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１．課題開始時における達成目標 

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、 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２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 
構造解析 
・PBAN の活性発現に必須な C 末端アミド基が C 末端 4 残基により形成される βターン構造を安定化す

ることを示した。PBAN の C 末端配列を有する 8 残基の環状ペプチドが PBAN 様活性を示すことから、

PBAN C 末端部の βターン構造が PBAN の活性型構造であると示唆された。 
・結晶化用改変 PBANR の昆虫細胞系による高発現（4 mg/L）、精製（2 mg/L）に成功し、PBANR-PBAN
複合体結晶化実験で複数の条件下で微結晶が得られている。結晶の改善と X 線回折実験を進めている。

PBANRの細胞膜移行において 7回の膜貫通部位よりC末端側の細胞内領域の一部の重要性を見出した。

・pgdesat1 は小麦無細胞発現系でリポソーム存在下可溶性発現に成功した。pgFAR は昆虫細胞系で可溶

性発現に成功した。pgFAR C 末端のペルオキシソーム局在シグナルは C 末端にないと機能しなかった。

機能解析 
・PBANR のアイソフォーム解析からカイコガ等のフェロモン腺では選択的スプライシングにより生じ

た 4 種のアイソフォーム（PBANR-As, A, B, C）が発現していることが明らかになった。アイソフォー

ム B,C がリガンド結合に伴ってエンドサイトーシスされたのに対して、As および A はインターナライ

ズされず、GPCR としてシグナルの off 制御に機能しない欠陥分子であることが示された。 
・pgdesat1, pgFAR の反応産物を GC-MS で検出する酵素活性測定系を確立した。 
・培養細胞を用いた PBAN アンタゴニスト検定系を確立し、C 末端から 6 残基目の Tyr を Ala や Asn に

置換することで、アンタゴニスト活性を示すことを見出した。より強いアンタゴニストを探索中。 
・化合物ライブラリーから高効率で PBAN アゴニスト・アンタゴニストを探索するための PBANR 恒常

発現 Sf9 細胞株を樹立した。 
・PBANR の立体構造予測および PBAN 結合予測をもとに PBANR の点変異体を作製し、変異によるリ

ガンド応答性の低下から、リガンド認識に重要と考えられるアミノ酸残基をこれまでに3残基特定した。

（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

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
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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。 

 
図 1. PBANc10-NH2（左）と PBANc10-OH（右）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。         
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）。真空紫外円二

色性スペクトル（VUV-CD）は、PBANc10-NH2 よりも PBANc10-OH の方がランダムコイル含量が高い

ことを示し、NMR 構造解析の結果を支持した。この構造の違いは、C 末端がアミドからカルボキシレ

ートに変わることで、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）のうち後者の水素結合が不安定化するために生じると考えられる。 
カイコガ PBAN 受容体（PBANR）の高発現系作製、大規模発現、精製、PBANR-PBAN 複合体結晶化

 7 回膜貫通型 G タンパク質共役受容体（GPCR）であるカイコガ PBANR について、β2 アドレナリン

受容体の結晶構造解析を参考に、N 末端糖鎖結合部位の除去、C 末端細胞内領域の短縮、細胞内第 3 ル

ープ（ICL3）の T4 lysozyme (T4L)への置換、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 タグの付加を行った結晶化用改変 PBANR を設計した。この検討の過程で、PBANR の

細胞膜移行に、7 回の膜貫通部位より C 末端側の細胞内領域の配列が重要であることを見出した。 
 結晶化用改変 PBANR の高発現系

（PBANR-EGFP の形で、昆虫細胞培養液 1 
Lあたり 4 mg）および精製系（精製 PBANR
の収量、昆虫細胞培養液 1 L から 2.1 mg）
を確立し（図 2）、PBAN-PBANR 複合体の

蒸気拡散法および脂質メソフェーズ法に

よる結晶化実験を進めている。複数の条件

で微結晶が得られているため、SPring-8 の

マ イ クロフ ォ ーカス ビ ームラ イ ン

BL32XU にて X 線回折実験を行い、結晶

構造解析を進める予定である。 
 
図 2.（上）結晶化用改変 PBANR-EGFP の

Ni 固定化カラムによるアフィニティ精

製。（下）TEV protease によるタグ切断。C
末端側の EGFP-His10 タグは、ほぼ定量的

に切断された。（左は、EGFP の蛍光を検

出。右は、CBB 染色） 
カイコガ pgdesat1 と pgFAR の発現検討 
 E10/Z12 不飽和化酵素である pgdesat1 は推定 5 回膜貫通型膜タンパク質であり、大腸菌、酵母を宿主

とする発現が困難であったため、小麦無細胞発現系で発現検討を進めた（愛媛大学 遠藤弥重太教授と

の共同研究）。タグなしでは発現確認が困難だったため、pgdesat1 の C 末端側に EGFP を融合させた発

現系を構築し、リポソーム共存下でのタンパク質合成により、可溶性発現が確認された。 
 アシル基還元酵素である pgFAR（可溶性酵素）は、昆虫細胞を宿主とする発現検討で、pgFAR の C
末端側に EGFP を融合させると Sf9 細胞内全体への分布が観察されたが、N 末端側に EGFP を融合させ

ると期待通りペルオキシソームへの局在が観察され

たため（図 3）、後者のコンストラクトを用いて、昆

虫細胞での大規模発現、精製、結晶化を進めている。
 
図 3. EGFP タグの配置の違いによる pgFAR の Sf9 細

胞内分布の違い。NKL はペルオキシソーム局在化シ

グナルを示す。 
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（３）機能解析に関する進捗及び成果 
PBANR のアイソフォーム解析 
 カイコガ、アワヨトウ、オオタバコガのフェロモン腺（PG）では選択的スプライシングにより生じ

た４種のアイソフォーム（PBANR-As, A, B, C）が発現していることがわかった。さらに、個々の機能

発現を昆虫 Sf9 細胞で行い、インターナリゼーションを指標とした機能解析を行った結果、アイソフォ

ーム B, C がリガンド結合に伴ってエンドサイトーシスされたのに対して、As および A はインターナラ

イズされず、GPCR としてシグナルの off 制御に機能しない欠陥分子であることが示された。 
カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR の活性測定 
 pgdesat1, pgFAR の活性測定系として、各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、各酵素活性により生成した不飽和脂肪酸や直鎖脂肪族アルコールを GC-MS
で検出する系を確立した（不飽和脂肪酸の場合はメチルエステルに変換後）。また、pgFAR の活性測定

系としては形質転換酵母を用いる系も確立した。 
カイコガ PBANR と DHR のリガンド結合アッセイ系の確立、PBAN アンタゴニストペプチドの発見 
 カイコガ PBANR 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。具体的には、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、PBAN の濃度を変えて培地に添加（1 nM か

ら 1 μM）し、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。また、EGFP タグをつけた

PBANR を Sf9 細胞に一過的発現し、ローダミンレッド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。こ

のアッセイ系を利用して PBAN 誘導体の活性測定を行った。C 末端から 6 残基目（C6 位）の点変異体

SKTRXFSPRL-NH2（天然型は X=Y。X= A, C, D, F, L, N, R, S, W に置換）を作製し、活性測定した結果、

Y(C6)→D または S 置換体は活性を保持していたが、Y(C6)→A または N 置換体は活性が著しく低下す

るだけでなく、天然型ペプチドに対し競合阻害活性を有することが明らかになった。Tyr(C6)点変異体は

PBAN アンタゴニストのシード化合物となりうる可能性がある。より良い PBAN アンタゴニストを得る

ために、線状・環状 PBAN 類縁体を種々合成し、活性測定を進めている。 
PBAN アゴニスト・アンタゴニスト探索のための PBANR 恒常発現 Sf9 細胞株樹立 
 PBAN アンタゴニスト検定系の確立に向け、single colony isolation により、PBANR の 4 種のアイソフ

ォーム（Bom-PBANR As/A/B/C）と結晶化用 PBANR 改変体 2 種類を恒常的に発現する Sf9 細胞系それ

ぞれ（6 種類）を樹立した。これらの PBANR アイソフォームには C 末端に EGFP による蛍光タグを付

しており、リガンドとの結合に伴う細胞外 Ca2+流入のみならず、脱感作過程である PBANR の細胞内イ

ンターナリゼーションも検定でき、アゴニストやアンタゴニストのスクリーニングおよび結晶化用

PBANR の調製に有効であると期待される。一方、化合物ライブラリーを利用してハイスループットス

クリーニングを行う場合、EGFP の蛍光タグは Ca2+動員を指標としたスクリーニングの妨げとなるため、

新たにローダミンレッドで標識した蛍光リガンドを用いることで非標識 PBANR の安定発現株の樹立を

試み、 終的にカイコガ PBANR（Bom-PBANR B, C）で非標識 PBANR の安定発現株を樹立することが

できた。さらに、2 種類の PBANR 結晶化用改変体を恒常的に発現する Sf9 細胞系も各々樹立した。 
PBANR のリガンド認識残基の特定 

 PBANR の PBAN 認識残基を特定するために、β2 アドレナリン受容体

の結晶構造を基に構築した。PBANR の立体構造モデル上のリガンド認識

候補残基に点変異を導入し、それら点変異体 PBANR の情報伝達能を計

測することにより、W280, R287, Y307 の 3 残基が PBAN 認識に重要であ

ることが示された。W280 と R287 とは TM6 へリックス上に、Y307 は

TM7 へリックス上に位置し、7 本の α へリックスの中央にあるリガンド

結合ポケットの表面にあると予想される（図 4）。 
 
図 4 β2 アドレナリン受容体の結晶構造を基に構築した PBANR の立体

構造モデル上に、PBANR のリガンド認識に重要と示された W280, R287, 
Y307 を赤で示す。一方、点変異実験でアラニンに置換してもリガンド結

合能が低下しなかった残基を黄で示す。また、ソフトウェア MOE での

ドッキングシミュレーションから PBAN 認識に関わると予想された残基

を緑で、配列類似受容体で保存性が高いアミノ酸残基を橙で示す。これ

らの残基の点変異体解析も進行中である。 
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３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ６件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

６件 

４．課題全体の論文発表件数 １９件 

５．課題全体の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 

６件 

（うち産業界との共同研究数０件） 

７．当初計画に対する達成度 

・PBAN 構造解析において、活性部位である C 末端領域の溶液構造解析に成功し、C 末端アミド基の

β ターン構造安定化への寄与を示した。機能解析において、C 末端から 6 残基目の点変異により、アン

タゴニストが得られることを見出した。化合物ライブラリーを利用した低分子化合物のアンタゴニスト

探索も具体的に計画しており、ほぼ当初計画通り進行している。達成度 80%。 
・PBANR 構造解析において、結晶化に適した改変 PBANR の高発現系構築、精製に成功し、

PBANR-PBAN 複合体の微結晶が得られている。結晶の改良、X 線回折実験を進め、構造解析を完成さ

せる予定。機能解析において、4 アイソフォームの存在とうち 2 アイソフォームの欠陥性を明らかにし

た。また、立体構造モデルを構築し、PBAN 認識候補残基の点変異解析から重要残基を特定している。

当初計画の 70%の達成度であるが、PBANR-PBAN 複合体の結晶構造解析に鋭意集中して取り組んでお

り、100%を目指す。 
・pgdesat1・pgFAR  構造解析用試料調製として、pgdesat1（4 ないし 5 回膜貫通型膜タンパク質）は

小麦無細胞発現系でリポソーム存在下発現させることで可溶性発現することに成功した。一方、pgFAR
は C 末端側でなく N 末端側に EGFP タグを付加することにより、昆虫細胞発現系でペルオキシソーム

に局在させることに成功し、大規模発現を計画している。機能解析において、両酵素の活性測定系を確

立したほか、カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR 遺伝子を入れ替えたトランスジェニックカイコ

の作成を開始し、産業利用のための性フェロモン類似化合物の生産をめざしている。達成度 50%。 

８．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。班会議はこれまで年 2 回定期的に開催し、研究代表者、研究分担者と各グ

ループの若手者が参加している。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ている。 

９．他の課題との情報共有・連携 
本プログラムの他の課題との連携 
・長野哲雄先生（東京大学）－化合物ライブラリーの利用を予定した PBAN アンタゴニスト探索 
・田之倉優先生（東京大学）－pgFAR の巻戻し 
・高木淳一先生（大阪大学）－pgFAR の可溶性発現 
・遠藤弥重太先生（愛媛大学）－pgdesat1, pgFAR の小麦無細胞系発現 
本プログラムの他の課題との情報共有 
・横山茂之先生（理化学研究所）－脂質メソフェーズ結晶化 
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・山本雅貴先生（理化学研究所）－超高輝度マイクロビームによる微小結晶解析 
本プログラム以外の研究者との連携 
・松尾光一先生（広島大学）－PBANc10-NH2/OH の真空紫外円二色性（VUV-CD）スペクトル解析  
・奈良雅之先生（東京医科歯科大学）PBANc10-NH2/OH のフーリエ変換赤外（FT-IR）スペクトル解析

・千田俊哉先生（産業技術総合研究所）－PBANR の昆虫細胞大規模発現 

１０．人材育成 
 H19 から H23 までの各年度、PD を 3 人、3 人、5 人、5 人、4 人雇用した。PD 1 人は米国に帰国し、

農務省の研究所で PI となっており、共同研究を継続している。他の PD1 人は東大の PD に就職した。

他の PD 4 人の進路は未定である。 

１１．終了までの具体的な見通し 
終了までの具体的な見通し 
・PBANR-PBANc10-NH2 複合体の結晶構造解析 
・PBAN の PBANR 活性化に重要なアミノ酸残基の特定 
・PBANR の PBAN 応答に重要なアミノ酸残基の特定 
・PBAN アンタゴニスト活性を有するペプチドおよび非ペプチド性シード化合物の同定・創製 
・pgFAR の昆虫細胞発現系による機能性発現、精製、結晶化 
・pgdesat1 の小麦無細胞発現系による機能性発現、精製 
技術移転を目的とした共同研究等の状況、他分野の研究者に成果の活用を推進するための方策 
・組換えタンパク質から環化ペプチドを得る方法の学会発表、論文発表 
・GPCR の高発現成功に至るまでの検討事項の学会発表、論文発表 
・PBAN-PBANR の分子認識機構の知見を neuromedin U (NMU)-NMUR 分子認識機構の理解に結び付け

るための共同研究 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 
終了後の戦略及び具体的な内容 
 PBANR-PBAN 複合体の結晶構造と得られた PBAN アンタゴニストの分子構造に基づいてより強力な

アンタゴニストを設計し、実用可能なガ類昆虫の性フェロモン産生阻害剤の創製を目ざす。環境を汚染

せず、害虫だけの繁殖を抑制する技術を確立し、グリーンイノベーションに貢献する。 
産業界等への成果の橋渡しの可能性 
 本研究の 終ゴールは、 大の農作物害虫であるガ類昆虫の性フェロモン産生を支配する神経ホルモ

ン PBAN の受容体の立体構造に基づいてアンタゴニストを創成し、害虫の配偶行動を撹乱する技術を確

立することである。本技術は、従来の農薬と違い性フェロモン生合成を標的にしており、抵抗性ができ

にくく、また、標的ガ類以外の生物に対して影響がない等の利点を持ち、従来の合成農薬の欠点を克服

する新技術といえ、その有用性が実証されれば、実用化の可能性は高いと考えられる。本技術の実用化

は、食糧確保に貢献するのみならず、農作物の加害による経済的損失を回避する一方、新たな農薬産業

の創出につながることが期待できる。 

１３．特記事項 
特にアピールする事項等（成果等） 
 発現コンストラクトの改善とバキュロウイルスの純化により、PBANR の発現量を当初の 30 μg/L から

4 mg/L にまで向上させることができた。他の GPCR にも応用可能と期待される。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 13,291   348   0   250   物品費（千円） 3,951     

試作品費（千円） 0   0   0   0   人件費・謝金（千円） 25,233    

人件費（千円） 18,018   26,303   31,492   34,052   旅費（千円） 1,168    

業務実施費（千円） 18,691   20,272   13,123   7,929   その他（千円） 1,802    

間接経費（千円） 15,000   14,077   13,385   12,669   間接経費（千円） 9,646   64,777   

合計（千円） 65,000   61,000   58,000   54,900   合計（千円） 41,800   280,700   
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関） 
 
 
代表／分担機関の課題名 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解析 

代 表 ／ 分 担 機 関 東京大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 永田 宏次 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

 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、農業に最も

大きな被害を及ぼす害虫である鱗翅目昆虫（ガ）のフェロモン腺

における性フェロモン生合成の調節に極めて重要な役割を担って

いるリガンド（PBAN）とその受容体（PBANR）、および性フェロ

モン生合成の鍵酵素 2 種（pgdesat1、pgFAR）をターゲットとして、

それらの立体構造および活性発現機構を解析し、さらに害虫の性

フェロモン生合成を人為的に制御して繁殖抑制に役立てるための

分子基盤情報を得ることを目的とする。 
 フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN とその受容体 PBANR の分子間認識機構を解明し、

PBANR に対するアンタゴニストの論理的設計に役立てる。PBAN の PBANR への結合を阻害できれば、

性フェロモン生合成・分泌の遮断が可能になると期待される。一方、性フェロモンの化学構造や組成は

種特異的であるので、性フェロモン生合成酵素（pgdesat1, pgFAR）が触媒する反応や基質特異性は種特

異的である。カイコガとアワヨトウの性フェロモン生合成酵素の構造・機能を比較し、酵素の立体構造

や反応機構の知見を得る。また高機能化や機能改変した変異体を設計し、害虫の繁殖抑制への応用を試

みる。 

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 
構造解析 
・PBAN の活性発現に必須な C 末端アミド基が C 末端 4 残基により形成される βターン構造を安定化す

ることを示した。PBAN の C 末端配列を有する 8 残基の環状ペプチドが PBAN 様活性を示すことから、

PBAN C 末端部の βターン構造が PBAN の活性型構造であると示唆された。 
・結晶化用改変 PBANR の昆虫細胞系による高発現（4 mg/L）、精製（2 mg/L）に成功し、PBANR-PBAN
複合体結晶化実験で複数の条件下で微結晶が得られている。結晶の改善と X 線回折実験を進めている。

PBANRの細胞膜移行において 7回の膜貫通部位よりC末端側の細胞内領域の一部の重要性を見出した。

・pgdesat1 は小麦無細胞発現系でリポソーム存在下可溶性発現に成功した。pgFAR は昆虫細胞系で可溶

性発現に成功した。pgFAR C 末端のペルオキシソーム局在シグナルは C 末端にないと機能しなかった。

機能解析 
・培養細胞を用いた PBAN アンタゴニスト検定系を確立し、C 末端から 6 残基目の Tyr を Ala や Asn に

置換することで、アンタゴニスト活性を示すことを見出した。より強いアンタゴニスト活性を有する変

異体を探索中。一方、化合物ライブラリーを使用する高効率 PBAN アンタゴニスト探索も近々開始する。

・PBANR の立体構造予測および PBAN 結合予測をもとに PBANR の点変異体を作製し、変異によるリ

ガンド応答性の低下から、リガンド認識に重要と考えられるアミノ酸残基をこれまでに3残基特定した。

（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、次頁の構造を得た。 
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図 1. PBANc10-NH2（左）と PBANc10-OH（右）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。 
                               
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）。真空紫外円二

色性スペクトル（VUV-CD）は、PBANc10-NH2 よりも PBANc10-OH の方がランダムコイル含量が高い

ことを示し、NMR 構造解析の結果を支持した。この構造の違いは、C 末端がアミドからカルボキシレ

ートに変わることで、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）のうち後者の水素結合が不安定化するために生じると考えられる。 
カイコガ PBAN 受容体（PBANR）の高発現系作製、大規模発現、精製、PBANR-PBAN 複合体結晶化

 7 回膜貫通型 G タンパク質共役受容体（GPCR）であるカイコガ PBANR について、β2 アドレナリン

受容体の結晶構造解析を参考に、N 末端糖鎖結合部位の除去、C 末端細胞内領域の短縮、細胞内第 3 ル

ープ（ICL3）の T4 lysozyme (T4L)への置換、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 タグの付加を行った結晶化用改変 PBANR を設計した。この検討の過程で、PBANR の

細胞膜移行に、7 回の膜貫通部位より C 末端側の細胞内領域の配列が重要であることを見出した。 
 結晶化用改変 PBANR の高発現系

（PBANR-EGFP の形で、昆虫細胞培養液

1 L あたり 4 mg）および精製系（精製

PBANR の収量、昆虫細胞培養液 1 L から

2.1 mg）を確立し（図 2）、PBAN-PBANR
複合体の蒸気拡散法および脂質メソフェ

ーズ法による結晶化実験を進めている。複

数の条件で微結晶が得られているため、

SPring-8 のマイクロフォーカスビームラ

イン BL32XU にて X 線回折実験を行い、

結晶構造解析を進める予定である。 
 
図 2.（上）結晶化用改変 PBANR-EGFP の

Ni 固定化カラムによるアフィニティ精

製。（下）TEV protease によるタグ切断。

C 末端側の EGFP-His10 タグは、ほぼ定量

的に切断された。（左は、EGFP の蛍光を

検出。右は、CBB 染色） 
カイコガ pgdesat1 と pgFAR の発現検討 
 E10/Z12 不飽和化酵素である pgdesat1 は推定 5 回膜貫通型膜タンパク質であり、大腸菌、酵母を宿主

とする発現が困難であったため、小麦無細胞発現系で発現検討を進めた（愛媛大学 遠藤弥重太教授と

の共同研究）。タグなしでは発現確認が困難だったため、pgdesat1 の C 末端側に EGFP を融合させた発

現系を構築し、リポソーム共存下でのタンパク質合成により、可溶性発現が確認された。 
 アシル基還元酵素である pgFAR（可溶性酵素）は、大腸菌を宿主として、大阪大学 高木淳一教授に

より開発された FATT タグを利用することで可溶性発現に成功したが、分解と凝集の問題が生じた。昆

虫細胞を宿主とする発現検討も進め、pgFAR の C 末端側に EGFP を融合させると Sf9 細胞内全体への分

布が観察されたが、N 末端側に EGFP を融合させると期待通りペルオキシソームへの局在が観察された

ため（図 3）、後者のコンストラクトを用いて、昆虫

細胞での大規模発現、精製、結晶化を進めている。 
 
図 3. EGFP タグの配置の違いによる pgFAR の Sf9 細

胞内分布の違い。NKL はペルオキシソーム局在化シ

グナルを示す。 
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（３）機能解析に関する進捗及び成果 
培養細胞を用いた PBAN アンタゴニスト検定系の開発、PBAN アンタゴニストの探索 
 機能解析担当の理研・松本が開発したカイコガ PBANR のリガンド結合アッセイ系を利用して活性測

