当する実験ＭＳに対して

組み換えタンパク質発現のプロトコルを提供し、プロトコルＤＢの開発に協力している。 

９．今後の展望 

 前述のように現在の進捗状況は当初の計画を上回るペースで進んでおり、H21 年度内には Target タ

グシステムを用いた複数の構造解析の完了が期待される。eTEV システムについても Target タグと組

み合わせたダブルタグシステムの実用化例を 低限１つ完了出来る見込みである。ABzip タグについ

ては、イメージングのための標識法としてはすでに開発が完了し、膜蛋白質への応用については現在

試みている有機化学的改良が成功すれば非常にインパクトのある標識法として確立できる。 

 このように本課題は H21 年度内にそのほとんどの目的を遂げてしまう。しかしながらこれらの技術

をプログラムの推進のためにさらに広範に活かし、また次の世代の新規タグ技術へと発展させるため

に、ぜひ延長を希望する。単なる継続ではなく、以下のような具体的な発展的計画を持っている。 

【平成２２，２３年度の計画】 

（１）Target タグシステムを用いた迅速な安定発現株取得と大量培養パイプラインの構築 

Target タグシステムとビアコアを用いた培養上清の高速スクリーニングを確立し、９６ウェルレベル

でのアッセイが可能となったことから、動物細胞発現のネックである安定高発現株取得をテクニシャ

ンが実施可能なルーチン化することにほぼ成功している。これについて実施例を増やすとともに、希

望するプログラム内のターゲット課題研究者にこのパイプラインを提供する。協力のレベルは、クロ

ーン取得のみから、大量培養と精製まで、様々なレベルで対応でき、個々の研究者の裁量を制限しな

い形で行うことができる。 

（２）抗体や高価なレジンを必要としない精製タグの開発 

Target タグは市販のシステムに比べて極めて安価にタンパク質の精製を可能にするが、それでも特

定の抗体の利用を前提としている。本課題で開発したタグ技術を、そのような特殊な試薬、アフィニ

ティー担体等をいっさい必要としないタギングシステムへと進化させる方法を見いだし、現在開発中

である。本技術（FATT タグ）は「３０年前の研究室でも精製できる」ものであり、成功すれば、研

究資金の豊富な 先端科学者だけでなく、広く一般の教育・研究に携わる者に有用なツールを提供で

きる。 

１０．特記事項 

（１）特許について 

P20.1 抗体と Target タグシステムについては大阪大学が出願人となって国内特許出願および国際出願

（PCT 出願）を済ませた。同システムは現在ライセンス化を模索しているが、業界トップの試薬会社

が強い興味を示している。また、eTEV タグシステムについては現在国内出願準備中である。 

（２）研究者コミュニティへの成果の還元について 

 ターゲットタグと P20.1 抗体のシステムについて、論文を公開するとともに、２００９年１月に開

催された、タンパク質の生産技術に関するバイオテク・バイオベンチャー中心のカンファレンス

（PepTalk2009）において、本システムについての招待講演を行った。現在までに海外の academic 

researcher から供与の依頼が多数来ている。これまでに MTA を締結して供与した研究者は以下の通り。 

Dan Leahy (Johns Hopkins Univ, USA)、Jia-huai Wang(Harvard Med School, USA)、John 

Hartwig(Harvard Med School, USA)、Young Ho Jeon(Korea Basic Science Inst., Korea)、Zaverio 
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Ruggeri (Scripps Research Institute, USA)、Tomas Lindahl(Linköping University Hospital, 

Sweden) 

また、P20.1 のハイブリドーマは理研バイオリソースバンク（http://www.brc.riken.jp/lab/cell/）に寄託済

みであり、公的機関の研究者には入手可能となる予定である。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円） 30,851        18,242       14,260        63,353   

人件費（千円）       882        4,222         9,820       14,924   

業務実施費（千円）     9,805        15,998        15,920      41,723 

間接経費（千円）      12,462        11,538       12,000      36,000   

合計（千円）       54,000        50,000       52,000 156,000 
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

P20.1 Fab-peptide complex 2zpk Target タグシステムの中心となるモノクローナル抗体

P20.1 の抗原ペプチドとの複合体構造であり、特異性の

構造基盤を知り、将来の改変・改良を進める上で鍵と

なる構造である。 

F-spondin 198 2zot Target タグシステムの実証実験として行った F-spondin

フラグメント（198 残基）の構造である。結晶化と解析

の難易度は高くなかったが、これは本システムで極め

て高品質な精製が可能であったことを逆に証明した形

である。 

F-spondin 145 2zou 上と同様な実証実験だが、より短いフラグメント（145

残基）を用いており、細胞外蛋白質としては極めて高

分解能（1.45Å)が得られた。 

 

 

２．論文のリスト 

 

◎ Nogi, T., Sangawa, T., Tabata, S., Nagae, M., Tamura-Kawakami, K., Beppu, A., Hattori, M., Yasui, N., and 

Takagi, J. (2008) Novel affinity tag system using structurally defined antibody-tag interaction: Application 

to single-step protein purification. Protein Sci., 17, 2120-2126.  

◎ Nagae, M., Nishikawa, K., Yasui, N., Yamasaki, M., Nogi, T., and Takagi, J. (2008) Structure of F-spondin 

reeler domain reveals a unique β-sandwich fold with a deformable disulfide-bonded loop. Acta 

Crystallographica D64, 1138-1145. 

◎ Sangawa, T., Nogi, T., and Takagi, J. (2008) A murine monoclonal antibody that binds N-terminal 

extracellular segment of human protease activated receptor-4. Hybridoma, 27(5),  

   331-335. 

   Matsumoto, A., Kamata, T., Takagi, J., Iwasaki, K., and Yura, K. (2008) Key interactions in ectodomain of 

integrin for global conformational change detected by elastic network normal mode analysis. Biophys. J., 

95(6), 2895-2908. 

   Yamaguchi, H., Takagi, J., Miyamae, T., Yokota, S., Fujimoto, T., Nakamura, S., Ohshima, S., Naka, T., 

and Nagata, S. (2008) Milk fat globule EGF factor 8 in the serum of human patients of systemic lupus 

erythematosus. J. Leukocyte Biol., 83, 1300-1307. 
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３．特許出願リスト 

 

表題 概要 出願年月日 

タグペプチドが結合した融合

タンパク質、タグペプチドに対

する抗体及びこれらを用いる

タンパク質の精製方法（特願

2008-020804） 

本課題で開発したTargetタグとその抗体

P20.1 を用いた精製システムとその利用

法に関する特許 

平成 20 年 1 月 31 日 

タグペプチド及びその利用

（PCT/JP2008/073069) 

上記特許の国際（ＰＣＴ）出願 平成 20 年 12 月 18 日
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課 題 名 膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発 

代 表 機 関 名 京都大学 

代 表 研 究 者 名 加藤 博章 

分担機関・分担研究者名 理化学研究所（山下 敦子） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

１．膜タンパク質の結晶化能を評価するための実験法の開発 

２．ペルオキシソームを利用した膜タンパク質の大量発現系の構築 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要  膜タンパク質の結晶化能を評価するための実験法の開発として、真

核細胞発現系のための結晶化用試料スクリーニングシステムを構築

し、特に、分泌発現系で適用可能なシステムを初めて構築することに

成功した。さらに、GFP融合タンパク質の種々の手法を融合した膜タ

ンパク質発現条件確立支援法として、培養細胞を用いたタンパク質発

現のin vivo測定法および結晶化コンストラクト選抜法を開発し、GFP

融合タンパク質In-gel蛍光Native電気泳動法開発につながる電気泳

動条件を見いだすことに成功した。 

 ペルオキシソームを利用した膜タンパク質の大量発現系の構築をめざ

し、まず、ペルオキシソーム膜タンパク質群（PMPs）のペルオキシソーム

局在化機構を解明するため、PMPs と輸送体 Pex19p との結合様式を決定す

るとともに、結晶化に適した PMPs の選抜を行い、Pex3p-Pex19p 複合体の

結晶構造を決定した。その過程で、ヒトとメタノール資化性酵母 Pichia 

pastoris では、Pex19p と Pex3p が互いを認識できないことを明らかにした。

次いで、ヒト由来 PMPs を P. pastoris にて正常に発現させるため、その輸送

体 Pex19p および受容体 Pex3p を P. pastoris に導入し、発現した PMP の局在

化場所を元株と変えることができた。 

 これまでに本課題にて確立した、未精製状態における結晶化能の評価法

を基盤とした結晶化に適した膜タンパク質の合理的な選抜方法、ジャーフ

ァーメンターによる P. pastoris 大量生産法などの手法を真核生物由来の新

規膜タンパク質へと応用し、結晶化することができた。 

（２）技術開発の進捗及び

成果 

 

１−１ 真核細胞高品質膜タンパク質発現系のための結晶化用試料スクリ

ーニングシステム構築 

 真核細胞発現系を用いたGFP融合発現ベクターの設計と試験タンパ

ク質を適用した発現実験を行い、使用可能な真核細胞発現系結晶化用

試料スクリーニングシステムを構築した。メタノール資化性酵母P. 

pastorisおよび昆虫培養細胞について、発現スクリーニング用ベクタ

ーを設計・構築し、レポーターGFPが目的の発現系で適切にフォール

ディングして蛍光を発し、予想される分子量で単分散の溶液挙動を示

す系を確立した。次に、これまでに結晶構造解析が成功している膜タ

ンパク質や分泌タンパク質など種々の試験タンパク質遺伝子をベク

ターに導入し、発現実験を行った。その結果、それぞれ期待される発
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現量、蛍光観測ゲルろ過溶出プロファイル、および細胞内局在が観察

されることを確認した。特に、これまでGFPのフォールディングに問

題が起きやすいことが一因となり試料スクリーニングシステムの適

用の報告がなかった分泌発現においても、構築したシステムが適切に

機能することを立証した。 

１−２ GFP融合タンパク質の種々の手法を融合した膜タンパク質発

現条件確立支援法の開発 

(a) 培養細胞を用いたタンパク質発現のin vivo測定法開発 

昆虫培養細胞などの動物培養細胞でのタンパク質発現量をin vivoで

簡便かつリアルタイムに測定できる方法を開発した。本課題にて構築

したスクリーニングベクターを利用し、マイクロプレートリーダーを

用いた測定条件を検討した結果、培養槽の開封や細胞の回収・破壊分

析の必要なく、細胞を付着培養した状態でそのまま発現タンパク質量

を測定できる条件を見出した。この方法の定量性や適用性について

は、既存の定量法との比較や種々の試験タンパク質の適用実験によっ

て立証できた。本法はタンパク質の発現条件確立の支援や、試験タン

パク質から発現性のよいものをハイスループットでスクリーニング

する方法として利用可能である。 

(b) 結晶化コンストラクト選抜法の開発 

膜タンパク質をはじめとする難解析性タンパク質から、結晶化に適したド

メインを見いだすなど、結晶化コンストラクトの迅速な選抜を支援する方

法を開発した。モデルタンパク質としてカルシウムチャネルを用い、In gel

蛍光電気泳動法をはじめとした種々の GFP 融合タンパク質技術を応用した

結果、安定で構造解析に適していると予想される細胞質ドメインを迅速に

選抜することに成功した。選抜した当該ドメインについて常法に基づいて

大量発現系を構築し、発現・精製を行った結果、精製標品も安定かつ単分

散の結晶化に適した性質を保持していることを立証した。 

(c) GFP融合タンパク質In-gel蛍光Native電気泳動法開発 

 結晶化用試料スクリーニングのハイスループット化を目的に、GFP

融合タンパク質のIn-gel蛍光Native電気泳動法を開発している。ま

ず、In-gel蛍光電気泳動ゲル観察に適した照明装置を開発した。波長

幅が狭く指向性の高いLEDの性質に着目して、それぞれのGFP変異体の

励起波長にあったLEDを利用した照明装置を構築した。この照明装置

を用いた観察結果を、従来法と比較したところ、GFPのIn-gel蛍光を

より低バックグラウンドで高感度に検出できることを確認した。さら

に、GFP融合膜タンパク質のNative-PAGE電気泳動条件について検討し

た。結晶構造が報告されているいくつかの高品質膜タンパク質を試験

タンパク質としてGFP融合タンパク質を作成し、種々の条件での泳動

を比較した結果、GFP蛍光によるバンド検出が可能で、これまでに報

告されているNative電気泳動法改良法による泳動条件よりもシャー

プな泳動バンドを与える泳動バッファー添加剤をいくつか見いだす

ことに成功し、同法の開発達成に道筋をつけた。 
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２−１立体構造に基づいたペルオキシソーム膜タンパク質(PMP)輸送

メカニズムの解明 

 ペルオキシソーム膜タンパク質PMPのペルオキシソーム局在化機構

解明を基に膜タンパク質の高発現化を図るため、結晶化に適したペル

オキシソーム膜タンパク質群PMPsの探索を行った。すなわち、PMP22、

PMP70、ALDP、PMP47、Pex3pなど複数のペルオキシソーム膜タンパク

質群PMPs遺伝子と蛍光タンパク質GFPやYFPを繋ぎ、Pichia用のベクタ

ーであるpPIC3.5あるいはpPICZ系プラスミドに対して、Ligation-ind

ependent Cloning法やHetero-stagger法などハイスループットなク

ローニング法を用いてサブクローニングするとともに発現したクロ

ーンを選抜した。 

 次いで、微量で培養した菌体を界面活性剤にて可溶化し、超遠心し

た上清をGFPに由来する蛍光を検出することによりゲルろ過分析し

た。その結果、結晶化に適すると判断されるPMPsを未精製の状態で効

率良く選抜することができた。 

 さらに、蛍光観測ゲルろ過法にて選抜されたPMP22、Pex3pおよびPM

P47発現株を、ジャーファーメンターを用いて高密度培養することに

より大量生産した。その際、蛍光観測ゲルろ過により発現PMPを定量

することで、容易に培養条件の 適化ができた。ラット由来PMP22が

も良く発現し、培養液４ℓ当り90ミリグラムの精製標品が得られた。

この収量は、フラスコ培養の60倍に相当した   (Protein Expr. Puri

f., 64(1): 47-54 (2009))。 

 一方、結晶化に適していることが示されたPMPのうちPex3pについて

は、結晶化条件探索を合理的に進める目的で、部位特異的変異導入、

蛍光スペクトル分析、表面プラズモン共鳴法、共焦点蛍光顕微鏡観察

などを用いてPex19pとの相互作用様式を詳しく調べた。その結果、Pe

x3p:Pex19pの化学量論は、1:1であること、Pex3pのTrp104がPex19pと

の結合に直接関与していること、さらに、Pex3pとPex19pの結合が300

倍程度低下すると、細胞内でのペルオキソソーム生成ができなくなる

ことが判明した(J. Biol. Chem. 283(10): 6136-6144 (2008))。この

結果を基に、Pex3p—Pex19p複合体の結晶化条件を探索したところ、

良質の結晶を得るとともに、Ｘ線結晶解析によりその立体構造を決定

できた（投稿準備中）。 

２−２ ヒト由来Pex19p、Pex3p導入Pichia pastoris株の確立 

 メタノール資化性酵母P. pastorisで発現させたラットPMP22は、核

および小胞体(ER)にほとんど局在していた。そこで、ヒト由来のPMPs

輸送体Pex19p、その受容体Pex3pを導入したP. pastorisの育種を行

い、ペルオキシソームへと局在化できるように改良を行った。しかし、

その菌株を高密度培養したところ溶菌が起きてしまうことを見出し

た。一方、ヒト由来Pex3p–Pex19p複合体の立体構造解析から、ヒトと

P. pastorisでは、Pex3pとPex19pの相互作用様式に違いのあることを

構造に基づいて理解できたことから、P. pastorisのPex3pと結合でき
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るように種々改変したPex19pを調製して導入したところ、未導入株と

は異なり、ペルオキソソームである可能性の高いオルガネラにPMP22

を局在化できるP. pastoris株を取得することができていることを確

認できた。 

２−３ 確立した支援法の新規膜タンパク質結晶化への応用 

 本課題研究で確立してきた「結晶化能の高い膜タンパク質選抜法」

を好熱菌およびヒトを含む真核生物の膜タンパク質、ABCトランスポ

ーターに適用した。すなわち、それぞれ数10種類のP-糖タンパク質(A

BCB1)ホモログ遺伝子をハイスループットにGFP融合体としてクロー

ニングした。次いで、正しく細胞内での膜局在化が得られたクローン

について、In-gel蛍光電気泳動法と蛍光ゲル濾過により、結晶化に適

したものを選別した。そして結晶化能の良いものだけを選び、ジャー

ファーメンターよる高密度培養を行って、得られた大量のタンパク質

を精製し、効率的な結晶化条件検索を行った。その結果、真核生物由

来新規膜タンパク質が結晶化に適することを見出すとともに、8Å分解

能のX線回折を与える結晶を得ることに短期間で成功した（論文投稿

準備中）。さらに、分解能の向上により立体構造解析を実施する予定

である。なお、同じ遺伝子を昆虫細胞でも発現させ、P. pastorisと

の比較も行った(Protein Expr. Purif., in printing (2009))。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

1 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 3 件 

５．グループ全体の特許出願件数 1 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 「膜タンパク質の結晶化能を評価するための実験法の開発」、「Pichia pastoris を用いた正常膜タンパ

ク質の大量発現系の構築」とも当初計画通り順調に目標を達成している。さらに得られた方法を他の新

規膜タンパク質の結晶化へと応用することもできている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

 分担機関とは、研究機器や試料の相互提供、研究担当者の往来、研究成果である開発手法と機器の相

互提供などの連携を行っている。また、電話と e-mail による日常的な情報交換に加え、１〜２ヶ月に１

度の相互訪問による情報交換会議、年に１度の主な研究従事者全員が集まった班会議の開催により、情

報と成果の共有を実施している。また、それぞれの研究成果を統合して、膜タンパク質結晶化支援法と

してまとめることにより、どちらの所属機関においても利用可能な体制ができている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

 本課題にて構築した膜タンパク質の結晶化支援法は、以下の研究課題の進展に貢献した。 
1）「新規味物質・味評価法に重要な味覚受容体の構造・機能解析（研究代表者：山下敦子）」において、

開発した昆虫培養細胞用試料スクリーニングシステムや GFP 関連技術を活用することで、結晶化に有

望なコンストラクトを初めて発見することができた。 
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2）「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（研究代表者：松岡信）」

において、ジベレリン受容体タンパク質の発現精製条件、特に、凝集を防ぐための界面活性剤の条件を

探索するために、ゲル濾過法や迅速クローニング法など、膜タンパク質の結晶化支援法が役立ち、ジベ

レリン−受容体 GID1 複合体の立体構造決定に導いた。（Nature, 456, 520-523 (2008)） 
９．今後の展望 

・GFP 融合タンパク質 In-gel 蛍光 Native 電気泳動法開発について 

本課題にて、GFP の蛍光検出が可能で、良好な分離が見られる条件を見いだすことに成功したため、今

後は得られた泳動条件を至適化し、極めて効果的な試料スクリーニング法である蛍光ゲルろ過クロマト

グラフィー法のハイスループット代替分析法となりうる技術につなげる。さらに、得られた条件をもと

に、平成２２年度以降はキャピラリー電気泳動法やマイクロチップを用いたミクロ流路電気泳動法に展

開することで、さらに解析試料の微量化、解析時間の大幅な短縮、多検体の同時解析化を目指す。 
・ペルオキシソームを利用した膜タンパク質の大量発現系の構築について 

 Pex19p を導入することによって得られたペルオキシソームらしいオルガネラへの標的膜タンパク質

の局在化を別途確認し、当初計画通りに、結晶化に適した立体構造となっていることを評価する予定で

ある。また、Pex3p–Pex19p 複合体の立体構造から明らかになった PMP 輸送メカニズムに基づいて、他

の PMP や PMP 以外の膜タンパク質の発現を実施する。 

１０．特記事項 

（１）研究成果について 
・ 新規に、「分泌発現にも適用可能なスクリーニングシステム」、「Pichia pastoris を用いたヒトペルオ

キシソーム膜タンパク質の大量発現系」が構築できた。これまでに報告がなく、今後、この発現系が

構造生物学的なアプローチの原動力になると期待される。 
・ Pex3p—Pex19p のＸ線結晶構造解析が達成されたことから、PMP 輸送機構の構造基盤解明に道が開

けた。ペルオキシソーム生成と PMP 輸送に必須な複合体の構造は、細胞生物学コミュニティが長く

待ち望んでいたものである。 
・従来から比較すると遥かに短い数ヶ月程度の期間に、膜タンパク質の結晶化を達成できる支援技術を

確立することができた。 
（２）人材育成について 
・関連する研究テーマにて、これまで 3 名の大学院生が博士学位を取得し、2 名が来年度取得予定とな

っている。取得者のうち、1 名は製薬企業の研究所、他の 2 名はポスドク研究者として活躍している。

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）      12,121           4,115              0           16,237

人件費（千円）           0          10,054         13,309           23,363

業務実施費（千円）     10,956           7,369         11,306           29,631

間接経費（千円）          6,923           6,462          7,385           20,769

合計（千円）         30,000          28,000         32,000           90,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

Pex3p—Pex19p 複合体  ペルオキシソーム膜タンパク質輸送の中核となる も

重要な複合体である。Pex3p は膜タンパク質、Pex19p は

intrinsically unstructured protein であり、いずれも結晶化

が困難だったため、これまで解析例がなかった。 

 

 

２．論文のリスト 

 

◎Sato Y, Shibata H, Nakano H, Matsuzono Y, Kashiwayama Y, Kobayashi Y, Fujiki Y, Imanaka T, Kato H, 

Characterization of the interaction between recombinant human peroxin Pex3p and Pex19p: Identification of 

TRP-104 in Pex3p as a critical residue for the interaction., J. Biol. Chem. 283(10): 6136-6144 (2008) 

◎Egawa K, Shibata H, Yamashita S, Yurimoto H, Sakai Y, Kato H, Overexpression and purification of rat 

peroxisomal membrane protein 22, PMP22, in Pichia pastoris., Protein Expr. Purif., 64(1): 47-54 (2009) 

◎Kodan A, Shibata H, Matsumoto T, Terakado K, Sakiyama K, Matsuo M, Ueda K, Kato H., Improved 

expression and purification of human multidrug resistance protein MDR1 from baculovirus-infected insect 

cells., Protein Expr. Purif., in printing (2009) 

 

 

３．特許出願リスト 

 

表題 概要 出願年月日 

培養細胞を用いたタンパク質発

現のリアルタイム測定法 

培養細胞による目的タンパク質の発現量を、

通常の細胞培養条件において細胞を回収及

び破壊することなくリアルタイムで、簡易且

つ正確に測定する方法 

平成 20 年 2 月 8 日
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課 題 名 抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術の確立 

代 表 機 関 名 京都大学 

代 表 研 究 者 名 岩田 想 

分担機関・分担研究者名 東京大学 （浜窪 隆雄） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 
膜蛋白質の X 線結晶構造解析を体系的かつ網羅的に推進してゆくためには，膜蛋白質と特異的に結合

