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ライフサイエンスは、生物が営む生命現象の複雑かつ精緻なメカニズムを解明する基礎科学として重要であるとと
もに、医療の飛躍的な発展、食料・環境問題の解決につながるなど、生活の向上及び経済の発展に大きく寄与するも
のとして期待されています。
その中でも、生物機能の直接の担い手であるタンパク質の立体構造と機能の相関を解明する構造生物学は、ライフ
サイエンス全体の基盤としての役割を果たすと同時に、その研究成果が医薬開発や産業利用につながることから、欧
米をはじめ世界各国で国家的な取り組みが行われています。
わが国においても、平成14年度より5ヵ年にわたって実施された文部科学省の「タンパク3000プロジェクト」など
において、大型放射光や大規模NMR等最新の機器・施設を整備するとともに、多数の研究者を結集して多様なタン
パク質の立体構造の解析を進めることによって、わが国の構造生物学の水準を飛躍的に引き上げてまいりました。
この成果を受けて、文部科学省大規模研究開発事業「ターゲットタンパク研究プログラム」が平成19年度より5ヵ
年計画で始動しました。本研究プログラムは、これまでに「タンパク3000プロジェクト」などで蓄積された構造生物
学上の成果や整備された基盤を最大限に活用しつつ、現在の技術水準ではなお解析が困難ではあるが、学術研究や産
業応用等に重要と考えられるタンパク質を主要ターゲットに選定し、それらの構造・機能相関の解析やそのために必
要な技術開発を行うことを目的としています。
本研究プログラムも3年を経過しましたが、この間、世界最高水準のマイクロビームX線解析装置を含む精密構造
解析システムや、わが国で初めての創薬基盤としてのケミカルライブラリーの構築など基盤技術の開発を進める一方、
生命科学における基礎的課題、創薬につながる疾患の標的研究、食品･環境･産業利用などに関連する多様なタンパク
質の構造･機能解析を進めてきました。それによって、これまで解析が困難だったいくつかの膜タンパク質や巨大複
合タンパク質の構造解析に成功し、また、疾患関連タンパク質や植物生産など応用に直結するタンパク質についても
重要な成果が上がり、それらは国際的に評価の高い学術誌に数多く掲載されて自信を深めているところです。しかし
一方では、本研究プログラムで取り組んでいる研究の大部分は、未知の生命現象の解明、あるいは新しい技術の開発
を目指すきわめて基礎的な研究であって、その成果が国民の皆様の実生活にどのように結びついているのかをご理解
頂くことに困難を伴うことも実感しております。
このような背景から、皆様のご理解の一助になればと考え、この度、「ターゲットタンパク研究プログラム」で現
在推進中のすべての研究課題について、これまでに得られた研究成果をできるだけわかりやすく紹介するパンフレッ
トを作成しました。
この分野ではまさに日進月歩の激しい国際競争が展開されていますが、本研究プログラムに参画している研究者は
もとより、幅広い関連分野の研究者との交流・協力も得ながら、未来を切り拓く創造的な研究成果を生み出すことに
よって、国民の皆様のご期待に応えるべく取り組んで行きたいと考えております。

平成22年11月

ターゲットタンパク研究プログラム推進委員会

委員長　別府 輝彦

ごあいさつ
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ミトコンドリア

細胞膜

細胞膜にはものを出入りさせる
タンパク質や外からの情報を
伝えるタンパク質がある

ミトコンドリアや核には
さまざまな反応を進める
タンパク質がたくさん入っている

ものを膜で包み、運ぶときにも多くの
タンパク質が活躍する 

ゴルジ体

細胞の断面図

つくりにくい、
結晶化しにくい

つくりにくい、どういう組
み合わせかわからない

つくりにくい

タンパク質には構造解析が比
較的しやすくなったものと難
しいものがある。生物にとっ
て重要なのにまだ構造が解析
されていないタンパク質の構
造を決定することは、生命現
象の理解に不可欠であり、創
薬、食糧や有用物質の生産に
大きく貢献する。

構造解析しやすくなった

膜タンパク質

複合体

大きな
タンパク質

小さく、水に溶けやすく、
結晶化しやすいタンパク質

　私たちの体内では何万種類ものタンパク

質がはたらいています。私たちヒトだけで

なく、あらゆる生物の活動は、タンパク質

のはたらきに支えられています。

　タンパク質は体の中のどこで、はたらい

ているのでしょうか？　ヒトなどの生物の

体は、数多くの細胞からできています。一

つひとつのタンパク質は、その細胞の膜や、

細胞の中や外ではたらいています。そして、

そのはたらきは、細胞にとって必要なもの

を外から取り入れる、反応を進める、もの

を運ぶ、情報を伝える、細胞どうしをくっ

つけるなど、さまざまです。

　こうしたタンパク質が協力することで、

体を支える・動かす、生きるためのエネル

ギーをつくり出す、病原体と戦う、外界か

らの刺激に応答するなど、生物にとって重

要な活動が行われます。複雑な生命現象も、

詳しく見れば、数多くのタンパク質が次々

にはたらくことによって営まれているので

えばよいのでしょうか？　いろいろな方法

がありますが、それらのうちでも有力な

のは、タンパク質のかたちを調べることで

す。ペンチやボールペンなど、私たちの

身の回りの道具は、それぞれのはたらき

（機能）にあったかたち（構造）をとって

います。これと同様に、タンパク質も、そ

の機能にあった構造をとっています。その

ため、タンパク質の構造を調べることは、

そのタンパク質の機能を知るための大きな

手がかりとなります。それだけでなく、タ

ンパク質の構造がわかると、その構造をも

とにして、機能を調節することもできるよ

うになります。

　タンパク質の構造の研究法は進歩を続け

ていますが、重要なタンパク質のなかには、

さまざまな理由で、構造を知ることが難し

いものがたくさんあります。このようなタ

ンパク質の構造解析に挑むことが求められ

ています。

す。DNAは「生命の設計図」であるとい

われますが、タンパク質はそのDNAの情

報をもとにつくられ、生命現象を司るキー

プレーヤーだといえます。

　生命現象のキープレーヤーであるタンパ

ク質のはたらきを知ることは、生命科学の

進歩に大きく貢献します。また、最近、病

気の原因の多くがタンパク質に関係するこ

とがわかってきています。このため、病気

のメカニズムを知り、治療法を開発する基

礎としても、タンパク質の研究は重要です。

一方、微生物による有用物質生産は古くか

ら行われていますが、微生物のもつ酵素（反

応を起こすタンパク質）を研究して活性を

高めれば、生産効率があがると期待されま

す。また、優れた性質をもった農作物の作

出も、その性質を生み出すタンパク質の研

究をもとにすれば、より合理的に進めるこ

とができます。

　では、タンパク質の研究はどのように行

プログラムの背景

かたちを知れば
はたらきがわかる

小胞体
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構造解析には
いくつものハードルがある

　研究対象として重要なタンパク質のうち

で構造解析が難しいものの代表格は、細胞

の膜に埋まっている「膜タンパク質」です。

また、大型のタンパク質や、いくつかのタ

ンパク質が組み合わさった「複合体」も構

造解析が難しいものです。

　1個のタンパク質はとても小さく、大き

いものでも1mmの1万分の1以下なので、

普通の顕微鏡で構造を調べることはできま

どこかがハードルとなるということです。

下図のように、それぞれの段階にハードル

となる要素がありますが、タンパク質はど

れも個性をもっているので、どこがハード

ルとなるかは、個々のタンパク質によって

違います。構造解析を達成するには、この

ハードルを乗り越えるための技術開発が必

要です。本プログラムでは、こうした技術

開発に取り組んでいます。

せん。そこでおもに使われるのが、「X線

結晶構造解析」と「NMR（核磁気共鳴）」

という方法です。いずれも、目的のタンパ

ク質を大量につくり、精製し、結晶か溶液

の状態でデータを測定し、それを解析する

という段階を踏みます。すべての段階を達

成することができて初めて、構造解析が成

功するのです。

　「構造解析が難しい」とは、この段階の

大腸菌や動物細胞に目的のタンパク質の
もとになるDNAを取り込ませ、タンパ
ク質をつくらせます。細胞を使わずに、
試験管の中でタンパク質をつくる方法も
開発されています。ヒトなど哺乳動物の
タンパク質は、大腸菌につくらせると本
来とは少し違うものになることがあり、
哺乳動物の細胞につくらせようとして
も、なかなかつくってくれません。

タンパク質をつくる

タンパク質を
結晶化する

タンパク質を精製する

タンパク質を
水に溶かす

X線をあてて
データを測定する

NMRデータを
測定する

X線結晶構造解析を行うには、タンパク
質を結晶にしなければなりません。タン
パク質の分子は、大きくて複雑なかたち
をしているので、結晶化は一般に困難で
す。特に、膜タンパク質は、膜から取り
出すとかたちが変わってしまうので、膜
の中にあるときのかたちを保ったまま結
晶化させるための工夫が必要です。

タンパク質の結晶化は難しいので、小さ
な結晶でさえ、つくるのが大変です。小
さい結晶から構造解析に必要なデータを
得るには、強いX線をあてる必要があり
ます。このため、SPring-8やPhoton 
Factoryのような放射光施設のX線が使
われます。より小さい結晶からでも構造
解析が行えるようにするには、より細い
（絞った）X線をあてる必要があります。

NMR（核磁気共鳴）では、結晶をつく
れないタンパク質の構造も解析できま
す。ただし、大きなタンパク質ではデー
タが複雑になり、解析が困難になります。

コンピューターで
データから構造を導き出す

大腸菌 無細胞合成装置 タンパク質の結晶（顕微鏡写真）

NMR装置

上）Photon Factory（提供：KEK）
下）SPring-8（提供：RIKEN/JASRI）

PDB ID：3A8R

注：タンパク質の構造解析には、電子線を使う方法もある。
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アデニン／グアニンヌクレオチドに含まれるプリン塩基は、キサンチン酸化還元酵素（XOR）により尿酸に分解される。ヌクレオチドの分解しすぎなどにより、尿酸の血中
濃度が高まると、関節で結晶化し、炎症による激しい痛みを引き起こす。これが痛風の発作である。

　p.4で述べたように、タンパク質の構造

と機能の研究は、生命科学の進歩に貢献す

るだけでなく、広く活用できる可能性をも

っており、医学薬学、農作物開発、環境浄

化などにも応用されています。ここでは、

その一例をご紹介しましょう。

　「痛風」は、尿酸の血中濃度があがって

関節などの組織で結晶化し、炎症を引き起

こす病気です。尿酸ができる最終段階では

たらく「キサンチン酸化還元酵素（XOR）」

というタンパク質を阻害すれば、尿酸が増

えるのを防いで症状を緩和することができ

ます。約40年前にXORを阻害するアロプ

リノールという薬が開発され、現在も広く

使われていますが、それを超える薬の開発

はなかなか進みませんでした。

　西野武士・日本医科大学名誉教授（現

在）＊1は、長年の研究の末、阻害剤の開発

に必要な高純度・高活性のXORを得る方

法を確立し、1989年に結晶構造解析をス

韓国で販売されており、日本でも製造販売

承認の申請中です。フェブキソスタットと

XORの結合は長持ちするので、服用も1日

に1回少量ですみます。結合の場所もしく

みも違うアロプリノールは1日に3回の服

用が必要なのに比べると、これは大きなメ

リットです。

　この例では、作用の弱い薬をもとにして

強力な薬を開発する過程で、タンパク質の

構造と機能の解析が大きくものをいいまし

た。このように、タンパク質の構造と機能

の研究を地道に積み重ねることが、やがて

は、私たちのくらしに役立っていくのです。

ここでは創薬の例をあげましたが、食糧増

産や有用物質生産などにも、同じように地

道な研究が役立つことはいうまでもありま

せん。

タートさせました。結晶構造解析は難航し

ましたが、2000年に成功しました。その

一方で、アロプリノールの作用機構を詳し

く調べ、いくつかの製薬メーカーと共同し

て、より強力な阻害剤の開発に取り組みま

した。

　中でも、フェブキソスタットという阻害

剤は、アロプリノールよりはるかに少ない

量で効果を発揮するものでした。その理由

は、フェブキソスタットとXORが結合し

た状態の構造を西野名誉教授が解析した＊2

ことで明らかになりました。フェブキソス

タットは、XORがヒポキサンチンをとら

えるポケットに、ほとんどすきまなく入り

込み、周囲との結合も多彩なため非常に強

固だったのです。

　作用の強さが構造面から証明されたこと

が、臨床試験に進む際の大きな後押しとな

り、フェブキソスタットは薬として使われ

るようになりました。すでに欧州、米国、

私たちのくらしに役立つ
タンパク質研究

プリン塩基の分解と痛風

プログラムの背景

＊ 1　Dist ingu ished Vis i t ing Scholar o f 
University of Californiaでもある。
＊2　この構造解析は、本プログラムに先立って行わ
れた「タンパク3000プロジェクト」の成果である。