定を行った。C 末端から 6 残基目（C6 位）の点変異体 SKTRXFSPRL-NH2（天然型は X=Y。X= A, C, D, 
F, L, N, R, S, W に置換）を作製し、活性測定した結果、Y(C6)→D または S 置換体は活性を保持してい

たが、Y(C6)→A または N 置換体は活性が著しく低下するだけでなく、天然型ペプチドに対し競合阻害

活性を有することが明らかになった。ゆえに、PBAN 活性には C 末端 5 残基とアミド基だけでなく、C6
位アミノ酸側鎖にヒドロキシ基またはカルボキシル基を有することも重要であると示唆された（図 4）。
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、Tyr(C6)点変異体は PBAN
アンタゴニストのシード化合物となりうる可能性が示された。より良い PBAN アンタゴニストを得るた

めに、線状・環状 PBAN 類縁体を種々合成し、活性測定を進めている。また、高効率スクリーニングに

対応した活性測定系も確立し、化合物ライブラリー（東京大学 長野哲雄教授。GPCR リガンド 10000
種類、ペプチド C 末端アミド 600 種類、およびランダムライブラリー 種類未定）を利用したアンタゴ

ニストのスクリーニングも行う予定である。 
PBANR のリガンド認識残基の特定 
 PBANR の PBAN 認識残基を特定するために、β2 アドレナリン受容体の結晶構造を基に構築した

PBANR の立体構造モデル上のリガンド認識候補残基に点変異を導入し、それら点変異体 PBANR の情

報伝達能を計測することにより、W280, R287, Y307 の 3 残基が PBAN 認識に重要であることが示された

（図 4 上）。W280 と R287 とは TM6 へリックス上に、Y307 は TM7 へリックス上に位置し、7 本の αへ

リックスの中央にあるリガンド結合ポケットの表面にあると予想される（図 4 下）。 
 
図 4（上）点変異体 PBANR-EGFP の発現

と PBAN 応答性試験の結果。100 nM 
PBANc10-NH2 を培地に加えた際の応答

性をグラフ化した。W280, R287, Y307 を

アラニンに置換することで、リガンド応

答性が低下したことから、これらの残基

が PBAN 認識に重要と示された。 
（下）β2 アドレナリン受容体の結晶構造

を基に構築した PBANR の立体構造モデ

ル上に、PBANR のリガンド認識に重要と

示された W280, R287, Y307 を赤で示す。

W280 と R287 は TM6 へリックス上に、

Y307 は TM7 へリックス上に位置する。

一方、点変異実験

でアラニンに置換

してもリガンド結

合能が低下しなか

った残基を黄で示

す。また、ソフト

ウェア MOE での

ドッキングシミュ

レーションから

PBAN 認識に関わ

ると予想された残

基を緑で、配列類

似受容体で保存性

が高いアミノ酸残

基を橙で示す。こ

れらの残基の点変

異体解析も進行中

である。 
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３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ６件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

６件 

４．各機関の論文発表件数 ６件 

５．各機関の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．各機関における成果を活用した共同研究数

（プログラム内外含む） 

６件 

（うち産業界との共同研究数０件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

・PBAN 構造解析において、活性部位である C 末端領域の溶液構造解析に成功し、C 末端アミド基の

β ターン構造安定化への寄与を示した。機能解析において、C 末端から 6 残基目の点変異により、アン

タゴニストが得られることを見出した。化合物ライブラリーを利用した低分子化合物のアンタゴニスト

探索も具体的に計画しており、ほぼ当初計画通り進行している（90%）。 
・PBANR 構造解析において、結晶化に適した改変 PBANR の高発現系構築、精製に成功し、

PBANR-PBAN 複合体の微結晶が得られている。結晶の改良、X 線回折実験を進め、構造解析を完成さ

せる予定。機能解析において、立体構造モデルを構築し、PBAN 認識候補残基の点変異解析から重要残

基を特定している。当初計画の 70%の達成度であるが、PBANR-PBAN 複合体の結晶構造解析に鋭意集

中して取り組んでおり、100%を目指す。 
・pgdesat1・pgFAR 性フェロモン生合成酵素 2 種類は、種々発現系を検討したが、低発現、不溶性発

現、凝集、分解等の問題が生じて機能性発現が困難であったが、pgdesat1（4 ないし 5 回膜貫通型膜タ

ンパク質）は小麦無細胞発現系でリポソーム存在下発現させることで可溶性発現することに成功した。

一方、pgFAR は C 末端側でなく N 末端側に EGFP タグを付加することにより、昆虫細胞発現系でペル

オキシソームに局在させることに成功し、結晶化のための大規模発現を計画している。機能性発現にて

こずったため、当初計画の 50%の達成度である。pgFAR の構造解析を進め、達成度向上を目指す。 

８．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。班会議はこれまで年 2 回定期的に開催し、研究代表者、研究分担者と各グ

ループの若手者が参加している。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ている。 

９．他の課題との情報共有・連携 
本プログラムの他の課題との連携 
・長野哲雄先生（東京大学）－化合物ライブラリーの利用を予定した PBAN アンタゴニスト探索 
・田之倉優先生（東京大学）－pgFAR の巻戻し 
・高木淳一先生（大阪大学）－pgFAR の可溶性発現 
・遠藤弥重太先生（愛媛大学）－pgdesat1, pgFAR の小麦無細胞系発現 
本プログラムの他の課題との情報共有 
・横山茂之先生（理化学研究所）－脂質メソフェーズ結晶化 
・山本雅貴先生（理化学研究所）－超高輝度マイクロビームによる微小結晶解析 
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本プログラム以外の研究者との連携 
・松尾光一先生（広島大学）－PBANc10-NH2/OH の真空紫外円二色性（VUV-CD）スペクトル解析  
・奈良雅之先生（東京医科歯科大学）PBANc10-NH2/OH のフーリエ変換赤外（FT-IR）スペクトル解析

・千田俊哉先生（産業技術総合研究所）－PBANR の昆虫細胞大規模発現 

１０．人材育成 
H19 から H23 までの各年度、PD を 2 人、2 人、3 人、3 人、2 人雇用し、情報伝達関連タンパク質・

ペプチドと酵素タンパク質の構造解析・機能解析を業務主任者の永田、担当責任者の長澤と協力しなが

ら進めている。PD 1 人は東大の他部局の PD に就職した。他の PD 2 人の進路は未定である。 

１１．終了までの具体的な見通し 
終了までの具体的な見通し 
・PBANR-PBANc10-NH2 複合体の結晶構造解析 
・PBAN の PBANR 活性化に重要なアミノ酸残基の特定 
・PBANR の PBAN 応答に重要なアミノ酸残基の特定 
・PBAN アンタゴニスト活性を有するペプチドおよび非ペプチド性シード化合物の同定・創製 
・pgFAR の昆虫細胞発現系による機能性発現、精製、結晶化 
・pgdesat1 の小麦無細胞発現系による機能性発現、精製 
技術移転を目的とした共同研究等の状況、他分野の研究者に成果の活用を推進するための方策 
・組換えタンパク質から環化ペプチドを得る方法の学会発表、論文発表 
・GPCR の高発現成功に至るまでの検討事項の学会発表、論文発表 
・PBAN-PBANR の分子認識機構の知見を neuromedin U (NMU)-NMUR 分子認識機構の理解に結び付け

るための共同研究 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 
終了後の戦略及び具体的な内容 
 PBANR-PBAN 複合体の結晶構造と得られた PBAN アンタゴニストの分子構造に基づいてより強力な

アンタゴニストを設計し、実用可能なガ類昆虫の性フェロモン産生阻害剤の創製を目ざす。環境を汚染

せず、害虫だけの繁殖を抑制する技術を確立し、グリーンイノベーションに貢献する。 
産業界等への成果の橋渡しの可能性 
 本研究の最終ゴールは、最大の農作物害虫であるガ類昆虫の性フェロモン産生を支配する神経ホルモ

ン PBAN の受容体の立体構造に基づいてアンタゴニストを創成し、害虫の配偶行動を撹乱する技術を確

立することである。本技術は、従来の農薬と違い性フェロモン生合成を標的にしており、抵抗性ができ

にくく、また、標的ガ類以外の生物に対して影響がない等の利点を持ち、従来の合成農薬の欠点を克服

する新技術といえ、その有用性が実証されれば、実用化の可能性は高いと考えられる。本技術の実用化

は、食糧確保に貢献するのみならず、農作物の加害による経済的損失を回避する一方、新たな農薬産業

の創出につながることが期待できる。 

１３．特記事項 
特にアピールする事項等（成果等） 発現コンストラクト改善とウイルス純化により、PBANR の発現

量を当初の 30 μg/Lから 4 mg/Lにまで向上させることができた。他のGPCRにも応用可能と期待される。

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 4,301   348   0   250   物品費（千円） 3,562     

試作品費（千円） 0   0   0   0   人件費・謝金（千円） 13,314     

人件費（千円） 13,073   20,031   17,907   18,818   旅費（千円） 1,122     

業務実施費（千円） 13,876   8,948   9,977   7,009   その他（千円） 1,233     

間接経費（千円） 9,375   8,798   8,366   7,823   間接経費（千円） 5,769   40,131   

合計（千円） 40,625   38,125   36,250   33,900   合計（千円） 25,000   173,900   
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関） 
 

 

代表／分担機関の課題名 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機能解析 

代 表 ／ 分 担 機 関 独立行政法人理化学研究所 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 松本 正吾 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

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、 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 pgdesat1 とアシル基還元酵素 pgFAR）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２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

（２）構造解析に関しては、PBAN 受容体の大量発現用の組換えバキュロウイルスを作製した。このウ

イルス感染細胞の大量培養から構造解析用の PBAN 受容体改変体が調製できた。 

（３）機能解析に関しては、以下の通りである。 

・本課題のターゲットタンパク質の目的とするすべての遺伝子（カイコガの休眠ホルモン受容体(DHR)、

アワヨトウの PBAN 受容体(PBANR)、DHR 、pgdesat1、pgFAR）のクローニングを完了した。また、カ

イコガ、アワヨトウ、オオタバコガのフェロモン腺（PG）から、選択的スプライシングにより生じた

４種のアイソフォーム(PBANR-As, A, B, C)を同定し、機能解析よりアイソフォーム B,C が受容体分子と

して機能することを明らかにした。 

・カイコガ PBANR 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。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。 

・PBAN アゴニスト・アンタゴニストの探索や結晶化用 PBANR 発現に利用するカイコガ PBANR やそ

の結晶化用改変体を恒常的に発現する Sf9 細胞系を樹立した。 
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（２）構造解析に関する進捗及び成果 

Bac-to-Bac baculovirus system (Invitrogen)により PBAN 受容体の大量発現用の組換えバキュ

ロウイルスを作製した。すなわち、東大永田が作成した目的遺伝子を入れた pFastBac ドナープ

ラスミドを用い、E. coli DH10Bac で組換え Bacmid DNA を作成し、これを昆虫細胞にトランス

フェクトさせることで組換えウイルスを作製した。ウイルスはプラークアッセイで純化したのち

産総研の千田研究室で大量培養し、2mg/L 程度の発現量で得られた構造解析用の PBAN 受容体を

用いて現在、東大永田らが結晶化の条件検討を行っている。 

 

説明図：ウイルス接種後 24 時間の Sf9 細胞を示す。全長 PBANR
と同様に、構造解析用の PBANR コンストラクト（tD-L357C-WT、
tD-L357C-L128W）は共に細胞膜への局在が確認された。 
 
 
 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

ターゲットタンパク質遺伝子のクローニング 

 近クローニングに成功したヤガ科の害虫アワヨトウの pgFAR 遺伝子を含め、目的とするすべての

遺伝子（カイコガの休眠ホルモン受容体(DHR)、アワヨトウの PBAN 受容体(PBANR)、DHR 、pgdesat1、

pgFAR）のクローニングを完了した。また、PBAN 受容体には C 末端細胞内ループ長の異なる分子の存

在が知られていたため、改めて PBANR のアイソフォーム解析を行った結果、カイコガ、アワヨトウ、

オオタバコガのフェロモン腺（PG）では選択的スプライシ

ングにより生じた４種のアイソフォーム(PBANR-As, A, B, 

C)が発現していることがわかった。さらに、個々の機能発

現を昆虫 Sf9 細胞で行い、細胞内 internalization を指標とし

た機能解析を行った結果、アイソフォーム B,C がリガンド

結合に伴ってエンドサイトーシスされたのに対して、As お

よび A は internalize されず、GPCR としてシグナルの off

制御に機能しない欠陥分子であることが示された。 

カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR の活性測定 

 pgdesat1 の活性測定系として、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 で検出する系を確立した。また、pgFAR の活性測定系として、pgFAR を発現する形

質転換酵母を作製し、酵母細胞内で pgFAR の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 で検出する系を確立した。さらに 近、pgFAR の活性測定系として、pgdesat1

同様、バキュロウイルス/昆虫細胞での発現系での検定系を確立した。 

カイコガ PBANR と DHR のリガンド結合アッセイ系の確立 

 カイコガ PBANR 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。具体的には、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、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ものである。
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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。PBANR と同じ neuromedin U 受容体ファミリーの DHR についても同様のアッセイ系

を構築中である。 

PBAN アゴニスト・アンタゴニスト探索のための PBANR

恒常発現 Sf9 細胞株樹立 

 PBAN アンタゴニスト検定系の確立に向け、single colony 

isolation により、 PBANR の 4 種のアイソフォーム

（Bom-PBANR As/A/B/C）と結晶化用 PBANR 改変体 2 種

類を恒常的に発現する Sf9 細胞系それぞれ（6 種類）を樹

立した。これらの PBANR アイソフォームには C 末端に

EGFP による蛍光タグを付しており、リガンドとの結合に伴う細胞外 Ca2+流入のみならず、脱感作過程

である PBANR の細胞内インターナリゼーションも検定でき、アゴニストやアンタゴニストのスクリー

ニングおよび結晶化用 PBANR の調製に有効であると期待される。一方、将来的な展開を考えた場合、

東大薬学部や理研の化合物ライブラリーを利用してハイスループットスクリーニングを行うことは本

課題の目的から魅力的な挑戦と考えられる。その場合、single colony isolation を効率的に進めるために

今回用いたEGFPの蛍光タグはCa2+動員を指標としたスク

リーニングの妨げとなるため、新たにローダミンレッドで

標識した蛍光リガンドを用いることで非標識 PBANR の

stable transformant の樹立を試み、 終的にカイコガ

PBANR (Bom-PBANRB, -PBANRC)で非標識 PBANR の

stable transformant を樹立することができた。さらに、カイ

コガ PBANRの分子解剖の結果に基づき、２種類の PBANR

結晶化用改変体を恒常的に発現するSf9細胞系も各々樹立

した。 

 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 6 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

6 件 

４．各機関の論文発表件数 19 件 

５．各機関の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．各機関における成果を活用した共同研究数

（プログラム内外含む） 

0 件 

（うち産業界との共同研究数 0件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

遺伝子単離、発現系作製、アッセイ系確立、活性測定 

・カイコガおよびアワヨトウ（ヤガ科害虫）の標的タンパク質（PBANR, DHR, pgdesat1, pgFAR）遺伝

子のクローニング 100%（完了） 
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・カイコガおよびアワヨトウ PBANR アイソフォームの機能解析 100%（完了） 

・PBANR のリガンド結合アッセイ系および競合的結合アッセイ系および pgdesat1, pgFAR 活性測定系の

確立 90%（DHR 以外は全て完了）  

・PBAN アンタゴニスト探索：PBANR 発現 Sf9 安定形質転換細胞系の樹立およびアンタゴニスト候補分子

の活性測定 50%（PBANR 発現細胞系の樹立を完了し、新規アンタゴニストの探索を開始した） 

・産業利用を目指した性フェロモン類似化合物の生産 30%（カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR

遺伝子を入れ替えたトランスジェニックカイコの作成を開始した） 

 

８．課題内の情報共有・連携体制 

左図の役割分担に従い、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

ーや PBANR 恒常発現 Sf9 細胞株を利用して、長澤は PBAN アゴニ

ストの活性評価やアンタゴニストの探索を行い、永田は結晶化用改

変型 PBANR 発現用ベクターの作製を行った。 

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、長澤がこれら分子を合成し、松本が確立したアッセイ系を利用して活性測定している。

課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度 

永田・長澤・松本の間で E メールでの情報交換は普段から頻繁に行っている。班会議はこれまでに 6 回

（H20 年 1 月、H20 年 8 月、H21 年 1 月、H21 年 8 月、H22 年 3 月、H22 年 10 月）開催し、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。 

 

９．他の課題との情報共有・連携 

 ターゲットタンパク研究プログラム外との連携として、千田俊哉先生（産総研）の研究室と PBANR

の昆虫細胞大規模発現を連携して行っている。 

 

１０．人材育成 

H19 年度、H20 年度はポスドクを 1 人（米国 1）、H21 年度以降はポスドクを 2 人（日本 1、韓国 1）を

雇用している。 初のポスドクは米国に帰国し、農務省の研究所で PI となっており、共同研究を継続

している。 

 

１１．終了までの具体的な見通し 

 本課題の分担機関としての 終目標である①立体構造情報に基づいた PBAN アンタゴニスト候補分

子の活性測定については、アンタゴニスト探索用として樹立した PBANR を安定して発現する stable 

transformants を用い、東大長澤らと連携し、残りの期間で PBAN アンタゴニストのリードとなる化合物

を合成ペプチドあるいは化合物バンクより見い出す。②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については、カイコガ自身のフェロモン産生系を操作してカイコ

ガ個体でのアワヨトウの性フェロモン産生を試み、新たな害虫制御技術の開発を目指す。カイコガでは

トランスポゾンを利用したトランスジェニックカイコガの作製が可能であるので、pgdesat1 のプロモー
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ターを利用してアワヨトウの pgdesat1, pgFAR遺伝子をカイコガフェロモン腺で発現させる予定である。

 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

 本研究の 終ゴールは、 大の農作物害虫であるガ類昆虫の性フェロモン産生を支配する神経ホルモ

ン PBAN の受容体の立体構造に基づいてアンタゴニストを創成し、害虫の配偶行動を撹乱する技術を確

立することである。本技術は、従来の農薬と違い性フェロモン生合成を標的にしており、抵抗性ができ

にくく、また、標的ガ類以外の生物に対して影響がない等の利点を持ち、従来の合成農薬の欠点を克服

する新技術といえ、その有用性が実証されれば、実用化の可能性は高いと考えられる。本技術の実用化

は、食糧確保に貢献するのみならず、農作物の加害による経済的損失を回避する一方、新たな農薬産業

の創出につながることが期待できる。 

 

１３．特記事項 

本課題に関連した受賞など： 「ガ類性フェロモン産生の分子機構に関する生物有機化学的研究」 

・日本農芸化学会賞（松本正吾、平成 21 年 3 月） 

・理化学研究所重要業績表彰 A（松本正吾、平成 22 年 3 月） 

 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 8,990 0 0 0 物品費（千円） 389  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 11,919  

人件費（千円） 4,945 6,272 13,585 15,234 旅費（千円） 46  

業務実施費（千円） 4,815 11,324 3,146 920 その他（千円） 569  

間接経費（千円） 5,625 5,279 5,019 4,846 間接経費（千円） 3,877 24,646 

合計（千円） 24,375 22,875 21,750 21,000 合計（千円） 16,800 106,800 
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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 

機関名 国立大学法人 東京大学 

代表研究者名 大西 康夫 

 

１．課題開始時における達成目標 

 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（補足説明図 1 参照）、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２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要（補足説明図 2 参照） 
 構造解析研究においては、AfsA、GriH、GriI、GriF、GriZ、AdpA、GlkA、AfsS、Orf4、AfsR、CUS、
CURS、ArsB、ArsC、SGR2079、SGR6054、CnsA、SGR1085 の構造解析実験を行った結果、X 線結晶構

造解析により GlkA、CUS、CURS、ArsC、SGR6054、GriZ の構造を、NMR により Orf4 の構造を決定し

た。機能解析研究においては、放線菌の制御因子に関する研究として、GlkA のカタボライト抑制に関

する機能解析、AfsS 結合タンパク質の探索、新規 RNase (SGR6054) の発見と酵素学的解析、細胞内で

の AdpA 結合部位の網羅的解析、新たな AdpA 標的遺伝子の機能解析を行い、それぞれにおいて重要な

結果が得られた。また、立体構造が解明できた酵素の機能解析として、CUS、CURS、ArsC、SGR6054
の部位特異的変異体を用いた機能解析を行った。さらに、新たな有用酵素の「発掘」を目指した研究に

おいて、複数のセスキテルペン環化酵素の触媒反応を明らかにするとともに、希少放線菌の新規ポリケ

チド生合成遺伝子クラスターの機能を解明した。さらに、GriF によるニトロソ化反応の解析を行い重要

な研究成果が得られた。一方、微生物を利用した有用物質生産に関する研究として、CUS を利用したク

ルクミノイドおよびシンゲロールアナログの生産に成功した。 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 
(1) 構造が決定できたタンパク質 
GlkA：グルコース（Glc）キナーゼ GlkA は放線菌のカタボライト抑制機構において中心的な役割を担

う。GlkA 単独条件・Glc 共存条件・Glc 及び AMP-PNP 共存条件の三状態において立体構造を決定した。

各種基質の存在状態において GlkA の三次構造及び四次構造が変化することが示され、カタボライト抑

制機構への関与が示唆された。 (Miyazono et al. ACTA F, in printing；投稿準備中) 
AfsS と Orf4：放線菌の二次代謝産物生産を活性化する AfsR-AfsS 制御系において、AfsS（63 アミノ酸）

は分子機能が不明なタンパク質である。NMR を用いた溶液中での構造解析によって、AfsS および他の

放線菌由来の AfsS 型タンパク質（Orf4）は分子全体としては非常に運動性に富む天然変性タンパク質

であることが示された。Orf4 の構造では、二次代謝の活性化に必須な 4 つのリピート領域における局所
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的な立体構造形成と、末端領域における局所的な構造形成が観察された。(Miyakawa et al. PNE, 2009) 
GriZ: GriZ は放線菌 Streptomyces griseus の黄色色素（GX）生合成におけるアンチアクチベーター因子の