する抗体を効率よく迅速に作製し，膜蛋白質／抗体複合体の全体としての親水性表面を拡張することに
よって結晶性を向上させるという戦略が有効である．本研究の目的は，任意の膜蛋白質に対してその結
晶性を向上させる人工抗体「結晶化リガンド (crystallizing ligand)」を作製するための普遍的な技術を確
立することである．開発すべき要素技術は次の三点である． 
  (i) 膜蛋白質の機能的構造を保持したままマウスに免疫する技術 
  (ii) 結晶化リガンド候補のハイスループットスクリーニング系 
  (iii) 天然抗体を進化分子工学の手法で改変して高親和性結晶化リガンドを創製する技術 
これらの技術を用いて膜蛋白質の新規構造を，2〜2.5Åでの高分解能で決定することを目指す． 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要  膜蛋白質の天然の立体構造を認識する高親和性抗体をハイスループットで作製す
るシステムを構築した．テストケースとして実際に本システムを適用して，多数の
内在性膜蛋白質に対する高親和性抗体の作製に成功した．このシステムを用いた場
合，マウスへの免疫を開始してから陽性 Fab フラグメントを取得するまでにかかる
時間は平均して 2〜3 か月であり，複数のターゲット膜蛋白質に対する抗体作製を
同時並行で進められる．得られた Fab フラグメントを用いて，膜蛋白質との複合体
結晶の作製が可能となった． 

（２）技術開発の

進捗及び成

果 

 

（a）膜蛋白質の機能的構造を保持したままマウスに免疫する技術の開発：膜蛋白
質に対する抗体を作製する従来の標準的な方法では，ターゲット膜蛋白質の精製標
品または部分オリゴペプチドを抗原として使用する場合がほとんどであった．しか
しながらその方法では，免疫後にマウスの血中抗体価が上昇しない，あるいは得ら
れた抗体の大部分が膜蛋白質の部分アミノ酸配列をエピトープとするもので優占
する，といった問題点がある．この問題点を回避するために，ターゲット膜蛋白質
を再構成したプロテオリポソームを抗原としてマウスに免疫する技術を開発した．
このリポソーム抗原を使用することにより，抗体作製の際に大きな支障となる膜蛋
白質の立体構造の不均一性の問題点が解消されるとともに，野生型 BALB/c 系統の
マウスに免疫した場合でも有意に高い免疫反応が得られ，マウスが自己蛋白質とし
てターゲット膜蛋白質のホモログを持っている場合に起こる免疫寛容もほとんど
問題にならないことが明らかになった．免疫に要する時間は 1.5〜2 か月であった．
 
（b）新規な ELISA 法の開発：一般に界面活性剤で可溶化した膜蛋白質は構造的に
不安定である．この問題点を克服するために，ターゲット膜蛋白質をリポソーム中
に再構成した ELISA を行う技術を開発した．この技術を用いて機能的構造を保持
した未変性状態の膜蛋白質の親水性表面を結合標的として提示することにより，膜
蛋白質の立体構造を認識する抗体を高効率で選抜することが可能となった． 

 
（c）抗体ファージライブラリーの作製およびスクリーニング技術の開発：膜蛋白
質リポソーム抗原をマウスに免疫して血清抗体価の上昇を確認後，脾細胞に由来す
る全 RNA を抽出し，B リンパ球由来の抗体遺伝子可変領域 (VHおよび VL)をコー
ドする cDNA 集団を，その配列多様性を維持したままファージライブラリーを作製
した  
 Fab ファージクローンのスクリーニングに際しては，膜蛋白質包埋リポソームを
固定化した磁気ビーズを用いたバイオパニング，大腸菌で培養上清中に産生させた
Fab フラグメントを用いた新規な ELISA を行い，ターゲット膜蛋白質との結合が顕
著に強い数〜十数クローンを選抜することが可能となった．ファージライブラリー
作製とスクリーニングに要する時間は 3〜4 週間であった． 
 
（d）膜蛋白質の立体構造を認識する抗体のスクリーニング法の開発：抗体を結晶
化リガンドとして活用するためには， N 末端，C 末端あるいは内部親水性ループ
などのフレキシブルな領域の部分アミノ酸配列を認識する抗体ではなく，親水性表
面の立体構造を認識する抗体を取得することが望まれる．そこで，新規な ELISA
法での抗体結合量と、積極的に変性させた膜蛋白質を提示する通常の ELISA 法で
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の抗体結合量を比較することにより、膜蛋白質の天然構造においてフレキシブルな
領域を認識する抗体を排除し、揺らぎの少ない立体構造領域を特異的に認識する抗
体をスクリーニングすることができる技術を確立した． 
 
（e）エピトープマッピング法の開発：一般に N 回膜貫通型の膜蛋白質は，N 個の
膜貫通へリックスと N+1 個の親水性領域から構成される．抗体が結合可能なのは
親水性領域のみである．この N+1 個の親水性領域に対してそれぞれ独立に，該当
領域のアミノ酸配列の長さを変えないように配列のみを全く異なる配列に置換し
た膜蛋白質変異体 N+1 種を作製し，取得した抗体を用いて新規な ELISA またはウ
ェスタンブロッティング分析を行う．野生型の膜蛋白質ではシグナルが現れるにも
かかわらず，変異体のいずれかでシグナルが消失した場合は置換した親水性領域が
抗体のエピトープであると同定する技術を確立した． 

       
 (f) Biacore による結合カイネティクスの評価技術の開発：ELISA のようなエンド
ポイントアッセイでは膜蛋白質／抗体複合体形成のダイナミクス，とくに結合の安
定性に関する情報が得られない．そのため表面プラズモン共鳴原理を基盤とした
Biacore T-100 装置を用いて Fab フラグメントの結合・解離速度の評価技術を確立し
た． Fab フラグメントを Biacore チップ上に固定化し，界面活性剤を含むバッファ
ー中でアナライトとして膜蛋白質を添加して結合・解離レスポンスを測定すること
によって相互作用の安定性を評価した．この方法により多数種の Fab フラグメント
と膜蛋白質との結合・解離動態を繰り返し自動測定することが可能となった． 

           
 (g) 膜蛋白質／抗体複合体のゲル濾過分析と結晶化スクリーニング:一般に結晶化
する分子サイズの分布が単分散（単一様相）を示す場合に結晶化能 (crystallizability)
が高いことが知られている．そのため，取得した抗体の Fab フラグメントとターゲ
ット膜蛋白質との複合体をゲル濾過クロマトグラフィーに供して，結晶化スクリー
ニングに進むか否かの選別を行っている．すでに数種の膜蛋白質／Fab フラグメン
ト複合体においてゲル濾過の共溶出パターンがシャープな単分散ピークであるこ
とを確認しており，結晶化スクリーニングを実施中である．  

 

（h）膜蛋白質に対する抗体の取得実績: 開発した技術の実証実験として，ハイブ
リドーマ法およびファージディスプレイ法を併用して膜蛋白質に対する抗体を作
製した．  

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 4 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

4 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 12 件 

５．グループ全体の特許出願件数 1 件（うち国外 0 件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 
 当初計画は順調に実施に移され，実際に技術開発目標 (i), (ii) は完全に達成された．予定より早く計
画が進んでおり，H21 年度末までに構造解析を行う目的を達成する可能性が高い．幸いなことにきわめ
て親和性の高い抗体のみが得られたため，当初計画の技術開発 (iii)「進化分子工学の手法で改変して高
親和性結晶化リガンドを創製する技術」は実施する必要性がなかった．現在，抗体と蛋白質の複合体の
結晶化を行っており，H21 年度中にはその最初の結果を報告できるはずである．H21 年度以降，ターゲ
ットタンパク研究プログラム内のほかのグループに対して技術を供与することが可能となる．しかしな
がら，非常に高価な装置（Biacore）や特殊な施設（マウス飼育施設など）などを使用するため，実際に
ほかの多くのターゲットタンパクのグループがこのプロトコールをすぐに実施することは難しいと考
えられる．現在の枠組みの上に，他のグループに対し抗体を供与するリソースが与えられれば，すぐに
でも他のグループに抗体を供与することは可能である． 

７．課題内の情報共有・連携体制 
 分担機関（東京大学）では主に「膜蛋白質の機能的構造を保持したままマウスに免疫する技術」を開
発し，新規な ELISA 法による抗体スクリーニング実施，ハイブリドーマ法による抗体取得を行った．
代表機関（京都大学）では，膜蛋白質の立体構造を認識する抗体のスクリーニングに関わる要素技術の
開発を行ったほか，分担機関で得られた知見やマウス脾臓サンプルを用いて「結晶化リガンド候補のハ
イスループットスクリーニング系」に関わる諸技術を確立し，ハイブリドーマ法およびファージディス
プレイ法による抗体取得を実施した． 
 グループ全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため，研究プログラム開始から現在までの約 21
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か月間に 4 回，業務参加者全員が一堂に会して研究方針についての議論と詳細な情報交換を行った．そ
の他に代表機関の実施担当者が分担機関での実験試料の作製の現場に立ち会い，実験設備やマウスの飼
育状況を見ながら今後の研究方針を具体的に協議した事例が少なくとも 5 回ある．さらに，平均して週
1 回の頻度で代表研究者は業務参加者にプロジェクト全体の進捗状況を電話・電子メール等の手段にて
確認・照会しつつ，計画全体の合理化を検討し具体的に指示した． 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 
 「基本的な生命の解明」分野の課題 B「創薬に繋がる V-ATPase の構造，機能の解明」グループと協
力して V-ATPase に対する抗体を作製中である．理化学研究所横浜研究所の生産 C 課題「タンパク質生
産技術開発に基づく『タンパク質発現ライブラリー基盤』の構築」とは毎月研究ミーティングを持ち，
緊密に連携して技術開発を行っており，実際に出芽酵母で哺乳類膜蛋白質を発現するためのベクターお
よび発現株を供与した．また，生産 D 課題「膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発」を実施する京
都大学薬学研究科と H20 年 12 月 26 日に共同セミナーを開催し，技術交流・情報交換を行った．  

９．今後の展望 
【平成21年度】H20年度までの研究にて既に得られている膜蛋白質／抗体複合体の結晶化スクリーニン
グを行い，複数（5〜10個程度）の良質な膜蛋白質／抗体共結晶について，シンクロトロン放射光X線回
折を用いた回折データの収集、抗体フラグメントの既知構造を用いた分子置換法による膜蛋白質／抗体
複合体の構造決定を行う。 
【平成 22 年度】H19〜H21 年度の 3 年間で開発した技術が膜蛋白質の結晶構造解析において実用性・普
遍性が高いことを実証するためにハイブリドーマ法およびファージディスプレイ法を併用して膜蛋白
質に対する抗体（結晶化リガンド）を高効率で創出し結晶構造解析を行う．膜蛋白質はいずれも高純度
の未変性蛋白質精製標品が多量に得られ，膜蛋白質単独でも結晶は生成するものの現状では回折分解能
が低いので，抗体との複合体形成によって結晶の分解能が格段に改善される可能性が高い． 
 その一方で，H22 年度および 23 年度に引き続き実施される「ターゲットタンパク研究プログラム」
の他の膜蛋白質構造研究に対して技術的な支援を行う．プログラム内で共同研究を募集し，これらの研
究者との有機的連携を図りながら構造解析を推進する． 
【平成 23 年度】H22 年度に開始した膜蛋白質／抗体複合体結晶の構造解析を完成させる．構造解析が
成功するに至った例については，膜蛋白質と抗体の分子間相互作用や共結晶中での分子のパッキングの
様式を検証し，今後の人工結晶化リガンドの分子設計戦略に向けての知見を蓄積させる． 

１０．特記事項 
 本技術は，構造解析を行おうとするターゲット膜蛋白質ごとに高効率かつ迅速にテーラーメイドの抗
体を作製する普遍的な手法として開発されたものであり，今後，膜蛋白質の立体構造を体系的かつ網羅
的に決定してゆく研究において，キーテクノロジーとして汎用されることが十分に期待できる．これま
での標準的な方法では，未変性の哺乳類膜蛋白質に対する良好な抗体を得ることは難しかった．我々は
機能構造を維持したまま膜蛋白質を免疫する方法および新規の抗体のスクリーニング法を開発し，この
問題を解決することに成功した．またファージディスプレイ法を使って抗体をスクリーニングする技術
を用いることにより，旧来のハイブリドーマ法で問題であった経済的・時間的コストを大幅に改善する
ことに成功した．このことにより，適切なリソースさえ与えられれば，ターゲットタンパク研究の対象
であるほぼ全ての膜蛋白質に対して抗体を作成することが技術的に可能となった． 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）        17,929           9,812               1,588         29,329

人件費（千円）           8,576          18,401              27,049         54,026

業務実施費（千円）          18,111          13,326              14,439         45,876

間接経費（千円）          13,384          12,461              12,924         38,769

合計（千円）          58,000          54,000              56,000         168,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

ヒダントイン輸送体 Mhp1 2JLN, 

2JLO 

細菌 (Microbacterium liquefaciens)由来の膜輸送体で，ア

ミノ酸前駆体であるベンジルヒダントイン等の取り込

みに関与する．核酸塩基-陽イオン共輸送体ファミリー 

(NCS1 ファミリー)に属する．構造解析により，膜の外

側からの基質の取り込み，および膜の外側から内側への

基質の運搬の分子機構が明らかになり，「アルタネイテ

ィングアクセスモデル」を部分的に証明した． 

AcrB 多剤排出ポンプ 2W1B 腸内細菌では生存のために胆汁酸を細胞外に排出する

ことが必要であるが，E.coli ではその機能を AcrB が担

っていると考えられている．AcrB と胆汁酸の複合体の

結晶構造を明らかにした． 

ラクトース透過酵素 LacY 2V8N 野生型 LacY の結晶構造を明らかにした．以前に C154G

変異体の構造解析はなされていたが，結晶化条件におけ

るリン脂質の組成を改変することにより，野生型 LacY

の構造解析に成功した．C154G 変異体の構造データから

は解釈が難しかったラクトース輸送の分子機構が解明

できた． 

 

２．論文のリスト 

 

Weyand S, Shimamura T, Yajima S, Suzuki S, Mirza O, Krusong K, Carpenter EP, Rutherford NG, Hadden 
JM, O'Reilly J, Ma P, Saidijam M, Patching SG, Hope RJ, Norbertczak HT, Roach PC, Iwata S, Henderson 
PJ, Cameron AD,  Structure and molecular mechanism of a nucleobase-cation-symport-1 family transporter, 
Science. 322(5902):709-713 (2008). 
Drew D, Newstead S, Sonoda Y, Kim H, von Heijne G, Iwata S,  GFP-based optimization scheme for the 
overexpression and purification of eukaryotic membrane proteins in Saccharomyces cerevisiae,  Nat Protoc. 
3(5):784-798 (2008). 
Ito K, Sugawara T, Shiroishi M, Tokuda N, Kurokawa A, Misaka T, Makyio H, Yurugi-Kobayashi T, 
Shimamura T, Nomura N, Murata T, Abe K, Iwata S, Kobayashi T,  Advanced method for high-throughput 
expression of mutated eukaryotic membrane proteins in Saccharomyces cerevisiae,  Biochem Biophys Res 
Commun. 371(4):841-845 (2008). 
Guan L, Mirza O, Verner G, Iwata S, Kaback HR,  Structural determination of wild-type lactose permease,  
Proc Natl Acad Sci U S A. 104(39):15294-15298 (2007). 
Newstead S, Kim H, von Heijne G, Iwata S, Drew D,  High-throughput fluorescent-based optimization of 
eukaryotic membrane protein overexpression and purification in Saccharomyces cerevisiae,  Proc Natl Acad 
Sci U S A. 104(35):13936-41 (2007). 
Newstead S, Ferrandon S, Iwata S,  Rationalizing alpha-helical membrane protein crystallization,  Protein 
Sci. 17(3):466-472 (2008). 
Tanabe M, Mirza O, Bertrand T, Atkins HS, Titball RW, Iwata S, Brown KA, Byrne B,  Structures of OppA 
and PstS from Yersinia pestis indicate variability of interactions with transmembrane domains,  Acta 
Crystallogr D Biol Crystallogr. 63(Pt 11):1185-1193 (2007). 
Drew D, Klepsch MM, Newstead S, Flaig R, De Gier JW, Iwata S, Beis K,  The structure of the efflux pump 
AcrB in complex with bile acid,  Mol Membr Biol. 25(8):677-682 (2008). 
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Yurugi-Kobayashi T, Asada H, Shiroishi M, Shimamura T, Funamoto S, Katsuta N, Ito K, Sugawara T, Tokuda 
N, Tsujimoto H, Murata T, Nomura N, Haga K, Haga T, Iwata S, Kobayashi T,  Comparison of functional 
non-glycosylated GPCRs expression in Pichia pastoris,  Biochem Biophys Res Commun. 380(2):271-276 
(2009). 

Carpenter EP, Beis K, Cameron AD, Iwata S,  Overcoming the challenges of membrane protein 
crystallography,  Curr Opin Struct Biol.  18(5):581-586 (2008). 

 

３．特許出願リスト 

 

表題 概要 出願年月日 

抗膜貫通型タンパク質抗体の抗

原結合部位を決定する方法 

膜貫通型タンパク質の膜外領域にあたる一

次配列に置換を施した変異体を調製し，その

発現膜画分に対してウェスタンブロット解

析を行う．変異操作に伴うシグナルの消失を

以て抗体結合部位を判断する． 

平成 20 年 12 月

18 日 
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－ 技術開発研究課題 － 

２－５ 「解析」領域 
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課 題 名 高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶構造解析技術の開発 

代 表 機 関 名 高エネルギー加速器研究機構 

代 表 研 究 者 名 若槻 壮市 

分担機関・分担研究者名 理化学研究所（山本 雅貴）、北海道大学（田中 勲）、京都大学（三木 邦夫）、

大阪大学（中川 敦史） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

回折強度の微弱な微小結晶から精度良く回折強度データを得るためには、回折シグナルを最大化し不要ノ

イズを最小化する試料結晶と同等サイズのマイクロビームが必要である。微小結晶での回折実験には、高輝度

Ｘ線マイクロビームを安定使用可能な回折計や付帯装置の開発が不可欠である。一方、軽原子を用いた位相

情報データを収集するためには、低エネルギーＸ線に特化した技術開発が必要である。これらに必要な技術開

発項目および目標を以下に列挙する（括弧内は各開発要素を実装する放射光施設）。 

1. 微小結晶からの回折強度のS/N比を最大化する為の、試料サイズ（<10m）と同等の大きさに成型

可能なマイクロビーム生成（1m <ビームサイズ<10m） （PF，SPring-8） 

2. 微小結晶内サンプル位置での高い光子密度の達成（>1016光子/mm2/秒） （SPring-8） 

3. 試料位置でのビーム位置安定性がサブミクロン以下、かつ、強度を一定に保つビーム制御技術の

開発 （PF，SPring-8） 

4. 安定なマイクロビームを微小結晶に照射するためのサブミクロン以下の位置再現性及び回転偏差

精度を持つゴニオメータおよび結晶センタリング光学系の開発 （PF，SPring-8） 

5. クラスター結晶や回折強度のS/N比が不十分な低品質結晶から高品質な微小結晶部のみを切出し

てデータ収集に使用する結晶加工技術の開発 （PF，SPring-8） 

6. 回折計やサンプル周辺からの寄生散乱などバックグラウンドノイズを極限まで低減してデータの

S/N比を最大化する回折計および結晶操作技術の開発 （PF，SPring-8） 

また、微小結晶構造解析で必要な周辺技術の開発項目は以下のとおりである。 

A. 軽原子（とくに天然型タンパク質に含まれるイオウ原子）の異常分散を用いた位相決定法（低エ

ネルギーSAD法）の実用化 

B. 高エネルギーＸ線の高度利用開発（多波長異常分散法および超高分解能解析の汎用化） 

C. 放射光用マイクロ結晶ループレスマウントシステムの開発 

D. 結晶化プレートから直接データを収集する方法の開発 

E. 放射線損傷の影響を軽減する回折データ収集・処理方法の開発 

F. 微小結晶自動構造解析システムの開発 

 これらの項目の中から放射光技術については、各放射光施設の性能を最大限活用するために、低エネ

ルギー領域の高輝度マイクロビームの生成技術は高エネ機構が、高エネルギー領域での超高輝度マイク

ロビーム生成技術は理研播磨が分担して技術開発を進める。微小結晶構造解析に必要な上記周辺技術

は、二つの放射光施設と結晶構造解析のエキスパートである三大学の分担研究者が協力し、技術開発を

効率化する。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）

成果 

理研播磨、高エネ機構では、マイクロビームビームラインの全体設計を行い、平成 21 年度の

完成に向け、ビームラインコンポーネントの製造や調達を進めている。また、マイクロビーム
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概要 の安定供給に必要となる要素技術（振動対策など）の開発も並行して行っている。北大、京大、

阪大では、それぞれキャピラリートップマウント法、サンプル交換システムの共通化、放射線

損傷の影響を低減するデータ収集法など、微小結晶構造解析に必要となる周辺技術開発を進め

ている。 

（２） 

技術 

開発 

  の 

進捗 

及び 

成果 

 

超高輝度マイクロビームビームラインの設計（理研播磨） 

超高輝度マイクロビームの創製と安定化技術の確立を目標に、現行の SPring-8 挿入光源ビ

ームラインにおいて培ったアンジュレータ、二結晶分光器ならびに集光ミラー技術を基に高輝

度マイクロビーム対応ビームライン光学系を幾何光学的にデザイン設計し(図１)、その基本性

能をレイトレース（光線追跡法）シミュレーションなどの理論計算により評価した。 

超高輝度マイクロビ

ームビームラインは

SPring-8 BL32XU に全

長 90m の中尺ビーム

ラインとして設計し、

レイトレース計算の

結果、試料位置で 1m

×１m（横×縦）のマイクロフォーカスビームが生成可能で、仮想光源サイズ（フロントエ

ンドスリット）を変更することにより 30m から 1m までのビームサイズを実現する。また、

試料位置での設計上の光子数は、1m×1m（横×縦）のマイクロフォーカスビームについて

12.4 keV で光子数 6×1010 photons/s、光子密度 6×1010 photons/sec/m2が期待される。 

高輝度マイクロビーム対応の超高精度Ｘ線分光器の試作（理研播磨） 

超高輝度マイクロビームの創製では、ビームサイズおよびその超高輝度特性のみならずビー

ム位置および強度の安定性も大変重要である。超高輝度マイクロビームに対応した超高精度二

結晶分光器を試作し、試作機の総合的な動作精度および剛性・安定性について検証を行ってい

る。また、長期安定性および環境からの振動対策として光学ハッチ内の分光器設置床面に、高密

度コンクリートおよびラバー素材を用いた防振エクスパンション機構を導入した。今後は、液

体窒素冷却装置と組み合わせて分光結晶位置での振動測定および安定性確認を計画している。

超高輝度マイクロビームビームライン（BL32XU）の建設（理研播磨） 
平成 19 年度に、超高輝度マイクロビームビームライン（BL32XU）の建設に着手しており、初

年度はビームライン基幹チャンネル部および光学ハッチ・実験ハッチ１の製作を完了した。 

図 2. ビームラインフロントエンド部              図 3. ビームライン放射線遮蔽ハッチ 

平成 20 年度は、基幹チャンネル部の設置（図 2）、超平坦集光ミラーの最終設計および製作、

回折計を設置する実験ハッチ２の建設（図 3）、ガンマストッパや下流シャッター、ビームパイ

プなどの光学コンポーネントの調達、インターロック設備の設置を行った。 

図１．BL32XU の光学素子配置 
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超高輝度マイクロビームビームライン用検出系の研究開発（理研播磨） 