アロプリノールはXORの基質であるヒポキサンチンによく似ているが、XOR（正確にはXORの補因子であるモリブトプテリン）のポケットに入り込み、その一部と一過性
の結合をつくることで阻害する。一方、フェブキソスタットはポケットを満たすように入り込み、接触部分が多彩なため強く結合している。このような違いが、作用の強さ
や効き目の長さと関係している。

キサンチン酸化還元酵素の阻害剤
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　ほとんどのタンパク質は、はたらくとき

に、ほかのタンパク質や小さな分子と結合

します。タンパク質の構造がわかると、「こ

こにあの分子が結合して反応するのだな」

というように、すぐに機能がわかる場合も

あります。しかし、膜タンパク質や大型の

タンパク質は、そもそも構造を解析するた

めの試料を得ることがたいへんです。さら

に、「何かが結合する場所」がいくつもあ

ることが多く、それらがどのように協調し

てはたらいているのかを知ることは容易で

はありません。

　このようなタンパク質を理解するには、

機能解析＊で得られた情報を生かして構造

解析を行い、構造解析で得られた情報を機

能解析に役立てるというように、構造解析

と機能解析の間で密接な関係を保ちながら

研究を進める必要があります。

　一例として、DOCK2を取り上げましょ

う（p.36参照）。このタンパク質は1828個

ものアミノ酸がつながった巨大なタンパク

質です。免疫細胞が、表面で受け取った情

みがわかると同時に、ドメインの範囲をよ

り精緻に決定することができます。こうし

た情報をもとにして機能解析実験を行うこ

とで、機能をさらに詳しく解明することも

できます。

　DOCK2については、DHR-2というド

メインについても同様の研究が進んでお

り、それにつれてドメインどうしの関係も

わかってきています。このように、構造解

析と機能解析があいまって進むことで、

DOCK2がどのようにはたらいているかと

いうしくみが明らかになりつつあります。

　このような構造解析と機能解析の連係プ

レーは、DOCK2のような大型タンパク質

だけでなく、膜タンパク質などあらゆるタ

ンパク質の研究に力を発揮します。それに

よってタンパク質への理解が深まること

が、生命科学の発展や生活に役立つ応用に

つながっていくのです。

報に応じて移動するときに、細胞の中で動

きを起こす「引き金」の役割をします。

DOCK2には、いくつかのドメイン（部分）

が含まれており、それぞれ別の機能をもっ

ていると考えられていましたが、その詳細

は不明でした。

　そこで、個々のドメインを取り出し、結

合相手との複合体を得て、構造を解析する

という戦略がとられました。しかし、ドメ

インの始まりと終わりに目印がついている

わけではありません。そこで、まず機能解

析により大まかな目安をつけて断片を取り

出し、それが結合相手と安定な複合体をつ

くるかどうかを調べました。例えば、

ELMO1という相手と結合するSH3ドメイ

ンの場合、80通りもの断片を試してみて、

ようやく複合体をつくるものが得られ、複

合体の結晶構造解析にも成功しました。

　安定な複合体をつくるということは、そ

の断片が機能を果たすのに必要な領域を含

んでいるということです。複合体の構造が

明らかになると、断片が機能を果たすしく

構造解析と機能解析の連係プレーで
タンパク質に迫る

＊　タンパク質が起こす化学反応を追跡したり、タン
パク質の細胞内での動きを可視化するなど、さまざま
な方法でタンパク質の機能を調べること。

このドメインはELMOという
タンパク質と結合する。両者
の複合体の結晶構造解析を
手がかりとして、ELMOの一
部が、配列上は遠くにある
DHR-2といっしょにはたらく
という機構が示唆された。

このドメインは、PIP3という
リン脂質と結合する。PIP3
はDOCK2を細胞膜に移動
させるはたらきをする。 

SH3DOCK2 DHR-1 DHR-2

ELMO PIP3 Rac

このドメインは、細胞の運
動を引き起こす Racという
小さなタンパク質を活性化
させる。

ELMO

DOCK2
ドメイン

DOCK2の 3つのドメインとその結合相手

DOCK2には、3つのおもなドメインがある。それぞれ、特定の相手と結合し、独自の機能を果たす。これらが協調することで、DOCK2という大型のタンパク質がはたらく。
それぞれのドメインとDOCK2全体について、機能解析と構造解析があいまって進められている。
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ターゲットタンパク研究プログラムは、これまでのプロジェク

ト等によってもたらされた研究成果や研究基盤（NMRおよびX線

結晶構造解析施設等）を活用し、現在の技術水準では構造解明が

きわめて難しいものの学術研究や産業振興に重要なタンパク質を

ターゲットに選定し、高難度タンパク質の構造・機能解析のため

の技術開発を行いつつ、ターゲットタンパク質の構造と機能の解

明を目指すプログラムです。「技術開発研究」では、タンパク質試

料をつくる「生産」、立体構造を明らかにする「解析」、および機

能を操る「制御」の技術開発を、また、「ターゲットタンパク研究」

では、基本的な生命現象の解明、医学・薬学等への貢献、および

食品・環境等の産業応用に向けてターゲットとなるタンパク質群

の構造・機能解析を、一体的に進めています。

概要と目的
本プログラムでは、タンパク質の研究により、タンパク質
が担う新たな生物機能の発見はもちろんのこと、病気の診断・
治療法の開発、劣悪な環境でも生育可能な植物や高生産性の
食用作物の開発、環境修復に役立つ高機能化酵素の開発など、
産業応用につながる成果をあげることを目指しています。ま
た、タンパク質研究における構造・機能解析の革新的な技術
を開発し、既存の技術では研究がきわめて難しいタンパク質
の構造・機能を明らかにすることも、大きな目的です。プロ
グラム開始時から、この目的に沿って精力的に研究を進めて
きており、現在もさらなる発展を目指して研究を展開してい
ます。

事業イメージ

タ
ン
パ
ク
３
０
０
０
等
の
成
果
・
基
盤
を
活
用

制御

化合物ライブラリー

高速計算機

生産

解析

X線

NMR
情報プラットフォーム

解析システム

ターゲットタンパク解明

医学・薬学等
への貢献

食品・環境等
の産業応用

基本的な
生命の解明

成果を社会に還元

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

55億円 52億円 50億円 42.8億円

研究期間と予算
研究期間

平成19年度～平成23年度

予算

平成22年度までの予算額は、次の通りです。

プログラムの概要
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生産

区分 課題番号 課題名 代表研究者 代表機関 紹介頁

C 生産 C1 タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」の構築 横山茂之 理化学研究所
生命分子システム基盤研究領域 12

D

生産 D1 新規タグ技術を中心とした膜蛋白質・細胞外蛋白質の高品質生産と精製システム
の開発 高木淳一 大阪大学蛋白質研究所 13

生産 D2 膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発 加藤博章 京都大学大学院薬学研究科 14

生産 D3 抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術の確立 岩田 想 京都大学大学院医学研究科 15

ターゲットタンパク研究プログラムは、多様な専門分野の研究

者が参加する大プロジェクトであるため、「技術開発研究」を4領

域、「ターゲットタンパク研究」を3分野に細かく分け、これら7

つの領域・分野を単位としてプログラムを運営しています。プロ
グラム開始当初に43課題が採択され、平成21年度に新たに2

課題一覧

①「生産」、②「解析」、③「制御」、および、④生産・解析・

制御の情報を効率的に共有化するための「情報プラットフォーム」

の各領域で展開される技術開発を対象としています。これらはさ

らに、本研究プログラム支援のために共通性・汎用性の高い技術

技術開発研究
を開発し、その技術を生かすためのシステム整備を行う課題（区

分C）と、高難度タンパク質の構造・機能解析のための革新的技

術の開発に挑戦する課題（区分D）に分けて開始されました。

課題が採択されました。
すでに、プログラム開始からの3年間で目覚ましい成果が
多数あがっています。また、プログラム後半では、これまで
の積み重ねをもとに、さらなる成果があがることが予想され
ます。（詳しくは、p.12からの成果紹介をご覧下さい。）

技術開発研究の区分D課題は平成21年度末で終了しました。

解析

区分 課題番号 課題名 代表研究者 代表機関 紹介頁

C 解析 C1 高難度タンパク質をターゲットとした放射光 X線結晶構造解析技術の開発 若槻壮市 高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所 16

D
解析 D1 固体 NMR膜蛋白質複合体構造解析技術 藤原敏道 大阪大学蛋白質研究所 17

解析 D2 SAIL法による蛋白質構造解析技術の多様化 甲斐荘正恒 名古屋大学大学院理学研究科 18

制御

区分 課題番号 課題名 代表研究者 代表機関 紹介頁

C 制御 C1 化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 長野哲雄 東京大学大学院薬学系研究科／
生物機能制御化合物ライブラリー機構 19

情報プラットフォーム

区分 課題番号 課題名 代表研究者 代表機関 紹介頁

C 情報 C1 ターゲットタンパク研究情報プラットフォームの構築運用 菅原秀明 情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所 20

D 情報 D1 タンパク質の複合体構造を推定するための構造バイオインフォマティクス 由良 敬 お茶の水女子大学
大学院人間文化創成科学研究科 21
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ターゲットの生物学的な特徴により、「基本的な生命の解明」、

「医学・薬学等への貢献」、および「食品・環境等の産業利用」の

3分野に分かれ、下図に示すようなタンパク質群の構造と機能の

解明を目指しています。各分野に、公募時に明示したターゲット

研究を着実に進める課題（区分A）と、Ａ以外の創造的な研究課

題（区分B）が含まれています。

ターゲットタンパク研究

対象としたタンパク質の立体構造と機能の解析を通して、生命

科学に新たな展開をもたらすようなタンパク質ネットワーク、シ

グナル伝達経路あるいは代謝経路等について、その基本的なしく

みの解明を目指しています。

●「基本的な生命の解明」分野

基本的な生命の解明

・物質の輸送
・タンパク質分解（品質管理、量の調節）
・遺伝子の複製、発現
・シグナル伝達
・酸化ストレス応答
・細胞接着
・好気呼吸　　　　　　　　　　　　　　
 などに関わるタンパク質群

食品・環境等の産業利用

・植物の環境ストレス応答
・植物の成長制御
・有用物質生産
　（抗生物質、キラル化合物、機能性糖類）
・害虫や害獣の繁殖制御
・新規CO2固定系
・甘味や旨味の受容
 などに関わるタンパク質群

医学・薬学等への貢献

・メタボリックシンドローム
・神経疾患（アルツハイマー、神経細胞死）
・自己免疫疾患
・感染症（致死性の寄生虫）
・がん
・炎症
・線維化疾患（肝硬変、腎硬化症）　　　　　 
 などに関わるタンパク質群

区分 課題番号 課題名 代表研究者 代表機関 紹介頁

A

生命 A1 細菌のタンパク質分泌装置と輸送基質タンパク質群の構造・機能解析 今田勝巳 大阪大学大学院生命機能研究科 22

生命 A2 巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構 田中啓二 東京都医学研究機構
東京都臨床医学総合研究所 23

生命 A3 オートファジーに必須な Atgタンパク質群の構造的基盤 稲垣冬彦 北海道大学大学院先端生命科学研究院 24

生命 A4 クロマチン上での基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因子の構造生物学 西村善文 横浜市立大学
大学院生命ナノシステム科学研究科 25

生命 A5 新規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明 岡村康司 大阪大学大学院医学系研究科 26

生命 A6 小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析 若槻壮市 高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所 27