発現を抑制する TetR ファミリーの転写抑制因子である。 高分解能 2.9Åで構造決定に成功した。リガ

ンド結合部位とみられるポケットが観察された。 
SGR6054: 放線菌の新規 RNase である SGR6054 は生育に必須であるが生体内での機能は不明である。

本酵素の機能解明は、有用物質生産の宿主である放線菌の生育について新たな知見をもたらすと期待さ

れる。分解能 2.2Åで構造を決定した。SGR6054 はダイマーとして機能していることが強く示唆され、

核酸との相互作用部位が予想された。（機能解析と合わせて論文投稿準備中） 
CUS と CURS：ウコンの薬効成分であるクルクミンは近年、健康食品の成分として大変注目を集めてい

る。CUS（イネ由来）は 2 分子の p-クマロイル-CoA と 1 分子のマロニル-CoA からクルクミノイドを合

成する特殊な反応を触媒する III 型ポリケチド合成酵素（PKS）であり、クルクミノイドの微生物生産

に応用できる。一方、CURS はウコン由来のクルクミン合成酵素であり、CUS が触媒する 2 段階の反応

のうち、2 つ目の反応だけを触媒する。CUS、CURS の全体構造は他の III 型 PKS と非常によく似てい

たが、それぞれが特徴的な活性ポケットを有していた。CUS では合成産物の出口となると考えられる特

異なポケットを有しており、CURS では CoA 結合トンネル中に他の III 型 PKS にはない疎水性領域が見

出された。これらのポケットに関し、基質や反応中間体とのドッキングシミュレーションを行うことに

より、その反応機構を推測することができた (Katsuyama et al. JBC, 2011, Miyazono et al. Proteins, 2011)。
ArsC: III 型 PKS である ArsB と ArsC は窒素固定細菌 Azotobacter vinelandii の休眠細胞（シスト）の膜構

成成分であるフェノール性脂質の生合成酵素である。両者の触媒反応では tetraketide 中間体の環化様式

が異なっており、ArsB は脱炭酸を伴うアルドール縮合によりレゾシノールを、ArsC はラクトン化によ

りピロンを生成する。また、ArsB (W281G) および ArsC (G284W) 変異型酵素では、主生成物がそれぞ

れピロン、レゾシノールに入れ替わる。ArsC 野生型酵素および ArsC (G284W) 変異型酵素の立体構造

を決定した。G284W 変異酵素では、野生型に比べて活性中心を含むトンネルの奥行きが約 6.5Å縮まっ

ていることが明らかになり、このスペースの違いが環化様式の違いの原因となっていることが示唆され

た。（論文投稿準備中） 
(2) 結晶は得られたが構造決定に至っていないタンパク質 
AdpA：放線菌の A-ファクター制御カスケードにおいて中心的な役割を果たす転写活性化因子。AdpA
の DNA 結合ドメインと認識 DNA との複合体の結晶化に成功し、2.8Å分解能の X 線回折データの取得

に成功した。現在位相決定のための実験を進めている。 
GriI：GX 生合成前駆体 3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸（3,4-AHBA）の合成に関与するアルドラーゼ。

3.3Å分解能の回折データを与える結晶が得られたが、構造決定には結晶の品質の更なる改善が必要。 
SGR2079：放線菌のテルペン環化酵素。(+)-caryolan-1-ol を合成。 高 2.05Åの X 線回折データを取得

し、重原子同型置換法による構造解析を進めている。 
(3) 結晶化に取り組んでいるタンパク質 
AfsA：A-ファクター生合成酵素。タンパク質単独および基質や基質アナログとの共結晶化実験を進めた

が、結晶が全く得られなかった。そこで、より結晶化に適したコンストラクトを得るため、末端の長さ

を変えたコンストラクト、酸化の影響を受けると予想される Cys を Ser に置換したコンストラクト、結

晶化に適さないと予想される残基を Ala に置換したコンストラクト等を作製し実験を進めている。 
GriH：GX 生合成経路における 3,4-AHBA 合成酵素。AfsA と同様、結晶が得られていない。AfsA と同

様の戦略で結晶化に取り組んでいる。 
GriF：GX 生合成経路におけるフェノキサジノンの生合成に関与する新規な 2-アミノフェノールオキシ

ダーゼ。単独では結晶が得られなかった。銅シャペロンである GriE との複合体の結晶化を試みている。
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AfsR：放線菌の二次代謝をグローバルに制御するマルチドメイン転写因子。現在までに特定の立体構造

をとると予想される領域を含む様々なコンストラクトの発現系を構築し結晶化実験を進めている。 
CnsA：放線菌のテルペン環化酵素。1,8-cineole を合成。結晶化条件を探索中。 
SGR1085：放線菌由来 P450。工業利用に応用可能な触媒活性がある。結晶化条件の検討中。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 
(1) 決定した立体構造に基づくタンパク質の機能解析 
GlkA： X 線結晶構造解析により、Glc 結合による構造変化が示されたが、精製 GlkA を用いた速度論解

析の結果、Glc のアロステリック効果はないことが明らかになった。また、カタボライト抑制における

GlkA の機能には、グルコースキナーゼ活性が重要であることを示唆する結果が得られた。 
AfsS: NMR 解析により、AfsS が天然変性タンパク質であることが明らかになり、AfsS の機能発現には

AfsS と相互作用するタンパク質が必要である可能性が示された。そこで、クロスリンカーを用いた in 
vivo, in vitro 実験により、AfsS 結合タンパク質の取得を試み、複数の候補タンパク質が得られた。タン

パク質間相互作用の確認と、AfsS のさらなる機能解析を進めている。 
CUS, CURS, ArsC: CUS に特有なポケットの底にある 217 番 Arg の変異酵素 R217A では、反応中間体の

β-ケト酸が放出されたことから、このポケットを通して、生成物が酵素から放出されている可能性が

示唆された。一方、CUS を用いたクルクミノイドおよびジンゲロールアナログ生産系を構築できた

(Katsuyama et al. BBB, 2010, Katsuyama et al. Chembiochem, 2010)。一方、CURS の CoA 結合トンネル中に

見出された特徴的な疎水領域を G211F 変異による Phe 側鎖で塞ぐと、活性が著しく低下した。種々の生

化学的実験も行い、CURS の反応機構を提唱できた (Katsuyama et al. JBC, 2011)。ArsC については、活

性中心ポケットが小さくなったことでアルドール縮合を触媒できるようになった変異酵素 ArsC G284W
を材料にし、種々の部位特異的変異体を構築したが、アルドール縮合に関与する残基の特定には至らな

かった。 
SGR6054:本酵素の RNase としての性質について解析し、40 塩基以上の一本鎖 RNA に対して、非特異

的な endo 型の RNase 分解活性を示すこと、その活性は既知の RNase に比べて大変微弱であることが判

明した（構造解析とあわせて論文投稿準備中）。立体構造に基づいた部位特異的変異により、活性に必

要な残基の同定を試みたが、活性がゼロになる変異体は得られなかった。当プログラム内の化合物ライ

ブラリーグループとの共同研究により、阻害剤の探索について議論し、感度のよいアッセイ系の構築を

検討中である。 
(2) 構造決定を行っているタンパク質の機能解析 
AdpA： ChIP-seq 解析によって、in  vivo での結合部位を網羅的に解析し、AdpA が染色体上の 1000 カ

所以上に結合することを明らかにするとともに、転写解析により実際に転写に影響を及ぼす結合部位を

同定した（論文投稿準備中）。個別の標的遺伝子に関する解析を多数行った。その成果の１つとして、

レアコドン TTA に対応する tRNA をコードする bldA が AdpA の直接の標的遺伝子であることを明らか

にし、bldA と AdpA からなる positive feedback loop が A-ファクターによる二次代謝・形態分化の厳密な

制御に必須であることを明らかにした（Mol. Microbiol.への revised manuscript を準備中）。 
AfsR：リン酸化による活性化機構および ATPase ドメインの機能解析のため、いくつかの予備的な実験

を行った。中でもリン酸化される Thr 残基の候補の絞り込みができたことは重要な成果である。 
GriF： 2-アミノフェノール類縁体のアミノ基をニトロソ基に酸化する活性を GriF にも見出した。 
(3) 新たな有用酵素タンパク質の発掘と機能解析 
 おもに放線菌のゲノムを対象にゲノムマイニングを行い、複数の生合成酵素遺伝子について、試験管
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内反応や異種発現によって、その触媒機能に関する解析を行った。 
放線菌のテルペン合成酵素：放線菌ゲノム中に見出した 7 種のセスキテルペン環化酵素ホモログについ

て、異種放線菌での発現、組換え酵素を用いた in vitro 機能解析を行い、その機能を明らかにした（Nakano 
et al, Chembiochem, 2011, 他 4 報が投稿中あるいは投稿準備中）。 
放線菌の P450 モノオキシゲナーゼ：異種細菌由来のフェレドキシン-フェレドキシン還元酵素との融合

タンパク質として P450 を生産する大腸菌を用いて、S. griseus の P450（27 種）の基質スクリーニングを

開始し、これまで全く未知だった変換基質を複数の P450 で明らかにした。 
その他：Streptomyces sp.WK5344 が生産する二次代謝産物フェロヴェルディンの生合成遺伝子クラスタ

ーや稀少放線菌 Actinoplanes missouriensis の新規 II 型 PKS 遺伝子クラスターの機能解析を行った。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 3 件 
PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 
13 件 

４．課題全体の論文発表件数 9 件 

５．課題全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0 件） 

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 
1 件 

（うち産業界との共同研究数 0 件） 

７．当初計画に対する達成度 

【構造解析研究】これまでに 13 種類の立体構造（7 種類のタンパク質およびその変異体や基質複合体の

構造）の決定に成功しており、5 つ以上のタンパク質の立体構造を明らかにするという当初の目標を超

えた成果をあげている。特に、有用物質生産に関わる III 型 PKS 構造解析研究では、CUS、CURS、ArsC
の構造解析に成功し、その特徴的な反応機構にかかわる構造基盤を解明できた。また放線菌の二次代謝

産物生産制御に関わるタンパク質として、GlkA や Orf4 の構造決定に成功しており、制御機構解明への

足掛かりとなる構造情報を解明した。【機能解析研究】AdpA の標的遺伝子の網羅的解析と新たな AdpA
標的遺伝子の解析に関しては順調に研究が進展し、1 つの制御因子が数百の遺伝子を直接制御するとい

う、これまでにないグローバルな遺伝子発現制御系の全体像を明らかにするとともに、その中に含まれ

る新規なフィードバックループの存在を示すことができた。AfsS や GlkA に関しては、構造解析の結果

を受けて、その制御機能についての解析を進めることができた。CUS や CURS については、構造解析

に基づいた部位特異的変異解析によって、その反応機構の一端を明らかにできた。一方、新たな有用酵

素の発掘・解析においては、新規 RNase、芳香族アミノ基のニトロソ化酵素、テルペン環化酵素、P450
モノオキシゲナーゼなどの新規酵素の解析を行い、重要な成果をあげることができた。物質生産への応

用研究については、CUS を用いた研究を中心に着実な成果が得られた。【プロジェクト全体】両研究と

も研究計画の着実な遂行が図られ、両研究による相乗的な研究展開がいくつかのタンパク質において達

成されている。結晶化が非常に困難なタンパク質の構造解析や産業レベルを見据えた物質生産系への応

用など、いくつかの課題は残されているが、今後につながる成果も多く得られており、当初計画に対す

る達成度は十分に高いものと考えている。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

 代表研究者と分担研究者は同じ研究科に属しているため、日頃から研究グループ間の情報交換が大変

容易である。実験者間の個人的なつながりだけでなく、折を見て両グループ全体で研究進捗の報告会を

行い、情報の共有を図ってきた。代表研究者のマネジメントには特に問題はないと考える。 
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９．他の課題との情報共有・連携 

 技術開発研究解析領域との連携により PF や SPring-8 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、構造解析結果のシミュレーション解析を行うため、情報プラットフォー

ム講習会を利用した。調製が困難なタンパク質に関しては、生産領域との連携を図りつつ研究を推進し

てきた。機能解析では、化合物ライブラリーグループとの共同研究について相談した。新たな有用酵素

タンパク質の発掘においては、本プログラム外の多くの研究グループと共同研究を行った。 
１０．人材育成 
 本プログラムにおいては、構造解析グループで 3 名、機能解析グループでも 3 名のポスドクを雇用し

てきた。これらのポスドクは着実に成果をあげるとともに、その実力を大きく伸ばしてきたという点で、

本プログラムが人材育成に果たした役割は大きい。ポスドク（ならびに学部生、大学院生）に対する研

究教育においては、構造解析グループおよび機能解析グループがそれぞれ行っている研究室内でのセミ

ナーが も大きな役割を果たしてきたが、合同での研究打ち合わせ会における議論も、一定の役割を果

たしてきたと考えている。 
１１．終了までの具体的な見通し 
【構造解析研究】これまで構造決定に至っていないタンパク質の構造解析実験を進める。放線菌由来テ

ルペン環化酵素 SGR2079 に関しては構造決定可能な X 線回折データを取得できているため、終了まで

に構造が決定できる見通しである。またその他のタンパク質に関しても、構造決定に向けた研究を進め

る。構造が得られているタンパク質に関しては論文化を進め、研究成果の外部発信を進める。 
【機能解析研究】平成 23 年度中に、本プログラムにおける成果を出来る限り論文として報告する。現

在、投稿中のものを含めて、10 報程度になる見通しである。微生物による「ものつくり」に関する研究

は引き続き、長いスパンで行っていく予定であり、その中では、いろいろな分野の研究者との共同研究

が重要であると考えている。本プログラムで得られた研究成果および本プログラムで培った「構造解析

をものつくりに活用する戦略」を今後の研究に大いに活用していきたいと考えている。  
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

 微生物を利用した「ものつくり」は我が国が世界をリードしてきた領域であるが、近年、多くの国が

この領域の発展に力を注いでいる。本プログラムにより、本領域に「構造解析の活用」という新たな方

向性が確立しつつあることの意義は極めて大きい。近い将来、産業応用に結びつく成果が生まれる舞台

が整いつつあり、今後の研究の継続により、大きなブレークスルーを生みだすことができるものと期待

している。 
１３．特記事項 

 研究代表者は昨年、「 先端・次世代研究開発支援プログラム」に採択されたため、平成 23 年度は、

いわゆる「連携研究者」として本プログラムに参加している。本プログラムにおいて、それまで進めて

きた機能解析研究のすべてが、「 先端・次世代研究開発支援プログラム」における研究課題に含まれ

ているため、継続的な研究の発展には問題はない。 
１４．研究費一覧 
 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 10,047 0 5,670 0 物品費（千円） 0  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 0  

人件費（千円） 11,936 32,808 31,248 28,666 旅費（千円） 0  

業務実施費（千円） 28,016 14,115 7,697 13,487 その他（千円） 0  

間接経費（千円） 15,000 14,076 13,384 12,646 間接経費（千円） 0 55,106 
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合計（千円） 65,000 61,000 58,000 54,800 合計（千円） 0 238,800 
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代表／分担機関の課題名 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 ／ 分 担 機 関 国立大学法人東京大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 田之倉 優 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

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起こり、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２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

・ ABA 受容複合体-SnRK2-AREB 経路が ABAを介した水ストレス応答において中心的な役割を果たし

ていることを示した。また、AREB1 をリン酸化することによって活性化する３種類の SnRK2 プロテ

インキナーゼ SRK2D、SRK2E 及び SRK2I を同定した。 
・ 転写因子 AREB1 のシグナル伝達系の上流因子である ABA 受容体 PYL1 と ABA の複合体、さらにそ

の両者とシグナル伝達系の抑制因子である脱リン酸化酵素 ABI1 が結合した三者複合体

（PYL1-ABA-ABI1 複合体）の X 線結晶構造解析に成功し、ABA シグナル伝達における受容体の構

造変化と制御機能に関する重要な知見を得た。 
・ AREB ファミリータンパク質のイネ由来 OsAREB8 の bZIP 型 DNA 結合ドメインと認識 DNA との複

合体の X 線結晶構造解析に成功し、ABRE 配列認識機構を明らかにした。また、シロイヌナズナ由

来 AREB1 の活性制御ドメインがリン酸化偽装により構造変化を引き起こすことを解析し、このドメ

インの存在により bZIP 型 DNA 結合ドメインの DNA 結合力が強まることを示した。 
・ 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 DRIP1/2 を単離し、DRIP1/2 が

DREB2A をユビキチン化し不安定化することで、DREB2A の活性を負に制御していることを示した。
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また、DREB2A と DRIP1 の結合領域を明らかにした。 
・ DREB2A の AP2/ERF 型 DNA 結合ドメインの X 線結晶構造解析に成功し、認識 DNA 配列（DRE 配

列）及び DRIP1/2 との複合体構造決定の基盤を確立した。 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 

１）AREB1の活性化に関わるタンパク質群の構造解析 
AREB1 は ABA を介したシグナル伝達系により活性化され、乾燥・高塩ストレス耐性獲得に働く。ABA

シグナル伝達系は、非ストレス条件下ではタンパク質脱リン酸化酵素 PP2C により負に制御されている。

植物が乾燥・高塩ストレスにさらされると ABA が細胞内に蓄積され、ABA 受容体 PYR/PYL/RCAR と

結合する。この受容体が PP2C の脱リン酸化活性を阻害することで、下流のタンパク質リン酸化酵素

SnRK2 が自己リン酸化し、AREB1 をリン酸化して活性化する。 
ABA 受容体の１つである PYL1 と ABA との複合体、その両者と PP2C の１つである ABI1 の触媒ド

メインとの三者複合体の X 線結晶構造解析に分解能 2.10 Å 及び 2.05 Å で成功した。これらの複合体の

立体構造と変異体解析から、ABA 受容体が ABA を特異的に受容し、シグナル伝達を活性化する詳細な

機構を明らかにした。ABA 受容体 PYL1 に結合した ABA は PYL1 の β3-β4 ループと β5-β6 ループの構

造変化を誘導し、ABI1 の触媒ドメインと相互作用するための疎水性表面が形成される。PYL1 と ABI1
の触媒ドメインとの結合により PYL1 の β3-β4 ループが ABI1 の触媒部位を直接塞ぐことで、脱リン酸

化活性を競合的に阻害し、ABA シグナル伝達を活性化へ導くことが明らかになった。 
上記の成果は ABA シグナル伝達経路をオンの状態にする正の制御複合体である。この成果を踏まえ、

次に ABA シグナル伝達経路をオフの状態にする負の制御複合体（ABI1 および SnRK2 の二者複合体）

の解析を進めた。ABA シグナル伝達系において AREB1 の活性化に働くプロテインキナーゼ SnRK2 と

して SRK2D、SRK2E、SRK2I が知られている。プルダウンアッセイとゲルろ過分析によりリン酸化し

た SRK2D および SRK2I が ABI1 と安定な複合体を形成することが示された。また、複合体形成には C
末端ドメインが必要であることが示された。これにより ABA シグナル伝達系の負の制御複合体の構造

解析に向けた基盤を確立した。また、フィードバック機構で働く PP2C タンパク質 HAB1 に対する ABA
受容体の阻害作用を解析し、ABI1 などの PP2C とは異なる HAB1 の特徴を明らかにした。 
２）転写因子AREB1およびホモログタンパク質の構造解析 
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AREB1、シロイヌナズナ及びイネのホモログタンパク質の調製・結晶化実験を行った。

その結果、イネのOsAREB8のbZIP型DNA結合ドメインと認識DNA配列（ABRE配列）を含む

二本鎖DNAとの複合体構造を分解能3.8 Åで決定した。この立体構造からABRE配列認識の構

造基盤とDNAを挟み込む2本のαへリックスの開口度を決定する構造基盤を明らかにし、変

異体解析により標的DNA配列に対して結合能を高めた変異体を取得した。また、ゲルシフト

アッセイによりAREB1の転写制御ドメインをリン酸化偽装化することで bZIPドメインの

DNA結合活性が亢進することが示された。AREB1の転写制御ドメインとそのリン酸化偽装活性型

のNMR測定の結果、両者のNMRシグナルパターンは大きく異なり、転写制御ドメインはリン酸化偽装

により大きな構造変化を生じることが示された。 
３）転写因子DREB2Aおよび関連タンパク質の構造解析 

DREB2A は特異的に結合する E3 リガーゼ DRIP の作用によりユビキチン-プロテアソーム系により分

解を受けると考えられている。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 の調製・結晶化を行い、

イネ由来 DREB2A の AP2/ERF 型 DNA 結合ドメインの X 線結晶構造解析に分解能 2.0 Å で決定した。

各種の認識 DNA 配列（DRE 配列）との共結晶化条件の最適化を行っている。 
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シロイヌナズナ DREB2A の各機能ドメインと DRIP1 の各機能ドメインとのプルダウンアッセイによ

り、DRIP1 の C 末端保存ドメインが DREB2A の AP2/ERF 型 DNA 結合ドメインと相互作用することが

示された。また、DRIP1 の N 末端に位置する核移行シグナルと C 末端保存ドメインとをつなぐリンカ

ー領域が DREB2A の核移行シグナルと相互作用することも示された。これらの結果を受け、各複合体

について共結晶化とX線回折実験を進めた。さらに、DREB2AのAP2/ERF型DNA結合ドメインとDRIP1
の C 末端保存ドメインの相互作用を NMR と限定分解により詳細に解析した。NMR と限定分解で見出された

相互作用に関わる残基は DREB2A DBD の DNA 結合界面付近に存在していると推定され、DRIP1 が

DREB2A をユビキチン-プロテアソーム系にリクルートする際に、転写因子である DREB2A の DNA 結合能をあ

る程度抑える機能をもつことが示唆された。これらの知見は DRIP1 を標的として DREB2A との相互作用を阻害

するリード化合物スクリーニングへの展開を可能にするものであり、DREB2A を介した乾燥・高温ストレス耐性を

植物に与える技術の開発につながるものと期待される。 
（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の上流因子としてABA存在下でAREB1をリン酸化する３つのSnRK2プロテインキナーゼ、