微小結晶からの微弱な回折強度測定にむけた 2 次元 X 線検出器の研究開発を進めている。

平成 19 年度に、微小結晶構造解析用 2 次元 X 線検出器として高感度２次元 CCD 検出器を導入

した。導入した検出器（Rayonix Mar225HE）は、検出器高感度化のため、低テーパ比のテ

ーパードファイバー光学系および高感度の背面照射方式 CCD センサを採用している。平成 20

年度は同検出器を高輝度アンジュレータビームライン（BL41XU）に設置して、性能試験を行っ

た（図 4）。微弱信号での性能を検証するため、既存の CCD 検出器と同一のタンパク質結晶を

用いて露光を抑えた測定条件

で比較した結果、既存検出器に

比して高S/N比の回折データが

取得可能であった。この結果

は、微弱な回折強度結晶からよ

り高分解能のデータセットが

取得可能とするものである。 

高輝度マイクロビーム対応の微小結晶観察用 X 線同軸高倍率顕微鏡の試作（理研播磨） 

ミクロンサイズ微小結晶を X 線光軸上にセンタリングするために、光学倍率 30 倍以上、作

動距離 35mm 以上、鏡筒内部 He 置換可能なＸ線同軸高倍率顕微鏡を試作した（図 5）。試作

機による分解能、拡大率等のテストを行い、2.5 ミクロンビーズの観察に成功している。 

 

図 5．（左）同軸顕微鏡構成（中）試作機 (右)φ1μm、φ2.5μm の観察 

 
低エネルギーマイクロビームビームライン（BL-1A）の設計（高エネ機構） 

BL-1A はフォトンファクトリー2.5GeV リングの BL-1A に設置される予定である。ビーム

ラインの全体図を図 6 に示す。全長 20m ほどのコンパクトな設計となっている。光源には

2.5GeV リングの短直線部にアンジュレータ（Short Gap Undulator、SGU）を採用する。単

色化は高い熱負荷を受けることの可能な液体窒素冷却タイプの二結晶分光器により行い、集光

システムとして K-B アダプティブミラーシステムをサンプル直前に置く。高い縮小率で楕円

集光することでサンプル位置での高い光子密度を実現すると同時に、サンプルの大きさに合わ

せてビームサイズ（焦点位置）を変えることで測定に最適なＸ線ビームが得られるようにする。

図 4．既存検出器と MX225HE のデータ比較（BL41XU） 
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イオウの異常分散が増大する 4keV 近

傍の低エネルギービームの損失をでき

るだけ少なく保ったままＸ線をサンプ

ルまで導くため、本ビームラインでは、

放射光リングとビームラインを真空的

に隔てるベリリウム素材の真空セパレ

ータ（Be 窓）を挿入しない構造とした。

Be 窓の挿入により、4keV 近傍の光子フ

ラックスが 1/8 程度に落ちることが計算

で示されている。Be 窓は、蓄積リング

をビームラインの真空悪化から保護す

る目的で通常の X 線ビームラインでは

設けられる。よってビームラインでの真空悪化が蓄積リングへ影響しないように、差動排気シ

ステムや光学素子の冷却水路の構造などを検討し、本ビームラインの設計に反映させた。 
4keV 近傍の低エネルギーX 線ビームで最適化すること、および三次光で 12keV 近傍をカバ

ーすることを境界条件として検討した結果、SGU の周期長 12mm を採用した。図 7 にエネル

ギースペクトルを示す。SGU の

一次光で 4.1-4.3keV、三次光で

12.3-12.9keV の領域をカバーで

きる設計である。一次光では低

エネルギーSAD 測定、三次光で

はセレノメチオニンタンパク質

による MAD（多波長異常分散）

測定や高分解能回折データ測定

を想定している。 
K-B ミラーシステムを高い縮

小率で配置して楕円集光するこ

図6．低エネルギーマイクロビームビームライン全体図 

図7.エネルギースペクトルと 

原子の異常分散シグナル 
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図8．アダプティブミラーによる可変ビームサイズ 
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とにより、サンプル位置（光源から 20m）において 10 ミクロン角の領域に約 5 x 1011 
photons/sec（一次光）、1 x 1011 photons/sec（三次光）を集光可能であることが、レイトレー

ス（シミュレーション）計算によって期待される。アダプティブミラーによりビームの焦点位

置とビームの結晶上でのサイズを調整することにより、測定に最適なビームを作り出すことが

可能である（図 8）。 
ビームラインコンポーネントの製造、調達、ビームライン設置作業（高エネ機構） 

平成 19 年度に、基幹チャンネル、真空排気装置、基本計測

システム、インターロック部品、分光器冷却システムなどのビ

ームライン基礎部品の仕様策定を行い製造・調達を行った。平

成 20年度は Short Gap Undulator の製造、二次元X 線検出器、

アダプティブミラー駆動電源等の調達を行った。二次元 X線検

出器は、低エネルギー回折実験に適した大面積受光面、および

高感度特性を持つ ADSC 社の Quantum270 を導入した。 
平成 20年度末からBL1セクションにある既存ビームライン

を撤去し、平成 21 年度には遮蔽ハッチの設置を行った後、夏

の運転停止期間中に光源や基幹チャンネルを含めたビームラ

インの設置作業を行う予定である。 
キャピラリートップマウント法の開発（北海道大学） 
低エネルギーX 線測定に不可欠なキャピラリートップマウント法を、放射光施設でも利用す

るための改良・開発を行った。従来のキャピラリートップマウント法は、ループ部分にナイロ

ンループを使用しており、結晶凍結後に顕微鏡下でループ部の除去を行っていた。治具作製が

困難かつ凍結後のループの除去作業が煩雑であるという点から、ループ部の材質および形状の

改良を行い、成形の容易さ、Ｘ線吸収の低さから、ポリイミド製のフィルムを成型して用いる

こととした。多くの試行錯誤の結果、キャピラリーの中心軸とループ部の中心を一致させるよ

うな形状を考案した。新しい試作品を用いた結晶のマウント実験を行い、タンパク質結晶がキ

ャピラリー先端に問題なくマウントされることを実証したこれらの結果を、図 10 にまとめる。

 さらに、キャピラリートップマウント法を、半自動で行うことのできる装置の開発に着手し

 
図 10．実際に試作した，新しいデザインのループ部．新しいデザインでは，まず片側を接着し，反転させ

てもう片側を接着する．右図は，新しいループ部を用いて溶液吸引・凍結を行った Thaumatin 結晶． 

図 9．Short Gap Undulator 
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た。結晶のピックアップから溶媒の吸引・結晶凍結という一連の動作を自動化することによっ

て、低エネルギーX 線回折実験に不可欠なキャピラリートップマウント法を、誰でも容易に行

うことが可能になると期待される。タンパク質結晶をピックアップする手順に関しては、手動

操作の優位性が明確に認められるため、敢えて自動化を行わず、その後の溶液吸引・凍結動作

のみ自動化した．今回は West Bond 社(USA)製、ワイヤーボンダーを改良した装置を試作し

た（図 11）。この装置は、操作レバーと機械的に連動して動作するマニピュレータによって、

顕微鏡下で微細作業を行うことが可能であり、さらにマニピュレータ先端を自動的に反転させ

ることができるという特徴を持つ。この装置と既存の低温吹付け装置、低温吹付け装置の気流

制御用シャッターと、これらを同期させるタイミング装置との組み合わせによって、図 11 右

に示すフローチャートに示す動作が可能となった。 

ポリイミドフィルムを使ったループの開発、キャピラリートップマウント自動化装置の開発に

より、キャピラリートップマウント法に不慣れな研究者が、研究室もしくは放射光施設におい

て、比較的容易にこの方法を適用できるようになり、低エネルギーX 線を利用した天然型タン

パク質の結晶構造解析の普及に役立つものと期待される。  
放射光利用環境の共通化・利用技術の高度化（京都大学） 
 PF、 SPring-8 には、それぞれ PAM および SPACE と呼ばれる結晶交換ロボットが導入さ

れているが、それらの仕様は大きく異なっている。これらのロボットで用いる結晶マウントピ

ンとピン収納用カセットの規格も異なっているため、現状では、利用者はそれぞれの仕様に合

わせた実験準備が必要になっている。本開発では、利用者が両施設の違いを意識することなく

実験できることを目指して、結晶交換ロボット周辺の実験操作の共通化をはかるための研究開

発を行っている。 
 まず初めに、ロボットそのものの改良を最小限とすることを目標に、両施設で使用できるピ

ンを共通化することを検討した。その結果、SPACE で現在用いているネジ式結晶マウントピ

ンを若干改良し、そこに金属製のハカマを足した仕様とすることで、両施設のみならず海外の

放射光施設で導入されているロボットなどにも拡張でき、かつ改良にかかる経費を最小に抑え

ることができるピンの開発が可能となった。図 12 に採用した規格のピン試作品の写真を示す。

図 11．試作したキャピラリートップマウント法対応半自動吸引・凍結装置，およびその動作模式図 

- 406 -



 

 

新型トレー

裏蓋＆
回転止め

新型カセットの概念

PAM
アクセス

SPACE
アクセス

裏面利用

表面利用

資料準備時 測定時

図 13 

 次に、この結晶マウントピンを収納するカセットの規格を検討した。このカセットは、

SPACE に対応するために結晶を装着した側からピ

ンにアクセスでき、かつ PAM に対応するためにそ

の反対側からのアクセスも可能であるこ

とが求められる。このため、図 13 に示し

た概念図のように、SPACE で現在用いて

いるカセットを基に、その裏蓋を開けて

PAM がアクセス可能になるように改良す

ることにした。平成 19 年度は両側からア

クセス可能なカセットのプロトタイプ（図 14）を完

成させ、実際に SPACE での動作テストを行った。

SPACE は結晶マウントピ

ンをネジの回転動作で取り

扱うが、円滑な回転を行うための滑り止めや、カセットと結晶マウン

トピンの間のあそびが重要であることがわかった。平成 20 年度は、

この回転滑り止めの改良に取り組み、いくつかのタイプの滑り止めを

試作、評価を行った。数回のテストで着実な効果

をあげた滑り止めについては、耐久性テスト用の

カセットを制作した(図 15)。実際の耐久性テスト

については平成 21 年度にかけて行う。これと並行

して、結晶マウントピンを PAM で扱うために、

磁石を装着したカセットも制作し（図 16）、正常

に動作することを確認した。さらに、将来の量産を見据えてより安価な磁石を使用したカセッ

トの試作を行い、これも正常の動作を確認した。 
 また、高エネルギーＸ線の特性を最大限に利用するために、これに適した位相決定法の開発

（共結晶化に適した重原子化合物の検索、緩衝溶液や沈殿剤との適合性の検討など）も行った。

微小結晶からのデータ収集のためのデータ処理技術の開発（大阪大学） 
部分反射のみからのデータ収集法の開発 

微小結晶からのデータ収集で一番の問題となる放射線損傷を抑えることを目標として、分解

能を犠牲にせずに損傷を抑えることができる新たな測定手法の開発を行っている。 
Ewald 球を完全に横切らない部分反射のみの、しかも結晶あたり数フレーム分の不完全な

データから完全なデータセットを得るために、新しいスケーリングのソフトウェアの開発を進

めた。既存のソフトウェアを改良することにより不完全なデータセットから完全なデータセッ

トを得ることができたが、より精度の高いデータを得るための改良が必要である。 
さらに、十分に細かい角度で測定したファインスライス法を用いることにより、「とびとび

に測定しても内挿することにより全積分の値を見積もる」という、全く新しい原理に基づくデ

ータ収集法を考案し、データ処理ソフトウェアの開発を進めている。とびとびのデータから内

挿により求めたものでは、プロファイルが鋭くなっている。また、実測のプロファイルは明ら

かに理想的なプロファイルと異なることも判った。これらの問題を解決するために、とびとび

図 14

図 15 図 16

図 12 
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のデータから結晶の方位を精度良く決定し、さらにモザイク角を精度よく決定するための方策

を検討している。さらに、難易度の高い結晶で起

こりやすい理想的なプロファイルからのズレを

どのように予測するかの検討も行っている。 
放射線損傷モニターの開発 
連続データ測定中の放射線損傷をリアルタイ

ムでモニターするために、新たに回折イメージの

強度分布からおおよその分解能を見積もり、それ

をリアルタイムで表示するソフトウェアを開発

した（図 17）。 
複数の結晶からの回折が重なり合ったデータの処理法の開発 

 10μm 以下の微小結晶を１つだけ取り出してＸ線を照射することは非常に難しく、しばし

ば複数の結晶からの回折像が重なってしまうことがある。ほとんど同じ位置に２つの結晶から

の回折像が重なった場合には、既存のソフトウェアでは分離することができない（図 18）。そ

こでこれらのデータをデコンボリューションするためのソフトウェアの開発を進めている。 

それぞれのドメインからの回折像 2つのドメインからの
反射が重なった部分  

図 18．２つの微小結晶からの回折像 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず 

構造解析したタンパク質数 

0 件 

４．グループ全体の論文発表件数 0 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

理研播磨、高エネ機構ともに、マイクロビームビームラインの全体設計は終了し、ビームラインコンポ

ーネントの製造、調達が順調に行われている。理研播磨の BL32XU では、すでに、基幹チャンネル、遮

蔽ハッチ、光学ハッチ内機器およびインターロックなどのビームラインへの設置が完了している。高エ

ネ機構の BL-1A においても、既存ビームラインの移動／撤去作業が急ピッチで進められている。北大の

キャピラリートップマウント法には改良が加えられ、より安定した利用が可能になっている。京大が中

心となって開発している SPring-8・PF 互換サンプル交換システムは、バージョンアップを重ね完成度

を上げている。阪大のデータ処理プログラムは BL44XU を用いたテスト実験からフィードバックを受け

 
図 17．リアルタイム放射線損傷モニター 
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つつ改良を続けている。以上、各分担機関の進捗は順調であり、平成 21 年度のマイクロビームビーム

ライン完成と、微小結晶構造解析周辺技術の本プログラムへの適用は、確実に実現されると考える。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

班員全員が集まる班会議は、平成 20 年 5 月 8 日に高エネ機構において開催し、課題内の進捗状況の確

認、情報交換を行った。しかしそれ以前から、各担当代表者レベル、担当実務者レベルでの打合せは、

電話、メール、非公式会合などを通じて頻繁に行い、プロジェクト全体および担当プロジェクトの円滑

な運営と推進には十分に配慮している。例えば平成 20 年 1 月の第 20 回日本放射光学会年会、6 月 11
日の蛋白質科学会、8 月 27 日の IUCr2008、12 月 3 日の生物物理学会、平成 21 年 1 月 11 日の第 21
回日本放射光学会年会など、機会をみては開発実務者の打合せを行っている。これらの打ち合わせのほ

か、課題内の研究者が放射光施設へ実験で訪れる際にも、情報共有のためのディスカッションを行って

いる。また、SPring-8 と PF のビームライン担当者がお互いの施設で実験を行うことでビームラインを

評価し、新ビームライン建設のための有用な情報を得る、というような試みもなされている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

膜タンパク質結晶からの回折強度測定に向けた結晶ハンドリング技術の開発(理研播磨) 
生産課題 C・横山グループと共同で、キュービック液晶中で結晶化した膜タンパク質の微小結晶からの放射

光ビームラインでの回折強度測定に向けた技術開発を進めている。 

SPring-8、PF 既存ビームラインを利用したビームタイム利用支援 

ターゲット研究を推進するために、SPring-8、PF の高性能ビームラインのビームタイムをタイムリーに利用でき

る体制を整備した。膜タンパク質や超分子複合体など本研究プログラムでターゲットにしている高難度試料で

は、結晶のスクリーニングにも高輝度放射光の利用が不可欠である。専用ビームライン完成まではこれら既存の

高性能ビームラインのビームタイムを効果的に利用し、結晶が得られたとき速やかに実験ができるようにしておく

必要がある。SPring-8 では成果公開優先利用課題の制度を利用して、BL41XU のビームタイム提供を行ってい

る。アンジュレータ光源からの高輝度な X 線を利用でき、微小な結晶や高精度のデータ収集に適しているのが

特徴である。一方 PF では、S2 型課題の枠組みの中で三本の挿入光源ビームライン（BL-5A、BL-17A、NW12）

のビームタイムを提供している。BL-5A、NW12A では高フラックスのビームが利用でき、BL-17A では輝度の高

いＸ線ビームを利用できる。結晶の特性に合ったビームラインを選択することで、効率的にスクリーニングやデー

タ収集を実行できるよう環境を整えた。ビームタイム募集については、情報プラットフォームとの連携を行い、ポ

ータルサイトでの円滑な募集・採択のシステムを構築中である。また、ビームライン実験に関する LIMS の情報提

供の準備も進めている。 

SPring-8 における利用支援においては、2008 年度前期は延べ 21 グループに 42 シフト(336 時間)を、

後期は延べ 28 グループに 36 シフト(288 時間)を配分した。イネの成長ホルモン受容体の構造解析など

の重要な成果も得られている。PF では、2008 年度中 11 グループに合計 48 シフト（576 時間）のビーム

タイムを配分した。 

９．今後の展望 

理研播磨 超高輝度マイクロビームビームライン（BL32XU）を完成させて、平成 21 年 10 月よりビーム

ライン光学系の立ち上げ調整と評価を行い、平成 22 年度からのユーザー利用に備える。ビームライン

建設と並行して、微小結晶を扱う技術、高精度回折データ収集装置の開発を進め、高難度タンパク質の

構造解析に向けた準備も進める。平成 22-23 年度は、BL32XU のユーザー利用を開始し、ターゲット個別

解析グループのデータ収集を支援する。また、利用支援と並行してビームラインの性能向上に努めると
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ともに、微小結晶操作技術や放射線損傷を考慮した回折データ収集・解析支援システムの研究開発を継

続して、高難度タンパク質の効率的な構造解析に貢献する。 

高エネ機構 低エネルギーマイクロビームビームライン（BL-1A）を平成 21 年度夏に設置し、秋よりビ

ームを用いたコミッショニングを行う。22 年度以降の個別解析グループのユーザー利用のため、21 年

度はビームラインを安定に使用できる状態にすることを優先する。平成 22-23 年度は、プロジェクト内

ユーザー利用支援とともに、低エネルギーSAD 実験の最適化のための技術開発を積極的に推進する。低

エネルギービームを用いた回折実験における種々の困難（ビームの減衰、試料によるビームの吸収、バ

ックグラウンドの増大、放射線損傷など）を解決し、成果をユーザーにフィードバックする。 

北海道大学 キャピラリートップマウント法に用いるループ部を接着したキャピラリーの構造と作製

法に更なる改良を加える。特に、本プロジェクトの大きな目標の一つである、微小結晶からのデータ測

定に対応させるための、二重管化、微細化といったキャピラリートップマウント法の開発・改良を行い、

さらにその機器を大量生産するための作製法開発を行う。同時に、キャピラリートップマウント自動化

装置についても、現在の試作を元にさらなる改良を行い、高エネ研、播磨理研とも協力して、機器およ

び方法の広範囲の普及を目指す。 

京都大学 次世代型試作カセットを用いて実際に耐久性テストを行い、問題を洗い出してこれを改善

し、平成 21 年度に両対応型カセットを完成する。平成 22 年度および 23 年度は、ユーザーの意見も聞

きながら、動作機構の本質を変更しない範囲で改良する。また、さらに高度な機能として、液体窒素中

でのより簡便なカセット裏蓋の開閉、収納する結晶ピン数の増加や汎用的なドライシッパーへの収納な

ど、より使いやすいカセットの開発を目指す。また、（超）高エネルギーＸ線の利用に関して、0.5 Å 以

上の分解能を与える結晶を用いて高精度回折データ収集法の開発を行い、方法の汎用化を目指す。 

大阪大学 微小結晶からの回折強度データ処理のためのソフトウェアの開発を継続して行う。いずれも

実際のデータを使いながら改良していく必要があり、平成 21 年度中に、放射線損傷の激しい微小結晶

から高い精度の完全なデータセットを得るためのソフトウェアを開発させる。平成 22 年以降も継続し

てシステムの改良を続け、さらに微小振動写真法あるいは静止写真法によるデータ収集の普及を図ると

ともに、より解析の困難なターゲットの構造解析が可能なシステムを構築する。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）   374,377          345,588          250,518        970,483

試作品費（千円）      33,914           29,920 59,569        123,403

人件費（千円）       3,523           23,435           25,286         52,244

業務実施費（千円）           31,264           27,981           76,166        135,411

間接経費（千円）          132,922          128,076          123,461        384,459

合計（千円）    576,000          555,000          535,000   1,666,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 

 

２．論文のリスト 

 

「なし」 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 固体 NMR 膜蛋白質複合体構造解析技術 

代 表 機 関 名 大阪大学 

代 表 研 究 者 名 藤原 敏道 

分担機関・分担研究者名 北海道大学（出村 誠）、奈良先端科学技術大学院大学（児嶋 長次郎） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

  多次元固体 NMR 法を最適化し脂質二重膜にある膜蛋白複合体の構造決定を行える技術を確立する。

さらに、電子スピンを利用して固体NMR の感度をこれまでの 100 倍以上高感度化し、数 nm の長距離測定

を可能にして、より高分子量または発現量が少ない膜蛋白質複合体の構造決定を行える次世代技術を開発

する。 

  既存の固体 NMR を用いる技術の開発では、７回膜貫通膜蛋白質であるハロロドプシンとそれに関連

するトランスデューサについて、高度な同位体標識法も組み合わせて距離情報を得て全構造決定ができる

ことを示す。また、蛋白質 NMR データベースに基づくスペクトル・シミュレーションによる解析法を作

り、大きな膜蛋白質複合体の効率的な解析を行う。固体 NMR の高感度化では、極低温高磁場における電

子スピン分極を利用するDNP（Dynamic Nuclear Polarization）法を膜タンパク質に応用する。この目的のた

めに、脂質二重膜系で用いる安定な疎水的有機酸化窒素バイ・ラジカル試薬等を新しく開発して、高感度

測定、機能部位の選択測定に応用する。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

 

  膜タンパク質の固体 NMR 信号を帰属するために運動性の高いループ領

域の多次元高分解能 NMR 測定法、リバースラベル法を用いた信号帰属法を

開発し、ハロロドプシン等に応用し一次構造への帰属を行った。立体構造情

報を取得するために、部位特異的電子スピンラベルを用いた固体 NMR 信号

帰属及び電子スピンからの距離測定法、1H－1H と 13C－13C の距離測定法を

開発し、膜タンパク質から構造情報を得た。また、構造プロテオミクス NMR

データベースを用いてスペクトル・シミュレーションによる信号帰属及び構

造解析する方法を開発した。これにより二重膜中でのタンパク質構造決定の

前半段階を終了した。さらに、巨大な電子スピン分極を利用する DNP によ

る NMR の感度増大する方法開発では、これまでにない高磁場で約５倍まで

感度を向上させた。H21 年の次段階で、さらに低温化で感度を増大させ膜タ

ンパク質へ応用する基盤ができた。つまり、超高感度固体 NMR 法を、共通

性・汎用性の高い基盤的な解析技術として確立する見通しができた。 

  固体 NMR 測定用膜タンパク質試料調製技術は、ハロロドプシンについ

て新たに開発した。また、膜蛋白質固体 NMR 構造解析のための蛋白質生産

技術の開発において、1)無細胞蛋白質合成系において高活性な膜蛋白質を調

整する技術、および、2)大腸菌を用いた高効率な蛋白質発現系 pCold-GST シ

ステムの開発に成功した。 
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（２）技術開発の進捗及

び成果 

 

 