生命 A7 細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究 匂坂敏朗 神戸大学大学院医学研究科 28

生命 A8 直鎖状ポリユビキチン鎖による選択的 NF-κB活性化機構＊1 岩井一宏 大阪大学大学院生命機能研究科／
医学系研究科 29

B

生命 B1 発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤 山本雅之 東北大学大学院医学系研究科 30

生命 B2 Ｈ＋ -ATP合成酵素膜内在 FOの機能構造と不正規構造の固体ＮＭＲによる解明
（新課題名）ATP生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析＊2 阿久津秀雄 大阪大学蛋白質研究所 31

生命 B3 ミトコンドリア呼吸の作用機序の全容の解明を目指す高分解能立体構造解析と機
能解析＊3 吉川信也 兵庫県立大学大学院生命理学研究科 32

生命 B4 創薬に繋がる V-ATPaseの構造、機能の解明
（新課題名）創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明＊2 岩田 想 京都大学大学院医学研究科 33

生命 B5 非翻訳 RNAによる高次細胞機能発現機構の解明 濡木 理 東京大学大学院理学系研究科 34

＊1　平成21年度採択課題
＊2　平成21年度の評価により見直しを行い、22年度より課題名変更
＊3　平成21年度末で終了

プログラムの概要
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重要と考えられるにもかかわらず、現在の治療方法では十分と

はいえない疾患と関わるタンパク質群を対象としています。ごく

低濃度で効果のある薬剤の創成など応用可能な技術の開発を視野

●「医学・薬学等への貢献」分野

食糧生産や食品の消費、あるいは、身近なものから地球規模ま

でさまざまな環境問題の解決等、衣食住と密接に関わり、また、

学術的にも興味深いタンパク質群を対象としています。これらタ

●「食品・環境等の産業利用」分野

区分 課題番号 課題名 代表研究者 代表機関 紹介頁

A

医薬 A1 自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の構造解析 石井 健 大阪大学
免疫学フロンティア研究センター 35

医薬 A2 タンパク質構造に立脚した DOCK2シグナル伝達機構の解明と創薬への応用 福井宣規 九州大学生体防御医学研究所 36

医薬 A3 神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構造生物学的手法を駆使した阻害
剤創成 住本英樹 九州大学大学院医学研究院 37

医薬 A4 アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御 富田泰輔 東京大学大学院薬学系研究科 38

医薬 A5 核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の開発 北 潔 東京大学大学院医学系研究科 39

医薬 A6 メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体 AdipoR/
AMPK/ACCタンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治療法開発 門脇 孝 東京大学大学院医学系研究科 40

B

医薬 B1 ケモカイン・ケモカイン受容体・シグナル制御分子フロントファミリーの構造・
機能ネットワーク解析からの免疫システムの解明および創薬開発 松島綱治 東京大学大学院医学系研究科 41

医薬 B2 核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法の開発 柳澤 純 筑波大学大学院生命環境科学研究科 42

医薬 B3 がんや様々な疾病に関与する NPPファミリータンパク質の機能構造解析から創
薬まで 青木淳賢 東北大学大学院薬学研究科 43

医薬 B4 セマフォリン及びセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構造・機能解析
と治療法開発 熊ノ郷 淳

大阪大学微生物病研究所
（大阪大学免疫学フロンティア研究セン
ター）

44

区分 課題番号 課題名 代表研究者 代表機関 紹介頁

A

食環 A1 害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能解析 永田宏次 東京大学大学院農学生命科学研究科 45

食環 A2 抗生物質やその他の有用物質生産に利用可能な鍵酵素の構造・機能解析 大西康夫 東京大学大学院農学生命科学研究科 46

食環 A3 乾燥・高温ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能解
析 田之倉 優 東京大学大学院農学生命科学研究科 47

食環 A4 環境ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能解析 松岡 信 名古屋大学
生物機能開発利用研究センター 48

食環 A5 多剤耐性化の克服を目指した薬剤排出トランスポート・マシーナリーの構造生物
学 村上 聡 東京工業大学大学院生命理工学研究科 49

食環 A6 エネルギー代謝を制御する脱アセチル化 SIRT3のケミカルバイオロジー研究＊1 伊藤昭博 理化学研究所基幹研究所 50

B

食環 B1 齧歯類ペプチド性フェロモンファミリーの構造と機能の解明：ネズミの環境問題
の解決に向けて 寺沢宏明 熊本大学大学院生命科学研究部 51

食環 B2 新規味物質・味評価法開発に重要な味覚受容体の構造・機能解析＊3 山下敦子 理化学研究所
放射光科学総合研究センター 52

食環 B3 多糖の輸送・分解に関わる細菌由来超分子の構造生物学とその食品・環境分野へ
の応用 橋本 渉 京都大学大学院農学研究科 53

食環 B4 新規炭酸固定系を構成する酵素群の構造機能解析と機能改良 三木邦夫 京都大学大学院理学研究科 54

食環 B5 キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化 清水 昌 京都学園大学 55

食環 B6 バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質の構造・
機能解析 島本 功 奈良先端科学技術大学院大学

バイオサイエンス研究科 56

に入れ、健康を害するような異物から身を守るしくみや、病気に

なり症状が現れるまでのしくみなどの解明を目指し、対象タンパ

ク質群の構造・機能解析を進めています。

ンパク質群の構造・機能研究は、将来の我が国の産業を持続的に

成長させていくために重要です。

脚注は「基本的な生命の解明」分野に同じ



12

開発した膜タンパク質の合成法。反応液に脂質と界面活性剤を加えておき、透析により、界面活性剤の濃度を徐々に下げることで、膜タンパク質合成と脂質二重膜（リポソーム）
の構築を同時に行わせる。これにより膜に埋め込まれた状態の膜タンパク質が得られる。 図版提供：横山茂之

代表機関：理化学研究所生命分子システム基盤研究領域
代表研究者：横山茂之

　タンパク質の構造と機能を調べるために

は、目的のタンパク質を大量に合成・精製

して質のよい試料を用意しなければなりま

せん。X線結晶構造解析によって立体構造

を知るには、さらにこの試料を結晶化させ

ることも必要です。しかし、重要な生命現

象を担うタンパク質には、生体膜に埋まっ

ている“膜タンパク質”や、さまざまな分

子が結合した巨大な“タンパク質複合体”

もあり、これらの合成や結晶化は特に困難

です。私たちは、こうした難解析タンパク

質を合成・精製・結晶化するための優れた

技術を体系的に整備して、数多くの選択肢

の中から各タンパク質に最適な方法を選択

できるようにし、本プログラム内の多くの

研究グループと連携を行ってきました。

　膜タンパク質の多くは、膜に埋まってい

ないとその構造や機能を維持できません。

そのため、私たちは膜に埋まった状態のタ

人為的な修飾を施すことが可能になりま

す。例えば、蛍光をもつ非天然型アミノ酸

を導入することで、細胞内で相互作用する

ようすをとらえたり、複合体の構造解析に

活用したりできます。また、非天然型アミ

ノ酸としてヨードチロシンを導入すると、

ヨードチロシンに含まれるヨウ素がX線結

晶構造解析の際に強力な目印となってくれ

るので、導入したタンパク質は、通常の実

験室に設置可能な小型のX線発生装置でも

立体構造解明に必須な位相決定を容易に行

うことができるようになります。私たちは、

より確実に非天然型アミノ酸を導入するた

めに、「校正」機能のある新規酵素を世界

で初めて開発しました。

　今後は、こうした要素技術を高度化し、

新規開発も行うことで、合成・精製・結晶

化を自由自在に行えるシステムの構築を目

指し、プログラム内外の多様なニーズに応

えたいと思います。

ンパク質を合成する技術の開発に力を入れ

ました。以前に開発した無細胞タンパク質

合成系を基本とし、さらに界面活性剤をう

まく利用してタンパク質の合成と人工の脂

質二重膜の形成を同時に行わせ、活性をも

った膜タンパク質を合成する方法を開発し

ました。また、複合体タンパク質について

も、無細胞タンパク質合成系の最適化や、

生細胞の系における発現系の構築により、

合成に成功しています。

　さらに、膜タンパク質の結晶化のために、

私たちは脂質メソフェイズ法の開発も進め

ています。タンパク質の性質に合わせた液

晶材料の開発や、実験機器、実験手法の開

発等により、複数の膜タンパク質の結晶化

に成功しています。

　一方で、非天然型アミノ酸をタンパク質

に導入する多数の技術も確立しました。こ

の技術により、タンパク質に新規な性質や

技術開発研究「生産」領域

生産
C1

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

■ タンパク質の構造と機能を調べるには、タンパク質の合成・精製・結晶化が
必要

■ 重要な生命現象を担う膜タンパク質や巨大な複合体タンパク質は、特に合成・
精製・結晶化が困難

背
景

■ 構造と機能を保持した状態の膜タンパク質を大量につくる技術を開発
■ 脂質メソフェイズ法の技術開発を進め、複数の膜タンパク質の結晶化に成功
■ タンパク質に非天然型アミノ酸を効率よく導入する世界初の新規酵素を開発

成
果

脂質膜とタンパク質が
同時につくられる

リポソームに挿入された状態の
膜タンパク質の生成

界面活性剤
減少

リポソーム
形成

透折膜

内液（DNAと
タンパク質合成
に必要な因子）

内液に脂質と
界面活性剤を加えて
タンパク質を合成

外液（アミノ酸や ATPなど）

脂質

界面活性剤

無細胞タンパク質合成系

合成途中の
タンパク質

酸素分子1

酸素分子2

校正反応
ドメイン

tRNA

ヨードチロシンをタ
ンパク質に組み込む
tRNAをつくる酵素。
X線結晶構造解析によ
る立体構造情報をもと
に酵素を設計し、ま
ちがったアミノ酸を
tRNAに結合させない
ように校正機能をもた
せた。
 図版提供：横山茂之
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タグ配列

ターゲットタンパク質の遺伝子5'

ターゲットタンパク質の遺伝子ATG

3'目的の遺伝子に

タグの配列をつなぐ

タグ付きタンパク質発現
（動物細胞）

アフィニティ
クロマトグラフィーで精製

洗浄と溶出

タグを切断して除去

切断配列

プロテアーゼ

抗体

ターゲットタンパク質タグ

1

2

3

4

5

6
アフィニティタグを用いたター
ゲットタンパク質の精製。
 図版提供：高木淳一

　タンパク質の構造と機能を解析するため

の試料は、大腸菌につくらせることが多い

のですが、ヒトのタンパク質を大腸菌につ

くらせると、構造や機能が本来とは違って

しまうことがあります。このため、医療や

創薬へ応用を考えれば、ヒトのタンパク質

はヒトなど哺乳動物の細胞につくらせるほ

うがよいのです。しかし、哺乳動物細胞を

使う場合、目的のタンパク質をたくさんつ

くる細胞を選別するのがむずかしく、その

ことが大きなネックとなっています。

　一方、私たちは、目的のタンパク質にタ

グ（荷札）をつけておき、このタグを見分

ポイントは、タグと抗体がきちんと結合す

るようにすることです。そのために、私た

ちは、抗体が認識するタグのアミノ酸の並

び方の特徴を突き止め、それをもとに、抗

体との結合に優れたタグを設計し、

TARGETタグと名づけました。実際に、

このタグを使って、「医薬B3」グループの

ターゲットであるNPP2をつくる哺乳動物

細胞を選別することができ、「医薬B4」グ

ループとの連携では、sema6Aとプレキシ

ンについて、細胞選別から結晶化、構造決

定まで成功しました。

　また、第2のタグとして、eTEVという

タグを用いる精製システムも開発しまし

た。こちらの場合は、eTEVをきちんと見

分ける抗体をつくることがポイントでし

た。eTEVタグは、ある酵素を使うと、目

的のタンパク質から簡単に切り離すことが

できます。この特徴を生かして、eTEVタ

グとTARGETタグをタンデムにつなぎ、

どんなタンパク質でも簡単に検出・定量・

精製、さらにはタグの除去ができる「ダブ

ルタグ」システムを構築しました。

　抗体を用いたタグシステムのほかに、膜

タンパク質や微量の可溶性タンパク質に対

し、未精製状態でも蛍光ラベルができる

ABZipタグシステムも開発しています。

　このように、私たちは「タグ」を利用し

てタンパク質を見分ける技術を開発するこ

とで、解析が困難なタンパク質の研究に貢

献しています。

けて結合する抗体を用いることで、タンパ

ク質を精製する技術を開発してきました。

抗体を固定しておいて、さまざまなタンパ

ク質の入った溶液を流すと、タグのついた

タンパク質だけを抗体が捕まえます。その

タンパク質を、あとから別の液体で流し出

すのです。すでに、繰り返し使えてコスト

も安いシステムを完成させています。

　そこで、この技術を応用して、細胞の培

養液の上清（上澄み）に目的のタンパク質

が含まれているかどうかを判定し、目的の

タンパク質をたくさんつくる細胞を簡単に

選別する方法を開発しました。この技術の

代表機関：大阪大学蛋白質研究所
代表研究者：高木淳一

新規タグ技術を中心とした膜蛋白質・細胞外蛋白質の
高品質生産と精製システムの開発

■ ヒトのタンパク質を研究するには、ヒトなど哺乳動物の細胞につくらせるほ
うがよい

■ しかし、哺乳動物細胞にタンパク質をつくらせる場合、タンパク質を持続的に、
たくさん生産する細胞クローンを選別するのが難しい

■ タンパク質を精製することは、結晶化させるにも、機能を研究するにも重要

背
景

■ 新しいタグ（TARGETタグ）を開発し、これを用いてタンパク質をたくさん
生産する動物細胞クローンの選別に成功

■ 第 2のタグとして、目的タンパク質から簡単に切り離せる eTEVタグを開発
■ 2つのタグの組み合わせで、どんなタンパク質でも簡単に検出・定量・精製が
可能に