SRK2D、SRK2E及びSRK2Iを同定した。BiFC解析、GUSタンパク質およびGFPとの融合タンパク

質を用いた解析から、AREB1とSRK2D、SRK2EあるいはSRK2Iが細胞の核において共局在し相互作

用することを示した。 
 これらを欠損したシロイヌナズナの三重欠損変異体（ srk2d/e/i変異体）では、野生型植物

と比べて極端に乾燥耐性能が低下しており、著しいABA感受性の低下がみられた。さらに、

マイクロアレイ解析により、この srk2d/e/i変異体では多数のABA誘導性遺伝子の発現が水ス

トレス時に顕著に抑制されていることを示した。これらの遺伝子にはLEA遺伝子などのスト

レス耐性を獲得する遺伝子の他、ABAの受容に関わるPP2C遺伝子が含まれていた。これら

の結果から、３つのSnRK2がABAを介した水ストレス応答において重要な役割を果たしてい

ることを示した。また、 srk2d/e/i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。さらに、３つのAREBファミリー転写

因子を欠損させたareb1/areb2/abf3変異体を用いたマイクロアレイ解析により、AREBの転写

因子としての機能を明らかにするなど、ABA受容複合体 -SnRK2-AREB経路がABAを介した

水ストレス応答において中心的な役割を果たしていることを示した。  
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。

DRIP1 タンパク質は、RING ドメインを持ち、in vitro で E3 ユビキチンリガーゼとして機能することが

示された。DRIP1 を異所的に高発現する形質転換シロイヌナズナでは DREB2A 下流遺伝子のストレス

誘導が遅延した。一方、DRIP1 の変異体（drip1）やホモログの DRIP2 との二重変異体 drip1 drip2 にお

いては DREB2A 下流遺伝子の発現量が増加していた。さらに drip1 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、drip1 drip2 の乾燥ストレス耐性能は野生型より高

かった。以上の結果から、DRIP1/2 が植物体内で 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ことを示した。 
現在、ツーハイブリッド法により見出された DREB2A の新規相互作用タンパク質について解析を行

っている。BiFC 法を用いて、このタンパク質が DREB2A と植物の核内において相互作用することを確

認した。また、ツーハイブリッド法により、この因子上の DREB2A との結合に関与しているドメイン、

逆に DREB2A 上のこの因子との結合に関与しているドメインを特定した。 
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３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ２件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

４件 

４．各機関の論文発表件数 ２１件 

５．各機関の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．各機関における成果を活用した共同研究数

（プログラム内外含む） 

４件 

（うち産業界との共同研究数０件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

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、AREB ファミリータンパク質の DNA 結合ドメイン-DNA 複合体及び DREB2A の DNA
結合ドメインの X 線結晶構造解析に成功した。さらに、21 年度に ABA シグナル伝達系の重要タンパク

質を新たに解析ターゲットとして追加し、ABA 受容体および ABA 受容体-脱リン酸化酵素複合体の構

造解析に世界に先駆けて成功し、本シグナル伝達系の制御機構の構造基盤を明らかにした。機能解析に

おいても、AREB1 および DREB2A の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し、

その機能も明らかにした。このため、課題全体としては順調に研究が進み、十分な成果が得られている。

８．課題内の情報共有・連携体制 

代表研究者の田之倉は、本研究を効率的かつ効果的に推進するため、以下のように積極的に分担研究

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。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、得られた結果を効率的かつ効果的に共有している。このような連携の中で、共著論

文を 2008 年の Plant Cell 誌、2009 年の Nature 誌に発表するなど、グループ間の連携を研究効率の向上

に生かし、着実に研究成果を出している。 

９．他の課題との情報共有・連携 

「生産」領域と連携し、不溶性タンパク質に対して巻き戻し技術を利用した。「解析」領域と連携し

て高エネルギー加速器研究機構 PF 及び理研播磨 Spring-8 を共同利用し、２で述べた構造解析を達成し

た。「制御」領域と連携して ABA 受容体の活性制御を可能にする ABA アゴニストの探索を開始した。

情報共有については、情報プラットフォームで公開できるよう各ターゲットタンパク質の調製や構造・

機能解析の進捗の登録を行った。 

１０．人材育成 

本研究費により９名の博士研究員と４名の技術補佐員が従事している。学部生、大学院生、雇用され

ているポスドクについては、担当責任者が時間を設け、直接研究方針に関する討論及び指導を行ってい

る。また、積極的に学術集会に派遣し、研究成果の発表、最先端情報の収集の機会を与えた。学部生は

ほぼ修士課程に進学、修士課程の学生は、一部が博士課程に進学、残りは企業、官公庁等の研究機関に

就職した。博士課程の学生は、ポスドクあるいは官公庁、大学、企業の研究機関などに就職した。ポス

ドクは、大学教員や別の資金によるポスドクとして、国内、海外で研究を行っている。 

１１．終了までの具体的な見通し 

・ ABA 受容体の構造基盤を活用した ABA アゴニストの探索・設計を「解析」領域との連携により進

めており、今後、効果的な ABA アゴニストを取得していく。また ABA 非依存的に ABI1 の活性を

阻害する PYL1 変異体の取得にも成功しており、さらに解析を進めることで高度にストレス耐性を有
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する植物開発への応用が期待される。 
・ ABA シグナル伝達経路をオフの状態にする PP2C-SnRK2 複合体、ABA 非依存的な経路をオフの状態

にする DREB2A-DRIP1 複合体の構造解析を行う。これにより、各シグナル伝達系の負の制御機構を

明らかにし、ストレス耐性化合物開発等の新たな基盤の確立を目指す。 
・ 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。特に、AREB-SnRK2 経路を制御する PYR/PYL/RCAR（ABA 受容体）-PP2C 複

合体との関係をさらに包括的に明らかにする予定である。また、シロイヌナズナのみならずイネな

どにおける AREB-SnRK2 経路の重要性を解析していく予定である。 
・ DREB2A の新規相互因子の解析を続ける。植物の核内での相互作用が確認されたので、ストレス応

答と複合体形成の関係を調べる。また、一過的発現系、形質転換体、突然変異体等を用いた解析に

よりこの因子と DREB2A の活性化との関係を明らかにする。 
・ 活性型の AREB や DREB2 は、共同研究によりイネに導入し、ストレス耐性に与える影響を評価して

いる。さらに、国際共同研究により、イネ、コムギ等のイネ科植物やダイズへの導入、さらに圃場

試験を行っている。 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

本プロジェクトにより、AREB 及びDREB2 について活性を調節する上流因子が同定された。今後はこれら

の因子に着目し、ストレス刺激に応じてどのようなシグナルを受けているのかを調べることで、ストレス応答

の最上流過程のさらなる解明が期待できる。また、本プロジェクトで解明したABA 受容体の構造基盤は、植

物に人為的に乾燥ストレス耐性を付与する ABA アゴニストを合理的に設計するためのコンセプトを提供し

た。これにより、今後、実用レベルで利用可能なABA アゴニストの取得が期待される。一方、乾燥ストレス

耐性機構を強化するためのABA 受容体の改変に関するコンセプトも提供しており、この知見を活かしてスト

レス耐性の高い作物の開発を目指すことが可能である。本研究で解析した ABA-ABA 受容体複合体

-SnRK2-AREB のシグナル伝達経路の因子、DRIP1/2 や DREB2 の相同遺伝子は種々の植物で広く保存されて

おり、本プロジェクトで得られた知見を生かして、それぞれの経路を適切に制御することで、ストレス耐性の

高い作物の開発を目指すことが可能である。 

１３．特記事項 

・ABA 受容体に関する構造解析の成果は Nature 誌に発表し、我々の成果を含めたアブシシン酸受容体

の発見と構造解析による仕組みの解明は、Science 誌の「2009 年の 10 大ニュース（Breakthrough of the 
year 2009）」に選出されるほど世界的に注目され、熾烈な国際競争の中で世界に先駆けて成果を発表す

ることができた。 
・アウトリーチ活動として、これまでに得られた成果の学術論文発表時のプレスリリースの発行、ター

ゲットタンパク公開シンポジウム（一般向け）での口頭発表、ターゲットタンパク一般向パンフレッ

トの作成への協力を行ってきた。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 26,739 13,452 7,711 2,140 物品費（千円） 16,400  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 24,687  

人件費（千円） 8,962 18,842 21,014 20,031 旅費（千円） 2,124  

業務実施費（千円） 14,299 14,629 15,890 22,444 その他（千円） 2,943  

間接経費（千円） 15,000 14,077 13,385 13,385 間接経費（千円） 13,846 69,693 

合計（千円） 65,000 61,000 58,000 58,000 合計（千円） 60,000 302,000 
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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 

機 関 名 国立大学法人 名古屋大学 

代 表 研 究 者 名 松岡 信 

 

１．課題開始時における達成目標 

 

本研究は、植物の生長制御およびストレス耐性に関係する生長ホルモン（ジベレリン、GA）受容体

（GID1）、信号伝達抑制因子（DELLA）および抑制分解因子(GID2）の３タンパク質の立体構造解析と、

それに基づいた GA 信号伝達機構の解明を

目的とする。これら３つのタンパク質は、

植物生長ホルモン（GA）を受容し、その信

号を核内転写因子に伝達し、タンパク質分

解を誘導し、GA 非存在下で生長抑制の状態

を脱抑制することにより、植物を生長に導

く（図１）。また、これまでの分子遺伝学的・

生化学的研究から、これらのタンパク質が

連続的に構造変化を引き起こすことによ

り、生長ホルモンの信号が伝達されると考

えられている。従って、これらのタンパク

質の構造解析は、信号伝達の分子的理解に

他ならない。さらに、この制御機構を利用

して、標的とするタンパク質の構造解析の

結果に基づき、育種的有用性を向上させた特異的変異をもつタンパク質を創出し、それをイネに発現さ

せることにより、分子育種を行うことを最終目的とする。 

 

図１.ジベレリンシグナル伝達における GID1、SLR１、

GID2 の役割 

２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

 GID1-GA 複合体の X 線結晶構造解析を達成し、新規な核内受容体 GID1 の構造上の特徴とホルモン受

容の化学構造認識の仕組み、さらに、植物系統進化におけるジベレリン受容体の出現に関する受容体構

造分子進化の仕組みを解明することに成功した。また、これら成果を基に、イネジベレリン受容体のジ

ベレリン構造認識能をシダのジベレリン受容体のそれへと作り替えることに成功した。 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 

 GID1-GA 複合体の結晶構造を 1.9 Å 分解能で決定した。その立体構造から 4 つの新事実が判明した。 

1）アミノ酸配列の相同性から予想していたように、GID1 受容体の全体構造は、ホルモン受容リパーゼ

（HSL）と同じ骨格構造（α/β hydrolase fold）をしていた（図 2a）。リパーゼの活性中心部位が GA の  

結合する位置に対応し、Catalytic triad, Ser, His, Asp のうち 2 つのアミノ酸残基、Ser198、Asp296 が、GID1

の立体構造上でも保存されていた（図 2b）。ただし、Catalytic triad の His は、Val へと置換されていた。 

2）活性型ジベレリンに必須な構造上の 4 つ特徴は、1）C6 位にカルボキシ基を持つこと、2）C3 位に

水酸基を持つこと、3）A 環の C4 位と C10 位を結ぶγラクトン基を持つこと、そして、4）C2 位に水素

以外の置換基を持たないことである。これらは、GID1 の GA 認識部位の立体構造の特徴からすべて説

Ａ４（食品・環境等の産業利用）代表機関のマネジメント
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明できた。すなわち、C6 位のカルボキシ基を Catalytic triad の Ser198 を中核とする水素結合ネットワー

クが、C3 位の水酸基は Tyr134, Tyr31, Ser127 が、A 環のラクトンγ基は Gly327 の主鎖のアミド基が、 

C2 位は Ile133 を中核とする疎水性残基の壁が、それぞれ相補的

に認識することで特異的結合が達成されていた。 

3） シダ植物の 1 つイワヒバ(Selaginella moellendorffii)とイネの

GID1 におけるジベレリン認識能の違いが立体構造に基づいて

合理的に説明されたことと、シダとイネの進化的な意義を考え

あわせることにより、GID1 のジベレリン認識能の分子進化の過

程が明らかとなった。 

4） Lid 部位が DELLA タンパク質の結合部位であることが示唆

された。GID1 にもリパーゼと同様、N-末端側に Lid と呼ばれる

領域が存在していた（図 2a）。GID1 では、Lid が普段は開いて

おり、GA 結合部位に GA が入り込むと Lid が被さり、GA を内

部に抱え込むと考えられた。さらに Lid が閉じた際に GID1 分

子表面に６つの疎水性残基が露出することが判明した。この性

質は、GA の結合により閉じた Lid の外側のこれら残基との間で

DELLA タンパク質（イネでは SLR1）が結合することを強く示

唆した。そこで、これら 6 つの残基を Ala へと置換した変異型

GID1 を調製したところ、GA に対する結合活性は野生型と変わ

らなかったが、DELLA タンパク質 SLR1 との結合が失われてい

ることが明らかになった。このことは、Lid の外側の領域が DELLA 結合部位であることを示している。

この部位が DELLA 結合部位であることは、他のグループによるシロイヌナズナの GID1-DELLA 部分ペ

プチド複合体の X 線結晶解析により確認された。 

 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

１）GA-GID1 複合体の立体構造に基づいた機能解析 

①立体構造から GA 認識に必須と考えられたアミノ酸残基の役割が、部位特異的変異導入実験か    

ら確認された。すなわち、GA 認識に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 つについても顕著に活性が低下した。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

に必要な残基が利用されたと予想された。 

②植物系統進化において現代の被子植物からは最も遠いシダ植物のジベレリン受容体から単子葉植物

イネの GID1 がどのように進化してきたのかを解明できた。すなわち、シダ植物である Selaginella の

GID1（シダ GID1）においては、イネ GID1 において GA 結合に重要な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、課題代表者らの以前の研究から、シダ GID1 は種子植物の

GID1 と比べて各種 GA との結合能や特異性が务ることが知られている。これらの事実は、シダ GID1 

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、イネ GID1 をシダ GID1 型

Ａ４（食品・環境等の産業利用）代表機関のマネジメント
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に変異させて、その変異型 GID1 について GA 結合能

や特異性を検討した。その結果、GA の C2 位と疎水

的な相互作用をする Ile133 をシダ型の 2 つの場合であ

る Leu や Val に変異させると、被子植物には不活性型

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。さらに、GA の C3 位の水酸基を認

識する Ser127 をシダ型の Met に置換すると、被子植物には不活性型の GA9 との結合性を示すように

なった。これらの結果を考え合わせると、GID1 受容体は酵素であるリパーゼ HSL を鋳型構造として、

その活性中心に存在する Ser を巧みに利用する形で GA の結合サイトを形成し、その上に Lid が覆い

被さるような構造で抱え込むように造られたと予想される。さらに、植物進化の過程で、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 に対して特異性を持った受容体分子へと

進化したと考えられた（図 3）。 

 

２）SLR１タンパク質の機能解析 

 SLR１タンパク質は、N 末側の DELLA/TVHYNP ドメイン（GID1 のリッド部分と相互作用するドメイ 

ン）と C 末側の GRAS ドメインに分けられる。GRAS ドメインは、SCARECROW など植物固有で重要

ないくつかのタンパク質と高い相同性を持っており、このドメインは、さらに LHRⅠ、VHIID、LHR

Ⅱ、PFYRE および SAW サブドメインに分けられる。

GRAS ドメインの機能を明らかにするために、各サブド

メイン内で保存されたアミノ酸をアラニン置換した変

異型タンパク質を作成し酵母内・植物内（イネ）で発現

させることにより、SLR１の抑制能、GID2 とのの相互

作用、SLR１の分解に重要なアミノ酸を特定した（図

４）。また、SLR1 が DELLA/TVHYNP ドメインを介し

てジベレリン依存的に GID1 と結合する際には、GRAS

ドメインと GID1 との結合も起きており、２つの結合に

よる強い相互作用が、引き続いて起きる SLR１の GID2

との結合に必須であることが半優性矮性変異体 Slr1-d4

の解析からも明らかになった。 

 

３）GID2 タンパク質の機能解析 

アラニンスキャニングやデリーションコンストラクトを用い、Y3H やイネ形質転換体の表現型の解析を

行った。その結果、C 末の領域（GGF、LSL 両サブドメイン）で SLR１と相互作用することが分かった。 

 

４）GID1 受容体の機能を改変したイネの解析 

① ジベレリンとの結合に重要なアミノ酸をアラニンに置換したイネ 

GID1 のＸ線結晶構造解析の結果、ジベレリンとの結合に重要であることが予想されたアミノ酸をア

ラニンに置換した変異型 GID1 を作成し、GID1 を欠損したイネに導入した。その結果、すべての形

質転換体は、矮性を示し、これらアミノ酸の重要性が示された。一方で、それらの矮性度は導入した

変異により様々であり、それぞれのアミノ酸の影響力の違いを示していると考えられ、様々な矮性度

 

 

 

 

図４. SLR１の各サブドメインと機能 
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やストレス耐性を作出することが可能であることが予想された。 

② GID1 のループ上の変異は恒常的 GA 応答を引き起こす 

GID1 のリッドと hydrolase 構造をつなぐループ部分に変異がおきたイネ変異体は、野生型に比べ

GA 応答性が向上していることが観察され、これは、リッド部分がジベレリンない状態でも、より閉

まりかけていて SLR１と結合できるためであることを速度論的測定により明らかにした。 

 

５）GID1 受容体に対する新たなアゴニスト、アンタゴニストの探索 

GID1 に対する新たなアンタゴニスト、アゴニストを化合物ライブラリーより探索し、488 個の候補化

合物を得た。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 2件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

2件 

４．課題全体の論文発表件数 13件 

５．課題全体の特許出願件数 0件（うち国外 0件） 

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 

3件 

（うち産業界との共同研究数 0件） 

７．当初計画に対する達成度 

精製困難な GID1-GA複合体を結晶化して X線結晶構造解析により立体構造を詳細に解明できた。これに

より、GA の構造認識の仕組みが解明できたこと、そして、GA 受容体の分子進化と植物の生理機能の進

化の関係を解明できたことは、環境ストレス耐性植物の開発指針を得る上で極めて大きい成果である。 

８．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いる。特に最近は、名古屋大学理学部甲斐荘先生との共同研究も始まったため、そ

の機会を利用して毎回名大にて進捗状況の報告と意見交換を行っている。 

９．他の課題との情報共有・連携 

GID1などの精製については、技術課題生産 D2課題の膜タンパク質精製に関する技術支援を得て達成さ

れた。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も着手した。今回得られた成果につ

いては、マスコミへのプレスリリースを行うとともに、情報プラットフォームに登録を完了している。

また、タンパク質の性質から現状では結晶化が不可能であると考えられるタンパク質に付いては、NMR

解析を試みている。分子量(40kDa)が巨大ではあるが名古屋大学構造生物学研究センターの甲斐荘正恒

グループとの共同研究により、NMRによる構造解析を開始している。 

１０．人材育成 

結晶化を担当した大学院生（島田麻子）は、この研究成果によって博士学位を取得するとともに、第 23

回先端技術大賞特別賞を受賞し、現在、企業でバイオマス技術開発に従事している。 
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１１．終了までの具体的な見通し 

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、 

構造に基づいた機能解析でもジベレリン認識メカニズ

ムおよび受容体分子進化の過程に関する重要な知見が

得られていることから鑑み、プロジェクトは順調に進捗

しているといえる。 

 残る標的 DELLA タンパク質 SLR1, F-Box タンパク質

GID2 の解析についても昆虫培養細胞を用いて発現と精

製に成功するなど研究を継続している。さらに、DELLA

タンパク質 SLR1 のドメイン領域の探索を行った結果、

GRASドメイン（分子量 40kDa）が独自に立体構造を形成

することが予想されたことから、精製して NMRを用いて

調べたところ、良好な 1
H-

15
N TROSY HSQC スペクトル

（図５）を得ることができた。現在、さらなる構造解析を継続中である。 

 

 図 5 1
H-

15
N TROSY HSQC スペクトル 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

ジベレリンは、生育促進剤などとしてすでに広く用いられているが優秀なアンタゴニストは知られてい

ない。今回の成果により、受容体の立体構造をもとにしたジベレリンアンタゴニストを合理的に創薬す

ることが可能となる。これによって、栽培技術の高度化や穀物収量の増加が可能になることや、バイオ

燃料素材植物の巨大化による代替エネルギー利用への応用が図られることが期待される。 

１３．特記事項 

（１）植物ホルモン受容の仕組みの解明 

 我が国で発見された植物ホルモンジベレリンおよびその受容体の立体構造を解明し、ホルモン受容

の仕組みを化学の言葉で記述することに成功した。 

（２）植物ホルモン受容体の進化過程の解析に基づく、受容体特異性改変の成功 

 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。 

（３）NMR の測定限界への挑戦 

 分子量 4 万を越える DELLA タンパク質の GRAS ドメインを、NMR を用いて構造決定するための

準備を完了し、構造解析の開始に到達した。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 11858 963 0 884 物品費（千円） 5798  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 8609  

人件費（千円） 0 4836 5194 7944 旅費（千円） 933  

業務実施費（千円） 16604 21074 20190 16556 その他（千円） 1261  

間接経費（千円） 8538 8077 7616 7616 間接経費（千円） 4979  

合計（千円） 37000 34950 33000 33000 合計（千円） 21580 159530 

Ａ４（食品・環境等の産業利用）代表機関のマネジメント

620



 

代 表 機 関 の 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 国立大学法人 名古屋大学 

機関の代表研究者名 松岡 信 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

本研究は、植物の生長制御およびストレス耐性に関係する生長ホルモン（ジベレリン、GA）受容

体（GID1）、信号伝達抑制因子（DELLA）および抑制分解因子(GID2）の３タンパク質の立体構造解

析と、それに基づいた GA 信号伝達機

構の解明を目的とする。これら３つの

タンパク質は、植物生長ホルモン

（GA）を受容し、その信号を核内転

写因子に伝達し、タンパク質分解を誘

導し、GA 非存在下で生長抑制の状態

を脱抑制することにより、植物を生長

に導く（図１）。また、これまでの分

子遺伝学的・生化学的研究から、これ

らのタンパク質が連続的に構造変化

を引き起こすことにより、生長ホルモ

ンの信号が伝達されると考えられて

いる。従って、これらのタンパク質の

構造解析は、信号伝達の分子的理解に

他ならない。さらに、この制御機構を

利用して、標的とするタンパク質の構造解析の結果に基づき、育種的有用性を向上させた特異的変異

をもつタンパク質を創出し、それをイネに発現させることにより、分子育種を行うことを最終目的と

する。 

 