膜タンパク質のループ領域の多次元高分解能 NMR 測定法 

  脂質二重膜にあるタンパク質について、高速マジック角試料回転を行い

ながら核間 J 結合による多次元 NMR 相関を得る方法開発した。これにより、

運動性の高いループ領域の残基間と残基内の多次元 NMR 相関を行うことが

でき、一次構造へ信号を帰属した。これを膜タンパク質ハロロドプシンと、

トランスデュサーpHtrII について実証した。 

リバースラベル法を用いた信号帰属 

  なるべく多くの 13C や 15N に関するスピン結合を残して、アミノ酸選択

標識するために、培地に特定のアミノ酸のみ 13C、15N の存在比が低くなるよ

うに、タンパク質の発現を行う。この方法を膜タンパク質であるハロロドプ

シンの系で開発し実証した。疎水的アミノ酸 V, L, F, Y を標識せずに残した。

これによりスペクトルが単純化され、特に膜内領域のアミノ酸残基について

信号帰属が進んだ。 

部位特異的電子スピンラベルを用いた固体 NMR 信号帰属 

  システイン残基にテンポールなど安定ラジカルを付加し、ラジカルから

約 1-2nm にある核スピンの緩和速度を増大させて、電子スピンとの距離から

構造情報を得る方法を開発した。実証実験として、これをフォボロドプシン

のトランスデューサ膜タンパク質 pHtrII に適用した。膜外領域では、その高

い運動性により膜外領域全体にわたり電子スピンの影響を検出した。膜間領

域に適用すると、予想される 1nm 程度の範囲でのみ電子スピンの影響を観測

できた。これを使って信号帰属・距離測定を進めている。 

1H－1H と 13C－13C の距離測定 

  核双極子結合による分極移動から、上記の核間距離を求める方法を開発

した。1H 間距離については、分極移動速度と距離の関係を理論的に明らか

にした。13C については、完全 13C 標識した試料について、実験的に６Åま

での距離を求められることを実験的に示した。 

巨大な電子スピン分極を利用する DNP による NMR の感度増大 

  高磁場 NMR の感度を増大させるための、動的核分極（DNP）実験法を

開発した。ｇテンソルの大きさの異なるラジカルを混合して、その電子スピ

ン分極を核スピンに移し感度の向上を計った。高磁場にある電子スピン遷移

を照射するために、高輝度テラヘルツ波光源ジャイロトロンを利用した。実

証実験では、グルコースの 13C 信号強度を約 5 倍増大させることに成功した。

この高感度化を行った NMR 磁場強度としては、世界最高のものである。こ

れにより分解能が必要な生体系 NMR で世界最高感度を実現する可能性が広

がった。今後、液体質素温度以下で実験を行い、さらに感度を向上させる。

スペクトル・シミュレーションによる信号帰属 

  タンパク質 NMR データベース BioMagResoBank から得られる構造-化学

シフト相関と、タンパク質の原子座標に基づくポテンシャルエネルギーに基
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づいて NMR スペクトルをシミュレーションしながら、自動的に信号を帰属

する方法を開発した。これをペプチドに応用し構造解析と信号帰属を同時に

行った。今後、さらに NMR から得られる原子間距離情報も利用し、この方

法を高速化することで、膜タンパク質の構造を算出できる見通しができた。

固体 NMR 用測定膜タンパク質試料の技術開発 

  固体 NMR による膜タンパク質測定系の技術開発として、最適な膜タン

パク質の生産・精製とともに、脂質二重膜との複合化技術が必須となる。本

研究でターゲット膜タンパク質を大腸菌発現系で大量に安定生産・精製でき

る技術を開発できた。またこのターゲット膜タンパク質とリン脂質との複合

化（脂質再構成）技術を詳細に検討し、組成比、再構成プロトコールを最適

化できた。最終的に得られた測定用試料は AFM 観察による実証実験から、

典型的な３量体ハニカム構造であることを解明した。 

膜蛋白質固体 NMR 構造解析のための蛋白質生産技術の開発 

  (1)無細胞蛋白質合成系において高活性な膜蛋白質を調整する技術を開

発した。本技術では、膜蛋白質を MBP などの可溶性蛋白質タグとの融合蛋

白質として無細胞蛋白質合成系で合成する。界面活性剤を用いて迅速に可溶

化することで、活性を保持した試料を調製することができた。 

 実証実験には 2 回膜貫通蛋白質の pHtrII を用いた。無細胞蛋白質合成系と

して小麦胚芽系を選び、可溶性蛋白質タグとしてチオレドキシン・GST・

GFP・MBP を、界面活性剤として DM・OG・OTG・コール酸・SDS・CHAPS

を試し、最適化した。タグの分子量と比例して結合活性が向上し、MBP と

DM/OG との組合せでは大腸菌産生系でと同じ結合活性が得られた。 

  (2)大腸菌を用いた高効率な蛋白質発現系 pCold-GST システムを開発し

た。本システムは、既存のコールドショック発現系と可溶性タグである GST

とを組合せており、発現タンパク質は GST 融合タンパク質となる。 

 実証実験では 61 種のタンパク質に適用し、53 種において可溶性画分への

発現に成功した。これらは分子量２千から５万までと幅広い。発現しなかっ

たタンパク質の分子量や生物種に特別な偏りは見られない。pCold-GST シス

テムを用いることで発現可能となったタンパク質は活性を保持しており、構

造解析も可能であった。また、pCold-GST システムを用いた場合、発現量は

発現誘導のタイミングや大腸菌株の種類など、幅広い発現条件下で大きく変

化しないため、発現させるタンパク質ごとに条件を最適化する必要がない。

３．グループ全体の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

構造解析したタンパク質数 

６件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 １１件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 
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６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

  これまでに脂質二重膜に再構成したタンパク質の試料調製法、タンパク質固体 NMR 測定法、解

析法を開発して、膜タンパク質の固体 NMR 信号を一次構造上のアミノ酸残基にも帰属した。構造解

析では帰属の段階をほぼ終了し、現在は次の、距離情報の取得と構造決定を行っている段階である。

距離相関測定法開発は終了した。また、これまでにない膜中でのタンパク質 NMR 構造決定のために、

NMR データを取り入れた新しい分子動力学計算法などデータ解析法の開発にも重点を置いて進めて

いる。達成度としては、構造決定に向けて確実にステップを進めている。 

  NMR 超高感度化と結びつけることでは、液体窒素温度でのタンパク質用の新しいラジカルの最

適化など基礎実験などを終了し、さらに低い温度でサブミリ波照射するハードウェアの開発を行って

いる。これも今年度には利用でき、膜タンパク質超高感度化実験を開始できる。また、高感度化実験

としては世界最高磁場強度において、高感度化の実現性を実証した。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

 試料調製と固体 NMR 実験結果を素早くフィードバックするため、毎月、研究実施者が阪大と奈良

先端、阪大と北大を往復し、実験結果の評価と検討を各グループ全体で行っている。具体的には、阪

大と奈良先端間では、研究員の林こころさん、阪大と北大では院生の樋口真理花さんが、阪大での江

川文子さんらの NMR 実験に直接関与しながら、それぞれ奈良先端と北大で試料調製を進めている。

固体 NMR 実験装置の利用法や測定のノウハウ等については、実験を行っている現場でも情報を共有

し協力している。また、分担機関全体での会議は半年に１回程度の頻度で持っている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

  生命Ｂ２「H+-ATP 合成酵素膜内在 F0の機能構造と不正規構造の固体 NMR による解明（代表者：

阿久津秀雄）」を担当しているグループとは、地理的に近く定期的に報告会等を共催し、NMR 実験法

や解析法などでは最新の成果を共有し、NMR 結果や実験計画について議論している。具体的には、

サブユニット c へ応用するために高分解能 13C 固体 NMR を通じて 1H-1H 距離を得るための実験法と

解析法を整備し、低分子のモデル化合物で検証した。また、ステレオアレイ同位体標識（SAIL）した

試料に固体 NMR を適用したときの利点を、アミノ酸のモデル化合物で調べた。特に 1H-固体 NMR の

分解能を高め、さらに感度も高める上で利点があることを明らかにした。(論文準備中) 

  解析Ｄ２「SAIL 法による蛋白質構造解析技術の多様化（代表者：甲斐荘正恒）」が作成した SAIL

同位体標識アミノ酸を利用して、固体 NMR の分解能の向上を試みている。 

  課題Ｃ「タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」の構築」（代表：

横山茂之 理化学研究所横浜研究所）との共同研究。内容：本課題の技術開発に必要な安定同位体ラ

ベル膜タンパク質をセルフリーシステムによるタンパク質生産技術で作製に成功した。これを固体Ｎ

ＭＲ信号帰属に利用した。さらに、膜タンパク質の固体 NMR 解析に特化した SAIL 法など高度な安

定同位体ラベル膜タンパク質生産に向けて共同研究の検討を行っている。 

９．今後の展望 

（A）多次元固体 NMR 通常法に膜タンパク質の解析 

  ７回膜貫通タンパク質（ハロロドプシン）等の試料技術開発では、(1)固体 NMR 実験用の安定同位

体標識膜タンパク生産法と、(2)分解能向上のため均一な試料状態を作れる二重膜への再構成法をとも

に確立できた。NMR 実験では信号帰属の段階をほぼ終了し、H21 年度は距離情報取得と構造解析の
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段階である。 

  膜タンパク質は、通常 NMR 法が対象とするタンパクより複雑であり、スペクトル分解能は十分で

はない。これに対処するため、NMR インフォマティクスや大域的な構造探索など計算機科学的な方

法も援用して、多次元スペクトルから構造を決定する。この方法はすでに部分的に開発しペプチドな

どの自動解析等に応用し発表した。H21 年の本プロジェクトでは、脂質膜にあるタンパク質に応用で

きるよう拡張して、この方法で全構造を決定する。このように、期間内に世界に先駆けて、膜にある

タンパク質の全体構造の決定を実現する予定である。H22 年以降には、SAIL 選択的標識法なども併

用して、構造解析の分解能を向上させて、イオンポンプや光センサーなど機能を高い原子分解能の構

造で解明する。 

（B）超高感度固体 NMR による膜タンパク質の解析 

  H21 年度には、電子スピン利用の DNP 法としては分解能が向上できる世界最高磁場で、膜タンパ

ク質について 100 倍以上の超高感度化を実現する。これまで液体窒素温度での膜タンパク質用ラジカ

ル試料の検討など予備実験が終了した。H22 年以降には、この高感度を利用して膜タンパク質の構造

を決定できることを示し、世界最高の NMR 感度を実現する。この高感度化法により初めて、発現量

は低いが創薬のターゲットになる GPCR や巨大な FoF1-ATP 合成酵素等を対象にしたインパクトのあ

る構造解析を行えるようになる。ここでは、H21 年以前に開発した固体 NMR 実験・解析法を DNP

高感度化法と組み合わせる。 

  以上のように H21 年以降 H23 年では、これまでの成果に基づいて、重点を上記（A）から、より微

量での解析が可能な超高感度法（B）に移す。これにより、固体 NMR を膜タンパク質に広く適用で

きる、共通性・汎用性の高い基盤的な解析技術として確立・実証する。 

１０．特記事項 

  産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター亀田倫史博士と共同して、バイオインフォマティ

クスを利用して固体 NMR データに基づく難解析性膜タンパク質のための新規構造解析法を開発して

いる。これまでに、解析法の基本設計・試作、同位体ラベル部位の最適化計算法の開発等を行った。

  NMR 超高感度化のハードウェア開発は、日本電子(株)の穴井、福井大学遠赤外領域研究開発センタ

ーの出原と JST「先端計測分析機器開発事業」で連携している。H20 年の中間評価は A であった。 

  大腸菌蛋白質発現系 pCold-GST システムはすでに国内外から多数の問合せを受けており、4 カ国 30

カ所以上の研究機関へ配布済みである。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）     21,006         15,505          7,475          43,986

人件費（千円）       5,338          5,825         15,020          26,183

業務実施費（千円）         12,118         14,825         15,197          42,140

間接経費（千円）         11,538         10,845         11,308          33,691

合計（千円）         50,000         47,000         49,000    146,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 
概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB

登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

pHtrII 2RM8 高塩菌由来の２回膜貫通型蛋白質であり、ロドプシン様

の光受容体と膜蛋白質間相互作用し走光性シグナルを

伝達するトランスデューサーとして働く。唯一構造情報

が得られていなかったリンカー領域の NMR 構造であ

り、シグナル伝達モデルを考える上で極めて重要。膜蛋

白質であり、限定プロテアーゼ分解によりサンプル調製

を行うなど、解析難易度は高い。 

Bovine Stomach Lysozyme 2z2f 登録 27-May-2008  

役割 Hydrolase  結晶解析（1.50 Å） 

重要性 ウシ胃内リゾチームとして初登録 

解析難易度 中程度 

Canine Milk Lysozyme 2z2e 登録 27-Nov-2007  

役割 Stabilized against Non-enzymatic Deamidation 結

晶解析（2.01 Å） 

重要性 天然で化学変化を受けるイヌミルクリゾチー

ムの化学変化部位を変異させ安定な蛋白を創出した 

解析難易度 中程度 

big defensin 2rng 登録 14-Oct-2008  

役割 Antimicrobial Protein  Hydrolase 溶液 NMR 

重要性 抗菌蛋白機能解明に重要 

解析難易度 中程度 

growth-blocking peptide of the 

armyworm, Pseudaletia separata 

2eqt 登録 01-Apr-2008  

役割 Cytokine 溶液 NMR 

重要性 小型サイトカインとして膜結合構造解明に重

要 

解析難易度 中程度  

growth-blocking peptide of the 

armyworm, Pseudaletia separata 

2eqq 登録 01-Apr-2008  

役割 Cytokine 溶液 NMR 

重要性 小型サイトカインとして膜結合構造解明に重

要 

解析難易度 中程度 
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２．論文のリスト 

 

Inoue K, Kubo M, Demura M, Kamo N, Terazima M, Reaction dynamics of halorhodopsin studied by 

time-resolved diffusion method, Biophys. J., in printing. 

◎Kubo M, Kikukawa T, Miyauchi S, Seki A, Kamiya M, Aizawa T, Kawano K, Kamo N, Demura M, Role of 

Arg123 in light-driven anion pump mechanisms of pharaonis halorhodopsin, Photochem. Photobiol., 85, 

547-555 (2009). 

◎Sasaki T, Kubo M, Kikukawa T, Kamiya M, Aizawa T, Kawano K, Kamo N, Demura M, Halorhodopsin 

from Natronomonas pharaonis forms a trimer even in the presence of a detergent, dodecyl-beta-D-maltoside, 

Photochem. Photobiol., 85, 130-136 (2009). 

◎Takahashi H, Akutsu H, and Fujiwara T, A magic-angle-spinning NMR method for 1H−1H distance 

measurement using coherent polarization transfer in 13C-labeled organic solids, J. Chem. Phys. 129, 154504 

(2008). 

◎ Hayashi K, Kojima C, pCold-GST vector: a novel cold-shock vector containing GST tag for soluble 

protein production, Protein Expr. Purif. 62, 120-127 (2008). 

◎ Sudo Y, Nishihori T, Iwamoto M, Shimono K, Kojima C, Kamo N, A long-lived M-like state of 

phoborhodopsin that mimics the active state, Biophys J. 95, 753-760 (2008). 

◎ Hayashi K, Sudo Y, Jee JG, Mishima M, Hara H, Kamo N, Kojima C, Structural analysis of phototactic 

transducer protein HtrII linker region from Natronomonas pharaonis, Biochemistry 46, 14380-14390 (2007). 

Nakamura T, Takeuchi S, Shibata M, Demura M, Kandori H, Tahara T, Ultrafast pump-probe study of the 

primary photoreaction process in pharaonis halorhodopsin: halide-ion dependence and isomerization 

dynamics, J. Phys. Chem. B, 112, 12795-12800 (2008). 

Matsuki Y, Akutsu H, and Fujiwara T, Spectral Fitting for Signal Assignment and structural analysis of 

uniformly 13C-labeled solid proteins by simulated annealing based on chemical shifts and spin dynamics, J. 

Biomol. NMR, 38, 325-339 (2007). 

Seki A, Miyauchi S, Hayashi S, Kikukawa T, Kubo M, Demura M, Ganapathy V, Kamo N, Heterologous 

expression of pharaonis halorhodopsin in Xenopus laevis oocytes and electrophysiological characterization of 

its light-driven Cl- pump activity, Biophys. J., 92, 2559-2569 (2007). 

Hasegawa C, Kikukawa T, Miyauchi S, Seki A, Sudo Y, Kubo M, Demura M, Kamo N, Interaction of the 

halobacterial transducer to a halorhodopsin mutant engineered so as to bind the transducer: Cl- circulation 

within the extracellular channel, Photochem. Photobiol., 83, 293-302 (2007). 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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課 題 名 SAIL 法による蛋白質構造解析技術の多様化 

代 表 機 関 名 名古屋大学 

代 表 研 究 者 名 甲斐荘 正恒 

分担機関・分担研究者名  

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

SAIL 法は従来の NMR 構造解析技術の最大の難点である蛋白質の分子量増大に伴うシグナル数の増

大と線幅の拡がりを同時に著しく軽減し、ひいては高分子量蛋白質の迅速、且つ高精度な構造決定を可

能ならしめる画期的な NMR 技術として国際的な注目を浴びている。しかしながら、SAIL 法の世界標

準化を実現するためには、これまでに達成した SAIL 法の普及に向けての様々な基盤整備とともに、よ

り先端的な応用分野の開拓を同時に継続しなくてはならない。このような背景から、SAIL 蛋白質の無

細胞系調製法の改良、及び SAIL 蛋白質を用いた NMR 立体構造解析技術の開発を進めるとともに、生

物学的に重要な蛋白質の構造・機能相関の解明に向けた関連技術開発を通して、SAIL 法を日本発の独

創的 NMR 基盤技術として世界に向けて発信する。 
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 ①無細胞蛋白質発現系の改良：SAIL 蛋白質発現系として簡便に利用できる

大腸菌無細胞抽出液の抱える幾つかの問題点を解決し、NMR 法による蛋白

質の構造決定に支障のない純度の SAIL 蛋白質調製プロトコル改良を行っ

た。さらに、膜蛋白質や超分子蛋白質複合体等の構造決定へ向け完全再構

成系（PURE System）の SAIL 蛋白質調製法としての評価を実施し、その優

れた特徴が明らかとなった。 

②SAIL/FLYA システムによる蛋白質の完全自動構造解析：SAIL 蛋白質の

持つスピン系の大幅な単純化という利点は、これまで自動 NOE 帰属-構造

計算（CYANA）に活かされ、従来の分子量限界を遥かに上回る高分子量蛋

白質の高精度構造決定が可能となった。本課題では、自動化を更に進め

NMR スペクトルの解析自体を組み入れた完全自動構造解析アルゴリズム

(FLYA)を SAIL 蛋白質に適用し、人間の介在を全く必要とせずに高精度構

造決定が可能となることを明らかにした。 

③選択 SAIL 蛋白質を利用した構造情報手法の開発：芳香族アミノ酸の新規

SAIL 体を合成し、それらを利用した芳香環の動的状態の研究手法を開発し

た。その他、新規 SAIL アミノ酸類を利用したジスルフィド結合の立体配

座解析、アミノ酸残基側鎖の水酸基、アミノ基、主鎖アミド水素などの交

換性水素の関与する動的構造情報の取得手法等、SAIL 法を起点とした様々

な応用技術開発の展望を得た。 

(２)技術開発の進捗及び

成果 

 

① 無細胞蛋白質発現系の改良 
本課題ではSAIL蛋白質の効率的調製法の標準的手法として調製手法が簡

便な大腸菌無細胞系を選定し、N 末端の修飾（フォルミル化）、無細胞抽出

液中のアミノ酸代謝に関連する残存酵素活性の制御等を中心に検討した。

特に、N 末端メチオニンのフォルミル化は、時に 20 残基を越える修飾部位

- 419 -



 

 

近傍のアミノ酸残基の化学シフト変化を誘起するために NMR 解析上大き

な障害となるため、無細胞抽出液中に peptido deformylase (PDF)を添加し

フォルミル基を完全に除去する技術を開発しこの問題を解決した。 
SAIL 蛋白質調製のコスト削減には、反応液中に 90%以上残存する未利用

SAIL アミノ酸の回収・再利用は重要な検討事項である。完全再構成発現系

PURE System を用いれば、未利用 SAIL アミノ酸の再利用がより容易に

可能となるのみならず、通常の無細胞系では困難な蛋白質のα位の重水素

化が“軽水中”で可能となることも明らかとなった。α位の重水素化は膜

蛋白質や超分子複合体の NMR 構造解析においては不可欠の標識技術であ

り、従って SAIL 法をこのような難易度の高い蛋白質へと適用する際には、

PURE System の利用を考慮すべきであろう。 
②SAIL/FLYA システムによる蛋白質の完全自動構造解析 

SAIL 法により NMR スペクトル解析に要する時間、得られる立体構造の

精度、適用可能な分子量上限の拡大等が一挙に達成できる。しかしながら、

専門家のチェックを要するスペクトル解析と立体構造決定という、一般の

研究者にとって困難なステップが必要とされる限り、SAIL 法の利点は大き

く損なわれる。このことを念頭に置き、専門的知識を要求する過程を全て

ブラックボックス化し、高精度構造解析を専門家以外にも可能ならしめる

ために、我々は完全自動構造解析技術の確立を技術開発目標の一つとして

掲げた。このために、自動構造解析アルゴリズム FLYA を SAIL 法に適用す

ることにより、ユビキチン(8k)やカルモジュリン（17k）等の蛋白質の NMR

構造決定の完全自動化に成功した。 

③選択 SAIL 蛋白質を利用した構造情報手法の開発 
蛋白質中の特定のアミノ酸を選択的に SAIL 標識し、蛋白質の局所構造、

特にそれらの動的状態に関する高精度構造情報を取得するための様々な方

法を考案し実証実験を行った。例えば、芳香族アミノ酸（Phe、Tyr）の芳

香環の回転により等価な二つの立体配座間の交換が起こり、その交換速度

は芳香環シグナルの線形解析等の手法により正確に決定できる。結晶構造

を見る限り、蛋白質の疎水コア領域に存在する芳香環が高速度で回転し得

ることは想定し難いものであるが、溶液内においては、近傍のアミノ酸側

鎖が 1Å以上の大きな振幅で協奏的に移動し、回転に必要な空間を確保す

ることにより、芳香環の回転運動が ms 以下の短時間で起こるのがむしろ

普通であるとされてきた。しかしながら、我々は選択 SAIL 法を用いた研

究の結果、従来信じられていたよりもはるかに多くの芳香族アミノ酸残基

の芳香環が、比較的ゆっくりとした回転運動をしており、その回転速度は

蛋白質-蛋白質相互作用、蛋白質リガンド相互作用により大きな変化を示す

ことが初めて確認された。 
この他、従来は解析手法に乏しかったジスルフィド結合周囲の揺らぎ、水

酸基、アミノ（アミド）基の交換性水素を対象とした新たな SAIL 利用技

術の開発にも着手しており興味ある成果が得られつつある。 
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３．グループ全体の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