成
果

生産
D1

TARGETタグペプチ
ド（棒模型で示す）と
抗体の複合体の構造。
 提供：高木淳一
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代表機関：京都大学大学院薬学研究科
代表研究者：加藤博章

　膜タンパク質は、生命現象においても、

創薬のターゲットとしても重要です。しか

し、大量合成も結晶化も難しいことが、構

造解析のネックとなっています。

　そこで私たちは、ヒトを中心とする真核

生物の膜タンパク質について、結晶化する

かどうか（結晶化能）を少ない試料で迅速

に判定する技術（スクリーニング）と、膜

タンパク質を大量に生産する技術を開発し

てきました。開発した技術で、「食環A4」

グループ、「食環B2」グループの研究を支

援しました。

　結晶化能のスクリーニング技術として開

発したのは、GFP融合タンパク質In-gel蛍

メタノール資化性酵母を用いる方法を開発

しています。この酵母は、メタノールを与

えて培養すると、ペルオキシソームという

細胞内の小器官が大きくなります。そこで、

酵母にヒトの膜タンパク質をたくさんつく

らせ、このペルオキシソームの膜に集めよ

うと考えたのです。しかし、細胞内には、

ほかにも膜で囲まれた小器官があり、つく

らせたタンパク質がそちらの膜に入ってし

まうという問題が起きました。

　そこで、ヒトの細胞でペルオキシソーム

の膜にタンパク質を運ぶはたらきをする

Pex19pというタンパク質をこの酵母に導

入し、ヒト由来のペルオキシソーム膜タン

パク質をつくらせたところ、このタンパク

質がペルオキシソーム様の膜に入ってくれ

ました。この研究には、Pex19pとその受

容体であるPex3pの複合体の構造解析に成

功したことが大いに役立ちました。今後は、

この手法をほかの膜タンパク質にも応用で

きればと考えています。

光Native電気泳動法です。これは、目的

のタンパク質にGFP（蛍光タンパク質）

を付加しておき、電気泳動で分離した後、

蛍光で検出するものです。微量のタンパク

質でも検出できるよう、検出感度の向上を

図りました。また、タンパク質の結晶化能

は、そのタンパク質の溶液中での分散状態

（単独のもの、2個、3個・・と集まったも

のの比率）に大きく左右されます。私たち

は、この分散状態が的確に現れるような電

気泳動の条件を見いだしました。この手法

は、多数の試料の結晶化能を同時に評価す

るのに利用できると期待しています。

　一方、膜タンパク質の大量合成法として、

技術開発研究「生産」領域

生産
D2

膜タンパク質結晶化の
革新的支援法の開発

■ 膜タンパク質は大量合成も結晶化も難しいことが、構造解析のネックとなっ
ている

■ 結晶化能を判定する技術はいろいろあるが、より正確で、より速い技術が求
められている

背
景

■ 高感度で、結晶化能の判定に適した分離のできる電気泳動法を開発した
■ メタノール資化性酵母の小器官ペルオキシソームに、ヒト由来の膜タンパク
質を局在化した状態で生成できた

成
果

ヒトPex3p-Pex19p（1-44）複合
体の結晶構造。ペルオキシソーム膜
タンパク質群を輸送するPex19pの
断片（紫色）が、その受容体である
Pex3p（黄色）に結合している。
 図版提供：加藤博章
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抗体を用いた膜タンパク質の
結晶化の原理。抗体が結晶化
リガンド（結晶化の際に特定
のタンパク質部分に結合する
物質）の役割をする。
 図版提供：岩田 想

結晶化リガンド
（抗体）

界面活性剤の
ミセル

膜タンパク質

界面活性剤で可溶化
した膜タンパク質（ミ
セルに覆われている
ため、非常に結晶化し
にくい）

結晶化リガンドと
膜タンパク質の複
合体の作製

結晶化リガンドの補助により
結晶化された膜タンパク質

代表機関：京都大学大学院医学研究科
代表研究者：岩田 想

　膜タンパク質の構造解析が難しい原因の

1つは、結晶化の過程にあります。タンパ

ク質を結晶化させるためには、いったん水

に溶かす必要があります。膜タンパク質は

水に溶けにくい領域が多いため、界面活性

剤を使用しますが、この界面活性剤の集合

体（ミセル）が膜タンパク質を覆うため、

結晶ができにくくなってしまうのです。

　この問題を解決するため、私たちは、膜

タンパク質の特定部分に結合する抗体を利

用する方法を世界で初めて試み、1995年

に細菌の膜タンパク質の結晶を得て構造解

析を成功させました。抗体が結合すること

で膜タンパク質の一部が安定化し、水に溶

けやすい部分が広がるため、結晶化しやす

くなるのです。そこで、本課題では、この

技術をあらゆる膜タンパク質に適用するこ

とを目指して開発を進め、目標を達成する

ことができました。

　抗体はマウスの免疫機構を用いて作製し

用しない場合に比べてずっと高分解能で解

析できることを確かめました。

　開発した技術を生かして、新たなタンパ

ク質の構造決定にも取り組んでいます。そ

の1つとして、ミクロバクテリウムという

細菌の細胞膜にあるヒダントイン輸送体

（Mhp1）の構造を解析し、それに基づい

て輸送のメカニズムを明らかにしました。

ヒトの神経伝達物質輸送体も、同様のメカ

ニズムをとっていると考えられていること

から、この知見はヒトの神経疾患の病態解

明や治療法の開発につながる可能性があり

ます。

ます。従来は、膜タンパク質の精製標準品

や部分オリゴペプチドを抗原としてマウス

に与え、抗体を作製していました。しかし

この方法では、哺乳類由来の膜タンパク質

に対して親和性の高い抗体を得るのは困難

でした。そこで、膜タンパク質を、細胞膜

でのかたちを保持したまま、マウスに与え

ることのできる技術を開発しました。この

技術によって、ターゲットとする膜タンパ

ク質ごとに、その立体構造を認識する抗体

を効率よく作製することが可能になりまし

た。さらに、マウスのつくる抗体の中から、

目的の抗体を選び出すためのスクリーニン

グ技術を開発し、時間的およびコスト的な

問題を改善しました。

　開発した技術により、実際に、数種の哺

乳類由来の膜タンパク質に対して親和性の

高い抗体をつくることに成功しました。一

部については、膜タンパク質と抗体の複合

体を結晶化して構造解析を行い、抗体を使

生産
D3

抗体を用いた
膜蛋白質結晶化技術の確立

■ 膜タンパク質を生体膜から溶かしだすのに使われる界面活性剤は、結晶化を
阻害する

■ 膜タンパク質の特定の部位に結合する抗体を使うと、結晶化を促進できる

背
景

■ 哺乳類由来の膜タンパク質に対し、高い親和性をもつ抗体を効率よく作製す
る技術を確立

■ 膜タンパク質と抗体の複合体では結晶化が促進され、単体結晶に比べ分解能
が向上した

成
果

ヒダントイン輸送体（Mhp1）の構造。輸送機構が解
明され、ヒトの神経疾患の病態解明や治療法の開発に
つながる可能性もある。 図版提供：岩田 想



16

SPring-8の超高輝度マイクロビームによる微小結晶解析を可能にする実験ステー
ション。 写真提供：理化学研究所 山本雅貴（分担研究者）

Photon Factoryの低エネルギーマイクロビームをつくる短周期アンジュレータ。
 写真提供：若槻壮市

代表機関：高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
代表研究者：若槻壮市

　複雑なタンパク質の構造を解析するの

に、放射光X線を用いて結晶からデータを

得る方法は強力です。しかし、重要な生命

現象や病気にかかわるタンパク質は、結晶

が得られたとしても小さく、結晶性が悪い

場合がほとんどです。また、構造解析を行

いやすくするため、タンパク質に重原子を

導入して目印とする手法がありますが、そ

の場合も結晶は得にくいのです。こうした

問題を乗り越えて結晶構造解析を行うた

め、私たちは、日本にある2つの放射光施

設で、これまでより優れたX線ビームを得

るためのビームラインを開発しました。

　その１つであるSPring-8では、小さな

うと、人工的に重原子を導入しなくても、

タンパク質の中にもともとある硫黄原子が

手がかりとなるので、天然のタンパク質を

そのまま構造解析に使うことができます。

そのため、波長の長いX線ビームを整備す

ることは、結晶構造解析の適用範囲を広げ

るのにとても重要なのです。

　一方、私たちは、ビームラインと合わせ

て使用する結晶の操作・加工技術や解析の

効率化技術の開発にも取り組んでいます。

例えば、微小結晶では、強いX線をあてな

いとデータを測定できませんが、強いX線

は結晶に損傷を与えます。このため、ビー

ムの強さや結晶の大きさと損傷の程度の関

係を詳しく調べ、最適なデータ収集を行え

るよう、データの収集法や処理法を開発し

ています。

　2つのビームラインは、平成22年秋から

本格的な利用が始まる予定です。プログラ

ム外の研究者も利用することができ、広く

課題の募集が行われています。それぞれに

特徴をもつ2つのビームラインが、本プロ

グラムだけでなく、日本のタンパク質研究

を加速するものと期待しています。

結晶による回折実験のために、1μm平方

以下に集光された「超高輝度マイクロビー

ム」をつくるのに成功しました。このビー

ムは世界最高の集光度を誇り、10μｍ角

以下の微小結晶でも構造解析が可能です。

これまでは最低でも20～30μｍ角の結晶

が必要だったので、今回の成果により、大

きな結晶の得にくいタンパク質にも構造解

析の道が開かれたことの意義は非常に大き

いと言えます。

　もう1つの放射光施設、Photon Factory

では、波長の長い（＝エネルギーの低い）「低

エネルギーマイクロビーム」用のビームラ

インが完成しました。波長の長いX線を使

技術開発研究「解析」領域

解析
C1

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

■ 放射光 X線は、タンパク質結晶構造解析に威力を発揮する
■ しかし、重要なタンパク質には、小さな結晶しか得られないものが多い
■ また、タンパク質に重原子で目印をつけると、構造解析はしやすくなるが、
結晶化しにくくなる