 

図１.ジベレリンシグナル伝達における GID1、SLR１、

GID2 の役割 

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

構造解析について 

 GID1-GA 複合体の X 線結晶構造解析結果が得られた。 

 SLR1 の GRAS ドメインを精製し、NMR 解析が可能となった。 

 GID2 タンパク質の構造解析 

機能解析について 

 変異型 GID1 による解析結果は、構造解析結果の正しさを示した。 

 SLR１、GID2 の各サブドメインの機能を in yeast, in vivo での実験結果から推定した。 

 GA 受容能を変化させたイネを作出し、形質を調査した。 

 GID1 に対する新たなアンタゴニスト、アゴニストを化合物ライブラリーより探索し、488 個の

候補化合物を得た。 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 
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ジベレリン受容体 GID1 とジベレリンの共結晶構造 

 GID1 受容体と GA4 ならびに GA3 との共結晶を得た。得られた結晶の X 線回折実験を行い、1.9Å

分解能の X 線回折強度データを得た。２つの共結晶は、

基本的に同じであったので以下 GA4 のみの結果を示す。

GID1 はその一次構造から予想されたように、ホルモン

感受性リパーゼ (HSL) に典型的な-hydrolase 構造を

有しており、GA4 は HSL の基質認識部位に相当するポ

ケットに結合することが明らかになった (図２)。すな

わち、GA4 の６位のカルボキシル基や、３位の水酸基は、

それぞれポケットの下側や、側面に配位している親水性

のアミノ酸と水素結合する。また、GID1 には、HSL に

特徴的な蓋状の構造（リッド）も存在する。リッドは、

ポケットを覆って GA4 の基本骨格である ent-ジベレラ

ン環と疎水結合をしていた。 

 

SLR１タンパク質の構造解析 

 GID1-GA4-SLR1 複合体を昆虫細胞から精製・結晶化を試みたが、現在のところ結晶は観察されて

いない。一方、SLR1 が、GID1 のリッドと結合するドメインは、N 末の DELLA/TVHYNP ドメインで

ある (後述) が、転写因子様な機能を持つのは、C 末側の GRAS ドメインである。そこで、GRAS ド

メインを含む安定なフラグメントを限定加水分解で決定し、それを精製したところ、NMR 解析可能

なタンパク質が得られた。 

 

GID2 タンパク質の構造解析 

機能が保持されていると考えられる酵母を用いて、GID2 をコンプレックスとして発現、精製するこ

とを試みている。GID1 と GID2 を酵母内で共発現したところ安定な発現が観察された。このことか

ら、GID1 と GID2 が何らかの相互作用をする可能性が考えられた。 

 

図 2. GID1 と GA4の共結晶構造 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

GID1タンパク質の機能解析 

① ジベレリンとの結合に重要なアミノ酸 

 GID1 のＸ線結晶構造解析の結果、ジベレリンとの結合に重要であることが予想されたアミノ酸を

アラニンに置換した変異型 GID1 を作成し、in vitro における結合活性を調べた。その結果、これら

すべてのアミノ酸の置換は結合活性の低下を引き起こすことが確かめられた。 

② SLR1 の DELLA/TVHYNP ドメインとの結合に重要なドメイン 

 構造解析の結果、GID1 のリッドは、GA 結合ポケットを蓋状に覆い、GA4 の ent-ジベレラン環と

リッド下側の疎水的なアミノ酸が結合していた。この時、リッド上側に突き出ている別な６個の疎

水性アミノ酸すべてをアラニンに置換すると、GA4 との結合能は保持しているにも関わらず、SLR

１の DELLA/TVHYNP ドメインとの結合がまったくできなくなることが Y2H の解析結果から明ら

かとなった。このことは、リッド上側に突き出ている６個の疎水性のアミノ酸が、ジベレリン依存

的に DELLA/TVHYNP ドメインと結合することを示している。 

③イネとシダの GID1 の比較 
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 ゲノム情報の比較により、GID1 は、シダの時代に誕生したと考えられている。GID1 のＸ線結晶構

造解析の結果、ジベレリンとの結合に重要であることが予想されたアミノ酸の内、ジベレリンの３

位の水酸基、２位の炭素と結合するアミノ酸の一部がシダの GID1 では保存されていないことが明

らかとなった。また、イネの GID1 のアミノ酸をシダ型へ変異させると結合活性の低下とリガンド

特異性の低下が見られたことから、GID1 が、ジベレリンの２位と３位水酸基に対する結合力を高

めて、ジベレリンに対する高い親和性と選択性を得るように進化してきたことが考察された。 

 

SLR１タンパク質の機能解析 

SLR1 タンパク質は、N 末側の DELLA/TVHYNP ドメイン（GID1 のリッド部分と相互作用するドメイ

ン）と C 末側の GRAS ドメインに分けられる。GRAS ドメインは、SCARECROW など植物固有で重

要ないくつかのタンパク質と高い相同性を持

っており、このドメインは、さらに LHRⅠ、

VHIID、LHRⅡ、PFYRE および SAW サブドメ

インに分けられる。GRAS ドメインの機能を明

らかにするために、各サブドメイン内で保存さ

れたアミノ酸をアラニン置換した変異型タン

パク質を作成し酵母内・植物内（イネ）で発現

させることにより、SLR1 の抑制能、GID2 との

の相互作用、SLR1 の分解に重要なアミノ酸を

特 定 し た （ 図 ３ ）。 ま た 、 SLR1 が

DELLA/TVHYNP ドメインを介してジベレリン

依存的に GID1 と結合する際には、GRAS ドメインと GID1 との結合も起きており、２つの結合によ

る強い相互作用が、引き続いて起きる SLR1 の GID2 との結合に必須であることが半優性矮性変異体

Slr1-d4 の解析からも明らかになった。 

 さらに、高い転写活性能を有する VP16 ドメインと SLR1 を融合させたタンパク質をイネで発現す

ることにより、SLR1 は、転写活性化因子として作用し背丈を低くする（＝GA シグナルの抑制作用）

ことがわかった。そこで、SLR1 の本来転写活性化を引き起こしているドメインを酵母内、植物内で

検討したところ、DELLA ならびに TVHYNP ドメインであることがわかった。とくに後者は強い転写

活性化能を持っていた。SLR1 の DELLA/TVHYNP ドメインへの GID1 の結合は、SLR１の分解をひ

きおこすばかりではなく、SLR1 の転写活性能を消失させる機能もあることが明らかとなった。 

 

GID2 タンパク質の機能解析 

アラニンスキャニングやデリーションコンストラクトを用い、Y3H やイネ形質転換体の表現型の解析

を行った。その結果、C 末の大きな領域（GGF、LSL 両サブドメイン）で SLR1 と相互作用すること

が分かった。 

 

GID1 受容体の機能を改変したイネの解析 

① ジベレリンとの結合に重要なアミノ酸をアラニンに置換したイネ 

GID1 の X 線結晶構造解析の結果、ジベレリンとの結合に重要であることが予想されたアミノ酸を

アラニンに置換した変異型 GID1 を作成し、GID1 を欠損したイネに導入した。その結果、すべて

 

図３. SLR１の各サブドメインと機能 
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の形質転換体は、矮性を示し、これらアミノ酸の重要性が示された。一方で、それらの矮性度は導

入した変異により様々であり、それぞれのアミノ酸の影響力の違いを示していると考えられ、様々

な矮性度やストレス耐性を作出することが可能であることが予想された。 

② GID1 のループ上の変異は恒常的 GA 応答を引き起こす 

GID1 のリッドと α/β-hydrolase 構造をつなぐループ部分に変異がおきたイネ変異体は、野生型に比

べ GA 応答性が向上していることが観察され、これは、リッド部分がジベレリンない状態でも、よ

り閉まりかけていて SLR１と結合できるためであることを速度論的測定により明らかにした。この

ような特殊な構造をした GID1 は、アラビドプシスの AtGID1b を始め、いくつかの双子葉の GID1

に見られることが系統樹ならびに、Y2H の結果から明らかとなった。このような特殊な受容体は、

ジベレリンに対する感度がより向上していることと考えられ、この様な、感受性の高い受容体が双

子葉のジベレリンの受容になんらかの機能を果たしていることが予想された。 

 

GID1 受容体に対する新たなアゴニスト、アンタゴニストの探索 

GID1 に対する新たなアンタゴニスト、アゴニストを化合物ライブラリーより探索し、488 個の候補

化合物を得た。現在、異なる測定法を検討しており、さらに、化合物の絞り込みを行う予定である。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ２件  

PDB 登録の有無にかかわらず

構造解析したタンパク質数 

２件  

４．各機関の論文発表件数 １２件  

５．各機関の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．各機関における成果を活用した共同研究

数（プログラム内外含む） 

３件  

（うち産業界との共同研究数０件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

構造解析に関しては、GID1 の X 線結晶構造解析が終わり、SLR１に関しても機能的に重要であるこ

とが分かってきた GRAS ドメインに関して構造解析が可能になってきている。現在、NMR により良

好な 1
H-

15
N TROSY HSQC スペクトルを得ることができた。GRAS ドメインの構造解析に関して、主

担、分担両者で協力しあいながら最重要課題として取り組んでいる。 

 機能解析に関しては、３つのタンパク質の機能とその育種への応用についてほぼ予定通り進んでい

る。GID1 に対するアゴニスト、アンタゴニストの探索は当初予定していなかった課題であるが進め

ている最中である。 

８．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いる。特に最近は、名古屋大学理学部甲斐荘先生との共同研究も始まった

ため、京大で構造解析を担当しているポスドクが毎月名古屋大学に来るため、その機会を利用して毎

回進捗状況の報告と意見交換を行っている。 

９．他の課題との情報共有・連携 
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・ジベレリン受容体 GID1 に対する新たなアゴニスト・アンタゴニストの探索は、東京大学薬学部・

長野教授らとの共同研究により行われている。 

・SLR１の NMR 解析は、名古屋大学理学部・甲斐荘教授らとの共同研究により行われている。 

１０．人材育成 

  結晶解析は名古屋大学の大学院生を共同研究先の京大で構造解析の技術指導を受けられるように

配慮した。その結果、当該学生は精製、結晶化、結晶構造解析の一連の実験研究を実施できるように

なった。研究を担当した大学院生（島田麻子）は、この研究成果によって博士学位を取得するととも

に、第２３回先端技術大賞特別賞を受賞し、現在、企業でバイオマス技術開発に従事している。 

１１．終了までの具体的な見通し 

現在、SLR1 の GRAS ドメインの構造解析にめどがたったことから、本課題を最重要課題として主担、

分担両者で協力しあいながら研究を進めている。主担の機能解析グループでは SLR１の構造解析結果

を論文にまとめるに必要な植物内での GRAS ドメインの機能、ならびに他のタンパク質とのコンプレ

ックス形成等の解析をすすめている。 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

ジベレリンは、生育促進剤などとしてすでに広く用いられているが優秀なアンタゴニストは知られて

いない。今回の成果により、受容体の立体構造をもとにしたジベレリンアンタゴニストを合理的に創

薬することが可能となる。これによって、栽培技術の高度化や穀物収量の増加が可能になることや、

バイオ燃料素材植物の巨大化による代替エネルギー利用への応用が図られることが期待される。受容

体による立体構造認識のメカニズムが解明されたことにより、それら成果の有効活用が可能になる。 

１３．特記事項 

（１）植物ホルモン受容の仕組みの解明 

 我が国で発見された植物ホルモンジベレリンおよびその受容体の立体構造を解明し、ホルモン受容

の仕組みを化学の言葉で記述することに成功した。 

（２）植物ホルモン受容体の進化過程の解析に基づく、受容体特異性改変の成功 

 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。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 3439 0 0 884 物品費（千円） 2464  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 3897  

人件費（千円） 0 0 963 3706 旅費（千円） 130  

業務実施費（千円） 8869 7269 6729 7102 その他（千円） 725  

間接経費（千円） 3692 2181 2308 3508 間接経費（千円） 2164  

合計（千円） 16000 9450 10000 15200 合計（千円） 9380 60030 
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分 担 機 関 の 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」 

（ジベレリン信号伝達因子群の静的動的Ｘ線結晶構造解析） 

分 担 機 関 国立大学法人 京都大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 加藤 博章 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

本研究は、植物の生長制御とストレス耐性に関係する生長ホルモン（ジベレリン、GA）受容体（GID1）、

信号伝達抑制因子（DELLA）および抑制分解因子(GID2)の３タンパク質の立体構造解析、および、それに基

づいたGA 信号伝達機構の解明を目的とする。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（イネでは SLR1 と呼ばれる）

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。 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。そこで、GA 信号伝達機構に関わるタンパク質およびそれら複合体の立体構造を解

明して、それら構造に基づいた信号伝達機構を解明することを目標とした。 

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

GID1-GA 複合体の X 線結晶構造解析を達成し、新規な核内受容体 GID1 の構造上の特徴とホルモン

受容の化学構造認識の仕組み、さらに、植物系統進化におけるジベレリン受容体の出現に関する受容体

構造分子進化の仕組みを解明することに成功した。また、これら成果を基に、イネジベレリン受容体の

ジベレリン構造認識能をシダのジベレリン受容体のそれへと作り替えることに成功した。 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 

図１ 
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 GID1-GA 複合体の結晶構造を 1.9 Å 分解能で決定した。その立体構造から 4 つの新事実が判明した。

(Shimada, A. et al., Nature, 2008) 

1） アミノ酸配列の相同性から予想していたように、GID1

受容体の全体構造は、ホルモン受容リパーゼ（HSL）とま

ったく同じ骨格の構造（α/β hydrolase fold）をしていた（図

2a）。そして、リパーゼの活性中心部位が GA の結合する

位置に対応し、リパーゼの触媒残基として有名な Catalytic 

triad, Ser, His, Asp のうち 2 つのアミノ酸残基、Ser198、

Asp296 が、GID1 の立体構造上でも保存されていた（図

2b）。ただし、Catalytic triad の His は、Val へと置換される

ことによって、GA の認識に寄与していた。 

2） 活性型ジベレリンに必須な構造上の 4 つ特徴は、1）C6

位にカルボキシ基を持つこと、2）C3 位に水酸基を持つこ

と、3）A 環の C4 位と C10 位を結ぶγラクトン基を持つ

こと、そして、4）C2 位に水素以外の置換基を持たないこ

とである。これらは、GID1 の GA 認識部位の立体構造の

特徴からすべて説明できた。すなわち、C6 位のカルボキ

シ基を Catalytic triad の Ser198 を中核とする水素結合ネッ

トワークが、C3 位の水酸基は Tyr134, Tyr31, Ser127 が、A

環のラクトンγ基は Gly327 の主鎖のアミド基が、そして、

C2 位は Ile133 を中核とする疎水性残基の壁が、それぞれ相補的に認識することで特異的結合が達成

されていた。 

3） シダ植物の 1 つイワヒバ(Selaginella moellendorffii)とイネの GID1 におけるジベレリン認識能の違い

が立体構造に基づいて合理的に説明されたことと、シダとイネの進化的な意義を考えあわせること

により、ジベレリン受容体 GID1 のジベレリン認識能の分子進化の過程が明らかとなった。 

4） Lid 部位が DELLA タンパク質の結合部位であることが示唆された。GID1 にもリパーゼと同様、N-

末端側に Lid と呼ばれる領域が存在していた（図２a）。GID1 では、Lid が普段は開いており、GA 結

合部位に GA が入り込むと Lid が被さり、GA を内部に抱え込むと考えられた。さらに Lid が閉じた

際に GID1 分子表面に Leu18、Trp21、Leu29、Ile33、Leu45、そして Tyr48 と６つの疎水性残基が露

出することが判明した。これは、溶液中での凝集の原因になるなど、タンパク質の立体構造形成上

は不利なように思われる。結晶中においても、これら残基によって分子間接触が行われている。し

かし、GID1 の作用を考えてみると、この性質は、GA の結合により閉じた Lid の外側のこれら残基

との間で DELLA タンパク質（イネでは SLR1）が結合することを強く示唆した。そこで、これら６

つの残基を Ala へと置換した変異型 GID1 を調製したところ、GA に対する結合活性は野生型と変わ

らなかったが、DELLA タンパク質 SLR1 との結合が失われていることが明らかになった。このこと

は、Lid の外側の領域が DELLA 結合部位であることを示している。この部位が DELLA 結合部位で

あることは、他のグループによるシロイヌナズナの GID1-DELLA 部分ペプチド複合体の X 線結晶解

析により確認された。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果（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た）

 GA-GID1 複合体の立体構造に基づいた機能解析からは、以下の 2 つのことが判明した。 
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1）立体構造から GA 認識に必須と考えられたアミノ酸残基の役割が、部位特異的変異導入実験から確

認された。すなわち、GA 認識に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 つについても顕著に活性が低下した。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

利用されたと予想された。 

2）植物系統進化において現代の被子植物からは も遠いシダ植物のジベレリン受容体から単子葉植物

イネの GID1 がどのように進化してきたのかを解明できた。すなわち、シダ植物である Selaginella の
GID1（シダ GID1）においては、イネ GID1 において GA 結合に重要な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、課題代表者松岡らの以前の研究から、シダ GID1 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、シダGID1 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、イネ GID1 をシダ GID1 型に変異

させて、その変異型 GID1 について GA 結合能や特異性を検討した。その結果、GA の C2 位と疎水的

な相互作用をする Ile133 をシダ型の 2 つの場合である Leu や Val に変異させると、被子植物には不活性

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。さらに、GA の C3 位の水

酸基を認識する Ser127 をシダ型の Met に置換すると、被子植物には不活性型の GA9 との結合性を示す

ようになった。これらの結果を考え合わせると、GID1 受容体は酵素であるリパーゼ HSL を鋳型構造と

して、その活性中心に存在する Ser を巧みに利用する形で GA の結合サイトを形成し、その上に Lid

が覆い被さるような構造で抱え込むように造

られたと予想される。さらに、植物進化の過程

で、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 に対して特異性

を持った受容体分子へと進化したと考えられ

た（図 3）。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 2 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

4 件 

４．各機関の論文発表件数 3 件 

５．各機関の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．各機関における成果を活用した共同研究数

（プログラム内外含む） 

2 件 

（うち産業界との共同研究数 0件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

 精製の困難な GID1-GA 複合体を結晶化して X 線結晶構造解析により立体構造を詳細に解明できた。

このことにより、GA の構造認識の仕組みが解明できたこと、そして、GA 受容体の分子進化と植物の

生理機能の進化の関係を解明できたことは、環境ストレス耐性植物の開発指針を得る上で極めて大きい
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成果であると考えている。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

 本研究は、代表機関である名古屋大学生物機能開発利用研究センター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、GID1 の機能を良く理解している名古屋大学の大学院生が京都大学

に常駐する形で構造解析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するという体制が

構築できていた。 

９．他の課題との情報共有・連携 

 GID1 などの精製については、技術課題生産 D2 課題の膜タンパク質精製に関する技術支援を得て達成

された。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も着手した。 

 今回得られた成果については、マスコミへのプレスリリースを行うとともに、情報プラットフォーム

に登録を完了している。また、タンパク質の性質から現状では結晶化が不可能であると考えられるタン

パク質に付いては、NMR 解析を試みている。分子量(40kDa)が巨大ではあるが名古屋大学構造生物学研

究センターの甲斐荘正恒グループ（基本的生命 A3 課題（旧解析 D2 課題））との共同研究により、NMR

による構造解析を開始している。 

１０．人材育成 

 結晶解析は未経験の共同研究先の大学院生を受け入れ、構造解析の技術指導を行った。当該学生は精

製、結晶化、結晶構造解析の一連の実験研究を実施できるようになった。研究を実施した学生と博士研

究員の指導は、分担機関代表者が行った。さらに、X 線結晶構造解析の実際的な内容やシンクロトロン

の使用については、分担者中津准教授が直接指導した。毎週の研究セミナーにおいて、研究の進行状況

について現状報告を受けて、対応を協議した。また、博士研究員に対しては、新着雑誌紹介、学生指導

の機会を設け、将来研究指導者となるための準備の機会を与えた。また、海外の関連学会や研究技術習

得を目的としたワークショップへの参加を奨励した。研究を担当した大学院生（島田麻子）は、この研

究成果によって博士学位を取得するとともに、第 23 回先端技術大賞特別賞を受賞し、現在、企業でバ

イオマス技術開発に従事している。また、博士研究員を務めた直江洋一は、理化学研究所研究員に移動

した。 

１１．終了までの具体的な見通し 

 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、構造に基づい

た機能解析でもジベレリン認識メカニズムおよび受容体

分子進化の過程に関する重要な知見が得られていること

から鑑み、プロジェクトは順調に進捗しているといえる。

残る標的DELLAタンパク質SLR1, F-Boxタンパク質GID2 

の解析についても昆虫培養細胞を用いて発現と精製に成

功するなど研究を継続している。さらに、DELLAタンパ

ク質SLR1のドメイン領域の探索を行った結果、GRASドメ

イン（分子量40kDa）が独自に立体構造を形成することが 
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予想されたことから、精製してNMRを用いて調べたところ、良好な1H-15N TROSY HSQCスペクトル（図

4）を得ることができた。現在、さらなる構造解析を継続中である。 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

 ジベレリンは、生育促進剤などとしてすでに広く用いられているが優秀なアンタゴニストは知られて

いない。今回の成果により、受容体の立体構造をもとにしたジベレリンアンタゴニストを合理的に創薬

することが可能となる。これによって、栽培技術の高度化や穀物収量の増加が可能になることや、バイ

オ燃料素材植物の巨大化による代替エネルギー利用への応用が図られることが期待される。ジベレリン

は、ペニシリンよりも古く、1926 年に我が国でイネの病原カビから発見され、1934 年に我が国で命名、

結晶化された化合物であり、以来、天然物有機化学の膨大な研究の蓄積がある。受容体による立体構造

認識のメカニズムが解明されたことにより、それら成果の有効活用が可能になると期待される。 

１３．特記事項 

（１）植物ホルモン受容の仕組みの解明 

 我が国で発見された植物ホルモンジベレリンおよびその受容体の立体構造を解明し、ホルモン受容の

仕組みを化学の言葉で記述することに成功した。 

（２）植物ホルモン受容体の進化過程の解析に基づく、受容体特異性改変の成功 

 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。 

（３）NMRの測定限界への挑戦 

 分子量4万を越えるDELLAタンパク質のGRASドメインを、NMRを用いて構造決定するための準備を

完了し、構造解析の開始に到達した。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 8,419 963 0 0 物品費（千円） 3,334  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 4,712  