構造解析したタンパク質数 

4 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 8 件 

５．グループ全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

当初設定された研究期間三ヶ年間に予定した目標の内、SAIL 法の普及上障害となる標識蛋白質の大腸

菌無細胞系調製法の改良、及び SAIL-NMR 法の自動化に関しては当初の目標を既に達成した。問題点は

SAIL 法の本プログラム内における技術移転の進捗状況である。昨年度から実施されている SAIL 法の共

有化に関する促進措置は、本課題には課題Cと同様の研究支援体制が組まれていることを意味しており、

その期待に十分には応えられていないことは大いなる反省点である。本年度からは、促進措置の対象と

され個別課題、更にはそれ以外の個別課題に関しても、これまで以上に積極的に研究協力を行い SAIL

技術の移転を推進する。 

本課題での特筆すべき成果は、SAIL アミノ酸を用いた蛋白質の新規研究手法の開発にある。昨年度か

ら取り掛かった選択 SAIL 法の開発は急速に展開し、従来は想像も出来なかった様々な新しい SAIL 応用

技術が一斉に芽吹いた。NMR 技術革新には情報取得へ向けた蛋白質試料の最適化が不可欠であるとした、

SAIL 法開発の基本戦略が NMR 技術一般の革新をもたらすことが実感された。このような選択 SAIL 法に

よる多様な革新技術の誕生は、NMR 構造決定技術としての SAIL 法の世界標準化という、本課題の究極の

目標にとっても大きな追い風となろう。 

 

７．課題内の情報共有・連携体制 

本課題は基本的には名古屋大学単独で実施しているために、一体化した研究体制が確保されている。

安定同位体標識アミノ酸の合成に関しては、SAIL アミノ酸の安定供給を目的に設立したベンチャー企

業 SAIL テクノロジーズ社への委託合成により必要な標識アミノ酸は滞りなく供給される。また、SAIL

法に適合させた NMR 解析・構造決定ソフトウエアーに関しては、Frankfurt 大学 Guentert 研究室からの

全面的サポートを得ている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

SAIL プロジェクトは課題 D として発足したが、実質的にはプログラム内の共有性・汎用性の高い基

盤 NMR 解析技術の開発として位置づけられていることは既に記した通りであり、従って課題 C と同様

にターゲットタンパク研究個別課題への研究支援に関する取り組みも求められている。個別課題内で

NMR 解析を主要な構造解析技術として掲げるグループの幾つかには、SAIL 法の利用を促進するため

の特別な予算措置が組まれており、我々も積極的に情報交換、技術協力を提供している。現在迄のとこ

ろ、個別課題で取り扱う蛋白質は、生物機能に関する大きな意義とは裏腹に発現・精製に難易度の高い

ものが多く、SAIL 蛋白質を必要とする構造決定研究の進捗は遅れ気味である。今後は、より明確な進

展が得られるよう選択 SAIL 法を含め研究の多角化を図る予定である。 
また、プログラム内で共有化する意義の高い結果が生まれ次第、個別課題担当者の了承を得て情報プ

ラットフォームへの登録を行う予定である。 
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９．今後の展望 

【平成 21 年度】 

① NMR 立体構造決用 SAIL 蛋白質調製技術開発としての大腸菌無細胞系発現技術は昨年度迄で概ね確

立された。今年度は、SAIL 法のプログラム内での技術移転方策を実りあるものにするために、確立した

プロトコルを利用し、個別課題グループへの無細胞系による SAIL 蛋白質調製法を含めた技術移転を促

進する。個別課題で扱う蛋白質には大腸菌無細胞系での発現が困難なものも含まれており、コムギ胚芽

系（遠藤グループ）、或いは PURE System（上田グループ）の利用も合わせて検討する。 

② 本プログラムが生物学的に重要な、難易度の高い蛋白質を対象とする個別課題研究に傾斜する中

で、迅速性・簡便性を追求する SAIL-NMR 法の自動化研究の重要性は相対的に低下した。昨年度迄に当

初の計画であったモデル蛋白質を用いた SAIL-FLYA 法による完全自動構造決定は成功しており、その結

果を受けて今後も FLYA 法の開発者 Frankfurt 大学の Guentert と協力する形で、分子量 25-30 kDa の蛋

白質の全自動構造決定に向けた SAIL-FLYA 法の改良は継続する。 

③ 平成 20 年度から新たに開発を始めた選択 SAIL 蛋白質を利用した様々な動的立体配座解析法は、極

めて興味ある結果を産みつつあり、SAIL 法の世界標準化を図る上でも構造決定法と両輪をなす重要な研

究項目となった。例えば、SAIL 芳香環アミノ酸を利用して様々な蛋白質の NMR スペクトルを解析したと

ころ、蛋白質中の Phe や Tyr 残基の約 20%近くが、従来は例外的であると思われていた回転速度に依存

した NMR シグナルを示すことが明らかとなり、一挙に芳香環の回転速度を指標とする蛋白質動態の研究

手法の汎用性が明確となった。このような、選択 SAIL 化した蛋白質を用いる研究手法を、従来の構造

決定用に開発した SAIL アミノ酸の同位体標識パターンを改良することにより更に有効な技術開発が可

能とする。 

【平成 22, 23 年度】 

課題 D の三ヵ年間内において、個別課題への SAIL 技術移転を推進する基盤整備は予定通り概ね完了

する。平成 22 年度より二ヵ年間はこれまで開発した技術を利用し、ターゲットタンパク研究を支援す

るともに、下記の革新的技術開発を集中的に実施し SAIL 法の有効性を実証する。 

① SAIL 蛋白質発現技術開発としては大腸菌無細胞系、コムギ胚芽系、及び PURE System を含めた無細

胞系、更には井上正頼(UMDNJ)等が最近報告した mRNA interferase MazF を利用する Single protein

production (SPP)系等、様々な最新の手法を取り入れ、膜蛋白質・超分子蛋白質複合体の調製に総合的

に取り組む。このような、難易度の高い蛋白質の構造情報の取得には標準的な SAIL 法の適用だけでは

不十分であり、更なる重水素化による観測シグナル数の削減と構造情報の保全を両立させるために設計

した新しい安定同位体標識パターンを持つ改良版 SAIL アミノ酸、oro-SAIL (Overlap and Relaxation 

Optimized SAIL: oro-SAIL) amino acid [Ikeya et al., Magn. Reson. Chem., 2006; 44, S152-S157] 

を実際に合成し、それらを利用して SAIL 蛋白質調製を行う。蛋白質はターゲットタンパク課題の中か

ら選定し、SAIL 法の技術移転促進策を強化する枠組みの中で、開発した最新技術を直ちに個別課題に利

用できる体制を整える。 

② 膜蛋白質、超分子蛋白質複合体の構造研究においては、溶液 NMR 法以外にも、部分的に配向した状

態、膜や脂質に埋め込まれた状態、さらには固体・結晶状態での NMR 測定が必要となる場合もある。SAIL

法、oro-SAIL 法は基本的にはこれら全ての NMR 技術に共通した基盤技術であるものの、これら全ての領

域をカバーする研究を本研究グループで実施することは困難である。SAIL 法の開発・応用研究を中心に、

NMR 基盤技術開発戦略を再構築する必要性が生じる可能性がある。 
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③ 昨年度から様々な SAIL アミノ酸を利用して、研究を開始した選択 SAIL 法の展開は急速、且つ予想

外の展開を見せている。現在は炭素、水素、窒素原子の安定同位体を位置・立体選択的に組み合わせた

多種類の SAIL アミノ酸を利用して蛋白質の立体構造決定技術としての SAIL 法の開発を実施している。

平成 22 年度からは、SAIL アミノ酸に酸素同位体を組み入れた“四重標識 SAIL アミノ酸”の利用技術を

開発し、選択 SAIL 法により、蛋白質表面における相互作用検出、溶媒露出度、水素結合部位の決定、

蛋白質動態の解明など従来の同位体利用 NMR 技術を大きく越えた新しい技術を開発する。 

１０．特記事項 

選択 SAIL 法を利用した一連の新規解析技術は、本課題内で急速に発展しつつある。その一つが、蛋白

質内部の疎水性コア部分に数多く存在する芳香族アミノ酸の芳香環の回転運動を利用する手法である。

この現象自体は 80 年代初めの Wuethrich 等の一連の研究により明確にされ、それまでの結晶構造解析

の示唆する静止画像的な蛋白質描像を根底から覆す画期的成果として今も高く評価されている。嵩高い

芳香環の回転運動は、蛋白質の溶液内における疎水性コア部分を含む振幅の大きい、比較的ゆっくりと

した揺らぎ運動（large amplitude breathing motion）の存在を意味し、その生物学的意義に関して大

きな関心が寄せられていた。NMR 法はこのための唯一の手段であることは、当時より広く認識されては

いたものの、従来の標識技術では芳香環の NMR シグナルは極めて複雑となるため、このような構造の揺

らぎの生物学的意義に関する研究は 30 年近くたった現在に至るもなお遅々として進んでいない。選択

SAIL 法を利用して様々な蛋白質の NMR スペクトルを解析したところ、従来は例外的と思われて来たにも

かかわらず、蛋白質に含まれる Phe や Tyr 残基の実に約 20%近くが、回転速度に依存した線形を示すこ

とが明らかとなった。この結果、芳香環の回転速度を指標とする蛋白質動態の研究手法の重要性が改め

て確認された。この他、ジスルフィド結合周囲の動的立体配座解析、水酸基やアミノ基（アミド基）等

の交換性水素の関与する動的過程の解析手法など、多様な選択 SAIL 技術が一挙に展開しつつある。 

なお、SAIL 法の開発など多年にわたる安定同位体利用 NMR 技術開発に関する貢献により、本研究代表

者甲斐荘に平成 19 年度の日本化学会賞が授与された。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）     18,000          7,818            504          26,322

人件費（千円）      7,332         12,850         16,606          36,788

業務実施費（千円）         18,514         20,101 25,197          63,812

間接経費（千円）         13,154         12,231         12,692          38,077

合計（千円）         57,000         53,000         55,000    165,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

タンパク質名 PDB ID 概要 

SARS コロナウィルスヌクレ

オキャプシドタンパク質 C 末

端側ドメイン 

2jw8 SARS ウィルスのヌクレオキャプシドタンパク質の２

量体化、およびウィルス RNA との結合を担う、29 K の

構造ドメインに相当する。本蛋白質の構造決定は、SARS

ウィルスの RNA 保持機構の解明において重要な課題で

あった。芳香族シグナルの縮重、広幅化の問題のため従

来法では解析が困難であったが、SAIL 法の適用により

これらの問題を解決して構造決定を達成した。 

ミロシナーゼ結合蛋白質様タ

ンパク質 At3g16450.1 

2jz4 シロイヌナズナ構造ゲノムのターゲットのひとつ。植物

の外敵からの防御に関連するミロシナーゼ結合蛋白質

と 50 % 以上のホモロジーを有しており、同蛋白質とし

て初めての共通の立体構造決定にあたる。試料の溶解性

が低く、NMR 法による解析は難しかったが、SAIL 法に

よる高感度観測により、低濃度でありながら構造決定に

至った。 

大腸菌由来シストランスイソ

メラーゼ 

 未登録。本タンパク質は、FKBP 型のシストランスイソ

メラーゼである。既に既存の SAIL アミノ酸を利用して

得られる NOE 拘束条件のみで、高い精度の立体構造決

定が実現出来るが、新しい標識パターンを持つ SAIL ア

ミノ酸を利用することにより、今後さらに構造精度が高

まることが期待されているため、現段階では登録を控え

ている。 

放線菌由来ズブチリジンイン

ヒビター 

 未登録。本タンパク質は、プロテアーゼのひとつ、サブ

チリジンの活性部位に強く結合するペプチド性プロテ

アーゼインヒビター。その活性部位に含まれる S-S 結

合の立体配座解析方法の開発を進めており、その研究結

果と併せて学術誌への投稿を考えている。そのため、現

在登録を控えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 424 -



 

 

２．論文のリスト 

 

Yoshida H, Furuya N, Lin YJ, Güntert P, Komano T, and Kainosho M, Structural basis of the role of the 

NikA ribbon-helix-helix domain in initiating bacterial conjugation, J. Mol. Biol. ,384, 690-701 (2008). 

◎Takeda M, Sugimori N, Torizawa T, Terauchi T, Ono AM, Yagi H, Yamaguchi Y, Kato K, Ikeya T, Jee 

J, Güntert P, Aceti DJ, Markley JL, Kainosho M, Structure of the putative 32 kDa myrosinase binding 

protein from Arabidopsis (At3g16450.1) determined by SAIL-NMR, FEBS Journal, 275, 5873-5884 

(2008) 

◎Takeda M, Chang CK, Ikeya T, Güntert P, Chang, YH, Hsu YL, Huang, TH, Kainosho M, Solution 

Structure of the C-terminal dimerization domain of SARS coronavirus nucleocapsid protein solved by 

the SAIL-NMR method”, J. Mol Biol., 380, 608-622 (2008). 

Terauchi T, Kobayashi K, Okuma K, Oba M, Nishiyama K, Kainosho M, Stereoselective synthesis of 

triply isotope-labeled Ser, Cys, and Ala: Amino acids for stereo-array isotope labeling (SAIL) technology, 

Organic Letters, 10 (13), 2785-2787 (2008). 

◎Takeda M, Ikeya T, Güntert P, and Kainosho M, Automated structure determination of proteins with 

the SAIL-FLYA NMR method, Nature Protocols, 2 (11), 2896-2902(2007). 

Ohki S, Kainosho M, Stable Isotope Labeling Methods for Protein NMR Spectroscopy, Progress in 

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, Elsevier, 53, 208-226(2008). 

Okuma K, Ono AM, Tsuchiya S, Oba M, Nishiyama K, Kainosho M, Terauchi T, Asymmetric synthesis 

of (2S, 3R)- and (2S, 3S)-[2-13C; 3-2H] glutamic acid, Tetrahydron letters 50(13) 1482-1484 (2009) 

池谷鉄兵、ペーターギュンタート、甲斐荘正恒、計算シミュレーションと分析データ解析、NMR

による蛋白質構造決定の自動化（日本表面科学会編）、丸善㈱、東京、148-166 (2007). 

 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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－ 技術開発研究課題 － 

２－６ 「制御」領域 
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課 題 名 化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 

代 表 機 関 名 東京大学 

代 表 研 究 者 名 長野 哲雄 

分担機関・分担研究者名 理化学研究所（長田 裕之、田仲 昭子）、京都大学（藤井 信孝） 

ファルマデザイン（古谷 利夫） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

・ヒット効率の高い化合物ライブラリーの構築 

タンパク質を制御する機能性小分子化合物を探索するためには化合物ライブラリーは不可欠であり、本プ

ログラムでは十数万化合物からなる質の良いライブラリーを構築する。この化合物ライブラリーを構築す

るにあたって、我々は、構造と物理化学的性質に基づいた多様性を考慮するためにライブラリーをイン

シリコでデザインし、これらのうち合成あるいは入手可能なものを収集し、General ライブラリーとし

て研究基盤を構築する。具体的には、クラスタリング解析により多様性を評価した上で、Druglikeness

の指標、例えば Lipinski の Rule of 5 などによる filtering により選定された化合物を収集・合成する。ま

た、最近 Fragment に基づくドラッグデザインが注目されているが、独自の手法により Fragment ライブ

ラリーも構築する。さらに、タンパク質の立体構造に基づいたドッキングスタディー、モデリングなど

も活用し、代表的なターゲットタンパク質であるキナーゼや GPCR などに対する制御化合物の収集・合

成、すなわち焦点を絞った Focused ライブラリーの構築も計画している。これらの化合物はターゲット

タンパク質の試料調製や結晶化時の安定化にも利用が期待される。平成 19 年度には約 2 万化合物、20−

21 年度には合計約 6 万-8 万化合物の収集・合成を目途とし、「タンパク質解析基盤技術開発」プロジェ

クトで収集した化合物と合わせて、本プログラム開始 3 年間で十数万化合物のライブラリーを構築する。

この化合物ライブラリーから「ターゲットタンパク研究者」が結晶化やスクリーニングに必要な化合物

を配布し、支援を行う。 

後半 2 年間（平成 22−23 年度）では、ターゲットタンパク研究の成果などを用いてインシリコ計算す

ることにより、タンパク質相互作用阻害剤ライブラリーを収集するなど、タンパク質制御研究に特化し

たライブラリーとして質の向上を目指す。 

・新規スクリーニング法の開発 

スクリーニングにおいては、少量タンパク質での測定、スクリーニングの高速化、高感度化、大量処

理および false positive（擬陽性）の減少が求められている。本プログラムではこれらの問題を克服する

スクリーニングシステムの確立を目指して技術開発を行う。スクリーニングの技術開発は、本プログラ

ムの開始年度から最終年度まで行うことになる。特に後半の平成 22 年度、平成 23 年度では「ターゲッ

トタンパク研究者」との研究交流を通じて明らかになった問題点についての検討を行い、各「ターゲッ

トタンパク研究者」に有益な情報提供による支援を行う。 

一方、天然化合物には薬理活性を有するものが知られているが、この観点から放線菌・糸状菌を中心

とする微生物が生産する二次代謝産物を網羅的に取得し、天然化合物アレイを構築する。アレイ化はス

クリーニングの高速化、試料の少量化が期待できる。また、天然化合物をベースに化学修飾あるいは酵

素処理を施した天然型非天然化合物、天然化合物を標識化したプローブ化合物を作製する。 

・ライブラリーおよびスクリーニング法の検証とインシリコアプローチ 

 更に上記の化合物ライブラリーにおける化合物選定の妥当性および開発したスクリーニング法の有
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用性を検証する観点から、学問的あるいは社会的に価値のある数種類のタンパク質を取り上げて、実際

に制御化合物の探索を行う。タンパク質の立体構造情報に基づいて、さらにドッキングスタディー等を

行い、化合物ライブラリーの質の向上とスクリーニング法の最適化を図る。 

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要  市販化合物 109,286 サンプルを新規購入、微生物代謝天然化合物を 4,368

フラクション取得し、京都大学所蔵の提供化合物 3,416 サンプルや先行プロ

ジェクト「タンパク質解析基盤技術開発」で収集した約 3 万サンプルと合

わせ、計 148,384 サンプルを入手した。化合物倉庫等の設備や手続きの面を

含め、ターゲットタンパク研究プログラム内の参画研究者はもとより、本

プログラム以外の一般研究者にも化合物の提供体制を整え、支援している。

平成 21 年度にはライブラリー化合物の化合物空間（Chemical Space）のさ

らなる充実と最適化を図り、十数万化合物からなる質の高いライブラリー

構築という当初の目標は確実に達成される。スクリーニングシステムとし

ては GPCR 内在化可視化技術、化合物マイクロアレイ作成・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。個別研究のターゲット

タンパク質及び制御領域内で選択したタンパク質に対してインシリコ技術

を駆使して Focused ライブラリーを作成し、スクリーニングした結果、タン

パク質相互作用阻害剤など興味ある化合物を見出している。また「ターゲ

ットタンパク研究者」とは随時会合を持ち、研究交流と支援に努めた。 

（２）技術開発の進捗及

び成果 

 

①ヒット効率の高い化合物ライブラリーの構築 

化合物保管システムの構築と整備 

 東大薬学部本館に化合物保管庫（収納可能数：粉末 32 万本、溶液 84 万

本）を平成 20 年 3 月に設置完了した。それまでに入手した化合物サンプル

の入庫作業を同年 6 月までに済ませ、サンプル提供できる体制を整備した。

General ライブラリーの構築 

 General ライブラリー収集は、インシリコ選定をファルマデザインが主に

担当し、約 430 万個のユニークな市販化合物からなるデータベース（内、

各大学研究室所蔵の非流通化合物約 3 万個を含む）から Fragment likeness、

Scaffold likeness、生物活性志向、合成展開しやすさ、構造多様性等の各種観

点で絞り込んだ。その後、化学者が 1 個、1 個、目視選択し、溶解度予測値

も指標にいれて、収集化合物を決定した。京大薬学部の所蔵化合物 3,416 個

もライブラリーに預託されて運用している。 

 本ライブラリーの特徴は、一から構造多様性を考慮に入れて設計し、構

築されている点と、分子量 250～350 を中心とする Scaffold like な（タンパ

ク質との結合の核となる骨格）化合物の収集に注力している点である。

Scaffold 化合物の化合物空間は分子量 500 までとされる Drug-like な化合物

空間よりも狭いため、限られた予算で効率的に網羅でき、構造最適化の際、

タンパク質構造を眺めつつ、分子量の増加する修飾を行っても Drug-like な

領域内に留まる余裕がある。Scaffold 化合物のアッセイには生化学的方法も

可能で、タンパク質との親和性の制約から物理化学的なアッセイ法に限ら
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れる分子量 250 以下の Fragment 化合物よりも評価を行いやすい。迅速な構

造活性相関取得のため、それらの類似化合物も収集した。 

新規 Fragment 化合物群の創製を目的とした Drug-like 骨格構築法の開発 

 構造最適化、ライブラリー化合物の構造多様性充実のためには、基質適

用範囲の広い反応の開発ならびに、迅速に合成できる技術（連続反応・多

成分反応など）が求められる。キノリン、イソキノリン及び関連ヘテロ芳

香環は、生物活性を有するアルカロイドや合成化合物に広く存在する鍵構

造であり、キナーゼ類を始めとして種々のタンパク質に対して活性を示す

ため、置換様式の異なる多彩な化合物群の創製法開発も重要である。我々

は様々なキノリン・イソキノリン誘導体の骨格構築法およびアミノ酸誘導

体や安価な試薬を原料とした多成分反応による Drug-like なインドール縮環

型含窒素複素環の効率的構築法を確立し、論文として速やかに公開した。

天然化合物フラクションの収集 

 微生物培養液から代謝化合物フラクションを系統的に取得するための精

製法を確立し、平成 19 年度に放線菌 8 株、平成 20 年度に放線菌 6 株と糸

状菌 2 株を用いて、精製フラクションを収集し、先行プロジェクト収集分

と合わせ 6,453 フラクションとなった。得られた代謝化合物フラクションの

LC/MS 分析により新規化合物 5 種の構造を明らかにした。 

 

Focused ライブラリー化合物の収集 

 Focused ライブラリーとしては GPCR 制御化合物ライブラリーとして

11,738 個、キナーゼ制御化合物ライブラリーとして 5,323 個、タンパク間相

互作用制御化合物ライブラリーとして 1,756 個購入した。また、ターゲット

タンパク研究グループからの購入依頼に対しては 475 個購入に応じ、提供

を行った。 

化合物ライブラリーの内訳 

 これまでに収集した化合物の内訳を次ページ図 1 に示す。化合物空間分

布を生物活性既知の化合物が属する空間と比較したところ、分子量が大き

めで水溶性が低いと計算予測されたため、選定から除かれてきた天然物 like

な化合物が多く属する空間が疎となっているのみで、それ以外は概ね網羅

できていた。天然化合物に関しては理研和光にて収集しており、合成化合

物で不足する部分の補完を図っている。 

全数 0.5 mg以下 0.5 - 2.0 mg 2.0 mg以上

H19年度 8 2016 147 (7.3%) 481 (23.9%) 1388 (68.8%)

H20年度 8 2352 228 (9.7%) 685 (29.1%) 1439 (61.2%)

年度 処理菌体数
フラクション数

表１．取得したフラクション数とそのサンプル量による分類
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図 1 収集した 148,384 サンプル内訳（March 2009 現在の数値。先行プロジ