背
景

■ 10μｍ角以下の微小結晶でも構造解析のできる「超高輝度マイクロビーム」
用のビームラインが完成

■ 重原子を導入せずに構造解析のできる「低エネルギーマイクロビーム」用の
ビームラインが完成

■ 周辺技術も開発が進む

成
果
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膜蛋白系固体
NMR測定技術

超高感度固体NMR用
膜蛋白系試料調製

膜蛋白試料
調製技術

ラジカル
増感剤

電場遮蔽高出力
ラジオ波発生

膜蛋白質多次元
NMR測定法

電子核スピン間長
距離測定

選択的高度
同位体標識

固体NMR膜蛋白質複合体構造解析技術

7回膜貫通蛋白質の固体多次元NMR構造解析 膜蛋白質超高感度DNP固体NMR

現在進行中あるいは
終了したプロジェク
トで本課題とは重複
しない

超高感度
DNP固体
NMR装置開発

電子スピン
標識法

膜蛋白質分子間
相互作用
（距離）測定

膜蛋白質
再構成法

完全同位体
標識膜蛋白質
調製

固体NMR法での構造解析を達成するため、さまざまな技術開発を行ってきた。図版提供：藤原敏道

代表機関：大阪大学蛋白質研究所
代表研究者：藤原敏道

　タンパク質の構造解析に使われる核磁気

共鳴（NMR：Nuclear Magnetic Reso-

nance）法では、通常、タンパク質を水な

どの液体に溶かして測定します。液体中で

はタンパク質が高速で動き回るため、向き

による信号の違いが平均化されるからで

す。しかし、細胞膜などではたらく膜タン

パク質は、水に溶かすと構造が変わってし

まいます。そこで、膜内にある状態で固体

のまま測定する「固体NMR法」を用いる

ことが考えられます。しかし、この方法に

は感度と分解能（見分ける力）が低いとい

う欠点があります。それを現実に使用可能

なレベルまで向上させるのが、私たちの研

溶性部分がαヘリックス構造をもつことを

明らかにしました。これは、固体NMRだ

からこそ得られた成果です。

　一方、NMRの測定データを解析して立

体構造を得るための効率的な計算法も開発

しました。この解析法は、さまざまな膜タ

ンパク質のNMRに適用できるものと考え

ています。

　固体NMR法の高感度化については、従

来の100倍以上という目標を立てました。

NMR法は、高磁場におかれた原子核が分

極して磁石のように振る舞う性質を利用し

たもので、この性質は電子ももっています。

電子の分極は水素原子核の約660倍も強い

ので、これを利用して感度向上につなげよ

うとしています。高輝度テラヘルツ波光源

を用いた測定装置や、電子を供給するため

の新しい試薬を開発し、現時点で30倍の

高感度化に成功しています。また、90K以

下という温度で実験できれば、感度は300

倍に到達しうることもわかりました。

究目的です。

　まず、従来の固体NMR法で測定条件の

最適化を行い、膜タンパク質の複合体をモ

デルとして、構造解析技術の確立を目指し

ました。具体的には、塩素を運ぶハロロド

プシン膜タンパク質に注目し、これととも

にはたらくpHtrIIというタンパク質との

複合体を解析する過程で、さまざまな技術

を向上させています。その結果、ハロロド

プシンにおけるアミノ酸の並び順（一次構

造）と信号の相関づけを65%まで進める

ことができました。また、膜の中にある部

分と外に突き出した水溶性部分の信号を区

別できる実験手法を開発し、pHtrIIの水

解析
D1

固体NMR
膜蛋白質複合体構造解析技術

■ 固体 NMRは膜タンパク質の構造解析法の 1つとして期待されている
■ しかし、感度と分解能（見分ける力）が低いという欠点がある

背
景

■ モデルタンパク質で、固体 NMR法により構造解析が行えるめどが立った
■ 電子を利用した新たな測定法により、感度を 30倍まで向上させることに成功
した

成
果
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重症急性呼吸器症候群（SARS）ウイルスのヌクレオキャプシドタンパク質のC末端側ドメイン。同ドメインは
SARSウイルスRNAとの結合を担う重要な機能領域に相当する。従来法では困難であった同タンパク質の溶液
構造決定を、SAIL法により実現した。決定された構造は結晶構造（赤、緑）とよく一致する（a）。同ドメインは
28kDaのホモダイマーを形成する（b）。Reprinted from Takeda et al. (2007) J. Mol. Biol. 380, 608-622, 
Copyright (2010), with permission from Elsevier

代表機関：名古屋大学大学院理学研究科
代表研究者：甲斐荘正恒

　タンパク質構造解析に用いる核磁気共鳴

（NMR）法は、分子内の水素原子間の相

対的位置関係等を利用し立体構造決定を行

う手法です。そのため、分子量が大きくな

るほどNMRによる信号数が増大し、

NMRスペクトルが複雑になって解析が困

難になります。そこで、私たちが考案した

SAIL法が力を発揮します。

　SAIL法は、タンパク質試料のNMRで

観測される水素数を大幅に“間引く”点に

大きな特徴があります。NMRは原子核の

種類によって得られる信号位置（共鳴周波

の調製法の改良でした。SAILタンパク質

は、一定の規則に従って特定部位を安定同

位体置換したアミノ酸、すなわちSAILア

ミノ酸（立体整列同位体標識アミノ酸）の

みから構成されます。このようなタンパク

質を大腸菌等を用いて調製すると、貴重な

SAILアミノ酸を菌体の増殖に流用される、

代謝によりSAILアミノ酸の同位体希釈が

起こる等の深刻な問題が生じます。

　そこで、本課題では、無細胞タンパク質

合成系を利用し、この合成系のもつ問題点

を一つひとつ克服して、高純度SAILタン

パク質の合成法を確立しました。そして、

こうして調製した高純度のSAILタンパク

質を用いて、従来のNMR手法では困難だ

った難易度の高いタンパク質の構造解析に

成功しました（図参照）。

　また、人手を介入させずにNMRデータ

から直接に高精度の構造決定を行う、完全

自動NMR構造解析技術（SAIL-FLYA法）

の開発にも成功しました。これもSAIL法

の普及にとって重要です。現在のところ、

低分子量タンパク質の構造決定に有効であ

ることを確認していますが、今後はさらに

大きなタンパク質への適用が課題です。

　本課題では、タンパク質の特定部位の立

体構造とその動きを高精度にとらえるさま

ざまな新規手法の開発にも取り組みまし

た。その結果、芳香環の回転、ジスルフィ

ド（S-S）結合の立体構造の変化、水酸基

（-OH）やチオール基（-SH）の水素交換

速度などを測定するのに成功しました。こ

のような詳細な局所構造とその揺らぎは、

SAIL法により初めて解明されるもので、

その測定技術は、タンパク質複合体の生物

機能解析に大きな役割を果たすでしょう。

　このように、SAIL法のもつ大きな可能

性を明確に示すことができました。今後は、

生物学的により重要なタンパク質を対象に

研究成果をあげるとともに、SAIL法の問

題点であるコストの削減にも取り組み、

SAIL法の世界標準化の推進に努力するつ

もりです。

数）がおおむね決まっており、例えば、水

素（1H）と重水素（2H）は、化学的性質

は似ていますが、NMR共鳴周波数は大き

く異なります。そこで、構造決定したいタ

ンパク質中の水素のうちで、必要な構造情

報を与えるもの以外をすべて人為的に重水

素に置換することにより、NMRスペクト

ルは構造情報を失わずに簡略化され、その

結果、大きなタンパク質でも迅速、かつ高

精度に構造決定することができるのです。

　SAIL法の世界標準化という目標に向け

ての第一の重要課題は、SAILタンパク質

技術開発研究「解析」領域

解析
D2

SAIL法による
蛋白質構造解析技術の多様化

■ タンパク質の構造解析NMR技術は、分子量が増大するほど適用が困難となる
■ 必要十分な原子位置のNMR情報のみを選択的に入手できる SAIL法に期待が
かかる

■ SAIL法の普及には、NMR解析の自動化を含め基盤技術開発を達成する必要
がある

背
景

■ 立体構造決定の自動化に必要な純度の SAILタンパク質合成手順を確立し、
従来法では困難だったタンパク質の完全自動構造解析に成功

■ 選択的 SAIL標識法を用いて、アミノ酸側鎖のOH基や SH基の新規解析技
術を開発

■ 従来の NMR法では解析が難しかった芳香環の回転やジスルフィド結合の異
性化等のタンパク質の大きい揺らぎに関する解析に SAIL法を応用

成
果

（a） （b）
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代表機関：東京大学大学院薬学系研究科／生物機能制御化合物ライブラリー機構
代表研究者：長野哲雄

　タンパク質のはたらきは、タンパク質に

結合する低分子化合物によって、抑えられ

たり、活性化されたりします。数ある化合

物の中から、こうした化合物を見つけ出す

ことができれば、タンパク質のはたらきを

制御するのに使えます。特に、病気に関係

するタンパク質のはたらきを制御するもの

は、医薬品の候補として重要です。そこで、

私たちは、さまざまな化合物を集めた「化

合物ライブラリー」を構築しています。

　これまでに約20万種（2010年3月現在）

の化合物を収集しました。市販化合物の中

から選択したほか、大学が所蔵していた化

ーから、実際に制御活性をもつ化合物が見

つかっています。さらに、人類はこれまで

に活性化合物を天然化合物から数多く見い

だしてきたことから、天然化合物の収集も

行っており、特に糸状菌や放線菌による代

謝化合物を系統的に収集しています。

　一方、制御活性をもつ化合物を実験で見

つけ出す「ウェットスクリーニング」の技

術開発にも取り組んでいます。希少な化合

物を用いて探索が行えるように、化合物の

アレイを作製してスクリーニングを行う技

術を確立しました。また、膜タンパク質が

細胞内で動くようすを追跡できる新しい蛍

光プローブも開発しました

　これまでに本プログラム内の14チーム

に対して、ライブラリーから44万サンプ

ル（2010年9月現在）の提供を行っており、

必要に応じてスクリーニングの支援もして

います。また、プログラム外の研究者に提

供する体制も整え、55万サンプル（同）

の提供を行っています。今後もより広くの

ユーザーが効果的に利用できるシステムの

構築に努めたいと思っています。

合物、新たに合成した化合物も含まれてい

ます。これらの化合物は、収集の基準によ

っていくつかのライブラリーに分かれてい

ますが、探索を効率的に開始できるよう、

20万種の中から9600種類の「精鋭」を選

んだコア・ライブラリーも構築しました。

また、立体構造が既知あるいは推測可能な

タンパク質については、コンピューターの

中でタンパク質の構造に化合物をあてはめ

てみる「インシリコスクリーニング」によ

って、結合しそうな化合物を絞り込んでか

ら、それらの化合物の実物を収集してライ

ブラリーを構築しました。このライブラリ

制御
C1

化合物ライブラリーの基盤構築と
タンパク質制御技術の開発

■ タンパク質に結合して、その活性を制御する化合物は、タンパク質の機能の研
究に役立ち、創薬につながる

■ 化合物を集めたライブラリーがあると、制御化合物を効率的に探索できる
■ 米国や韓国では国が大規模ライブラリーを構築している

背
景

■ 20万種類の化合物を収集し、ライブラリーを構築した。
■ 多くの研究者が本ライブラリーを利用し、ナノモルレベルの活性を有する制
御化合物を 10個以上発見。動物試験や前臨床試験に進んでいるものもある

成
果

化合物ライブラリーの2010年3月末における構成。図版提供：長野哲雄

Diversity
65,982

Core deriv.
45,959

Scaffold
17,063

Scaffold deriv.
28,176

Fragment
3,915 

Univ 5,366
Validated 3,186
GPCR 12,139
Kinases 5,906
Ion ch. 4,461 Protein Inter. 2,235

Other focus 2,004
In-house syn. 578

196,970
化合物

Natural Product Library
市販天然化合物類の収集
菌代謝化合物の系統的収集

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

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

Validated Compound Library
既知薬理活性物質

Focused Library
キナーゼ、GPCRなど特定の標的ファミリー
あるいは特定の標的タンパク質に焦点を
絞ってインシリコ で予測・収集・合成

大学発化合物を含む
ライブラリー

新規母核／化合物の発見
ケミカルスペースの拡大

タンパク質構造
情報の活用 ヒット率向上

天然物化学：
日本の強み

技術開発研究「制御」領域
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代表機関：情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
代表研究者：菅原秀明