人件費（千円） 0 4,836 4,231 4,238 旅費（千円） 803  

業務実施費（千円） 7,735 13,805 13,461 9,454 その他（千円） 536  

間接経費（千円） 4,846 5,896 5,308 4,108 間接経費（千円） 2,815  

合計（千円） 21,000 25,500 23,000 17,800 合計（千円） 12,200 99,500 
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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」 

機 関 名 国立大学法人 東京工業大学 

代 表 研 究 者 名 村上 聡 

 

１．課題開始時における達成目標 

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。また、中江グループは代表の中江太治氏

の退職に伴い平成 21 年度を最後にプロジェクトから脱退） 

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２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

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、構造解析が進み、結晶学的三回対称性を持

たないものの 2.6Å分解能での構造情報が得られている。これは、すでにスイスのグループが発表して

いる構造(3.0Å,2009)よりも高分解能で、緑膿菌による難治感染症克服へ向けた重要な知見を得た。さら

に、基質（あるいは阻害剤とも言われている）との複合体の構造も得られており、今後の構造解析の成

果に期待が集まる。 

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・山下グループとの共同

で MexA-MexB,MexA-OprM の複合体解析を進めている。また村上グループでは、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信念

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
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スポーターのみに精製用ヒスチジン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。すでにこの複合体については精製され、阪大・蛋白研・

岩崎グループとの電子顕微鏡観察による構造解析が進行中である。また、マイルドにグルタールアルデ

ヒド処理した標品の結晶化も進めている。 

 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、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。 

本研究課題では、これまで例を見ないような巨大な、且つ二枚の膜を貫通するような複雑な超分子複合

体の結晶構造解析を目指しているので、大変挑戦的な課題であり、残念ながら期間内に構造を得られな

かったが、今後の可能性につながる成果が得られた。 

（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きた。 

さらに中間評価後は、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）、緑膿菌由来 MexA-OprM 複合体の二種の二社複合体の結晶化の優先順位を上げ、それに注力

してきた。また、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行うことに成功した。種々の生化学データと照らし合わせる為に、構造情報は未

だ公開していないが、世界でも未だ例を見ない構造情報を我々のグループでは得ている。 

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・山下）。中

間報告の時点では、機能情報の抽出が困難な結晶学的三回対称性を持つ構造であったが、その後結晶の

改良が行われ、非対称的な構造を得ている。さらに基質との複合体構造が 2.6Åというこれまで報告が

ない高分解能で得られている。大腸菌 AcrB で見られたような機能的回転機構によって基質輸送が説明

可能な構造情報を得たことにより、当該トランスポーターの機能についてさらに理解が深まることが期

待出来る。 

  

MexB 結晶   大腸菌 AcrB ホモログの結晶 

 

 また大腸菌由来 AcrB ホモログの結晶化に成功している、同タンパク質は大腸菌由来の 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。 
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 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 

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。 

また、共同研究として AcrB の機能的回転メカニズムに関する分子動力学的シミュレーション計算を行

い、ホモ三量体であるこの蛋白質がなぜ非対称的な構造をとり、機能的に回転するのかといった、AcrB

や MexB をはじめとする RND 型トランスポーターの機能に関する本質的な謎について明らかにするこ

とに成功した(Nature commun,. 2010)。今後、さらに多くのホモログの結晶構造を明らかにし、さらに、

分子動力学計算などから出てくる知見を検証する分子生物学的研究など機能解析をとおして、本トラン

スポター蛋白質を本質的に理解したい 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

7 件 

４．課題全体の論文発表件数 27 件 

５．課題全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 

4 件 

（うち産業界との共同研究数 0件） 

７．当初計画に対する達成度 

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。

当該プログラムで得られた成果を基に今後さらに研究を進め、掲げた目標達成に向け研究を行って行き

たいと考えている。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

研究期間内に起こった研究代表者村上の移動に伴い、阪大グループとの連携がいささか疎になったこと
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が中間評価時点で問題となったが、その後可能な限り積極的に連絡をとり、連携の強化に努めた。また、

中江グループは期間途中で脱退したが、中江太治氏を東工大チームにアドバイザーとして迎え入れ、氏

の持つ経験と知識を本研究推進に取り込むことで、全体としてのパフォーマンス低下を最低限に抑える

ことが出来たと考えている。 

９．他の課題との情報共有・連携 

制御グループとの連携を行い、多剤排出トランスポーターAcrB の立体構造および、AcrB の基質の構造

を基にした化合物計算を行い、阻害剤の候補化合物を 800 種得た。これらの化合物が基質や阻害剤と

なりうるか、バイオアッセイを行う系を立ち上げた。未だスループットに問題があるが、今後この成

果を生かすべく、化合物の入手やアッセイを行いたい。 

また、構造解析の成果ところでも述べたが、阪大・蛋白研・岩崎グループとの連携で、AcrA-AcrB 複合

体の電子顕微鏡解析を行った。複合体の安定性などの問題が明らかになり、それを改良した観察も小

なっている。 

１０．人材育成 

代表機関では移動も伴い、大学院生は期間を通して長期に関わることがなかった。数名の大学院生が間

接的に関わったのみであるが、膜タンパク質の取り扱いや、結晶化について、具体的な技法や、精製

法のイメージを与えた。技術員やポスドクなどの若手研究者の育成についても、同様に膜タンパク質

研究法について深く習得できたとのことである。やはり、本プログラムのようなまとまった期間での

まとまった研究を行うことにより、挑戦的な課題に取り込むことが可能となり、そのことが研究者の

底力の育成につながるものだと考えている。 

１１．終了までの具体的な見通し 

代表者村上の他制度の研究資金獲得による重複制限により、本研究課題は平成 22 年度をもってすでに

終了している。 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

多剤排出トランスポーターが引き起こす多剤耐性化問題は、化学療法に立脚する現代医療の脅威であ

り、欧州における野菜の薬剤耐性大腸菌汚染や本邦における食肉汚染は記憶に新しい。これらの問題の

本質的理解とその克服へ向けた本研究の成果は、期間内では決定的な打開策を与えなかったものの、概

ね目的へ向けて着実に前進しており、今後の研究の推進によりこの難治感染症の克服へつながるものと

期待される。インフルエンザや、その他病原菌など目に見えぬ微生物感染のパンデミックは現代社会で

も大きな心配事であり、その制圧に向けた基礎研究の重要性は広く社会の認めることろであると強く信

じている。 

１３．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
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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。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 18,986 24,054 20,635 3,485 物品費（千円） 0  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 0  

人件費（千円） 2,561 5,318 10,721 14,730 旅費（千円） 0  

業務実施費（千円） 7,684 12,167 8,176 13,259 その他（千円） 0  

間接経費（千円） 8,769 12,461 11,859 9,516 間接経費（千円） 0 42,605 

合計（千円） 38,000 54,000 51,391 40,990 合計（千円） 0 184,381 
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代表／分担機関の課題名 「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 ／ 分 担 機 関 国立大学法人 東京工業大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 村上 聡 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

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。また、中江グループは代表の中江太治氏

の退職に伴い平成 21 年度を最後にプロジェクトから脱退） 

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２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

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。こ

の解析によって、膜貫通部分にいくらか水分子由来と思われる電子密度が認められ、膜を介した水素イ

オンの輸送経路についていくらか知見を与えた。この解析を進めて行くことでさらに詳細なプロトン輸

送経路の解析につなげるほか、分子動力学計算に供するモデルの質も向上し、計算の精度の向上にもつ

ながり、今後の詳細なる解析の為の手がかりを得た。 

また、大腸菌 AcrB ホモローグの結晶を得て解析を進めた。大腸菌には AcrB の他に数種類の RND 型と

呼ばれる多剤排出トランスポーターが存在するが、それぞれ基質特異性が異なっている。基質の特異性

を決定する構造基板については、後述の機能解析であげる「フィルター」様構造があることが示唆され

ているが、基質特異性が異なるトランスポーターの結晶構造の比較は、極めて興味深い。これは、阻害

剤のほかに、回避剤（薬剤排出トランスポーターにより排出されない薬剤）の開発のための糸口も与え

る知見となる。 

MexA-MexB,MexA-OprM の複合体解析を阪大・蛋白研・山下グループと共同で進めている。山下グルー
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プはこれまで外膜チャネル OprM,.膜融合蛋白質 MexA の構造を解析してきた実績を生かし、それらの複

合体の結晶化。構造解析にあたり、一方で東工大・村上グループでは、内膜に存在する多剤排出トラン

スポーターMexB と MexA の複合体について精製結晶化にあたった。それぞれのグループは、21 年度ま

で参加していた北里研究所・中江グループから譲渡を受けた発現系を用いて、大量精製、および可溶化、

精製と複合体形成条件の検討を行った。緑膿菌由来 MexA,MexB の複合体は大腸菌由来 AcrA,AcrB と同

様それらの間の相互作用が弱く、複合体を安定に結晶化させることが極めて困難である事がわかった。

しかし、村上グループでは、ゲノム上でオペロンを形成している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信念の元、数十種類の生物種から薬剤

排出トランスポーターと膜融合蛋白質をクローニングし、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。すでにこの複合体については精製され、阪大・蛋白研・岩崎グループとの電子顕微鏡観察

による構造解析が進行中である。また、マイルドにグルタールアルデヒド処理した標品の結晶化も進め

ている。 

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、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。 

これまで例を見ないような巨大な、且つ二枚の膜を貫通するような複合体の構造解析であるので、困

難であり、期間内に構造を得られなかったが、今後の可能性につながる成果が得られたものと思われる。

（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、大腸菌 AcrB の結晶解析の精密化を行い、当該蛋白質のもつ最高分解能であ

2.5Åでの立体構造解析に成功している。また、北里研究所・中江グループ研究を行ってきた緑膿菌由来

MexA-MexB 複合体の結晶化を進めてきた。さらに、大腸菌由来の薬剤排出トランスポーター・ホモロ

グ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きた。 

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 ホモログについても、三回対称性を持った結晶が優位に得られる。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   大腸菌 AcrB ホモログの結晶 

 

ホモログは 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。 

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
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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 

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。 

また、共同研究として AcrB の機能的回転メカニズムに関する分子動力学的シミュレーション計算を行

い、ホモ三量体であるこの蛋白質がなぜ非対称的な構造をとり、機能的に回転するのかといった、AcrB

や MexB をはじめとする RND 型トランスポーターの機能に関する本質的な謎について明らかにするこ

とに成功した(Nature commun,. 2010)。今後、さらに多くのホモログの結晶構造を明らかにし、さらに、

分子動力学計算などから出てくる知見を検証する分子生物学的研究など機能解析をとおして、本トラン

スポター蛋白質を本質的に理解したい。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

3 件 

４．各機関の論文発表件数 25 件 

５．各機関の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．各機関における成果を活用した共同研究数

（プログラム内外含む） 

4 件 

（うち産業界との共同研究数○件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

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。

当該プログラムで得られた成果を基に今後さらに研究を進め、掲げた目標達成に向け研究を行って行き

たいと考えている。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

研究期間内に起こった研究代表者村上の移動に伴い、阪大グループとの連携がいささか疎になったこ

とが中間評価時点で問題となったが、その後可能な限り積極的に連絡をとり、連携の強化に努めた。

また、中江グループは期間途中で脱退したが、中江太治氏を東工大チームにアドバイザーとして迎え
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入れ、氏の持つ経験と知識を本研究推進に取り込むことで、全体としてのパフォーマンス低下を最低

限に抑えることが出来たと考えている。 

９．他の課題との情報共有・連携 

制御グループとの連携を行い、多剤排出トランスポーターAcrB の立体構造および、AcrB の基質の構造

を基にした化合物計算を行い、阻害剤の候補化合物を 800 種得た。これらの化合物が基質や阻害剤と

なりうるか、バイオアッセイを行う系を立ち上げた。未だスループットに問題があるが、今後この成

果を生かすべく、化合物の入手やアッセイを行いたい。 

また、構造解析の成果ところでも述べたが、阪大・蛋白研・岩崎グループとの連携で、AcrA-AcrB 複

合体の電子顕微鏡解析を行った。複合体の安定性などの問題が明らかになり、それを改良した観察も

小なっている。 

１０．人材育成 

代表機関では移動も伴い、大学院生は期間を通して長期に関わることがなかった。数名の大学院生が間

接的に関わったのみであるが、膜タンパク質の取り扱いや、結晶化について、具体的な技法や、精製

法のイメージを与えた。技術員やポスドクなどの若手研究者の育成についても、同様に膜タンパク質

研究法について深く習得できたとのことである。やはり、本プログラムのようなまとまった期間での

まとまった研究を行うことにより、挑戦的な課題に取り込むことが可能となり、そのことが研究者の

底力の育成につながるものだと考えている。 

１１．終了までの具体的な見通し 

代表者村上の他制度の研究資金獲得による重複制限により、本研究課題は平成 22 年度をもってすでに

終了している 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

多剤排出トランスポーターが引き起こす多剤耐性化問題は、化学療法に立脚する現代医療の脅威であ

り、欧州における野菜の薬剤耐性大腸菌汚染や本邦における食肉汚染は記憶に新しい。これらの問題

の本質的理解とその克服へ向けた本研究の成果は、期間内では決定的な打開策を与えなかったものの、

概ね目的へ向けて着実に前進しており、今後の研究の推進によりこの難治感染症の克服へつながるも

のと期待される。インフルエンザや、その他病原菌など目に見えぬ微生物感染のパンデミックは現代

社会でも大きな心配事であり、その制圧に向けた基礎研究の重要性は広く社会の認めることろである

と強く信じている。 

１３．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。 
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“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。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 18,989 24,054 20,635 2,979 物品費（千円） 0  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 0  

人件費（千円） 0 565 5,969 12,871 旅費（千円） 0  

業務実施費（千円） 4,322 8,036 4,467 9,103 その他（千円） 0  

間接経費（千円） 6,992 9,716 9,321 7,486 間接経費（千円） 0 33,515 

合計（千円） 30,303 42,341 40,392 32,439 合計（千円） 0 145,505 
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代表／分担機関の課題名 「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」（多剤排出トランスポート・マシーナリー複合体の回折実験と

解析） 

分 担 機 関 国立大学法人 大阪大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 山下栄樹 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

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、病原性細菌の一つである緑膿菌由来の多剤

排出トランスポーターの結晶構造解析を推進する。本研究で

は、内膜に存在する MexB 及びペリプラズムに存在する MexA の回折実験及びデータ解析を行い、さら

に外膜チャンネル OprM と MexA との二者複合体の構造解析を行う。 

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

 MexA の構造解析については、MexB から構造変化が伝えられる領域

（disordered domain）の構造を明らかにするために、MexA の構造精密化を

行い、disordered domain の一部について構造構築に成功した（図 1）。さらに

内膜にアンカーしている脂肪酸部分を含んだ構造についても解析を進めて

おり、微結晶が得られ低分解能での回折強度データの収集には成功したが、

脂肪酸部分の構造決定までには至っていない。 

MexB の構造解析については、精製・結晶化条件等を検討した結果、結晶

学的三回対称性を持たない 2.8Å分解能での結晶構造が得られた

（図 2）。MexB の薬剤認識の知見を得るために、阻害剤との共結晶

化を行い、2.6 分解能での回折強度データ収集に成功した。 

OprM-MexA 二者複合体の構造解析について、OprM と MexA を共発

現させた大腸菌から精製を行い、結晶化を試みたが結晶が得られ

なかった。次に、OprM と MexA をそれぞれ精製し、OprM-MexA 二者

複合体の結合条件を探索し、結晶化を行ったが、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 

 MexA の構造解析については、MexB との相互作用部位（disordered domain）の構造を明らかにするた

めに、精製・結晶化の改良、内膜へのアンカー部を含めた構造解析や既報のデータを用いた再構造精密

化などを行った。MexA の結晶は非対称単位中に 13 量体を形成して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いくつかのモノマーの disordered domain について

は、電子密度が確認できた（図 3）。確認できた電子密度を利用して構造構築と精密化を行い、disordered 

抗生物質 

OprM
外膜

ペリプラズム 

内膜

MexA

MexB 

緑膿菌由来多剤排出トランスポーター複合体

図 1  MexA の全体構造

α domain 

β domain 

α+β domain

disordered domain

アンカー部 

図 2 MexB の結晶構造

内膜

ペリプラズム

細胞質 

docking 
domain

porter 
domain

TM 
domain
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2.34Å 

図 6 阻害剤との共結晶からの回折像 

domain の一部について構造構築に成功した。MexA 結晶の分解能の向

上あるいは分子の会合状態や結晶の晶系の変更により、disordered 

domain 領域のより鮮明な電子密度が得られると考え、精製条件、結晶

化条件、抗凍結条件などについて検討を行ったが、電子密度の改善に

は繋がらなかった。 

 MexA は、N 末端のシステイン残基に脂肪酸が結合し、内膜にアン

カーしている膜結合性蛋白質である。MexA のアンカー部は MexB と

相互作用する可能性があるので、アンカー部を含めた MexA の構造解

析についても進めた。内膜アンカー部を含めた MexA は、膜蛋白質と

して扱う必要があり単離精製が困難になるが、本来の脂肪酸が付加さ

れた形にすることによって、異なった会合状態が得られ、新たな結晶系が得られるのではと考えられた。

アンカー型 MexA の発現ベクターは、北里研究所・中江グループで作製された。アンカー型 MexA の精

製条件を検討した結果、界面活性剤に octyl-glucoside を用いて可溶化し、アフィニティーカラム、有機

溶媒沈殿、ゲル濾過カラムを用いて行ったところ、高純度の試料が得られた。結晶化条件の検索を行っ

たところ、形が異なる 4 種類（柱、平行四辺形、三角錐、六角板状）の結晶が得られた（図 4）。4 種類

の結晶のうち、平行四辺形の形をした結晶（図 4 

b）について 4.9Å 分解能で回折強度データを収集

することに成功した。4.9Å 分解能で構造解析を

行ったところ、非対称単位中に 7 量体が存在して

いたが、結晶学的な２回回転対称軸を利用するこ

とにより 13 量体の構造とほぼ同様の多量体形成をしていた。分解能が低いために、disordered domain

及びアンカー部の領域について新しい構造情報は得られなかった。 

 MexB については、薬剤認識機構を明らかにするために、高分解能での構造解析を目指して研究を進

めた。精製条件の検討を行ったところ、可溶化前に溶媒領域に溶けた蛋白質がなくなるまで内膜をバッ

ファーで十分洗浄し、His-tag を利用したアフィニティーカラム精製の過程では比較的高濃度の imidazole

が入ったバッファーを用いて洗浄することにより、安定な高純度の試料を得ることに成功した。結晶化

条件を探索したところ沈殿剤としてPEG400を加えることにより良質な結晶を得ることができた（図5）。

抗凍結条件を検討し回折実験を行ったところ、2.63Å 分解能の回折点を観測すること

に成功し、Native 結晶については、2.8Å 分解能の回折強度データを収集することに成

功した。阻害剤結合型の構造解析のために、阻害剤との共結晶化により結晶を作製し

た。阻害剤との共結晶化により得ら

れた結晶からは、2.34Å 分解能の回

折点を観測でき（図 6）、2.6Å 分解能

の回折強度データを収集することに

成功した。Native 構造解析では、PDB

に登録されている 3.0 Å分解能

MexB(PDB code:2V50)の構造を用い

て分子置換を行い、構造の精密化を

行った。その結果、2V50 の座標デー

タには存在しなかった結合ドメイン

図 3 13 量体と接している disordered 
domain 領域の電子密度図 

構造構築した領域 
(disordered domain) 

図 4 アンカー型 MexA 結晶 
a:柱状, b:平行四辺形, c:三角錐, d:六角板状 

a b c d 

0.1mm

図 5 MexB の結晶
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領域の 5 個のアミノ酸残基をトレースすることができ、結晶学的三回対称性を持たないより高精度の構

造が得られた（図 7）。 
 阻害剤との共結晶化により得られた結晶の構造解析では、

2.6Å 分解能の回折強度データを用いて構造の精密化を行っ

たが、阻害剤の電子密度が発見できず、阻害剤結合部位の同

定が出来なかった。阻害剤の結合部位を同定するために、阻

害剤に Br 原子を付加した誘導体を作製した。Br 誘導体阻害

剤との共結晶からの回折強度データを収集し、Br の異常散

乱の位置を確認した。その結果、これまで考えられていた阻

害剤結合部位とは異なる位置に Br の異常散乱が確認され、

その位置は基質取り込み口の直下に位置していた（図 8）。 

 MexAとの相互作用によるOprM開閉機構を明らかにする

ために、OprM-MexA 二者複合体の構造解析を進めた。北里

研究所・中江グループにより作製された OprM と MexA の

大腸菌の共発現系を用いて、精製条件の検討を行った。精

製標品をゲルろ過と SDS-PAGE で確認したところ、MexA

と OprM が解離した状態であることが分かった。MexA と

OprM の結合条件を検討する必要があると考え、MexA 及び

OprM をそれぞれ精製し、OprM-MexA 二者複合体の結合条

件を探索した。タグを用いた二者複合体の結合条件探索を

行うために、MexA のタグを精製後に切り離せるように

MexA のコンストラクトを改良し、MexA の精製方法を検討した。OprM は octy-glucoside を用いて外

膜から可溶化を行い、タグを用いて単離精製を行った。それぞれ精製されたタグ無し MexA とタグ有り

OprM を用いて、様々な pH や塩濃度の条件下で混合させ、アフィニティーカラムを用いたプルダウン

アッセイを行い、電気泳動によって複合体形成条件の確認を行った。その結果、二者複合体が形成する

条件として、低塩濃度の酸性領域が適していた。さらに、二者複合体形成が見られた条件で結晶化条件

を探索しているが、結晶は得られていない。 
 膜蛋白質の場合、界面活性剤の種類を変えることで、結晶を形成する分子間の相互作用が変わること

があるので、OprM の安定化に用いている界面活性剤の種類を変えることで、二者複合体結晶が得られ

ないかと考え、OprM の様々な種類の界面活性剤に対する安定性の実験と界面活性剤の違いによる

MexAとの結合実験についても行った。OprMが安定に取れる界面活性剤が数種類見つかり、また OprM
を安定にする界面活性剤は OprM と MexA との結合条件に大きな影響を与えないことが分かった。界