ェクトにおいて収集したサンプル数を含む。） 

②新規スクリーニング法の開発 

マイクロアレイを用いたスクリーニング系構築 

 希少な天然化合物を溶液で提供することは困難であるため、マイクロア

レイにして提供し、タンパク質との結合を検出するスクリーニング技術を

開発してきた。スポットする化合物のキャリーオーバーが極めて少なく、

スライドガラス 200 枚用の大型ステージを搭載した新型アレイヤーの設

計・製作をこれまでに行った。収集した微生物代謝化合物フラクションマ

イクロアレイを作製し、p38 MAP キナーゼとの相互作用を検討したところ、

85 フラクションに相互作用が観察されている。また微生物代謝化合物フラ

クションだけではなく、ライブラリー化合物のキナーゼ Focused ライブラリ

ーのマイクロアレイ作製も行った。 

新規蛍光タグプローブシステムの開発

とタンパク質細胞内局在画像処理によ

るスクリーニングへの応用 

 G タンパク共役型受容体（GPCR）の

リガンドを探索するための有力な評価

法の一つとして、生細胞で GPCR を蛍光

ラベルし、リガンド刺激に伴う GPCR の

細胞膜から細胞内への移行（内在化）を

可視化する方法を開発した。 

 ラベル化原理として、強固なコイルド

コイル構造を形成するペプチドの組み

合わせ、すなわち、コイルドコイル形成

ペア（E3–K4）の一方（E3：(EIAALEK)3）

を GPCR の N 末端に融合して発現させ、

もう一方（K4：(KIAALKE)4）を化学合 図 2 
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成して蛍光色素を付加し、これを生細胞に投与した（図 2 上段）。ラベル化

は 1 分以内に完了し、無毒性、血清含有培養液中でも可能であり、報告さ

れている他の小分子ラベル法と比べて利点が多い。また、K4 プローブに付

加する蛍光色素は、自由に選ぶことができる。 

 このラベル法を用いて、β2 アドレナリン受容体の内在化の可視化を試み

たところ、TMR-K4 により細胞膜の受容体が特異的にラベル化され、アゴ

ニストである Isoproterenol（Iso）を添加すると、一部の受容体が細胞内へ内

在化する様子が観察できた（図 2 下段）。内在化に伴う pH 環境変化による

蛍光強度変化を利用した内在化の定量もでき、今後大規模スクリーニング

への適用を検討する。 

高感度かつ信頼性の高い蛍光プローブの開発 

 False positive（擬陽性）を減らすため、時間分解蛍光測定が可能なランタ

ノイド金属イオン錯体を用いた、新規プローブを開発した。大量サンプル

アッセイ時にはサンプル自身の蛍光も蛍光測定に影響するため、長寿命蛍

光を有するプローブを用い、サンプル自身の発光が終わった時点でプロー

ブによる発光を測定することで、その影響やノイズを無視することができ、

より高感度かつ信頼性が高い測定が可能となる。その応用例として、プロ

テアーゼである Dipeptidyl Peptidase 4 （DPP4）阻害剤探索プローブを開発

した。 

図 3 DPP4 時間分解蛍光プローブ 

③ライブラリー及びスクリーニング法の検証とインシリコアプローチ 

タンパク質間相互作用阻害剤スクリーニング実証研究 

 これまでに開発してきた蛍光相関分光法（FCS）を用いたタンパク質間相

互作用阻害剤スクリーニング技術およびライブラリー化合物の有用性の実

証として、MDM2 および MDMX と p53 との相互作用を dual に阻害し、制

癌活性を有する化合物を探索した。その結果、強い dual 阻害剤 2 つを見出

した。MDM2-p53 相互作用競合 IC50 がそれぞれ 500 および 600 nM、

MDMX-p53 に対する IC50 が 60 および 90 nM であった。これらは、

MDM2/X-p53 相互作用阻害により、p53 タンパク質による下流遺伝子

（MDM2、p21）の弱い転写活性化をもたらし、MDMX-p53 相互作用の阻害

活性により、MDM2 既知阻害剤 Nutlin-3 が無効な MDMX 高発現性癌細胞株

（JEG3）に対しても、致死活性の IC50 が 10μM 以下であった。 

 また、白血病治療ターゲットとされるキナーゼ Pim-1 の ATP ポケットに

N
H

H
N

N
H

O

O

N

N

N

COO-

COO-

COO-

COO-

GlyPro

Ln3+

Luminescence

N
H

H2N

N
H

O

O

N

N

N

COO-

COO-

COO-

COO-

Ln3+

No Luminescence

DPP4

Gly-Pro-BCD-Ln NH2-BCD-Ln

e-

- 433 -



 

  

結合し、かつ基質ペプチドの結合を阻害すると予測される化合物を Pim-1

のX線構造とのドッキング及びタンパク質-リガンド間相互作用の解析によ

り選択し、前述の FCS 法を用いた基質ペプチド結合阻害活性およびキナー

ゼ活性に基づいてスクリーニングした。その結果、キナーゼ活性に対する

IC50 が 7μM のヒット化合物を見出した。これをもとに類似化合物 178 個

を新規合成し、キナーゼ活性の IC50 が 1μM 以下の化合物を 3 個（内 1 個

は 100 nM）を得た。高阻害活性を示した 2 化合物についてはヒト急性骨髄

性白血病細胞株 MV4-11 に対する強い致死活性を確認した。 

 さらに本 FCS 法はタンパク質間相互作用に対する、Fragment サイズの小

さな化合物による弱い阻害が検出でき、この手法を Fragment based drug 

discovery に利用できることを確認している。 

インシリコ技術に基づく Focused ライブラリーの作成と検証 

 Focused ライブラリーをインシリコで作成したテーマを表 2 にまとめた。

表 2. Focused ライブラリー 研究概要 

 立体構造を利用できる場合には、改良ドッキング法によるインシリコス

クリーニングを行い、立体構造がなければ、類縁タンパク質 X 線結晶構造

を鋳型としたホモロジーモデリングを行った上で上記インシリコスクリー

ニングを実施（以上 Structure Based Drug Design; SBDD）、あるいは類似構造

タンパク質のリガンド情報を利用した Focused ライブラリーを構築し

（Ligand Based Drug Design; LBDD）、阻害活性化合物が多数得られている。

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

0 件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 24 件 

５．グループ全体の特許出願件数 5 件（うち国外 1 件） 
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６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 これまでのところ、目標は、計画通りもしくは想定を上回って達成できていると考えている。具体的

には平成 20 年度末現在、化合物ライブラリーのサイズは約 15 万（理研和光にて収集している天然物フ

ラクションを含む）に達している。また、サイズだけではなく、一からの論理的な構築によりヒット効

率が高く、質的にも優れたものになっていると考える。その証拠に制御化合物の探索では支援個別研究

テーマ、化合物ライブラリーと開発した制御化合物探索技術の検証で行っている制御内テーマで興味あ

るヒット化合物が既に多数見つかってきている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

①新規スクリーニング技術開発においては、東大で新規蛍光プローブの設計と合成を担当し、理研横浜

でプローブの有用性の実証研究を共同で実施した。また、スクリーニング技術やライブラリーの有用性

の実証に関しては、東大で化合物の構造確認や新規類縁化合物の設計と合成を実施し、理研横浜でこれ

らの活性スクリーニングを実施し、高活性化合物を得つつある。 

②京大保有の化合物約 3400 個をプログラム内で活用するため、東大の化合物ライブラリーへ預託した。

③東大のライブラリーから提供したキナーゼ Focused 化合物を理研和光でマイクロアレイ化した。 

④インシリコアプローチの実証研究として制御内でテーマを決め、ファルマデザインがインシリコスク

リーニング、東大がウェットスクリーニング（実験室でのスクリーニング）を行い、計算方法の改良を

はかっている。これまでに ALK をターゲットとした阻害剤探索で、高活性化合物を複数得ている。ま

た、SRPK 阻害剤の研究では、既知の活性化合物と同等の活性を有する化合物が複数見出されている。

⑤General ライブラリー構築のために、インシリコ技術による化合物選別後の目視による取捨選択は各

機関所属の化学者が複数名ずつ参加して行っている。 

⑥各分担機関が保有する技術の情報共有・有効活用により、新規 Fragment 化合物群を設計するとともに、

新規タンパク質制御化合物（例：Eg5 阻害剤）の探索・創製を行っている。 

⑦情報共有手段としては、月 1 回程度の制御領域内合同研究会を実施する他、メールでの研究討論やス

クリーニングデータの送付を随時行っている。京大の研究者とは TV 会議システムも活用している。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

①ターゲットタンパク研究者 

 化合物を提供するための契約手続等（化合物ライブラリー運用指針、化合物データベース提供依頼申

請書、化合物サンプル提供依頼申請書、化合物購入依頼申請書）を策定し、各プログラム研究者にその

周知を行った。化合物ライブラリー機構が各「ターゲットタンパク研究者」に対して行う研究支援・研

究交流においては、ライブラリー化合物の提供だけでなく、Focused Library 構築によるスクリーニング

化合物の選定、スクリーニング技術・機器の提供及び結果の吟味など、制御化合物探索の総合的支援を

行っている。また、権利付き化合物の収集は極力避け、ライブラリー化合物自体の権利はプロジェクト

内の研究者に対して原則放棄して、各研究者に発生する知的財産権の問題を抑えるようにした。 

②生産領域 

 制御領域で開発したドッキング計算技術の実証研究をタンパク質調製を担当する生産領域と連携し

て、EGFR のチロシンキナーゼ活性を標的として進めている。 

 また、生産領域において cell free で調製した GPCR のひとつである CCR7 に対する制御化合物を、制

御のインシリコ技術、ウェットスクリーニング技術で見出すべく、共同研究を進めている。 
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③情報プラットフォーム 

 化合物情報・活性データの取扱を協議して公開規準作成に協力し、化合物データベースを提供した。

また、化合物提供情報や支援打合せ開催情報などをプログラムホームページに随時登録している。 

９．今後の展望 

化合物ライブラリーの高度化とスクリーニング技術開発およびそれらを活用した総合的支援と研究交

流（東大） 

 より使い易いサンプル提供方法考案による化合物ライブラリーの積極的運用とさらなる高度化を行

う。例えば在庫化合物群から生物活性の多様性を考慮した化合物セットの構築、高濃度で行われる NMR

等の物理化学的測定に適した高い水溶性の化合物セット、スクリーニング可能サンプル数が限られてい

る場合の化合物 mixture の作成などである。また、フィードバックされたアッセイ結果解析も含む様々

な指標で化合物ライブラリーを評価し、低密度の化合物空間を購入あるいは合成で補完する。 

 高感度かつ信頼性の高い新規スクリーニングシステムの開発を含めたウェットスクリーニング系構

築総合支援を行う。Cell-free での検出プローブの開発のみならず、細胞レベルでの活性検出に有用なプ

ローブを必要に応じて創出し、重要なタンパク質によるライブラリーおよび検出プローブの最適な利用

方法検討を含めたスクリーニング系の有用性の検証研究を引き続き行う。見出された有望な制御化合物

候補については有機合成による最適化研究を行い、細胞、動物レベルでの生物機能制御につなげる。 

 「技術開発」各領域との連携および「ターゲットタンパク研究者」等との研究交流・支援として、構

築した化合物ライブラリーおよびスクリーニングシステムを活用し、総合スクリーニングセンターとし

て「ターゲットタンパク研究者」を強力に支援する。ターゲットタンパク質の構造、活性情報から、Focused 

ライブラリー作成や至適スクリーング系の設計を行い、「ターゲットタンパク研究者」と一体となって

スクリーニングを実施する。その過程でスクリーニングプロセスに精通した研究者の育成も行う。 

天然物化合物マイクロアレイの実用化と提供支援（理研和光） 

 これまでに収集した代謝化合物フラクションおよび今後収集するフラクションのアレイ化を順次進

め、キナーゼ等の各種タンパク質との相互作用スクリーニングおよび生物活性試験による評価を行いつ

つ、「ターゲットタンパク研究者」等への提供およびスクリーニング支援を行う。LC/MS スペクトルデ

ータの解析・評価や、ヒットフラクションの効率的な化合物精製・単離を行い、構造決定を行って、タ

ンパク質機能制御研究を支援する。マイクロアレイ技術については、評価結果に応じ、スポット数のさ

らなる高密度化やリンカー構造の多様化などの技術開発を継続する。 

制御化合物探索技術開発と化合物ライブラリーおよび開発技術の実証研究（理研横浜） 

 これまでにインシリコスクリーニング技術として、複数のターゲットタンパク質の X 線構造とドッキ

ングの設定を半自動的に検討し、最適設定を選び出すドッキング条件検討支援システム（PALLAS）を

開発している。また、タンパク質-リガンド間相互作用記述子を利用して活性に必須な相互作用を機械学

習させ活性予測モデルを構築するタンパク質-リガンド間相互作用機械学習システム（MUSES）も開発

し、ドッキングスコアのみを使った場合に比べて予測精度が大きく向上することが分かっている。 

 今後、これら高精度なインシリコスクリーニング技術および開発したウェットスクリーニング技術や

化合物ライブラリーの有用性の実証研究をキナーゼ、プロテアーゼ、タンパク質間相互作用、代謝酵素

等のターゲットを用いて行い、制御化合物や結晶化促進化合物の探索に実用化して支援する。 

 新規なタンパク質間相互作用阻害剤等を探索するための Fragment 化合物ハイスループット探索技術

（ウェット）の開発および Fragment リンク化合物のインシリコ設計技術を進める。制御、生産、解析の
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研究チームと共同して、Fragment リンク化合物の合成、活性測定、複合体構造解析などの実証を進める。

さらに、これらやターゲットタンパク研究等の成果である複合体構造を活用して、新規タンパク質間相

互作用阻害ライブラリーのインシリコ設計研究とこの情報を用いて高度化された化合物ライブラリー

の有用性検証実験を行う。 

制御化合物創製に重要な有機合成基盤技術開発とライブラリー化合物拡充、最適化研究支援（京大） 

 市販化合物にない新規骨格を有する誘導体を創製し、化合物ライブラリーの充実に協力する。京都大

学において保有する量的供給が可能な化合物のうち、分子構造の多様性の拡張に貢献可能な化合物を原

料として、ライブラリーの高次元化を実施する。また、平成 20 年度までに得られる Fragment 分子を原

料として活用し、包括的な試薬処理を施すことによる独自性の高いライブラリー化合物の創製を展開す

る。合成すべき化合物は、制御化合物が多く存在する化合物空間にある化合物群をターゲットタンパク

研究でのスクリーニングから得られたデータに基づいて選択する。一方で、天然物やその類縁体をはじ

めとする生物活性が得られやすい化合物群に着目し、これらの共通骨格に見られる分子構造から適当な

Fragment 骨格候補構造の選択を行う。また、ターゲットタンパク研究からの要請に応じて、化合物の最

適化研究に求められる Fragment 分子同士の結合や適当な分子長のリンカーを有する誘導体の合成に関

わる基盤技術を提供する。 

Cell based スクリーニング技術開発と検証および支援（京大） 

 開発してきた GPCR 新規蛍光ラベル法を用いて、平成 20 年度には受容体活性化に伴う内在化を簡便

に検出する手法を確立したが、今後、汎用の蛍光マイクロプレートリーダーでの実験系の構築を目指し、

蛍光検出感度の向上を図り、GPCR 一般のリガンド探索基盤技術となるよう実用化する。その過程で化

合物ライブラリーを利用した技術検証を行うと共に、他の研究グループへの技術支援・移転を行う。 

 また、抗がん剤への展開が期待される制御化合物探索としてこれまでに開発してきた転写因子 HIF-1

の cell based スクリーニング法について化合物ライブラリー活用により検証を行う。その過程で得られ

たヒット化合物についてはインシリコ技術を用いてリード探索を行い、同技術の検証にも役立てる。さ

らに、HIF-1 の αならびに βサブユニット中に各々存在する PAS 領域を介した二量体化を標的とした阻

害剤のハイコンテンツスクリーニング技術の開発を行い、評価系の実証と検証を行う。 

インシリコ技術開発と支援（ファルマデザイン） 

 General ライブラリーについては、主に東大と協力し、インシリコ技術を駆使して高度化を行う。

Focused ライブラリーについては、引き続き各々のテーマで主にターゲットタンパク質の立体構造情報

に基づくインシリコスクリーニングを実施して構築する。ヒット化合物に対して、General ライブラリ

ー収載化合物ならびに市販化合物に対して、類似構造検索を行い、構造活性相関情報を効率的に得た後、

さらに各共同研究機関と連携し、各ターゲットタンパク質に対するリード化合物を見出す。 

１０．特記事項 

（１）研究成果について 

①実証研究において MDM2 および MDMX と p53 とのタンパク質間相互作用を dual に阻害する低分子

化合物を世界で初めて見出した。また Pim-1 キナーゼを標的とし、その ATP ポケットに結合し、かつ基

質ペプチドの結合を阻害するようなユニークな性質を持つ化合物も見出した。 

②GPCR などの膜タンパク質の新規コイルドコイルラベル法は、他のタグ−プローブラベル法と比べ、1）

細胞毒性がない、2）非特異的染色がなく特異性が高い（数 nM の Kd）、3）1 分以内にラベルが完了する、

4）蛍光タンパク質の 1/5 程度の小分子、5）膜タンパク質の細胞外ドメインのみをラベルできる、6）多
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色ラベルのラベル比のコントロールが容易、などの点で優れ、膜タンパク質の生細胞イメージングに強

力な手法となる。また、受容体内在化の観測は下流のシグナル経路に依存しないため、様々な GPCR に

適用できる。 

③化合物マイクロアレイ作製用のアレイヤーを新規設計・製作し、一度に 200 枚の化合物マイクロアレ

イを作製できるようになり、「ターゲットタンパク研究者」と連携した制御化合物の探索を進める体制

が整った。化合物マイクロアレイ１枚で 2000-3000 化合物と標的タンパク質との相互作用を迅速に調べ

ることができ、リガンドスクリーニングにかかる時間を大幅に短縮することができる。 

④制御領域内での連携研究やプロジェクト後半でのプログラム全体への支援研究に備えて、理研横浜で

は学術調査と計算化学の連携の取れた体制を整え、また大量の実験データから化合物の構造活性相関を

解析できる体制を整備した。特に高精度なインシリコスクリーニングを実行するための技術（ドッキン

グ条件検討支援システム・タンパク質－リガンド間相互作用機械学習システム）を立ち上げ、ドッキン

グの効率向上に大きな威力を示しており、独自性の高い計算技術として支援研究に貢献できる。また、

計算による候補化合物予測が困難なタンパク質間相互作用化合物を取得するために、タンパク質間相互

作用面の解析計算技術と FCS 法などによる Fragment 化合物スクリーニング法を活用することによって、

Fragment based drug discovery に必要な基礎技術を整えた。 

⑤多様性指向型化合物合成法として極めて有用な多成分カップリング反応、連続環化反応、触媒的不斉

ヒドロアミノ化反応、環化付加反応等を基盤とした、縮環型インドール、光学活性イソキノリン、ケト

ピペラジン、ジヒドロキノリン、多置換キノリンを始めとする Drug-like 複素環構造化合物のワンポット

合成法の開発に成功した。 

（２）その他 

①化合物ライブラリーの本プログラムに属さない一般研究者への早期公開を目的に「化合物ライブラリ

ー外部提供 WG」を立ち上げ、実施上の問題点、手順などを検討した。平成 21 年 1 月から 2 件のフィ

ージビリティースタディーを行い、問題点は生じていないため、4 月からの本格的な外部提供の募集を

開始している。 

②東大・化合物ライブラリー機構が管理する化合物スクリーニング機器等設備をプログラム内で活用で

きるように利用規定を定め、研究支援を進めた。 

③化合物ライブラリーを含むインフラ整備に関し、東大・化合物ライブラリー機構を見学した複数の製

薬企業探索部門責任者から短期間での構築に驚異的とのコメントを受けている。 

④プログラム外連携として、多検体用表面プラズモン共鳴装置（SPR）の実用化を検討するための共同

研究を富士フィルム（株）と進めており、今後この機械の Fragment スクリーニングへの有用性などにつ

いて技術開発検討を進める。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）     607,315  260,980  146,180 1,014,475

人件費（千円）          136,767  236,499  242,003   615,269

業務実施費（千円）  409,764  602,521  634,894  1,647,179

間接経費（千円）  346,154  330,000  306,923   983,077

合計（千円） 1,500,000 1,430,000 1,330,000 4,260,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 

 

２．論文のリスト 

 

◎Kawaguchi M, Terai T, Utata R, Kato M, Tsuganezawa K, Tanaka A, Kojima H, Okabe T, Nagano T. 

Development of a novel fluorescent probe for fluorescence correlation spectroscopic detection of kinase 

inhibitors.  Bioorg. Med. Chem. Lett., 18(13): 3752-3755 (2008). 

◎Yano Y, Yano A, Oishi S, Sugimoto Y, Tsujimoto G, Fujii N, Matsuzaki K. Coiled-coil tag--probe system 

for quick labeling of membrane receptors in living cell. ACS Chem. Biol. 3(6):341-345 (2008). 

◎Yasui Y, Kamisaki H, Takemoto Y. Enantioselective synthesis of 3,3-disubstituted oxindoles through 

Pd-catalyzed cyanoamidation. Org. Lett. 10(15):3303-3306 (2008). 

◎Shindoh N, Tokuyama H, Takemoto Y, Takasu K. Auto-tandem catalysis in the synthesis of substituted 

quinolines from aldimines and electron-rich olefins: cascade Povarov-hydrogen-transfer reaction. J. Org. 

Chem. 73(19):7451-7456 (2008). 

◎Selim KB, Yamada K, Tomioka K. Copper-catalyzed asymmetric allylic substitution with aryl and ethyl 

Grignard reagents. Chem. Commun. (41):5140-5142 (2008). 

◎Inuki S, Oishi S, Fujii N, Ohno H. Total synthesis of (+/-)-lysergic acid, lysergol, and isolysergol by 

palladium-catalyzed domino cyclization of amino allenes bearing a bromoindolyl group. Org. Lett. 

10(22):5239-5242 (2008). 

◎Mori M, Ogawa N, Tanikawa K, Dodo S, Shibayama S, Yokoyama S, Tanaka A. Contribution of structural 

biology to clinically validated target proteins., Drug Discov Today 13(11-12):469-72 (2008). 

◎Watanabe T, Oishi S, Fujii N, Ohno H. Palladium-catalyzed sp3 C－H activation of simple alkyl groups: 

direct preparation of indoline derivatives from N-alkyl-2-bromoanilines. Org. Lett. 10(9):1759-1762 (2008). 

◎Sakai T, Yamada K, Tomioka K. Base-induced sequential cyclization–rearrangement of enantioenriched 

3-aminoalkanoates to five- and seven-membered lactams. Chem. Asian J. 3(8-9):1486-1493 (2008). 

◎長野哲雄, 若槻壮市, 古谷利夫, 高木淳一（編著）医薬の分子設計と構造生物学との融合 蛋白質

核酸酵素 増刊号 in printing. 