　本プログラムから、重要なタンパク質の

構造と機能の情報が産み出され、タンパク

質実験技術も次々に開発されています。こ

うした成果を、知っていただき活用してい

ただく場が、公開ポータルサイトです。公

開ポータルサイトは、いつでも、どこでも、

どなたでもご利用いただけます。このサイ

トで、例えば、本プログラムが世界で初め

て明らかにしたタンパク質構造を知ること

ができます。また、タンパク質研究の面白

さを、中高生から一般の方々にお伝えしよ

うとするリーフレットも、ここから入手で

きます。

　ターゲットタンパク研究課題について

トで、参画機関の間で情報を共有すること

ができます。また、「解析C1」で開発支援

している播磨と筑波2拠点のビームライン

をまとめて利用予約できるオンラインシス

テム、報告書や評価のアーカイブ、報告書

作成支援機能などを提供して、研究実施者

の便宜も図っています。

　タンパク研究を支える情報資源も、複数

のアミノ酸配列データベースを集約したデ

ータベース（CASA）、アミノ酸配列から

タンパク質の構造や機能の推定を行うオン

デマンド解析システム（FUJI）、タンパク

質－化合物相互作用の情報を収集・統合し

たデータベース（PCI）を展開しています。

また、タンパク質研究に有用なサイトを選

別・分類して短評をつけたリンク集（TP

リンク）も公開しています。本プログラム

で開発された実験手法については、実験プ

ロトコル（手順）を標準形式でとりまとめ

た蛋白質実験情報マネージメント・システ

ム（PREIMS）から公開しています。

　私たちは、これからも、情報公開と情報

共有の機能を充実させて、情報プラットフ

ォームが次世代のタンパク質研究の情報基

盤として引き継がれることを目指します。

は、研究対象となっている生命現象のネッ

トワークとタンパク質や化合物を俯瞰でき

る「ネットワークデータベース」を公開し

ています。「生産C1」課題の成果による大

腸菌全タンパク可溶率データベース

（eSOL）、「生命A3」課題の協力によるオ

ートファジーデータベースも公開してお

り、「医薬A5」課題の協力によるトリパノ

ソーマデータベースや、「情報D1」課題で

開発されたタンパク質単体や複合体の構造

を予測解析するソフトウエアの公開も進ん

でいます。

　共有ポータルサイトは、本プログラムの

研究実施者に向けたサイトです。このサイ

技術開発研究「情報プラットフォーム」領域

情報
C1

ターゲットタンパク研究
情報プラットフォームの構築運用

■ 大規模な研究開発プログラムの「見える化」は時代の要請
■ ターゲットタンパク研究と技術開発研究お互いの「見える化」が必須

背
景

■ 最新動向と研究成果を広く一般に伝える公開ポータルサイトの構築と運用
■ 多様な研究課題の相乗作用を加速する共有ポータルサイトの構築と運用
■ 次世代のタンパク研究をも支える情報資源の開発と提供

成
果

公開ポータルサイトからターゲットタンパク研究プログラムの最新動向を知ることができる（URL：http://
www.tanpaku.org/、連絡先：portal@tanpaku.org）。データベースと解析ソフトウエアは「情報検索・解析」
のメニューから。 画像提供：菅原秀明

ターゲットタンパク研究プログラムでは、YouTube
に専用チャネルを設けて、タンパク質に関する講
演ビデオを掲載したり、タンパク質が立体構造を
とっていくシミュレーション結果のビデオを紹
介している（http://www.youtube.com/user/
TargetTanpaku）。 画像提供：菅原秀明
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複数のドメインからなるタンパク質およびタンパク質複合体の構造推定。ドメインやタンパク質単体の測定また
は予測データから全体の立体構造を予測する技術を開発した。 図版提供：由良 敬

ドメイン立体構造

ドメインA

ドメインB

ドメインC

マルチドメインタンパク質の
立体構造推定（ドッキング）

ホモロジーモデリング

ドメインB’

ドメインC’

タンパク質α’
タンパク質α’

タンパク質α

タン
パク
質β
’

ドメインB’

タンパク質およびドメイン複合体構造推定

タンパク質β’タンパク質β

ドメインA’
ドメインA’

技術開発測定データ

タンパク質単体
立体構造

ホモロジーモデリング タンパク質複合体の
立体構造推定（ドッキング）

ドメインC’

代表機関：お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科
代表研究者：由良 敬

　生命現象は、いくつものタンパク質がネ

ットワークを形成し、作用し合うことで引

き起こされます。そのため、生命現象のし

くみを分子レベルで理解するためには、タ

ンパク質複合体の立体構造を知ることが重

要です。しかし、結晶をつくるのが難しい

などの理由から、複合体の立体構造の解析

は難航しがちです。また、真核生物では、

いくつものドメインが組み合わさって1つ

の大きなタンパク質を形成している場合が

多く、このようなタンパク質も全体の立体

構造を決定できるのはまれです。

　そこで私たちは、調べたいタンパク質の

の方法では、アミノ酸配列が類似する部分

を揃えて並べる技術（並べたものをアライ

ンメントといいます）が重要になります。

比較する配列の長さが一致しないときには

隙間（ギャップ）を挿入して類似する部分

の位置を合わせますが、このときギャップ

ペナルティという減点を課して、配列の類

似度を評価していきます。ギャップペナル

ティの決め方は難しいのですが、私たちは

決め方をより理論的なものに改良し、高精

度なアラインメントが得られるまったく新

しいWebツールを構築しました。

　また、ドメイン間の界面の相互作用部位

にどんなアミノ酸残基が現れやすいかを解

析し、特徴を見いだしました。この特徴を

指標にして、複数のドメインからなるタン

パク質のドメイン間相互作用部位を予測す

る方法を開発しました。

　一方、タンパク質のアミノ酸配列におい

て、進化の過程で保存されてきた部分を特

定し、立体構造上に位置づけすることで、

タンパク質の機能部位を予測する「進化ト

レース法」という予測法があります。これ

を改良して、複合体を形成するタンパク質

間の相互作用部位を自動的に予測できる

Webツールを開発しました。

　さらに、開発したこれらのツールを統合

して、2つのアミノ酸配列から複合体構造

を推定するための技術開発を行っていま

す。また、各技術は独立のツールとしても

利用できるようにテストを行っています。

今後はこれらのツールをWeb上に公開し、

広くタンパク質科学の発展に資するよう努

めていきたいと思います。

立体構造を既知の構造から高い精度で予測

する技術と、ドメインの構造からタンパク

質の全体構造を、またタンパク質単体の構

造から複合体の全体構造を予測するための

技術を開発しました。

　タンパク質の立体構造を予測するため

に、「ホモロジーモデリング」という手法

があります。これは、すでに立体構造がわ

かっている相同タンパク質（進化上、類縁

関係にあるタンパク質）をベースのかたち

とし、そのタンパク質と調べたいタンパク

質のアミノ酸配列を照らし合わせること

で、立体構造を構築していく方法です。こ

情報
D1

タンパク質の複合体構造を推定するための
構造バイオインフォマティクス

■ タンパク質複合体や多くのドメインからなるタンパク質は、実験で構造を解析
するのが難しい

■ 生命科学と情報科学を融合した「バイオインフォマティクス」により、計算機
の中でタンパク質の立体構造を予測することが求められている

背
景

■ タンパク質の立体構造を高精度にモデリングするWebツールを開発
■ ドメイン間・タンパク質間の相互作用部位を予測するWebツールも開発

成
果
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代表機関名：大阪大学大学院生命機能研究科
代表研究者：今田勝巳

赤痢菌やサルモネラ菌など細菌の中に

は、生物に感染して病気を引き起こすもの

がたくさんあります。このような病原性細

菌は感染するとき、エフェクターという一

群のタンパク質を、狙った細胞に送り込み

ます。エフェクターにより、相手の細胞の

内部を自分が入り込みやすい環境に変化さ

せてから侵入するのです。そのため、病原

性細菌の細胞膜には、エフェクターを相手

の細胞に送り込むための分泌装置がありま

す。分泌装置は多くの種類のタンパク質が

集合した複合体で、Ⅲ型とⅣ型が知られて

います。

Ⅲ型分泌装置は、べん毛（細菌が泳ぐ

輸送のエネルギーは細胞膜の内外の水素イ

オンの濃度差から生じており、ATPの分

解によるという従来の説とは違うことがわ

かりました。輸送されるタンパク質に結合

し、輸送状況をモニターすると同時にその

タンパク質の製造をコントロールする輸送

シャペロン（FliT）の構造と、巧妙なはた

らきも明らかにしました。

一方、Ⅳ型分泌装置は、レジオネラ菌

などにみられますが、その構造ははっきり

していませんでした。今回、中核部分をつ

くる5つのタンパク質の正体がわかりまし

た。そのうちの1つについては、結晶も得

られており、構造解析を進めています。

さらに、研究を進め、これらの分泌装

置がエフェクタータンパク質をどう認識

し、輸送しているのかを明らかにしたいと

思っています。その成果により、分泌装置

のはたらきを抑える方法を見つけられれ

ば、病原性細菌の感染を予防できます。こ

の治療法は、これまでにない感染症治療薬

の開発につながるものと期待されます。

ときに使うしっぽのような長い毛）の付け

根とほぼ同じかたちをしており、3種類の

細胞質タンパク質と6種類の膜タンパク質

を中心として、多くのタンパク質からなっ

ています。これらのタンパク質が集まった

り離れたりして、タンパク質を運ぶのです。

私たちは、これらのうちいくつかの構造を

解析することに成功し、2者、3者の複合

体の構造解析準備も進めています。また、

細胞質タンパク質が分泌装置の入口でリン

グ構造をつくることも明らかにしました。

機能面では、膜タンパク質の1つである

FlhAの運動が、タンパク質の輸送に大き

くかかわっていることを示しました。また、

べん毛 III型分泌系の模式図。輸送装置の中核は、3種類の細胞質コンポーネン
ト（FliI、FliH、FliJ）と6種類の膜コンポーネント（FliO、FliP、FliQ、FliR、
FlhA、FlhB）からなる。輸送に伴い、細胞質コンポーネントは離合集散を繰り返す。
 図版提供：今田勝巳

レジオネラ IV型分泌系の模式図。ここに示した輸送装置中核以外に、少なくとも
4種類の細胞質（IcmS、W、Q、R）、1種類のぺリプラズム（IcmX）、11種類の
膜（DotA、E、I、J、O、P、U、V、IcmF、T、V）コンポーネントが関与する。
 図版提供：大阪大学微生物病研究所 永井宏樹（分担研究者）
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生命
A1

細菌のタンパク質分泌装置と
輸送基質タンパク質群の構造・機能解析

■ 病原性細菌は、感染するとき、「エフェクター」を相手細胞に送り込む
■ そのための分泌装置は多くのタンパク質からなる複合体
■ 分泌装置の構造と機能の解析により、これまでにない感染症治療薬の開発が
期待される

背
景

■ Ⅲ型分泌装置がタンパク質を運ぶために使用するエネルギー源を解明
■ Ⅳ型分泌装置をつくっている 5つの主要なタンパク質を突き止めた
■ Ⅲ型、Ⅳ型分泌装置の部品である数種類のタンパク質の構造を解析

成
果

「基本的な生命の解明」分野
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細胞の中には、役割を終えて不要にな