面活性剤の種類を変えて、二者複合体形成が見られた条件で結晶化を試みているが、結晶は得られてい

ない。 
 本プログラムの研究成果は、論文発表に至るまでの完結した課題は残念ながら未だにないが、学会発

表などで研究成果を発信している。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

 MexA, MexB の各構成分子の機能解析については北里研究所・中江グループが、多剤排出トランスポ

ーター及び多剤排出トランスポーター複合体の機能解析については東工大・村上グループが担当する分

業体制で行っているので、機能解析に関する成果等については他のグループに委ねる。 

Glu673 

Leu674 

Gly675 

Asn676 
Ala677 

Thr678 

Leu672 

図 7 結合ドメイン領域の電子密度図 
青色ケージ：Native 結晶の電子密度図 
黄色モデル：Native 構造 
緑色モデル：2V50 の Cα、Glu673-Ala677 欠けている

異常散乱差フーリエマップ 
(電子密度 5.0σ以上) 

基質結合部位 

基質取込口 

図 8 Br 異常散乱による阻害剤結合部位の同定
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３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

4 件 

４．各機関の論文発表件数 0 件 

５．各機関の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．各機関における成果を活用した共同研究数

（プログラム内外含む） 

0 件 

（うち産業界との共同研究数 0件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

 緑膿菌由来多剤排出トランスポーター複合体の各構成分子の構造解析では、アダプター分子 MexA の

全体構造の中で不明であった MexB との相互作用部位の一部の構造を明らかにし、薬剤認識機構を理解

するために高分解能での多剤排出トランスポーターMexB の構造解析に成功した。MexB については

Br 誘導体阻害剤との構造解析から、阻害剤の結合部位について同定した。OprM-MexA 二者複合体の

構造解析に向けて、複合体形成条件を見つけた。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

 MexA と MexB の構造解析については、北里研究所・中江グループで確立していた精製・結晶化条件

を基に、情報を共有しながら、精製・結晶化条件を改良した。アンカー型 MexA の発現系、OprM-MexA

の共発現系については、阪大グループで作製した結晶だけではなく北里研究所・中江グループで作製さ

れた結晶をも用いて回折実験を行い、その結果を結晶化にフィードバックしていた。OprM-MexA の複

合体の構造解析は東工大・村上グループによる MexA-MexB 複合体の構造解析の進捗状況や情報を交換

しながら進めている。 

９．他の課題との情報共有・連携 

 技術開発研究課題「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」のグ

ループから最適な回折強度データ収集法などの情報を得ながら、回折強度データ測定を行っている。ま

た、回折強度データについては、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。 

１０．人材育成 

 これまでに４人の大学院生が本プログラムに関連した研究を行った。機関の研究代表者が、膜蛋白質

の結晶構造解析に向けた条件検討や実験を、大学院生に指導しながら一緒に行い、得られたデータを使

って議論しながら研究を進めている。多剤排出トランスポーター複合体に興味を持ち、２人が博士課程

に進学している。 

１１．終了までの具体的な見通し 

 MexB については、同定された阻害剤結合部位から阻害機構について検討し、様々な基質との結合型

の構造解析を行い、論文としてまとめていく。MexA については、アンカー型 MexA で得られている結

晶のうち、3 または 6 量体構造を持つ可能性のある三角錐及び六角板状の結晶についてのみ構造解析を

行う。二者複合体については、引き続き OprM-MexA の結晶化条件を探索すると共に、OprM と相互作

用が最も多いと考えられている MexA のα-domain のみのコンストラクトを作製し、OprM-MexAα

-domain との構造解析についても進める。 
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１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

 本プログラムでは、臨床の現場で問題となっている病原性細菌の一つである緑膿菌由来の多剤排出ト

ランスポーターをターゲットとしており、本多剤排出トランスポーターの構造情報を通して、多剤排出

機構や作動機序を理解し、それらの知見を応用すれば、多剤耐性化を克服できる新薬開発の糸口を与え

ることになると考えられる。 

１３．特記事項 

 緑膿菌由来の多剤排出トランスポーターMexB の高分解能での構造情報が得られつつある。Br 誘導体

阻害剤型の構造解析から阻害剤結合部位を同定した。同定された部位は、基質結合部位とは異なる場所

であった。この阻害剤結合領域の機能解析を行い、さらに基質結合型の構造解析を行うことにより基質

認識機構に新しい知見が得られると期待している。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 0 0 0 506 物品費（千円） 0  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 0  

人件費（千円） 0 0 0 1,859 旅費（千円） 0  

業務実施費（千円） 0 769 769 4,156 その他（千円） 0  

間接経費（千円） 0 231 231 2,030 間接経費（千円） 0 2,492 

合計（千円） 0 1,000 1,000 8,800 合計（千円） 0 10,800 
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課 題 名 エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバイオロジー研

究 

機 関 名 独立行政法人理化学研究所 

代 表 研 究 者 名 伊藤 昭博 

 

１．課題開始時における達成目標 

近年、長寿因子として注目されている酵母 Sir2 のヒトホモログの一つである SIRT3 は、ミトコンドリ

ア内の主要な脱アセチル化酵素である。申請者らは、ミトコンドリアに局在するエネルギー代謝に関わ

る複数の酵素が SIRT3 の基質であることを見出し、SIRT3 はエネルギー代謝を制御する新規脱アセチル

化酵素であることを示す結果を得た。エネルギー代謝は、肥満や糖尿病など、いわゆるメタボリックシ

ンドロームと密接に関わっており、その異常は、老化に伴う臓器活性の低下の原因とも考えられている。

このことから、SIRT3 の活性を制御する化合物は、SIRT3 の機能解明に役立つだけでなく、代謝疾患の

治療薬や予防薬、健康維持・寿命延伸のための機能性食品の素材になりうる可能性があるが、現在まで

にそのような化合物の報告はない。そこで本研究課題では、ケミカルバイオロジー的手法、即ち SIRT3

の活性制御剤を開発し、SIRT3 の生理機能を明らかにすることを目的とする。さらに、糖尿病モデルマ

ウスや高脂肪食マウスなどを用いて、得られた化合物が疾患の治療・予防活性があるか検討する。この

ため、独立行政法人理化学研

究所は国立大学法人東京大

学と共同で業務を行う。独立

行政法人理化学研究所では、

SIRT3 活性制御化合物の開発

と細胞レベルでのSIRT3の生

理機能の解析を実施する。国

立大学法人東京大学では、動

物レベルでのSIRT3の生理機

能の解析を実施する。 

２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

 SIRT3 活性制御剤を得るために、ハイスループットなスクリーニング系を確立し、連携研究として「制

御」技術Ｃ「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」が運営する東京大学生物機

能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブラリーの化合物約 14 万、理化学研究所が保有する化合

物ライブラリーの化合物約 1 万 8 千、早稲田大学が保有する約 2 千の海産抽出物について 1 次スクリー

ニングを終了し、SIRT3 阻害あるいは活性化する活性を有する複数の候補サンプルを得ることに成功し

た。2 次評価系として、「生産」技術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」が保有する技術を用いて精製したアセチル化 HMGCL 基質とした in vitro SIRT3 ア

ッセイ系の構築に成功した。これを用いて、1 次スクリーニングで得られた阻害剤の一部について 2 次

評価を行い、SIRT3 に対して阻害活性を有する複数の化合物の同定に成功した。海洋天然物からは SIRT3

阻害活性を有する新規化合物の取得に成功した。さらに技術開発「制御」領域チームとの連携研究とし
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て、代謝化合物フラクションアレイを用いたスクリーニングを行い、SIRT3 阻害活性を有する候補サン

プルを幾つか見出した。さらに得られた阻害剤との共結晶構造解析にむけて、「解析」技術 C「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」との連携研究として、SIRT3 の結

晶化に成功した。 
表.1次スクリーニングの結果 

化合物ライブラリー

を保有する機関 
化合物の種類

一次スクリーニ

ングを行った数

ヒット化

合物の数 
基準 

東京大学生物機能制

御化合物ライブラリ

ー機構 

合成化合物 約 14 万 156 (2)

50-70% inhibition or 

2 fold activation at 

40 μM 

理化学研究所天然物

化合物バンク 

合成＆天然物

由来化合物 
約 1万 8千 27

70% inhibition at 20 

μg/ml 

早稲田大学ケミカル

バイオロジー研究室
海産物抽出物 約 2千 3

70% inhibition at 100 

μg/ml 

 細胞レベルで明らかとなったSIRT3の基質であるHMGCLのアセチル化による活性制御機構を個体レ

ベルで検討したところ、絶食させたマウス肝臓の HMGCL のアセチル化レベルは顕著に増加し、その酵

素活性も増加していることを見出した。この結果から、個体レベルにおいても SIRT3 は、絶食に応答し

て HMGCL の活性を制御していることが示唆された。また、さらなる個体レベルにおける SIRT3 の機能

を明らかにする目的で、SIRT3 トランスジェニックマウス作製を試み、F1 世代得た。さらに、SIRT3 ノ

ックダウンマウス作製のための shRNA アデノウイルスを作製し、細胞レベルでの SIRT3 ノックダウン

効率を確認した。加えて、ピルビン酸脱水素酵素複合体および電子伝達系の complex I のアクセサリー

タンパク質の一つが、HMGCL のアセチル化を制御していることを見出し、ミトコンドアタンパク質の

新規アセチル化調節機構を示唆する結果を得た。 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 

「解析」技術 C「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」との連携

研究として、スクリーニングにより得られた SIRT3 制御化合物と SIRT3 との共結晶構造解析のための準

備段階として、最初に SIRT3 結晶構造解析に必要な SIRT3 タンパク質の精製を試みた。最初に化合物の

スクリーニングの際に用いた His-trigger factor が融合している SIRT3 タンパク質を用いて検討したが、

プロテアーゼによって切断したHis-trigger factorと SIRT3を分離することが困難であることが判明した。

そこで、技術開発「解析」チームと協議し、さらに過去の論文情報を加味し、N 末から 112 番目のアミ

ノ酸を欠損させた His タグ SIRT3 断片タンパク質を精製した。His タグを用いたアフィニティークロマ

トグラフィーおよび陰イオン交換カラムを用いて結晶構造解析に十分な純度のタンパク質を精製した。

技術開発「解析」チームにおいて、SIRT3 の生理的基質であるアセチル CoA 合成酵素 2（AceCS2）由

来のアセチル化ペプチドと共に結晶化を行ったところ、Ｘ線結晶解析に十分と思われる結晶を得ること

に成功した。現在、取得した SIRT3 阻害剤との共結晶化を行っている最中である。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

 蛍光基質ペプチドを用いたハイスループットなスクリーニングシステムを用いて SIRT3 の活性制御

剤を探索するために、最初に約 17 万の化合物をスクリーニングするのに必要なリコンビナント SIRT3

タンパク質の精製および、蛍光基質ペプチドの合成を行った。次に、理化学研究所が保有する化合物ラ

イブラリー（NPDepo）（約 1 万 8 千）、連携研究として「制御」技術Ｃ「化合物ライブラリーの基盤構
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築とタンパク質技術の開発」が運営する東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブ

ラリー（約 14 万）から、確立したハイスループットなアッセイ系を用いて一次スクリーニングを行っ

た。その結果、NPDepo ライブラリーから 20 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 27 個の化合

物、海産物抽出物ライブラリーから 100 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 3 個の抽出物、東

京大学生物機能制御化合物ライブラリーから 40 μM の濃度で 50-70%以上の阻害活性を有する 154 個の

化合物および、2 倍以上の活性増強を示した 2 個の化合物を得た（表 1）。1 次スクリーニングより得ら

れた化合物の SIRT サブタイプ選択性を調べるために、代表的な SIRT サブタイプである SIRT1、2 の in 

vitro 活性を測定する評価系を確立した。次に、東京大学生物機能制御化合物ライブラリーから得られた

化合物のうち、比較的早い時期に得られた化合物について、SIRT1、2 に対する阻害活性および、in vitro 

IC50 値について検討した。また連携研究として、「生産」技術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」が保有する技術を用いて精製した SIRT3 の基質タンパク質で

あるアセチル化 HMG-CoA lyase (HMGCL) を基質として利用したアッセイ系を構築し、蛍光基質を使用

しない方法で、SIRT3 の in vitro 評価を行える 2 次評価系の確立に成功した。これを用いて、1 次スクリ

ーニングで得られた阻害剤の一部について 2 次評価を行い、SIRT3 に対して阻害活性を有する複数の化

合物の同定に成功した。 

 加えて、早稲田大学先進理工学部の中尾洋一准教授との共同研究として、早稲田大学先進理工学部が

保有する海洋天然物抽出物ライブラリー由来の約 2,000種類の海洋天然物抽出物について 1次スクリー

ニングを行ったところ、100 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 3 個の抽出物を見出した（表

1）。そのうち、最も阻害活性の強かったサンプルについて活性成分の精製を行い、新規構造を有する化

合物を得た。SIRT3 に対する IC50 値は 8.5 μM であった。この化合物はトリプシンに対しても阻害活性

を有していたころから、上述のアセチル化 HMGCL を基質としたアッセイ系で評価したところ、SIRT3

の阻害活性を有することを確認し、SIRT3 阻害活性を有する新規化合物の同定に成功した。 
 さらに、「制御」技術Ｃ「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質技術の開発」との連携研究と

して、理化学研究所において整備された代謝化合物フラクションアレイから、プローブとして His タグ

および GST タグの付いた 2 種類のリコンビナント SIRT3 タンパク質を用いて SIRT3 と結合する化合物

の網羅的な探索を行った。2 次スクリーニングとして、SIRT3 の活性に対する効果について検討したと

ころ、SIRT3 阻害活性を有するサンプルを幾つか見出した。 

 代表研究者等は、SIRT3 の基質としてケトン体生成に関わる HMGCL を同定し、細胞レベルにおいて

アセチル化は HMGCL の活性を正に制御していることを明らかにしてきた。個体レベルでもアセチル化

による制御機構が存在するかどうか明らかにするために、体内におけるケトン体生成の場である肝臓に

着目し、絶食させたマウス肝臓における HMGCL のアセチル化レベルと酵素活性について検討した。そ

の結果、絶食させたマウス肝臓の HMGCL のアセチル化レベルは顕著に増加し、その酵素活性も増加し

ていた。興味深いことにケトン体生成が起こらない心臓においては、絶食によって HMGCL のアセチル

化レベルの上昇は起きず、その酵素活性も変化しなかった。以上の結果から、個体レベルにおいても

SIRT3 は、絶食に応答して HMGCL の活性を制御していることが示唆された。また、さらなる個体レベ

ルにおける SIRT3 の機能を明らかにする目的で、SIRT3 トランスジェニックマウス作製のためのターゲ

ットベクターおよび、SIRT3 ノックダウンマウス作製のための shRNA アデノウイルスを作製した。加

えて、ミトコンドリアにおけるタンパク質アセチル化の制御機構を明らかにする目的で、ダーマコン社

のゲノムワイドな siRNA ライブラリーの中からミトコンドリアタンパク質をコードする遺伝子に対す

る siRNA オリゴを抽出し、ノックダウンにより HMGCL のアセチル化レベルを減少させるミトコンド
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リアタンパク質を探索した。その結果、ピルビン酸脱水素酵素複合体を構成する少なくとも二つの因子

のノックダウンにより、HMGCL のアセチル化レベルが減少し、その酵素も低下させることも見出し、

ピルビン酸脱水素酵素複合体によるミトコンドアタンパク質の新規アセチル化調節機構を示唆する結

果を得た。さらに、ピルビン酸脱水素酵素複合体に加えて、電子伝達系 complex I のアクセサリータン

パク質のノックダウンにより HMGCL のアセチル化レベルが減少することを同様なスクリーニングに

より見出した。現在、この complex I のアクセサリータンパク質による新規ミトコンドリアタンパク質

のアセチル化調節機構を検討中である。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

1 件 

４．課題全体の論文発表件数 1 件 

５．課題全体の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 

7 件 

（うち産業界との共同研究数 0件） 

７．当初計画に対する達成度 

SIRT3 活性制御剤の開発においては、化合物の供給事情および、基質となる蛍光ペプチドの合成に手間

取り、1 次スクリーニングの終了が平成 22 年度にずれこんだが、既に終了し、SIRT3 阻害活性を有する

複数の化合物を取得した。共結晶構造解析については、結晶化に必要な純度の SIRT3 タンパク質の精製

に時間を要したが、平成 22 年度には結晶化することに成功し、現在得られた阻害剤との共結晶構造解

析を実施中である。ターゲティングベクター等の SIRT3 のモデルマウス作製を行うための準備も整い、

トランスジェニックマウス等のモデルマウスを作製中である。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

 分担機関である東京大学とは随時メールあるいは電話で連絡を取り、情報共有を行っている。また必

要に応じて相手先研究機関に訪問し、プロジェクトの円滑な運営について議論している。連携研究

先である「制御」技術Ｃ「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」「生産」技術

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」および、「解析」

技術Ｃ「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」とは、随時メール

で研究進捗状況を報告し、情報の共有を行った。また必要に応じて、本プログラム主催の発表会の機会

を利用して、あるいは相手先研究機関（室）に訪問し、研究打ち合わせを行った。 

９．他の課題との情報共有・連携 

 本課題の主要なミッションの一つである SIRT3 の活性制御剤を同定することを目的とし、連携研究と

して、「制御」技術Ｃ「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」で東京大学に整

備された化合物ライブラリーが保有する約 14 万の化合物および理化学研究所で整備された代謝物フラ

クションアレイを用いた 1 次スクリーニングを既に終了した。1 次スクリーニングにより得られた候補

化合物については、随時再供給を依頼し、2 次評価を行っている。上記 2 次評価系は、「生産」技術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」が保有する技術により生

成したアセチル化 HMGCL を SIRT3 の基質とした in vitro SIRT3 アッセイ系を用いた。アセチル化
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HMGCL の精製は従来の技術では困難であり、本 2 次評価系の構築は連携研究として行うことにより可

能になった。加えて、上記スクリーニングにより得られた SIRT3 活性制御剤を最適化するために、「解

析」技術 C「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」との連携研究

として、SIRT3 と得られた化合物との共結晶化のための準備段階として、SIRT3 の結晶化を行い、構造

解析に十分と思われる結晶を得ることに成功した。現在、スクリーニングにより得られた化合物との共

結晶構造解析を行っている最中である。 

 早稲田大学先進理工学部の中尾洋一准教授の研究室には約 2 千の海洋天然物抽出物を所有している。

海洋天然物の中にはユニークな構造を有し、非常に強い生理活性を有する化合物が存在するから、共同

研究として海洋天然物抽出物の中から SIRT3 阻害剤の探索を行ったところ、新規構造を有する SIRT3
阻害剤を同定することが出来た。現在、サブタイプ選択性等について検討中である。 

１０．人材育成 

 本プログラムにはマスターコースの大学院生が一名参加した。週一回のペースで研究代表者が主催し

ている研究室内のグループミーティングで、ディスカションし、加えて、必要に応じて、適時研究の進

捗状況について議論するとともに、代表者自身が、タンパク質精製、化合物スクリーニング等の研究技

術ついて直接指導した。卒業後、民間の企業に就職予定である。 

１１．終了までの具体的な見通し 

 スクリーニングにより得られた SIRT3 活性制御剤について、SIRT3 との共結晶構造解析することによ

り、化合物の最適化を図り、選択的で強い SIRT3 活性制御剤を取得する。加えて、得られた SIRT3 活性

制御剤および分子生物学的手法を用いて、ミトコンドリアにおけるタンパク質アセチル化の新規制御機

構の一端を明らかにする。作製中の SIRT3 モデルマウスを用いて、個体レベルでの SIRT3 の機能の一端

を明らかにする。特に、絶食、高脂肪食、糖尿病誘発と組み合わせることにより、エネルギー代謝にお

ける役割に着目して行う。 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

 理化学研究所には、日本発の革新的な医薬や医療技術の創出を目標にして、ライフサイエンス研究で

培われた研究基盤を活用し、大学・研究機関の優れた創薬・医療技術シーズを探索して、これらのシー

ズについて研究開発段階のステージアップを図り、企業・医療機関に橋渡しすることを目的とした創

薬・医療技術基盤プログラムが存在する。そこで、本プログラムで得られた成果を土台にして、上記創

薬・医療技術基盤プログラムを利用することより、SIRT3 を標的とした創薬開発の具体化を図る。 

１３．特記事項 

本課題は平成 21 年 8 月によりスタートしたことから論文等の形としての成果はこれからである。候補

化合物の取得、モデルマウス作製の準備が整いつつあるので、残りの期間内に成果を出していきたい。

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円）   3,083 0 物品費（千円） 3,324  

試作品費（千円）   0 0 人件費・謝金（千円） 4,680  

人件費（千円）   0 0 旅費（千円） 73  

業務実施費（千円）   12,308 15,406 その他（千円） 0  

間接経費（千円）   4,616 4,622 間接経費（千円） 2,423  

合計（千円）   20.007 20,028 合計（千円） 10,500  
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代表／分担機関の課題名 エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素SIRT3のケミカルバイオロジ

ー研究 

代 表 ／ 分 担 機 関 独立行政法人理化学研究所 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 伊藤 昭博 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

近年、長寿因子として注目されている酵母 Sir2 のヒトホモログの一つである SIRT3 は、ミトコンド

リア内の主要な脱アセチル化酵素である。申請者らは、ミトコンドリアに局在するエネルギー代謝に関

わる複数の酵素が SIRT3 の基質であることを見出し、SIRT3 はエネルギー代謝を制御する新規脱アセチ

ル化酵素であることを示す結果を得た。エネルギー代謝は、肥満や糖尿病など、いわゆるメタボリック

シンドロームと密接に関わっており、その異常は、老化に伴う臓器活性の低下の原因とも考えられてい

る。このことから、SIRT3 の活性を制御する化合物は、SIRT3 の機能解明に役立つだけでなく、代謝疾

患の治療薬や予防薬、健康維持・寿命延伸のための機能性食品の素材になりうる可能性があるが、現在

までにそのような化合物の報告はない。そこで本研究課題では、ケミカルバイオロジー的手法、即ち

SIRT3 の活性制御剤を開発し、SIRT3 の生理機能を明らかにすることを目的とする。さらに、糖尿病モ

デルマウスや高脂肪食マウ

スなどを用いて、得られた化

合物が疾患の治療・予防活性

があるか検討する。このた

め、独立行政法人理化学研究

所は国立大学法人東京大学

と共同で業務を行う。独立行

政法人理化学研究所では、

SIRT3 活性制御化合物の開発

と細胞レベルでのSIRT3の生

理機能の解析を実施する。 

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

 SIRT3 活性制御剤を得るために、ハイスループットなスクリーニング系を確立し、連携研究として「制

御」技術Ｃ「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」が運営する東京大学生物機

能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブラリーの化合物約 14 万、理化学研究所が保有する化合