  

３．特許出願リスト 

 

表題 概要 出願年月日 

コイルドコイルを利用し

た膜タンパク質標識方法 

GPCR をはじめとする膜タンパク質の特異的標

識を可能にする手法 

平成 19 年 9 月 28 日

細胞増殖阻害剤 MDMX 結合性相互作用阻害剤 平成 20 年 5 月 16 日

コイルドコイルを利用し

た膜タンパク質標識方法 

GPCR をはじめとする膜タンパク質の特異的標

識を可能にする手法（PCT 国際出願） 

平成 20 年 9 月 26 日
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細胞増殖阻害剤 p53 関連タンパク質間相互作用阻害剤 平成 20 年 10 月 31 日

Eg5 阻害剤 フラグメント様含窒素複素環骨格に認められた

Eg5 阻害活性を示す化合物 

平成 20 年 12 月 26 日
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－ 技術開発研究課題 － 

２－７ 「情報プラットフォーム」領域 
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課           題           名 ターゲットタンパク研究情報プラットフォームの構築運用 

代 表 機 関 名 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 

代 表 研 究 者 名 菅原 秀明 

分 担 機 関 ・ 分 担 研 究 者 名 大阪大学（中村 春木）日立製作所（金子 明人）東京大学（大野 美

恵） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

情報プラットフォーム（以下、情報 PF）によって、ターゲットタンパク研究機関及び技術開発研究３領

域（生産・解析・制御）の研究拠点から産出される情報を集約し、事務局機能と連動してプロジェクト内

での情報共有に加えて、適切な外部への発信を実現する。 

【補足資料】 

図１  ターゲットタンパク研究プログラム情報プラットフォームに 

           至る経緯と国内状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 理化学研究所におけるタンパク 3000 の詳細な実験情報をデータベース化           

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 情報 PF のサブシステムとして、ポータルサイト、実験情報マネージメ

ントシステム（以下、実験 MS）、進捗・知財情報システム（以下、進捗

MS）およびターゲットタンパク総合データベース（以下、ターゲット

DB（化合物 DB も含む））の開発を進めて、以下の各項を実現した： 

① 研究プログラムの進捗情報、技術情報ならびに研究成果の集積 

② 研究プログラム外における関連研究動向や研究成果の獲得 

③ 項目①と②の情報を編集してプログラム内に開示 

④ 項目③の情報のうち公開可能な情報をプログラム外に公開 

⑤ 研究成果を次世代に継承する基盤 

なお、東大農学部に設置された事務局はポータルサイトの構築・運用

への参画や各種会合の企画・運営によって、多彩な研究プログラムの各

課題間の交流を促進した。 
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（２）技術開発の進捗及び 

成果 

 

前項（１）の成果概要を図２に表現した。情報 PF によって、研究プロ

グラム内と外からの情報が同世代のプログラム内と外へ、さらには次世

代へと流れていく情報環境が整った（図の左から右へ）。なお、デジタル

化による事務手続の効率化を目指して、進捗情報、技術情報ならびに、

研究成果に加えて、手続情報も情報 PF の対象としている。 

 

図２ 情報 PF の構成の概要と情報の流れ 

 

１．ポータルサイト（遺伝研、日立、東大） 

 ２００７年１０月１日に広く一般を対象としたポータルサイト（以下、

公開サイト：http://www.tanpaku.org/）を公開した。続いて、プログラム

内における研究成果の共有とともに、内部評価および外部評価の作業や

事務局の業務を支援する機能も備えたポータルサイト（以下、共有サイ

ト）の開発に着手し、２００８年６月から運用を開始した。 

 公開サイトは当初研究プログラムの公報の色彩が強かったが、各課題

からの活発な研究成果公表を受けて２００９年２月２日に大幅に改訂し

た。すなわち、本プログラムの成果を速報すべく、研究プログラムの動

向と成果発表をお知らせする新着情報欄、論文オンライン欄ならびにニ

ュースリリース欄を設けた。また、本プログラムに関連する外部ニュー

スを速報するタンパクニュースウオッチ欄も新設した。 

これらのプログラム内外の情報の収集と提供にあたっては、学術雑誌

のサイトでも利用が広がってきた RSS（RDF Site Summary または Really 

Simple Syndication）を利用した。RSS フィードとリーダーの共有設定を

使って、PubMed や配信ニュースの最新情報を情報 PF において共有し、

分担作業した上で公開サイトに掲載するワークフローを確立した。また、

公開サイトへの掲載のために、煩雑な html の記述を不要とする自動登録

システムを実装した。 

 プログラム内に閉じた共有サイト開発にあたっては、プログラム内の

ヒアリング結果に基づいて、個人、分担課題、研究課題、領域、評価な

どの役割に応じた緻密な機密の保持を保証する一方で、研究実施者自身

による発信を可能とする仕組みを２００７年度に実現した。 

機密保持には、利用者権限を定義したデータベースを複数のサブシス
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テムが参照できる Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）を採用し

た。LDAP に登録された者だけが共有サイトに入ることができ、LDAP

で各人に設定された権限内に限り情報の閲覧や修正ができる。 

厳密な利用者管理をする一方で、「研究実施者が情報を出しあってそ

の蓄積が全体として巨大な集合知を形成する場」の提供も試みた。この

ために、コンテンツマネージメントシステムの一つである XOOPS を使

って図２の構成を持つ共有サイトを構築し、また Wiki も採用した。Wiki

はウイッキペディアに代表されるように、特定のテーマについてコミュ

ニティー構成員が共同でコンテンツを充実させていく場をインターネッ

ト上に構築する技術である。そこで、各領域各課題からの自律的投稿を

期待して、共有サイトにも TanpakuWiki として実装した（図２の赤枠の

箱）。この仕組みを使って、論文や特許として公開される研究成果のみ

ならず、研究スケジュール、技術の方法・ノウハウ、さらには問題点に

ついても研究者が発信し、他の研究者からのフィードバックを受けるこ

とが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 共有サイトの構成図 

 

 上述の２００７年度時点での設計思想に対して、２００８年度の利用

状況から、共有サイトに集積される情報が、事務局からの発信と情報 PF

からの発信ならびに進捗MSへの研究状況と成果の登録に集中しており、

また、各課題からの研究情報の殆どが、その閲覧が当事者と評価者に限

定されるか、または、一般公開か、の二者択一になることが見えてきた。

そこで、図３の構成を簡素化し、煩雑な利用者権限選択も簡素化するこ

とによって、より使い易くより見易くする方向で共有サイトの大幅な改

訂を進めている。 

２．進捗 MS と事務手続きのデジタル化（日立、事務局） 

 共有サイトの進捗登録のメニューとして、研究の進捗と成果を登録可

能とするシステムの実装を進めた。登録可能な研究成果情報として、タ

ンパク質発現情報、構造解析情報、機能解析情報、化合物スクリーニン

グ結果のカテゴリーを用意し、それぞれ必須項目と任意項目の案を設計
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した。また、論文、学会発表、プレス発表および特許についても、必須

項目と任意項目を設計した。加えて、プログラムに結集したことによっ

て初めて実現あるいは促進された共同研究について別途登録項目案を用

意した。 

進捗 MS は、２００８年８月の交流会の機会に、マニュアルを共有サ

イトに掲載してプログラム内に公開し、２００８年１０月から自己点検

票作成の機会に研究実施者によって集中的に利用された。この際に明ら

かになった応答速度を含む操作性の問題を解消した改訂版を２００９年

４月１日から提供予定である。進捗 MS 登録内容の検索と閲覧について

は、ターゲットとされるタンパク質の観点や技術開発の観点から、課題

担当や評価担当などの権限にしたがって適切な検索と閲覧を可能とする

機能の準備を進めている（２００９年４月１日以後順次公開予定）。 

情報 PF では、事務手続きのデジタル化にも取り組んでおり、例えば、

業務計画書や進捗 MS の登録内容から成果報告書を半自動生成する機能

を開発中である（２００９年４月公開）。また、解析領域と密接な議論と

テストを重ねて、組織としては異なる Photon Factory と SPring-8 双方のビ

ームタイムの申請受付と調整を統合化する情報システムの開発にも取り

組んだ。このビームタイム管理システムは２００９年３月に運用を開始

した。 

 
図４ ビームタイム予約画面例 

 

３．実験 MS（阪大蛋白研） 

実験 MS は、研究プログラム内での実験手順（実験プロトコル）の共

有と再利用を可能にするシステムの構築を進めており、これまでに、研

究プログラムの研究実施者から具体的な実験プロトコル例を提供してい

ただき、オントロジーによって整理したプロトコルを 62 件登録した。 

ターゲットタンパク研究を加速するためには、困難なターゲットに対

する優れた実験プロトコルの開発が重要なポイントの１つである。こう
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した実験プロトコルをコミュニティーで共有するには、データ項目やデ

ータの意味とその間の関連性を明瞭に標準化された手法で定義し、精密

に記載する必要がある。この標準化された記述を実現するためにオント

ロジーを採用し、オントロジー構築利用環境「法造」を基にした実験プ

ロトコルのデータベースを開発して研究プログラムの他のグループによ

る再利用を可能にするとともに、そのデータを簡単にオフラインで入力

するための入力ツールを開発した。世界的にも実験プロトコルの収集と

標準化の動きは加速しており、KB-米国 PSI, PIMS-EBI, EXACT-英国

Aberystwyth Univ.などによって、開発が進められている。 

実験 MS ではプロトコルを、生化学実験における溶媒の準備や培地の

作成等の単位の手順にまで分解し、これらを様々な「action」として定義

する。この「action」が、固有の順番でつながれたものを、比較的汎用的

に利用される「サブ・プロトコル」と定義する。例えば、溶媒の準備や

培地の作成等などの作業を「サブ・プロトコル」として定義し、それら

「サブ・プロトコル」をつなげたフローとして全体の「プロトコル」が

記述される。この場合、作業自体は同一でも、対象の分子や溶媒の量、

温度等は、当然、対象毎に異なるため、それらは「パラメータ」の値と

し別途入力される。 

 このように、情報科学の最新技術を適用しながらも、「法造」によるオ

ントロジーは、生化学や分子生物学研究者には馴染みがなく、また入力

作業にも経験が必要なことから、簡便な入力手段を２つ用意した。①あ

らかじめオントロジーで記述し、ライブラリとして用意した「サブ・プ

ロトコル」中のパラメータ等を変更しながら、その「サブ・プロトコル」

を順につないでいくことで「プロトコル」が作れる仕組み。②プロトコ

ルおよびサブ・プロトコルの入力にあたり、必ずしもオントロジーによ

る記述が無く、テキスト（英文、和文のどちらでも可能）による説明の

みの入力でも、登録ができる仕組み。 

これらの２つの仕組みによる入力ツールとして、Windows XP および

MAC OS-X のどちらかの OS を搭載した PC で、オフラインで稼動するプ

ログラム「実験 MS オントロジー入力システム」を開発した。このプロ

グラムは、まず、研究プログラム内に提供し、多少の改良を加えた後に、

一般へも公開する予定である。 

次頁の図５に「Cell-free protein expression」のプロトコル構築手順の一

部を示す。利用者はディスプレイ画面上に表示される「Cell-free protein 

expression」の各サブ・プロトコル（図５の左側）の一つ一つについて、

ディスプレイ画面に順を追って表示される表（図５の右側）に必要事項

を記入していけばよい。こうしてオフラインで作成された実験プロトコ

ルは、実験 MS ポータルを通じてアプロードして登録され、その登録時

に付加されるデータ・アクセス権限によって、一般公開も含めて、検索・

閲覧がなされる仕組みとなっている。この実験 MS ポータルは、PRotein 
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Experimental Information Management System（PREIMS）として公開した

（http://preims.pdbj.org/）。 

図５ サブ・プロトコルをつなげてプロトコルを構築する例 

 

実験 MS のシステム開発と歩調を揃えて、研究プログラムの研究実施

者から実験プロトコル例を提供していただき、研究現場の生きたプロト

コルをデータベースとして蓄積した。具体的には、大阪大学蛋白質研究

所・高木淳一教授グループと同・中川敦史教授グループによる情報提供

を受けて、発現・精製・構造決定に関わるプロトコルおよびサブ・プロ

トコルを登録した。また、２００８年８月の全体交流会で、テキストや

論文を阪大蛋白研に送付していただく旨を周知し、理化学研究所・横山

茂之教授、東京大学大学院農学研究科・田之倉優教授、高エネルギー研

究所・若槻壮一教授から、論文、実験データ資料等の提供を受けて、プ

ロトコル登録を行った。その結果、プロトコルとして 62 件（発現 14，

PCR 5，精製 10，質量分析 2，NMR 実験 4，X 線結晶試料調整 5，結晶

化 8，X 線回折実験 12，電子顕微鏡解析 2）、サブ・プロトコルとして 88

件の登録を行った。 

なお、大阪大学蛋白質研究所における登録にあたって、実験プロトコ

ル登録者の承認がない限り、登録内容が外部へ一切漏洩することがない

ように、必要な場合には、登録作業者と予め秘密保持契約を結んでいる。

４．ターゲット DB（遺伝研） 

 ターゲットタンパクに対する配列、構造、機能およびネットワークの

４つの観点のうち、２００７年度に配列の観点からの DB の構築に着手

した。日米欧の主要なアミノ酸配列 DB から非冗長なアミノ酸の配列 DB

を生成する仕組みを開発し、公共 DB からアミノ酸配列に対するアノテ

selection_of_cell_for_E._coli_cell_extract_0 

calculation_of_protein_productivity_of_E._ 

coli cell extract 0

dialysis_method_of_cell-free_protein_ 

synthesis_with_E._coli_cell_extract_0 

preparation_of_cell-free_reaction_mixture_ 

with_E._coli._cell_extract_in_batch-mode_0 

disruption_of_BL21_CP_strain_for_E._coli_ 

cell_extract_0 

homonization_of_cell_for_E._coli._cell_ 

extract_0 
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ーションを獲得し、さらに本研究プログラムで導入した大規模な PC ク

ラスタを用いてタンパク質情報を付加した。この参照 DB ごとのアノテ

ーション付加件数と情報付加件数を表１にまとめた。 

DB 名 アノテーション付加 
件数 

DB 名 情報を付加できた 
配列数 

DDBJ 5,788,278 PFAM 9,819,977
GTOP 1,585,713 Prosite 4,389,149
H-INV 126,952 SMART 2,723,976
KEGG 2,047,858 COG 7,829,565
NCBI 14,165,003 KOG 7,877,793
PDB 39,509 TFAM 4,790,413
SGD 5,863 PDB 6,025,791
TAIR 29,593 SCOP 5,156,486
TTDB 2,332,304 CATH 4,763,299
UniRef 15,439,707 FSSP 3,961,713
Total 41,560,780

表１ 非冗長配列の集合に付加したアノテーションと情報の件数 

 

さて、情報 PF の非冗長アミノ酸配列 DB は UniRef より大きな集合に

なっており、２００９年３月現在その差分の評価を進めている。UniRef

に含まれていない DDBJ または NCBI 由来のコーディング領域のアミノ

酸配列をサンプリング調査したところでは、20 残基以上の配列 95 件の

うち 72 件(76%)が UniRef 配列の断片ではないユニークなものであった。

したがって、来年度も差分に評価を加えつつ、網羅的非冗長配列の解析

を継続する計画である。配列 DB は、以下のサイトで公開している： 

http://sqpr-web.genes.nig.ac.jp/UI/ 

構造 DB については、２００７年度にタンパク 3000 の成果を PDBj か

ら引き出すための利用者インタフェースを開発した。２００８年度には

任意のアミノ酸配列に対して立体構造を含む様々な情報を迅速に付加し

てタンパク質の機能予測を行うオンデマンドシステムの開発に着手し

て、２００９年３月に公開した（図６：http://fujidb.genes.nig.ac.jp/fujidb/）。

立体構造の情報のみならず立体構造を利用した機能予測も短時間で提供

するシステムは、類例のないものであり、将来ターゲットタンパク選択

支援システムの一部を構成することになる。 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ オンデマンド配列アノテーションシステムの 
ワークフロー概要と結果表示画面例 

立体構造に対するアラインメント

があれば、それぞれの PDB 構造

に対するアラインメントが立体的

に表示される。アラインメントのな

い領域、PDB 構造中のギャッ

プ、分子の内側・外側の区別、

保存領域も色分け表示される。 
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 以上の汎用の配列 DB と構造 DB に加えて、技術開発研究の上田研究

室と協力してタンパク質の凝集性を対象とする個別 DB を構築（２００

９年４月公開予定）し、また基本生命の大隅研究室ならびに稲垣研究室

と共同でオートファジーを対象とする個別 DB 開発の検討を開始した。

化合物 DB については、２００７年度に技術開発研究の制御領域が所

有する化合物ライブラリの化合物情報ならびにタンパク質・化合物相関

情報を集約し、参画研究者へ提供する目的で、プロトタイプ開発を行っ

た。その後、プログラム内での化合物ライブラリの運営方針が具体化す

るとともに、２００８年度に入ってからは公的に利用可能な多様な化合

物情報ならびにタンパク質・化合物相関情報をプログラムに分かりやす

く提供する方向で、システムを開発中である。具体的には、PubChem, 

ChemBank, DrugBank で公開されているスクリーニングデータベースを

用いて化合物関連データベースの構築を試行した。同時に、化合物その

ものについても、構造情報や物性情報を付加したデータベースを作成中

である。 

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 本課題の役割は情報基盤の提供であり、それ自身では構造決定を行って

いない 

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

０件 

４．グループ全体の論文発表件数 ２件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

 公開サイトと共有サイトのポータルサイト、進捗 MS、実験プロトコルのデータベースとしても位置付

けられる実験 MS ならびに配列、構造、化合物および個別課題 DB の構築と提供によって、情報共有なら

びに情報公開のための情報環境は整った。すなわち、平成１９年７月時点での目標を達成した。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

 情報 PF 全体の班会議と開発項目ごとの会合を開催している（参考資料１参照）。班会議によって、研究

実施者間で情報 PF のコンセプト、進捗情報ならびに技術情報を共有することによって、情報 PF の開発研

究のベクトルをそろえつつ、開発項目ごとの会合によって、効率的システム開発を実現した。また、班会

議ならびに各会合の合間にも高頻度な電子メールのやりとりとグループウエアを活用して、地理的に分散

した機関の間で協調して研究開発を進めている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

１．情報 PF 設計 

 生産、解析および制御の技術開発研究３領域とターゲットタンパク研究の一部課題との打ち合わせに基

づいて情報 PF を設計 

２．情報登録 

 JST のご了解とご協力を得て、各課題の課題名、分担課題名、業務計画書ならびに２００７年度成果

報告書を進捗 MS に登録 
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 ２００７年度成果報告書に記載されていた論文発表、学会発表およびプレス発表について、代表者の

了解を得られた課題について、進捗 MS に登録するなど、他課題の進捗 MS 登録を支援 

 公知の情報から抽出した他領域の既発表の論文リストやプレス発表を公開サイトに掲載 

 全課題について成果報告書半自動生成（２００９年４月予定） 

３．情報提供 

 全ての課題についてそれぞれ TanpakuWiki を生成 

 技術開発研究３領域の紹介を動画も利用して共有サイトに掲載（共有サイトのメインメニュー「技術

開発研究」 

４．情報資源生成 

 ５課題の協力を得て実験プロトコル 62 件を実験 MS に蓄積 

 技術開発研究の D1 課題（代表研究者 お茶の水大学 由良 敬教授）と協力して、関連サイトを評価

して各サイトの紹介コメントを付したリンク集を構築 

 技術開発研究領域の上田研究室と協力してタンパク質の凝集性を対象とする DB を構築（２００９年

４月公開予定）し、また基本生命領域の大隅研究室ならびに稲垣研究室と共同でオートファジーを対

象とする DB 開発の検討を開始。 

９．今後の展望 

図７に２００７年（平成１９年）時点の年次計画を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 研究プログラム発足時の年次計画 

 

 概ね図７の年次計画の枠組みに従って技術開発研究を進める予定であるが、２００９年度から第２期に

向けては個別化と統合化を進めることになる。個別化とは、①生産領域や解析領域などで運用されている

それぞれの研究情報管理システム（通常 LIMS と呼ばれるが、ここでは、個別 MS と呼ぶ）と情報 PF の密

な連携の模索と、②今年度の技術開発研究紹介 Web ページ生成、全課題の TanpakuWiki 生成ならびに上田

研究室や大隅・稲垣研究室との個別 DB 共同開発に萌芽がみられるように各領域・各課題に特化した情報

資源の構築である。統合化とは、情報 PF でこれまで開発してきたサブシステムおよび今後開発するサブ

システムの全コンテンツを、タンパク質、ネットワーク、研究グループといった多様な観点で検索可能と

することである。また、技術開発研究領域の D1 課題と共同で、ターゲットタンパク研究を支援する解析

機能を提供するデジタルワークベンチを構築・提供することである。 

 国立遺伝学研究所においては、配列 DB、構造 DB および化合物 DB の更新と拡充を継続しながら、新た

に、ネットワークの観点の DB をターゲットタンパク研究の各課題の協力を得て展開するとともに、これ
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らの DB の統合利用の環境構築も進める。 

日立製作所においては、進捗 MS とその周辺の利用技術の拡充を続けながら、新たに個別 MS と情報 PF

の連携に取り組み、サブシステムの別を意識することなく情報 PF の全コンテンツを対象とする検索・閲

覧を可能とする統合 MS の構築・提供を目指す。 

大阪大学においては、プロトコル入力ツールの高度化と実験 MS ポータル運用を継続し、高品質な実験

プロトコルを蓄積して、本研究プログラムにおける実験プロトコルの共有と再利用の促進を図る。また、

オントロジーによるプロトコル標準化を広く世界へ発信したい。なお、当初計画に記載していた wwPDB

へのデータ登録支援サービスについては、別途、BIRD-JST によって支援されている大阪大学蛋白質研究

所における PDBj の活動の一環として、米国の RCSB-PDB および欧州の PDBe と協力して新たな仕組みを

開発中であり、本研究プログラムとしては実施をしない方針としている。 

東京大学は、引き続き本研究プログラムを走らせる要である事務局としての役割を果たしていく。また、

最終年度には、参画研究機関の進捗状況・成果とりまとめのための調査及び同研究機関との連絡・調整等

を行い次世代に継承すべきコンテンツ整備に貢献する。 

 公開サイトと共有サイトについては、実験 MS のポータルサイトとともに、４機関が共同で、日々コン

テンツを更新し続けるとともに、研究プログラムや関連する他プロジェクトの動向に応じて適宜改訂する。

１０．特記事項 

 配列 DB において 1,000 万件を超えるアミノ酸配列に対してアノテーションと情報を付加するワーク

フローを確立したこと。 

 構造 DB として、任意のアミノ酸配列に対して立体構造に加えて機能予測も短時間で提供するシステ

ムを構築したこと。 

 実験MS において、海外でもほとんど開発例がない蛋白質実験プロトコルのオントロジーによる標準

化を実施し、実験プロトコルの入力ツールも開発して、プロトコル・データベース構築への道を開い

たこと。また、もともとは生化学実験を専門としていた研究者が、「法造」を利用してオントロジー

を開発し入力できるようになり、このような異分野融合の人材を、on-the-job-trainingによって育成で

きたこと。 

 進捗MSから生まれつつある事務局機能のデジタル化は今後のナショナルプロジェクト遂行の情報環

境のモデルに足り得ること。 

 共有サイトから自己点検票とその評価を研究プログラム内に公開したこと。 

 情報 PF は現時点では米国 PSI|nature Structural Genomics Knowledgebase

（http://kb.psi-structuralgenomics.org/）に比肩すること。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）  69,061  16,625  10,791  96,477

人件費（千円）  59,445  90,132  81,353 230,930

業務実施費（千円） 181,658 140,253 138,560 460,470

間接経費（千円）  72,554  59,558  54,665 186,778

合計（千円） 382,718 306,568 285,369 974,655
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 

 

２．論文のリスト 

 

Fukuchi S, Homma K, Sakamoto S, Sugawara H, Tateno Y, Gojobori T, Nishikawa K, The GTOP database in 

2009: updated content and novel features to expand and deepen insights into protein structures and functions, 