ったタンパク質や有害なタンパク質を分解

するための「プロテアソーム」という装置

があります。プロテアソームがきちんとは

たらかないと、細胞に不要なタンパク質が

たまって体に異常が起こります。例えば、

アルツハイマー病などの神経変性疾患も、

プロテアソームの破綻が1つの原因です。

プロテアソームについての研究は、これら

の病気の治療薬開発にもつながる可能性が

あります。

プロテアソームは100個以上のタンパク

質からなる、非常に巨大で複雑な装置です。

標的となったタンパク質を分解する円筒形

部分（触媒部位：20Sプロテアソーム）の

ャペロンタンパク質の1つDmp1-Dmp2

複合体の構造と、この複合体がαリングの

部品の1つと結合した状態の構造を解析し

ました。これにより、Dmp1-Dmp2複合

体が、αリングの部品を集まりやすくする

一方で、βリングの部品は近寄れないよう

にしていることがわかりました。βリング

の形成機構も、機能面から明らかにするこ

とができました。

また、私たちは、19S複合体が正しくか

たちづくられるために必要な4種類のシャ

ペロンを発見し、このうちの2つの構造を

決定しました。合わせて機能解析も行い、

どのシャペロンがどの部品と結合して調節

部位を正しく形成していくのかを明らかに

しました。

さらに、プロテアソームと相互作用す

る分子についても研究を進めています。そ

の1つとして、脱ユビキチン化酵素の構造

解析に成功しました。こうした研究を通じ

てプロテアソームの作動機構を知り、最終

的な構造決定につなげていきたいと考えて

います。

両端に蓋のかたちをした部分（調節部位：

19S複合体）がついており、タンパク質は

円筒の中にとりこまれて分解されます。私

たちはこれまでに、20Sプロテアソームの

構造を明らかにしており、本プログラムで

は、19S複合体も合わせた全体（26Sプロ

テアソーム）の構造を明らかにするため、

大量合成と結晶化を進めています。

その一方で、多くのタンパク質が集ま

ってプロテアソームが正しくつくりあげら

れるしくみを研究しています。20Ｓプロ

テアソームは、αリングとβリング（それ

ぞれ7個のタンパク質が集まったもの）が

αββαの順に積み重なったものです。私

たちは、αリングの形成を助ける酵母のシ

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

プロテアソームの分子構
造。26Sプロテアソーム
は分子量250万、長さ約
45nm（1nmは1mの10
億分の1）の大きな複合体
で、触媒部位と調節部位か
らなり、調節部位は基底部
と蓋部に分かれている。
 図版提供：田中啓二

巨大で複雑なタンパク分解装置の
動態と作動機構

■ 細胞の中には、タンパク質を分解する装置「プロテアソーム」がある
■ プロテアソームは巨大なタンパク質複合体で、その構造と形成過程は部分的
にしかわかっていなかった

■ プロテアソームの研究は、アルツハイマー病やさまざまながんの治療薬につ
ながる可能性がある

背
景

■ シャペロンの構造と機能を解析し、プロテアソームの形成過程を解明
■ プロテアソームの全体構造解析という大目標に向けて着実に前進

成
果

生命
A2
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Atgタンパク質群のネットワークと研究の進展。
図版提供：稲垣冬彦
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代表機関：北海道大学大学院先端生命科学研究院
代表研究者：稲垣冬彦

　細胞の中で不要なものを分解するしくみ

には、前ページのプロテアソームのほかに、

「オートファジー」があります。オートフ

ァジーでは、細胞の中に細胞膜とよく似た

膜ができ、これがどんどん大きくなって不

要なタンパク質や細胞小器官を包み、液胞

という場所まで運びます。そして、不要物

は液胞で分解されます。オートファジーは、

生命現象として重要なだけでなく、アルツ

ハイマー病やパーキンソン病などの原因に

も深く関係していることから、近年、注目

を集めています。

　不要物を包む膜のタネはどのようにでき

り、本課題でも、この2つの結合系の中心

となるタンパク質と、複数のタンパク質か

らなる複合体の結晶構造解析を行いまし

た。この構造情報と、タンパク質の機能を

調べる実験から、膜が成長し、液胞と融合

するしくみがかなりわかってきました。

　その一方で、膜のタネをつくるPAS（オ

ートファゴソーム前駆体）という集合体に

ついても研究を進めました。PASは、

Atg1キナーゼ複合体とPI3キナーゼ複合体

が集まったものです。このうち、Atg1キ

ナーゼ複合体の結晶化に成功しており、機

能面では、この複合体のメンバーが栄養状

態に応じて離合集散することを見いだしま

した。また、膜に包まれる「積荷」がどの

ように選択されるかについての研究も進め

ています。

　今後は、Atg12結合系とAtg8結合系の

タンパク質の構造解析をさらに進めるとと

もに、PASの構造も解析し、オートファジ

ーの全貌を解明したいと思っています。

るのか、わずか数時間で膜がどんどん大き

くなるのはどんな機構によるのかなど、オ

ートファジーには謎がたくさんあります。

この謎を解くには、オートファジーにかか

わるタンパク質の構造と機能を解明する必

要があります。しかし、多数のタンパク質

がかかわることは知られているものの、そ

れぞれがどんな機能を果たしているのか

は、まだ、あまりわかっていません。そこ

で、私たちは、「タンパク3000プロジェク

ト」のときから、それらのタンパク質の構

造と機能の解析を進めてきました。特に、

Atg12結合系とAtg8結合系に注力してお

生命
A3

オートファジーに必須な
Atgタンパク質群の構造的基盤

■ 細胞には、不要物を膜に包んで分解場所に運ぶ「オートファジー」というし
くみがある

■ このしくみには多くのタンパク質がかかわっている
■ このしくみの不全は、アルツハイマー病などの原因にも関係している

背
景

■ オートファジーにかかわるタンパク質および複合体の構造解析に成功した
■ この情報と、機能解析から、オートファジーの機構がかなりわかってきた
■ 今後も、タンパク質の構造と機能の解析を進め、全貌解明を目指す

成
果

Atg8

Atg8

Atg8

Atg8

Atg4

Atg3

Atg8結合系

*

PE

R

「基本的な生命の解明」分野
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代表機関：横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科
代表研究者：西村善文

　ヒトの細胞では、全長約2mのDNAが

折りたたまれて、直径わずか数μmの核に

収納されています。DNAはヒストンとい

うタンパク質にしっかり巻きついた数珠状

の構造を取っており、これをクロマチンと

いいます。遺伝子の転写（DNAの読み取

り）が起きるときには、ヒストンの一部の

アミノ酸が変化し、DNAの鎖がヒストン

から離れて、そこにさまざまなタンパク質

が作用します。

　転写にかかわるタンパク質はたくさんあ

り、複雑なネットワークを形成しています。

私たちは、ネットワークの各接点における

タンパク質複合体の構造を解析し、転写が

起こるしくみを探ってきました。

　本プログラム以前に、転写の開始にかわ

るTFIIEというタンパク質の核となる部分

と結合するのを阻害する化合物のスクリー

ニングを行い、小児の重篤な神経がんであ

る髄芽腫の増殖を阻害する化合物を見いだ

しました。

　一方、クロマチン構造の変化にかかわる

（ヒストンのアミノ酸を変化させる）PAD

４というタンパク質とヒストンの一部との

複合体構造を解析し、これをもとにアミノ

酸変化の詳しいメカニズムを調べました。

また、クロマチンの構造を強固にして転写

を抑えるNMLというタンパク質の一部の

構造を明らかにし、このタンパク質の機能

を担う部分を特定しました。

　これらのタンパク質は、構造の一部が不

安定でかたちが定まっておらず（天然変性

タンパク質）、ほかのタンパク質と結合す

ることで決まったかたちを取るようになり

ます。各タンパク質においてこうした構造

の変化がいつどこで起こるかについても、

本課題の研究で徐々にわかってきていま

す。今後も立体構造のデータを蓄積すると

ともに、転写制御機構の解明に取り組んで

いきます。

（Zn結合ドメイン）の構造を決定しました

が、今回はさらにTFIIEの別の部分（C末

端ドメイン）とTFIIHの一部の複合体の

構造を決定しました。TFIIEとTFIIHとの

複合体の構造の報告は、世界で初めてです。

この2つは多くのタンパク質からなる「転

写開始複合体」のメンバーであり、両者の

相互作用のようすが明らかになったこと

は、転写開始複合体の形成のしくみの解明

につながります。

　転写を活性化するATF-2というタンパ

ク質については、すでに活性化部分の構造

を明らかにしており、今回はこの部分と、

DNAに結合する部分とが相互作用する機

構をNMRで解析しました。また、神経細

胞で転写を抑制するRESTというタンパク

質が、これと協調してはたらくタンパク質

左は、TFIIEの一部（TFIIEαACドメイン：酸性ドメイン）の単独のときの構造。右は、TFIIHの一部（p62サブユニットのPHドメイン）と複合体を形成したときの構造。
図版提供：西村善文

生命
A4

クロマチン上での基本転写因子、転写制御因子、
ヒストン修飾因子の構造生物学

■ DNAの読み取り（転写）には、多くのタンパク質がかかわっている
■ これらのタンパク質は複雑なネットワークを形成している
■ このネットワークを構造面から解明し、転写のしくみを探る

背
景

■ 転写にかかわる TFIIEと TFIIHの複合体構造について世界で初めて報告した
■ その他の転写因子の複合体や作用部分の構造も次々と明らかにしている

成
果

N末端

TFIIEα
ACドメイン

TFIIEα
ACドメイン

TFIIH p62
PHドメイン

N末端
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電位センサーをもつ3種類のタンパク質。本課題ではVSPとVSOPの構造と機能の解析に取り組んでいる。図版提供：岡村康司

電位センサー部位 電位センサー部位電位センサー部位

イオンの流れ 

イオンの流れ

通常の電位依存性イオンチャネル 電位依存性ホスファターゼ（VSP） 電位依存性プロトンチャネル
（VSOP）

酵素（ホスファターゼ）部位 

小孔部位

代表機関：大阪大学大学院医学系研究科
代表研究者：岡村康司

　細胞膜には、電位依存性イオンチャネル

というイオン専用の通り道があります。こ

のチャネルは、「電位センサー」部位と「小

孔」部位からなるタンパク質です。電位セ

ンサーが感知した細胞内外の電位差（膜電

位）に応じて小孔が開閉し、イオンの移動

が制御されます。

　私たちが見つけた電位依存性ホスファタ

ーゼ（VSP）と電位依存性プロトンチャネ

ル（VSOP）は、新しいタイプの「電位依

存性タンパク質」です。どちらにも電位セ

ンサー部位はありますが、小孔部位はあり

ません。

　VSPは、小孔の代わりに酵素のはたらき

をする部位をもっています。電位センサー

が感知した膜電位に応じて、その酵素が活

知見はPTENのがん抑制機構の解明にもつ

ながると期待しています。

　一方、VSOPは、電位センサーのみから

なり、小孔がないのにもかかわらず、プロ

トン（水素イオン）を通します。神経系や

免疫系の細胞に存在し、活性酸素やpHの

制御に関係しているようです。機能解析に

より、VSOPは、細胞膜ではコイルドコイ

ルと呼ばれる構造を介してダイマー（二量

体）をつくっていることがわかりました。

モノマー（単量体）でもプロトンを通す能

力がありますが、安定したダイマーの状態

で細胞膜に存在することで、プロトンの通

り方を制御していると予想しています。

VSOPの結晶構造解析に向けての研究も進

めています。

　VSPもVSOPも構造解析の難しいタンパ

ク質ですが、両タンパク質のはたらくしく

みがわかれば、がんや免疫反応についての

理解も深まるでしょう。将来、これらのし

くみに関連する治療薬の開発にもつながる

と期待しています。

性化され、細胞内に化学的な情報が伝達さ

れるのです。この酵素はリン脂質を分解す

る脱リン酸酵素（ホスファターゼ）で、が

んを抑制するはたらきをもつPTENという

酵素とよく似ています。そこで、私たちは

ホヤの精子由来のVSP（Ci-VSP）におい

て、PTENと似た細胞内領域のX線結晶解

析を行いました。

　その結果、CBR3と呼ばれる領域が

PTENと異なる構造をとっていることがわ

かりました。CBR3は、膜電位に応じて酵

素の活性を制御する重要な役割をしている

と考えています。PTENはリン脂質PIP3

を分解することでがん細胞の増殖を抑制し

ていますが、Ci-VSPは別のリン脂質PIP2

も分解することがわかりました。これらの

生命
A5

新規膜電位センサー蛋白群の
構造と機能の解明

■ 細胞膜内外の電位差を感知してはたらく新タンパク質を 2種発見した
■ これらの構造と機能の解析が待たれている

背
景

■ 電位依存性ホスファターゼの酵素部位の構造を解析
■ 電位依存性プロトンチャネルが細胞膜でダイマー（二量体）を形成している
ことを明らかにした

成
果

「基本的な生命の解明」分野
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代表機関：高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
代表研究者：若槻壮市