物ライブラリーの化合物約 1 万 8 千、早稲田大学が保有する約 2 千の海産抽出物について 1 次スクリー

ニングを終了し、SIRT3 阻害あるいは活性化する活性を有する複数の候補サンプルを得ることに成功し

た。2 次評価系として、「生産」技術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」が保有する技術を用いて精製したアセチル化 HMGCL 基質とした in vitro SIRT3 ア

ッセイ系の構築に成功した。これを用いて、1 次スクリーニングで得られた阻害剤の一部について 2 次

評価を行い、SIRT3 に対して阻害活性を有する複数の化合物の同定に成功した。海洋天然物からは SIRT3

阻害活性を有する新規化合物の取得に成功した。さらに技術開発「制御」領域チームとの連携研究とし

て、代謝化合物フラクションアレイを用いたスクリーニングを行い、SIRT3 阻害活性を有する候補サン
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プルを幾つか見出した。さらに得られた阻害剤との共結晶構造解析にむけて、「解析」技術 C「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」との連携研究として、SIRT3 の結

晶化に成功した。 
表.1次スクリーニングの結果 

化合物ライブラリー

を保有する機関 
化合物の種類

一次スクリーニ

ングを行った数

ヒット化

合物の数 
基準 

東京大学生物機能制

御化合物ライブラリ

ー機構 

合成化合物 約 14 万 156 (2)

50-70% inhibition or 

2 fold activation at 

40 μM 

理化学研究所天然物

化合物バンク 

合成＆天然物

由来化合物 
約 1万 8千 27

70% inhibition at 20 

μg/ml 

早稲田大学ケミカル

バイオロジー研究室
海産物抽出物 約 2千 3

70% inhibition at 100 

μg/ml 

 加えて、ピルビン酸脱水素酵素複合体および電子伝達系の complex I のアクセサリータンパク質の一

つが、HMGCL のアセチル化を制御していることを見出し、ミトコンドアタンパク質の新規アセチル化

調節機構を示唆する結果を得た。 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 

「解析」技術 C「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」との連携

研究として、スクリーニングにより得られた SIRT3 制御化合物と SIRT3 との共結晶構造解析のための準

備段階として、最初に SIRT3 結晶構造解析に必要な SIRT3 タンパク質の精製を試みた。最初に化合物の

スクリーニングの際に用いた His-trigger factor が融合している SIRT3 タンパク質を用いて検討したが、

プロテアーゼによって切断したHis-trigger factorと SIRT3を分離することが困難であることが判明した。

そこで、技術開発「解析」チームと協議し、さらに過去の論文情報を加味し、N 末から 112 番目のアミ

ノ酸を欠損させた His タグ SIRT3 断片タンパク質を精製した。His タグを用いたアフィニティークロマ

トグラフィーおよび陰イオン交換カラムを用いて結晶構造解析に十分な純度のタンパク質を精製した。

技術開発「解析」チームにおいて、SIRT3 の生理的基質であるアセチル CoA 合成酵素 2（AceCS2）由

来のアセチル化ペプチドと共に結晶化を行ったところ、Ｘ線結晶解析に十分と思われる結晶を得ること

に成功した。現在、取得した SIRT3 阻害剤との共結晶化を行っている最中である。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

 蛍光基質ペプチドを用いたハイスループットなスクリーニングシステムを用いて SIRT3 の活性制御

剤を探索するために、最初に約 17 万の化合物をスクリーニングするのに必要なリコンビナント SIRT3

タンパク質の精製および、蛍光基質ペプチドの合成を行った。次に、理化学研究所が保有する化合物ラ

イブラリー（NPDepo）（約 1 万 8 千）、連携研究として「制御」技術Ｃ「化合物ライブラリーの基盤構

築とタンパク質技術の開発」が運営する東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブ

ラリー（約 14 万）から、確立したハイスループットなアッセイ系を用いて一次スクリーニングを行っ

た。その結果、NPDepo ライブラリーから 20 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 27 個の化合

物、海産物抽出物ライブラリーから 100 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 3 個の抽出物、東

京大学生物機能制御化合物ライブラリーから 40 μM の濃度で 50-70%以上の阻害活性を有する 154 個の

化合物および、2 倍以上の活性増強を示した 2 個の化合物を得た（表 1）。1 次スクリーニングより得ら

れた化合物の SIRT サブタイプ選択性を調べるために、代表的な SIRT サブタイプである SIRT1、2 の in 
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vitro 活性を測定する評価系を確立した。次に、東京大学生物機能制御化合物ライブラリーから得られた

化合物のうち、比較的早い時期に得られた化合物について、SIRT1、2 に対する阻害活性および、in vitro 

IC50 値について検討した。また連携研究として、「生産」技術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」が保有する技術を用いて精製した SIRT3 の基質タンパク質で

あるアセチル化 HMG-CoA lyase (HMGCL) を基質として利用したアッセイ系を構築し、蛍光基質を使用

しない方法で、SIRT3 の in vitro 評価を行える 2 次評価系の確立に成功した。これを用いて、1 次スクリ

ーニングで得られた阻害剤の一部について 2 次評価を行い、SIRT3 に対して阻害活性を有する複数の化

合物の同定に成功した。 

 加えて、早稲田大学先進理工学部の中尾洋一准教授との共同研究として、早稲田大学先進理工学部が

保有する海洋天然物抽出物ライブラリー由来の約 2,000種類の海洋天然物抽出物について 1次スクリー

ニングを行ったところ、100 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 3 個の抽出物を見出した（表

1）。そのうち、最も阻害活性の強かったサンプルについて活性成分の精製を行い、新規構造を有する化

合物を得た。SIRT3 に対する IC50 値は 8.5 μM であった。この化合物はトリプシンに対しても阻害活性

を有していたころから、上述のアセチル化 HMGCL を基質としたアッセイ系で評価したところ、SIRT3

の阻害活性を有することを確認し、SIRT3 阻害活性を有する新規化合物の同定に成功した。 
 さらに、「制御」技術Ｃ「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質技術の開発」との連携研究と

して、理化学研究所において整備された代謝化合物フラクションアレイから、プローブとして His タグ

および GST タグの付いた 2 種類のリコンビナント SIRT3 タンパク質を用いて SIRT3 と結合する化合物

の網羅的な探索を行った。2 次スクリーニングとして、SIRT3 の活性に対する効果について検討したと

ころ、SIRT3 阻害活性を有するサンプルを幾つか見出した。 

 加えて、ミトコンドリアにおけるタンパク質アセチル化の制御機構を明らかにする目的で、ダーマコ

ン社のゲノムワイドな siRNA ライブラリーの中からミトコンドリアタンパク質をコードする遺伝子に

対する siRNA オリゴを抽出し、ノックダウンにより HMGCL のアセチル化レベルを減少させるミトコ

ンドリアタンパク質を探索した。その結果、ピルビン酸脱水素酵素複合体を構成する少なくとも二つの

因子のノックダウンにより、HMGCL のアセチル化レベルが減少し、その酵素も低下させることも見出

し、ピルビン酸脱水素酵素複合体によるミトコンドアタンパク質の新規アセチル化調節機構を示唆する

結果を得た。さらに、ピルビン酸脱水素酵素複合体に加えて、電子伝達系 complex I のアクセサリータ

ンパク質のノックダウンにより HMGCL のアセチル化レベルが減少することを同様なスクリーニング

により見出した。現在、この complex I のアクセサリータンパク質による新規ミトコンドリアタンパク

質のアセチル化調節機構を検討中である。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

1 件 

４．各機関の論文発表件数 1 件 

５．各機関の特許出願件数 0 件（うち国外 0件） 

６．各機関における成果を活用した共同研究数

（プログラム内外含む） 

7 件 

（うち産業界との共同研究数 0件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 
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SIRT3 活性制御剤の開発においては、化合物の供給事情および、基質となる蛍光ペプチドの合成に手間

取り、1 次スクリーニングの終了が平成 22 年度にずれこんだが、既に終了し、SIRT3 阻害活性を有する

複数の化合物を取得した。共結晶構造解析については、結晶化に必要な純度の SIRT3 タンパク質の精製

に時間を要したが、平成 22 年度には結晶化することに成功し、現在得られた阻害剤との共結晶構造解

析を実施中である。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

 分担機関である東京大学とは随時メールあるいは電話で連絡を取り、情報共有を行っている。また必

要に応じて相手先研究機関に訪問し、プロジェクトの円滑な運営について議論している。連携研究

先である「制御」技術Ｃ「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」「生産」技術

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」および、「解析」

技術Ｃ「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」とは、随時メール

で研究進捗状況を報告し、情報の共有を行った。また必要に応じて、本プログラム主催の発表会の機会

を利用して、あるいは相手先研究機関（室）に訪問し、研究打ち合わせを行った。 

９．他の課題との情報共有・連携 

本課題の主要なミッションの一つである SIRT3 の活性制御剤を同定することを目的とし、連携研究とし

て、「制御」技術Ｃ「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」で東京大学に整備

された化合物ライブラリーが保有する約 14 万の化合物および理化学研究所で整備された代謝物フラク

ションアレイを用いた 1 次スクリーニングを既に終了した。1 次スクリーニングにより得られた候補化

合物については、随時再供給を依頼し、2 次評価を行っている。上記 2 次評価系は、「生産」技術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」が保有する技術により生

成したアセチル化 HMGCL を SIRT3 の基質とした in vitro SIRT3 アッセイ系を用いた。アセチル化

HMGCL の精製は従来の技術では困難であり、本 2 次評価系の構築は連携研究として行うことにより可

能になった。加えて、上記スクリーニングにより得られた SIRT3 活性制御剤を最適化するために、「解

析」技術 C「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」との連携研究

として、SIRT3 と得られた化合物との共結晶化のための準備段階として、SIRT3 の結晶化を行い、構造

解析に十分と思われる結晶を得ることに成功した。現在、スクリーニングにより得られた化合物との共

結晶構造解析を行っている最中である。 

 早稲田大学先進理工学部の中尾洋一准教授の研究室には約 2 千の海洋天然物抽出物を所有してい

る。海洋天然物の中にはユニークな構造を有し、非常に強い生理活性を有する化合物が存在するから、

共同研究として海洋天然物抽出物の中から SIRT3 阻害剤の探索を行ったところ、新規構造を有する

SIRT3 阻害剤を同定することが出来た。現在、サブタイプ選択性等について検討中である。 

１０．人材育成 

 本プログラムにはマスターコースの大学院生が一名参加した。週一回のペースで研究代表者が主催し

ている研究室内のグループミーティングで、ディスカションし、加えて、必要に応じて、適時研究の進

捗状況について議論するとともに、研究代表者自身が、タンパク質精製、化合物スクリーニング等の研

究技術ついて直接指導した。卒業後、民間の企業に就職予定である。 

１１．終了までの具体的な見通し 

 スクリーニングにより得られた SIRT3 活性制御剤について、SIRT3 との共結晶構造解析することによ

り、化合物の最適化を図り、選択的で強い SIRT3 活性制御剤を取得する。加えて、得られた SIRT3 活性
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制御剤および分子生物学的手法を用いて、ミトコンドリアにおけるタンパク質アセチル化の新規制御機

構の一端を明らかにする。 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

 理化学研究所には、日本発の革新的な医薬や医療技術の創出を目標にして、ライフサイエンス研究で

培われた研究基盤を活用し、大学・研究機関の優れた創薬・医療技術シーズを探索して、これらのシー

ズについて研究開発段階のステージアップを図り、企業・医療機関に橋渡しすることを目的とした創

薬・医療技術基盤プログラムが存在する。そこで、本プログラムで得られた成果を土台にして、上記創

薬・医療技術基盤プログラムを利用することより、SIRT3 を標的とした創薬開発の具体化を図る。 

１３．特記事項 

本課題は平成 21 年 8 月によりスタートしたことから論文等の形としての成果はこれからである。候

補化合物候補が取得出来てきたので、残りの期間内に成果を出していきたい 

１４．研究費一覧 

 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円）   3,083 0 物品費（千円） 1,324  

試作品費（千円）   0 0 人件費・謝金（千円） 4,680  

人件費（千円）   0 0 旅費（千円） 73  

業務実施費（千円）   8,456 11,538 その他（千円） 0  

間接経費（千円）   3,461 3,462 間接経費（千円） 1,823  

合計（千円）   15,000 15,000 合計（千円） 7,900  

655



Ａ６－Ｂ（食品・環境等の産業利用） 

 

代表／分担機関の課題名 エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバイオロジ

ー研究 (SIRT3 の in vivo 機能解析) 

代 表 ／ 分 担 機 関 国立大学法人 東京大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 高橋 伸一郎 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

近年、長寿因子として注目されている酵母 Sir2 のヒトホモログの一つである SIRT3 は、ミトコンド

リア内の主要な脱アセチル化酵素である。研究代表者らはこれまでに、ミトコンドリアに局在するエネ

ルギー代謝に関わる複数の酵素が SIRT3 の基質であることを見出し、SIRT3 はエネルギー代謝を制御

する新規脱アセチル化酵素であることを示す結果を得た。エネルギー代謝は、肥満や糖尿病など、いわ

ゆるメタボリックシンドロームと密接に関わっており、その異常は、老化に伴う臓器活性の低下の原因

とも考えられている。このことから、SIRT3 の活性を制御する化合物は、SIRT3 の機能解明に役立つ

だけでなく、代謝疾患の治療薬や予防薬、健康維持・寿命延伸のための機能性食品の素材になりうる可

能性があるが、現在までにそのような化合物の報告はない。そこで、SIRT3 活性制御剤を探索するアッ

セイシステムを構築すること、さらに個体レベルにおける SIRT3 の機能を明らかにするために、SIRT3
モデルマウス作製のための基盤整備を行うことを目的とした。これまで、開発したハイスループットな

スクリーニングシステムを用いて一次スクリーニングの実施、SIRT3 モデルマウス作製のための基盤整

備を完了した。本研究課題は、特異的な SIRT3 の活性制御剤を開発し、それを主に用いることにより

SIRT3 の生理機能を明らかにすることを目的とする。さらに、SIRT3 モデルマウスを用いて、個体レ

ベルにおける SIRT3 の生理機能を明らかにするとともに、糖尿病モデルマウスや高脂肪食マウスなど

を用いて、得られた化合物が疾患の治療・予防

活性があるか検討する。 
このため、独立行政法人理化学研究所及び国

立大学法人東京大学は共同で業務を行う。 国

立大学法人東京大学では、SIRT3 モデルマウス

作製のためのターゲティングベクターを構築し

てきた。今後は、個体レベルにおける SIRT3 の

生理機能を明らかにすることを目的し、SIRT3
トランスジェニックマウスおよび SIRT3 ノック

ダウンマウス作製を実施する。 

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

細胞レベルで明らかとなったSIRT3の基質であるHMGCLのアセチル化による活性制御機構を個体レ

ベルで検討したところ、絶食させたマウス肝臓の HMGCL のアセチル化レベルは顕著に増加し、その酵

素活性も増加していることを見出した。この結果から、個体レベルにおいても SIRT3 は、絶食に応答し

て HMGCL の活性を制御していることが示唆された。また、さらなる個体レベルにおける SIRT3 の機能

を明らかにする目的で、作製したターゲティングベクターをマウス胚に導入し、F1 世代の SIRT3 トラ

ンスジェニックマウスを作製した。さらに、SIRT3 ノックダウンマウス樹立のために shRNA アデノウ

イルスを作製し、細胞レベルでの SIRT3 ノックダウン効率を確認した。 

656



Ａ６－Ｂ（食品・環境等の産業利用） 

 

  

（２）構造解析に関する進捗及び成果 

構造解析は業務の範囲ではない。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

 代表機関において、SIRT3 の基質としてケトン体生成に関わる HMGCL を同定し、細胞レベルにおい

てアセチル化は HMGCL の活性を正に制御していることを明らかにしてきた。個体レベルでもアセチル

化による制御機構が存在するかどうか明らかにするために、体内におけるケトン体生成の場である肝臓

に着目し、絶食させたマウス肝臓における HMGCL のアセチル化レベルと酵素活性について検討した。

その結果、絶食させたマウス肝臓の HMGCL のアセチル化レベルは顕著に増加し、その酵素活性も増加

していた。さらに、メタボローム解析を行ったところ、絶食させたマウスの肝臓で顕著にケトン体の一

つである 3-ヒドロキシ酪酸が増加していた。興味深いことにケトン体生成が起こらない心臓において

は、絶食によって HMGCL のアセチル化レベルの上昇は起きず、その酵素活性も変化しなかった。以上

の結果から、個体レベルにおいても SIRT3 は、絶食に応答して HMGCL の活性を調整することにより、

ケトン体生成を制御していることが示唆された。また、さらなる個体レベルにおける SIRT3 の機能を明

らかにする目的とし、RNAi を用いて一過性に SIRT3 をノックダウンさせたモデルマウスを作製する

ために、組換え SIRT3 shRNA アデノウイルス溶液作製し、細胞レベルで評価した。マウス SIRT3 を

検出可能な良い抗体が販売されていないことから、最初に Flag タグの付いたマウス SIRT3 を発現させ

た COS7 細胞に、様々な MOI のアデノウイルス溶液を感染させたところ、MOI 10〜50 でマウス SIRT3
の発現を顕著に低下させた。一方、GFP の発現には全く影響を与えなかったことから、作製した組換

えアデノウイルスは細胞レベルで効率良く SIRT3 をノックダウン出来ることが示唆された。さらに作

製した組換えアデノウイルスを細胞レベルで評価するために SIRT3 の生理的な基質である HMG-CoA 
lyase (HMGCL) のアセチル化レベルを検証した。代表機関である理化学研究所において、細胞レベル

で siRNA オリゴを用いて一過性に SIRT3 をノックダウンすると、HMGCL のアセチル化レベルが増加

することが示されている。そこで作製した組換えアデノウイルスをマウス NIH-3T3 細胞に感染させ、

内在性 HMGCL のアセチル化レベルを検討したところ、MOI 10〜50 でアセチル化 HMGCL の増加が

見られた。以上の結果から、細胞レベルでノックダウン可能な組換えアデノウイルスの作製に成功した。

加えて、肝臓特異的 SIRT3 トランスジェニックマウスを作出するために、構築したターゲティングベ

クターをマウス胚に導入し、複数の F0世代を得た。ジェノタイピングによって陽性と判断された 6 匹

のマウスについて交配を行ったところ、そのうち 4 匹については死亡、あるいは子孫を残すことが出来

なかったが、2 系統から複数の F1 世代を得ることに成功し、耳片を用いたジェノタイピングにより、

絶食させたマウス肝臓の

HMGCL のアセチル化レベ

ル (A) 、酵素活性 (B) 、
および 3-ヒドロキシ酪酸

（ケトン体）量 (C)。 
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SIRT3 の発現を確認した。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

０件 

４．各機関の論文発表件数 ０件 

５．各機関の特許出願件数 ０件（うち国外０件） 

６．各機関における成果を活用した共同研究数

（プログラム内外含む） 

０件 

（うち産業界との共同研究数０件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

絶食マウスを用いた解析により、固体レベルでの SIRT3 の役割の一端を示唆する結果を得ることが出来

た。さらなる解析のため、当初、平成 22 年度中に SIRT3 モデルマウスを作製する予定であった。ター

ゲティングベクターの構築等に手間取り、平成 23 年度にずれ込んだが、モデルマウスを確立に目処が

ついたので、今後それらモデルマウスを用いて個体レベルにおける SIRT3 の役割を解析していきたい。

８．課題内の情報共有・連携体制 

代表機関である理化学研究所とは随時メールあるいは電話で連絡を取り、情報共有を行っている。また

必要に応じて直接プロジェクトの円滑な運営について議論している。 

９．他の課題との情報共有・連携 

特に、分担課題については、本プログラムの他の課題との情報共有を行っているが、実験事態について

は連携を実施していない。しかし、トランスジェニック動物の作成やアデノウイルスを用いた肝臓 SIRT3

ノックアウトについては、他の研究者、研究機関の連携を進めている。 

１０．人材育成 

学部生、大学院生、ポスドクは雇用していない。 

１１．終了までの具体的な見通し 

作製中の SIRT3 モデルマウスを用いて、個体レベルでの SIRT3 の機能の一端を明らかにする。特に、絶

食、高脂肪食、糖尿病誘発と組み合わせることにより、エネルギー代謝における役割に着目して行い、

SIRT3 が肥満、あるいは糖尿病に対する創薬の良い標的因子になりうるかどうか検討する。 

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

代表機関である理化学研究所には、日本発の革新的な医薬や医療技術の創出を目標にして、ライフサイ

エンス研究で培われた研究基盤を活用し、大学・研究機関の優れた創薬・医療技術シーズを探索して、

これらのシーズについて研究開発段階のステージアップを図り、企業・医療機関に橋渡しすることを目

的とした創薬・医療技術基盤プログラムが存在する。そこで、本プログラムで得られた成果を土台にし

て、代表機関との連携研究として上記創薬・医療技術基盤プログラムを利用することより、SIRT3 を標

的とした創薬開発の具体化を図る。 

１３．特記事項 

最近、SIRT が、我々が主に研究を進めているインスリン受容体基質（IRS）とも結合して、インスリン

シグナルの修飾にも機能していることが示唆されてきている。今回の研究成果が、新しいインスリン様
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活性の制御機構の解明にも繋がるのではないかと期待している。 

１４．研究費一覧 

 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円）   0 0 物品費（千円） 2,000  

試作品費（千円）   0 0 人件費・謝金（千円） 0  

人件費（千円）   0 0 旅費（千円） 0  

業務実施費（千円）   3,852 3,868 その他（千円） 0  

間接経費（千円）   1,155 1.160 間接経費（千円） 600  

合計（千円）   5,007 5.028 合計（千円） 2,600  

６
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