Nucleic Acids Res. 37(Database issue):D333-7(2009) 

Tada M, Nagashima T, Udagawa T, Tachikawa M and Sugawara H, Ab initio fragment molecular orbital 

(FMO) analysis of the structure of the phosphoinositide-binding peptide from gelsolin, Journal of Molecular 

Structure: THEOCHEM 897, 149-153 (2009) 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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参考資料１ 情報プラットフォーム（情報 PF）の班会議と課題別打合せ、他領域との打ち合わせお

よびターゲットタンパク研究プログラムの交流会などへの参加記録 

 

2008 年度 

 

2009-03-23 情報 PF：ターゲット DB 打合せ（基本生命：大隅研究室） 

2009-03-19～20 医学薬学 WG 合宿 

2009-03-18～19 基本生命 WG 合宿 

2009-03-12 情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2009-03-12 情報 PF：有用リンク集打合せ（技術開発Ｄ：由良班） 

2009-03-10 第２回技術開発検討 WG 委員会 

2009-03-04 情報 PF：データベースとポータルサイト打合せ 

2009-03-03 情報 PF：ターゲット DB 打合せ（技術開発：上田研究室） 

2009-02-20 情報 PF 班会議 

2009-02-19 情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2009-02-16  情報 PF：SPring-8 LIMS 調査 

2009-02-09～10 第２回研究交流会及び東大化合物ライブラリ機構サイトビジット 

2009-02-16 情報 PF：実験 MS X 線回折プロトコルの打ち合わせ（阪大蛋白研・鈴木守准教授） 

2009-02-9 情報 PF：化合物 DB 打合せ 

2009-02-05 情報 PF：化合物 DB 打合せ 

2009-02-03～04 食品開発 WG 合宿 

2009-02-02～03 技術開発 WG 合宿 

2009-01-21 情報 PF：進捗登録・成果報告書書式生成システム打合せ 

2009-01-20 情報 PF：実験 MS NMR プロトコルの打ち合わせ（阪大蛋白研・池上貴久准教授） 

2009-01-15 ターゲットタンパク研究プロイグラム公開シンポジウム 

2009-01-14 情報 PF：ポータルサイト打合せ 

2008-12-20   情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2008-12-18 情報 PF：KEK PF ビームタイム予約システム打合せ 

2008-12-17 情報 PF 班会議 

2008-12-15 第３回プログラム委員会 

2008-12-08 情報 PF：実験 MS PREIMS オントロジーの打ち合わせ（阪大産業科学研・古崎晃司准教

授） 

2008-12-08～12 分子生物学会（12/12 情報 PF 口頭発表） 

2008-12-10  情報 PF：SPring-8 ビームタイム予約システム打合せ 

2008-12-05   情報 PF：実験 MS オントロジー構築勉強会 （阪大学産業科学研・古崎晃司准教授） 

2008-11-26 第１回技術基盤委員会 

2008-11-26   情報 PF：実験 MS 入力ツール開発打ち合わせ 

2008-11-18 情報 PF：研究成果登録打合せ 

2008-11-06 第２回研究成果・情報 PF 委員会 

2008-10-28 情報 PF：公開サイト打合せ 

2008-10-21   情報 PF：実験 MS 意見交換会（阪大学産業科学研・古崎晃司准教授, Dr. Larisa.S） 

2008-10-21   情報 PF：実験 MS 入力ツール開発打ち合わせ 

2008-10-17   情報 PF：実験 MS 入力ツール開発打ち合わせ 

2008-10-10 第 1 回公開シンポジウム実行委員会 

2008-10-09 情報 PF：進捗登録打合せ 

2008-10-08  情報 PF：SPring-8 ビームタイム予約システム打合せ 

2008-10-07   情報 PF：実験 MS 入力ツール開発打ち合わせ 

2008-10-03  情報 PF：KEK PF ビームタイム予約システム打合せ 

2008-10-02 情報 PF 班会議 

2008-10-02 情報 PF 班会議：論文登録 

2008-09-22   情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2008-09-20 International Conference on Structural Genomics(Information Platform ポスター発

表) 

2008-09-03 情報 PF 班会議 

2008-08-20～21 第２回全体交流会(8/20 ターゲットタンパク研究情報 PF の構築運用) 
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2008-08-13 情報 PF 班会議 

2008-08-05 第１回プログラム連絡会 

2008-07-30 第２回研究成果・情報 PF 委員会 

2008-07-24 情報 PF 説明会 

2008-07-17   情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2008-07-07 情報 PF 班会議 

2008-06-26 情報 PF 意見交換会 

2008-06-16 情報 PF 班会議 

2008-06-16 情報 PF：実験 MS オントロジー構築勉強会（阪大学産業科学研・古崎晃司准教授） 

2008-05-23 Photon Factory サイトビジット 

2008-05-09 情報 PF：制御分野ヒアリング 

2008-04-25 情報 PF 進捗報告会 

2008-04-16 第１回プログラム連絡会 

2008-04-15 情報 PF 班会議 

 

2007 年度 

 

2008-03-27 情報 PF：ポータルサイト打合せ 

2008-03-26 SPring-8 サイトビジット 

2008-03-09～10 第１回研究交流会（アンケート実施） 

2008-03-05   情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2008-02-26 情報 PF 班会議 

2008-02-21 情報 PF：ビームタイム予約システムについて 

2008-02-20 遺伝研情報 PF 運営委員会 

2008-02-12 公開シンポジウム（ターゲットタンパク研究を支える情報基盤） 

2008-02-01  情報 PF：KEK PF ビームタイム予約システムについて 

2008-01-29 情報 PF 班会議 

2008-01-28 情報 PF：ポータルサイト打合せ 

2008-01-24   情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2008-01-16   情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2008-01-08 情報 PF 班会議：利用者権限・認証打合せ 

2007-12-21 情報 PF 班会議 

2007-12-18   情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2007-12-12  情報 PF：ポータルサイト打合せ 

2007-12-05 情報 PF：ポータルサイト打合せ 

2007-11-30 情報 PF 班会議 

2007-11-30 情報 PF：制御領域と打合せ 

2007-11-21 情報 PF 班会議 

2007-11-21   情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ 

2007-11-19 第 1 回公開シンポジウム実行委員会 

2007-11-19 第１回研究成果・情報 PF 委員会 

2007-11-07   情報 MS MS 開発会議 

2007-10-30 情報 PF 班会議 

2007-10-26 情報 PF：解析領域と打合せ 

2007-10-25   情報 PF：実験 MS オントロジー構築勉強会（阪大学産業科学研・古崎晃司准教授） 

2007-10-24 情報 PF：生産領域と打合せ 

2007-10-23 第 1 回プログラム連絡会 

2007-10-12 情報 PF 班会議 

2007-10-01 情報 PF：公開ポータルサイト 

2007-09-25 情報 PF 班会議 

2007-09-25 情報 PF：制御領域と打合せ 

2007-09-03～04 第１回全体交流会 

2007-07-01 ターゲットタンパク研究プログラム開始日 
 
（注）本リストは事務局独自の打ち合わせを含んでいない。
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参考資料２ 公開サイト 

 

ターゲットタンパク研究プログラム公開サイト 

（２００９年２月２日に大幅改訂 http://www.tanapku.org/） 
 

 研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
分
か
り
や
す
く
ご
紹
介 

各
領
域
・
各
課
題
の
内
容
へ
と
辿
り
や
す
く 

 ターゲットタンパク事務局/情報 PF から

のお知らせや、シンポジウム情報、総合科

学技術会議本会議による評価結果、関連プ

ロイジェクトの大きな動き等を掲載 

 パンフレットなど資料ダウンロー

• 本プログラム研究成果のニュースリリー

ス４件を掲示 （右図では２件省略） 

• ニュース記事や論文へのリンク 

• 過去記事にもアクセス可能 

• ターゲットタンパク研究プログラムに

関連のあるニュースを、Nature, 

Science, Chem&Eng News, MIT 

Technology Review などから抜粋 

• 最新５件を掲載 

• 速報性を重視 

 PubMed より本プログラム参画研究者の

Epub 情報を RSS 入手、最新３件を掲示 

 以前の論文リストもアクセス可能 
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参考資料３ 共有サイト（公開サイトからログイン） 

 

 ターゲットタンパク研究プログラム共有サイト２００９年版 

４月公開予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画面は開発中のものです。

 
現行共有サイト

新共有 

サイト 

公開サイト（http://www.tanpaku.org/）からログイン

厳密だが煩雑な権限選択を

簡明に（検討中） 

事務局からのご連絡は 

こちらから 

情報 PF のシステムへ！ 

※画面は開発中のものです。

成果入力と成果報告書の出力 

４月公開予定 

ビームタイム施設の予約 

他の 

コンテンツも 

 事務関係帳票配布 

 アミノ酸配列検索 

 プロトコル／オントロジー

検索 

 課題紹介 

 技術紹介 

 お役立ちツールほか 
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参考資料４ 進捗 MS 

 

ターゲットタンパク研究プログラム 進捗 MS ２００９年版 

２００９年４月公開予定 

  共有サイトから進捗登録を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画面は開発中のものです。 

 ２００８年版に対して 

動作速度を 

大幅に改善 

 カレンダーは 

任意の年月に 

ダイレクトに 

ジャンプ出来る 

 その他 

レイアウトを改善し 

使い勝手を向上 

論文発表登録の画面例 

 論文登録では 

PubMed から 

ダイレクトに 

取り込みが可能 
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参考資料５ 進捗 MS 検索 

 

進捗 MS に登録された研究情報の横断検索 

２００９年４月公開予定 

 

成果横断検索機能にて、「膜蛋白」で検索をかけ、複数の課題からの成果を参照している様子 
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課 題 名 タンパク質の複合体構造を推定するための構造バイオインフォマティクス

代 表 機 関 名 お茶の水女子大学 

代 表 研 究 者 名 由良 敬 

分担機関・分担研究者名 九州大学（藤 博幸）、関西文理総合学園長浜バイオ大学（塩生 真史） 

 

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標 

 本申請課題では３つの項目をたて、以下の目標達成に挑戦する。 

（１）生体高分子の高精度立体構造モデリング手法の開発 

a.複数のタンパク質立体構造をテンプレートとして、従来よりも精度の高いドメイン構造のホモ

ロジーモデリング法を開発する。 

b.２つ以上のドメインまたはタンパク質から構成されるタンパク質複合体の構造を、それぞれの

単体立体構造からモデリングする手法を開発する。 

（２）マルチドメインタンパク質のドメイン相互作用部位の予測法の開発 

a.ドメイン界面を規定する特徴を抽出する。 

b.ドメイン界面とドメインの組み合わせを推定する手法を開発し、ホモロジーモデリングと協力

の上で、マルチドメインタンパク質の構造モデリング法を開発する。 

（３）タンパク質間相互作用部位の予測法の開発 

a.アミノ酸配列情報とタンパク質立体構造情報を組み合わせた進化トレース解析を複合体に拡

張し、トレース残基の特徴を抽出する。 

b.得られたトレース残基の特徴に基づき、相互作用する残基対の予測法、また複合体の配向の仕

方などを推定する手法を開発する。 

  

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 過去２年間の活動により（１）高精度立体構造モデリングの基礎となる高

精度アラインメント法と新規モデリング法の開発、（２）ドメイン界面の特

徴抽出と予測法の開発、及び（３）進化トレース法の拡張によるタンパク

質間相互作用部位推定の開発、の３点がほぼ完了した。いずれも今までに

は存在しなかった技術である。残り１２ヶ月で本課題の最終目標を達成す

るために、これらの技術の統合と調整を実行する。 

（２）技術開発の進捗及び

成果 

 

（１）高精度立体構造モデリングの基礎となる高精度アラインメント法と

新規モデリング法の開発 

・ホモロジーモデリングを行う際の基礎データであるアラインメントを構築

する際には、どの部分にアミノ酸残基の欠失または挿入が起こったかを推定

する必要がある。アラインメントは、アミノ酸残基の置換頻度（置換マトリ

ックス）に基づくスコアを用いて、線形計画法（ダイナミックプログラミン

グ）で構築されるのが一般的であり、欠失や挿入（まとめてギャップとよぶ）

部位はペナルティを課すことで判定する。既存のアラインメント手法には、

ギャプの位置を推定する理論的方法はなく、ギャップペナルティの値は適当
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に与えられている。そこで、高精度ホモロジーモデリング手法開発にあたり、

まず高精度のアラインメントを得るために、ギャップペナルティを決める方

法と置換マトリックスの改良を行い、Web ツールを構築した。共通祖先由来

とわかるタンパク質の立体構造を比較することで、共通祖先由来のタンパク

質のギャップ部位がタンパク質のどの部分で起こっているかを調べた。その

結果、ギャップ部位はタンパク質の立体構造と明確な関係があることがわか

った。具体的には、ギャップ部位の溶媒露出度と、ギャップ部位の頻度とは、

指数関数の関係にあることが判明した。ギャップペナルティは、溶媒露出度

を用いて、数式で求められることがわかった。このギャップペナルティを用

いることで、アミノ酸残基の正しい対応関係を従来よりも 5%高く(91%)得
ることができるようになった。その結果ギャップの位置が分子進化の観点か

らも、よりもっともらしい部位に現れ、モデリングをする際にも無理が発生

しないようになった。 

・ギャップ部位がタンパク質の立体構造に関係することから、置換マトリッ

クスもまた立体構造に依存していることが考えられる。そこで、アミノ酸残

基の溶媒露出度による分類に基づき 2 種類の置換マトリックスを構築した

結果、溶媒露出度 0.1 以下のアミノ酸残基置換マトリックスと、0.1 より大

きいアミノ酸残基置換マトリックスとでは、各要素の値がかなり異なること

がわかった。特に疎水性残基の値が大きく変わることがわかった。新しい置

換マトリックスと一般的に利用されている BLOSUM62 を用いて、LeuRS
アミノ酸配列をクエリーとして UniProt 全体を検索（アラインメント）す

ると、新規マトリックスのスコア頻度分布は、BLOSUM62 によるスコア頻

度分布よりも鋭くなり、LeuRS の分布がそれ以外のタンパク質とはっきり

分かれた。この違いは、置換マトリックスの違いにより発生するアラインメ

ントの変化に起因し、今回作成した置換マトリックスは有用であることを意

味する。 
・多くの類縁タンパク質の立体構造が判明してきていることより、これら類

縁タンパク質全体を鋳型とするホモロジーモデリングが可能な状況になっ

てきている。そこで、複数の鋳型タンパク質構造から主鎖構造と側鎖二面角

の存在密度分布関数を導出し、その関数を鋳型とするホモロジーモデリング

法を開発した。平成２１年３月現在、技術開発がほぼ完了しホモロジーモデ

リングの精度検証段階に入った。 
（２）ドメイン界面の特徴抽出と予測法の開発 

・ドメイン界面情報の抽出のために必要なドメイン間相互作用部位の同定

と、ドメイン界面に現れるアミノ酸残基種の特徴抽出に成功した。ドメイン

間相互作用部位は、ドメイン表面の相互作用部位以外の部位と比較して相互

作用に用いられやすいアミノ酸残基が集中している。そこで、ドメイン表面

とドメイン間相互作用部位におけるアミノ酸残基の出現頻度を解析し、得ら

れた結果をドメイン間相互作用部位候補選択の指標とした。ドメイン間相互

作用部位における各アミノ酸残基の出現頻度を求めると、疎水性のアミノ酸

残基全般において、出現傾向値が正の値をとり、親水性のアミノ酸残基の多

くは負の値となることがわかった。ドメイン間は主に疎水性相互作用により

エネルギー的に安定になっていることが明らかになった。さらにドメイン間

相互作用部位を、コア相互作用部位と周辺相互作用部位に分けると大きな違

いがあることがわかった。コア相互作用部位は、ドメイン間相互作用部位の

うち溶媒露出度が 0.1 以下であり、ドメイン単独の場合の溶媒露出度が 0.1
より大きいアミノ酸残基のことを言う。周辺相互作用部位は、ドメイン間相

互作用部位のうちのコア相互作用部位以外のアミノ酸残基のことを言う。コ
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ア相互作用部位の出現傾向値は値の絶対値がより大きくなっており、疎水性

アミノ酸残基全般がドメイン表面に比べて約２倍頻度が高く存在している

ことがわかった。よってコア相互作用部位の出現傾向値を使うことが、ドメ

イン間相互作用部位の選出により有効である。ドメイン間相互作用部位にお

けるコア相互作用部位の占める割合は、平均約 40%であり、コア相互作用

部位として平均 4 残基程度の疎水性クラスターが存在することを意味する。

この残基クラスターを推定することでドメイン間相互作用面の予測ができ

る。 
（３）進化トレース法の拡張によるタンパク質間相互作用部位推定の開発 

・拡張版進化トレース法（以下ペアワイズ進化トレース法(PET)とよぶ）と

して、アラインメントの作成と

連結、連結配列についての進化

トレース法の実施（ユーザイン

タラクティブなものと、完全自

動化したもの）、トレース残基の

接触や分布についての統計をと

るシステムが構築できた。進化

トレース法(ET)は、アラインメ

ントからのモチーフ抽出の一般

化であり、単純な不変残基に加

え、分子系統樹の上での配列の

クラスタリングに基づくクラス

特異的な保存残基がトレース残基(TR)として

抽出される。この TR を立体構造の上にマッピ

ングすると、他のタンパク質やリガンドに対

するインターフェイス部分に集中している。

そこで、ET 法は、インターフェイス予測の手

法として利用されているが、タンパク質間相

互作用を考えた時どの TR が、相手のどの TR

と相互作用しているかの情報を与えてはくれ

ない。TR のクラス特異的な保存に注目した時、

相互作用しているタンパク質では、そのようなサイトは共進化しているので

はないかと期待される。ここでいう共進化とは、突然変異が相関することを

意味する。そこで、相互作用する二つのタンパク質のオーソログ・セットを

構築し、そのセットに対して進化トレース解析を実行した。具体的には、入

力されたオーソログのセットからグループ単位でアライメントを作成する

ことができるサブシステム、入力されたグループ単位のアライメントを連結

することで 1つのアライメントとして扱えるようにできるサブシステム、連

結されたアライメントデータを用いて進化トレース法で解析を行うサブシ

ステム、グループの分割を繰り返し行えるユーザインターフェース、分割を

上記の手法で自動的に行うサブシステム、分割を既存のハイブリッド TR で

同定するサブシステムを含めて、解析システムを構築した。また、PET の有

効性の評価のため、立体構造既知の複合体のサブユニットのペアのアミノ酸

配列を同じ生物種のセットに由来するオーソログセットとして収集した。各

システムの動作を確認し計算を実行したところ、二項確率を使用する方法と

Kullback-Leibler 情報量を使用する方法が、non-obligate complex のドッ

キングデコイの中から正解に近い構造を選択するのに利用できることがわ

かった。 
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３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB登録の有無にかかわらず構造

解析したタンパク質数 

０件 

 

４．グループ全体の論文発表件数 ０件 

５．グループ全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価） 

最終目標である複合体のモデリングに向けて、各分担機関は、（１）サブユニットの高精度モデリング

手法の開発、（２）ドメイン界面予測法の開発、（３）タンパク質相互作用面の予測法開発を行った。２

４ヶ月が経過して、（１）はモデリングの基礎であるアラインメントの高度化に成功、（２）はドメイン

界面の特徴抽出に成功、（３）は予測システムの開発完了に至っている。いずれも技術開発に必要なス

テップを確実にすすめている。よって現段階の達成度は６５％と自己評価する。残り１２ヶ月の開発期

間で、（Ａ）各要素技術開発の完了と要素の統合、（Ｂ）要素技術と統合技術の公開、（Ｃ）論文執筆な

どによる情報発信を、代表機関主導のもとですすめていかなければならない。（Ｂ）に関しては、情報

ＰＦとの協力で一部はすでに始まっており、（Ｃ）に関しては投稿直前の論文ができている。 

７．課題内の情報共有・連携体制 

課題内において、代表研究者と分担研究者は頻繁に連絡を取ると共に、進捗状況の確認を行っている。

情報の共有は、できるだけコンピュータネットワークを利用して効率的に行っている。またドメイン界

面とタンパク質界面の予測法開発では、関連する技術とデータを用いることがあるため、分担機関間で

情報のやりとりを頻繁に行ってもらっている。平成２０年度末において、計画通りそれぞれの研究課題

がほぼ達成されていることを受け、平成２１年度には課題内の全技術を連携する統合サーバを研究代表

機関に構築する計画が進んでいる。またディザスタリカバリの観点から、各分担機関にもそれぞれの特

色を生かしつつ代表機関のバックアップサーバとなるシステムの構築を開始し、連携体制の強化を図っ

ている。 

８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携 

以下のプログラム内課題と協力している。（１）菅原秀明グループ（ターゲットタンパク研究情報プラ

ットフォームの構築運用）：タンパク質解析ツール群の調査協力。（２）田之倉優グループ（乾燥・高温

ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能解析）：タンパク質相互作用面予測

結果の提供（論文投稿中）（３）住本英樹グループ（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）：Nox の複合体の構造予測。その他のグループとも協力関係の

構築を模索し続けている。研究開発の進捗状況などはすべて情報プラットフォームに登録している。 

９．今後の展望 

平成２１年度：前半に複合体モデリング統合サーバを完成させプログラム内部で利用可能とする。実際

の問題にサーバを適用すると様々な技術的な問題が発生するとともに、新しい科学的問題が生まれてく

ることが予想される。後半には技術的な問題への対応を行うとも共に、複合体モデリング技術の論文発

表をすすめる。論文発表後には、プログラム外部にもサーバを公開する。 

平成２２年度：複合体構造予測国際コンテストに参加する。参加によって本プログラムで開発したモデ

リング技術を国際的基準で評価する。平成２０年度に行われた複合体構造予測コンテストには研究代表

者が参加し、技術の国際的現状を調査済みである。またプログラム内部で解析されている複合体構造を

前もって予測し、複合体構造が明らかになった時に比較して、方法の精度検証と向上方法の検討を行う
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（これは平成２１年２月開催の技術開発ＷＧ班会議において参加者からあった提案事項の実施に相当

する）。 

平成２３年度：前年度の活動結果を受けて技術の向上を行う。特に複合体形成において構造変化を伴う

場合にどのようにするかを検討する。平成２０年度において構造変化の問題に関する解析は研究代表者

によってなされており、平成２０年度末段階で論文投稿直前になっている。 

１０．特記事項 

アピールする事項 

（１）研究成果について 

・高精度アラインメント法は本グループが知る範囲では、今までに存在しないまったく新しいツール

であり、論文発表後には広く利用されることが期待できる。 

・過去１０年近くにわたって世界中で開発されてきた進化情報にもとづく相互作用面予測法のうち、

完全自動化できるのは、本グループのペアワイズ進化トレース法のみである。 

（２）人材育成等 

・理論物理学など異分野の若手研究者も博士研究員として雇用し、人材が求められているバイオイン

フォマティクス分野に貢献する人材として育成している。 

１１．委託研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度（見込み） 計 

設備備品費（千円）         12,500          2,633          9,332           24,465

人件費（千円）              0         11,992         13,663           25,655

業務実施費（千円）         10,578         16,145         15,467           42,190

間接経費（千円）          6,922          9,230         11,538           27,690

合計（千円）         30,000         40,000         50,000     120,000
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（別紙１） 

１．PDB 登録を行ったタンパク質 

 

「なし」 

 

２．論文のリスト 

 

「なし」 

 

３．特許出願リスト 

 

「なし」 
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