　私たちの体を構成する細胞の中には、膜

で囲まれた「細胞小器官」という小さな区

画がいくつもあります。細胞小器官はそれ

ぞれ仕事を分業しており、そこではたらく

タンパク質や使う材料が異なります。その

ため、細胞小器官の間ではたえずさまざま

な物質が移動しています。

　これらの物質がちゃんと目的地にたどり

着くために、細胞には「小胞輸送」という

しくみがあります。小胞とは、細胞小器官

の膜がくびれ、切り離されることでできる

小さな袋のことです。膜がくびれるときに、

細胞小器官の中にある物質が小胞に積み込

まれます。そして、小胞が目的となる細胞

小器官まで移動すると、今度はその細胞小

器官の膜と融合して、積まれていた物質が

ARLというタンパク質群を中心に、これ

らのタンパク質がどのタンパク質と協調し

てはたらいているかを調べました。そして、

組み合わせが明らかになったARF6と

MKLP1の複合体、ARL1とArfaptin-1の

複合体の構造解析に成功しました。後者に

ついては、構造解析の結果、タンパク質ど

うしの相互作用にかかわるアミノ酸がわか

ったので、これらのアミノ酸がどのような

役割をしているかを実験によって調べてい

ます。

　さらに、小胞体からの小胞の形成にかか

わっているタンパク質を生化学的な手法で

調べて、構造解析によって重要な知見が得

られる可能性のあるタンパク質や複合体の

選定を行っています。これまでに、小胞の

形成にかかわる酵素（Sar1p GTPase）や、

小胞を覆っていて積荷を取り込むはたらき

もするコートタンパク質が、どのようなタ

ンパク質と複合体をつくるかを明らかにし

ています。このような機能解析によって蓄

積された知見をもとに、今後、立体構造の

解析をさらに推進していきます。

受け渡されるのです。

　こうした小胞輸送の一連のしくみは、さ

まざまなタンパク質がネットワークを形成

することで制御されています。本課題では、

小胞輸送にかかわるタンパク質のうち、高

難度とされるタンパク質複合体や膜タンパ

ク質の構造解析に取り組んできました。

　まず、植物細胞において細胞外の物質を

取り込むときに重要な役割を果たす酵素

（Rab5 GTPase） を 活 性 化 す る 因 子

（Vps9a）を突き止め、両者の複合体の構

造解析に成功しました。「制御C1」のグル

ープと共同でこの酵素の反応を制御する化

合物のスクリーニングを行い、候補化合物

を見いだしました。

　また、小胞の形成にかかわるARFや

（A）はARL1とArfaptin-1の複合体の結晶、（B）はその電子密度図で、両タンパク質が結合する面の部分を示している。図版提供：若槻壮市

生命
A6

小胞輸送を制御する
タンパク質複合体の構造機能解析

■ 細胞内には、物質を移動させる「小胞輸送」というしくみがある
■ これにはタンパク質の複雑なネットワークが関与している
■ 構造・機能解析から、このネットワークを分子レベルで理解する

背
景

■ 小胞輸送にかかわる数種のタンパク質複合体の構造解析に成功
■ 構造に基づく機能解析と、機能面からの構造解析対象選定が効果をあげた

成
果

（A） （B）
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代表機関：神戸大学大学院医学研究科
代表研究者：匂坂敏朗

　体の組織や臓器は、細胞どうしが接着す

ることで形成されます。細胞膜にはこのは

たらきを担う接着装置があり、この装置の

異常は、がんなど多くの疾患の原因となり

ます。

　接着装置は、図左のように、アドヘレン

スジャンクション（AJ）とタイトジャン

クション（TJ）と呼ばれる2種類がありま

す。どちらも多種類のタンパク質からなる

スを使った研究によっても行われています

が、私たちは、接着に関係するタンパク質

の構造・機能解析を行うことで、メカニズ

ムの解明を進めてきました。

　まず、私たちはAJの接着分子ネクチン

の、細胞外領域を大量に合成し、X線結晶

構造解析に成功しました。さらに、ネクチ

ンを用いて人工的に接着構造を組み立て、

その中でネクチンがどのように並んでいる

かを観察しました。これらにより、ネクチ

ンの接着様式が明らかになると期待してい

ます。

　また、AJによる細胞接着では、細胞表

面に埋め込まれたネクチンが、細胞内のア

ファディンというタンパク質を経由して細

胞運動を担うアクチン繊維へとつながって

います。このアファディンが、細胞運動の

方向性を制御していることを明らかにしま

した。今後は、ネクチン全体の構造を明ら

かにするとともに、接着構造全体の再構築

を目指します。

　TJについては、TJの量が適切に維持さ

れるメカニズムの解明が進んでいます。新

たにLNX1というタンパク質を発見し、こ

れがTJの分解を担う分子であることを突

き止めました。その結果、TJの形成を担

うタンパク質ZO-1とLNX1が、形成と分

解のバランスをとりながらTJの量を維持

していることがわかりました。この成果は、

皮膚のTJのバリア機能を強めるといった、

新たな創薬につながる可能性があります。

このため、ZO-1の既知の部分構造に基づ

いて計算機でのスクリーニングを行い、バ

リア機能を調節できる可能性のある候補化

合物を得ました。また、LNX1の作用にと

って重要なドメインの構造解析も進めてい

ます。

複合体で、接着に直接かかわるもの、接着

機能を制御するもの、あるいは制御される

ものなどから構成されています（図右）。

接着装置の中核である接着分子として、

AJではカドヘリンやネクチン、TJではク

ローディンが、私たちのグループのメンバ

ーによって以前に発見されています。

　接着装置の形成メカニズム解明は、これ

まで細胞生物学により行われ、最近はマウ

細胞どうしの接着には、接着分子以外に多くのタンパク質がかかわっている。接着装置は、皮膚の表面や消化管
の内面を覆う上皮細胞でよく発達している。 図版提供：匂坂敏朗

生命
A7

細胞接着装置構成タンパク質の
構造生物学的研究

■ 細胞が組織や臓器をつくるには、細胞どうしが「接着」する必要がある
■ 接着装置は 2種類あり、接着分子など多くのタンパク質の複合体である
■ 接着装置の異常は、がんをはじめ、さまざまな疾患の原因となる

背
景

■ 細胞接着分子ネクチンの細胞外領域の構造解析に成功した
■ ネクチンにより人工的な接着構造を構築した
■ 接着装置の量を維持するメカニズムが解明され、創薬につながる可能性が出
てきた

成
果

「基本的な生命の解明」分野
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代表機関：大阪大学大学院生命機能研究科／医学系研究科
代表研究者：岩井一宏

　ポリユビキチン鎖は、ユビキチンという

小さなタンパク質がつながったものです。

ポリユビキチン鎖にはいろいろな種類があ

り、細胞内でタンパク質に付加され、その

はたらきを制御します。これまでは分岐鎖

状の構造をしたポリユビキチン鎖しか知ら

れていませんでしたが、私たちは2006年

に、まっすぐな構造をした直鎖状ポリユビ

キチン鎖があることを見つけました。

　また、2009年には、この直鎖状ポリユ

ビキチン鎖が、細胞外からの刺激に応じて

に取り組んでいます。

　LUBACは複数のタンパク質からなる複

合体です。この複合体の細胞内でのはたら

きを解析した結果、LUBACは細胞が種々

の刺激を受けたとき、NF-κBの活性化を

制御するのに重要な機能を果たしているこ

とが明らかになりました。

　といっても、LUBACが直接NF-κBに

はたらきかけるわけではありません。

LUBACが直鎖状ポリユビキチン鎖を付

加する相手は、NEMOというタンパク質

です。これはIKK複合体のメンバーで、

直鎖状ポリユビキチン鎖を付加されると、

IKK複合体の別のメンバーであるIKKβ

を活性化します。活性化されたIKKβは、

NF-κBのはたらきを抑えているIκBαを

リン酸化してその分解を促します。その結

果、NF-κBは活性化され、核に移動して

転写因子としてはたらくのです。

　私たちは、「解析C1」グループの協力を

得て、LUBACがNEMOを認識する機構

の解析を構造と機能の両面から進めていま

す。一方、LUBACが直鎖状ポリユビキチ

ン鎖をつくるのを阻害する化合物のスクリ

ーニングにも、「制御C1」グループととも

に着手しました。さらに、「生産C1」グル

ープの技術を用いて、LUBACが直鎖状ポ

リユビキチン鎖をつくる機構の解明も進め

ています。

　これらの研究を通じて、直鎖状ポリユビ

キチン鎖によるNF-κBの活性化制御機構

を明らかにし、創薬にもつなげていきたい

と思います。

NF-κBという転写因子を活性化するはた

らきをしていることを見つけました。NF-

κBは細胞増殖や、炎症、免疫応答などに

かかわっており、リウマチ、アレルギー疾

患、種々のがんで活発にはたらいています。

そのため、NF-κBのはたらきを抑える化

合物は、リウマチやがんの薬に発展する可

能性があります。そこで私たちは、直鎖状

ポリユビキチン鎖をつくる酵素（LUBAC）

の構造と機能の解明を進め、直鎖状ポリユ

ビキチン鎖の形成を阻害する化合物の探索

生命
A8

直鎖状ポリユビキチン鎖による
選択的NF-κB活性化機構

■ 直鎖状ポリユビキチン鎖は、リウマチやがんなどと関係が深い NF-κBという
タンパク質を活性化する

■ 私たちは、直鎖状ポリユビキチン鎖をつくる酵素を以前に発見した
■ この酵素の構造と機能の解明は、リウマチやがんなどの薬の開発につながる
可能性がある

背
景

■ 直鎖状ポリユビキチン鎖をつくる酵素の構成を明らかにした
■ この酵素が直鎖状ポリユビキチン鎖をつくるしくみ、それを目的の相手に付
加するしくみの解明が進んでいる

■ この酵素のはたらきを阻害する化合物の探索に着手した

成
果

LUBACによるNF-κB活性化機構。　図版提供：岩井一宏
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「基本的な生命の解明」分野

代表機関：東北大学大学院医学系研究科
代表研究者：山本雅之

　酸素や親電子性物質（電子を好む物質）

は、細胞の中のDNA、タンパク質、脂質

などから電子を奪って傷つけ、がん、動脈

硬化、糖尿病などを引き起こす要因になる

と考えられています。ヒトの体はこうした

酸化ストレスを感知して、無害化するしく

みを備えています。

　酸化ストレスを感知するのは、Keap1と

いうタンパク質です。ふだん、Keap1は

Nrf2という転写因子のはたらきを抑えて

いますが、酸化ストレスを感知するとその

抑制が解け、Nrf2がはたらいて解毒酵素

群の遺伝子が転写されます。私たちは、こ

の一連の過程の詳しい分子機構を調べてき

ました。以前の研究で、Keap1とNrf2の

れるのでNrf2は分解されなくなり、細胞

内の存在量が増して解毒酵素群の発現が始

まるのです。これはちょうどカンヌキが外

れてドアが開くようなしくみなので、「蝶

つがいとカンヌキ」メカニズムと名づけま

した。

　Keap1とNrf2がうまく結合せず、Nrf2

がいつも活性化されていると、がん細胞を

抗がん剤から守るようにはたらいてしまい

ます。肺腺がん患者では、KEAP1分子の

NRF2結合領域に変異が見られることが報

告されていますが、私たちはそれにより

NRF2の抑制が起こらなくなるしくみを明

らかにしました。また、肺扁平上皮がん患

者ではNRF2のほうに変異が起こってお

り、しかも、それらの変異はKEAP1との

結合部位に集中していることを発見しまし

た。さらに、以前から肝臓がん細胞では

p62が異常に蓄積することが知られていま

したが、発がんにおける役割は不明でした。

今回、Keap1とp62の複合体構造を明らか

とすることで、肝臓がんがp62を介して

Keap1を不活性化し、生体防御酵素群を活

性化するしくみを明らかとしました。

　こうした知見から、NRF2の阻害剤を見

つければ「がん治療薬を効きやすくする薬」

になると考え、探索を行っています。

Keap1とNrf2の研究は、健康増進薬など、

ほかの薬の開発にもつながる可能性があり

ます。このような社会還元を目指して、こ

れからも研究を進めていきます。

重要な部分どうしの複合体の構造を解析し

ています。

　今回、Keap1が2量体を形成し、2つの

房をもつサクランボのようなかたちをして

いることを突き止めました。房にある穴に

は、ちょうどNrf2がはまりこみます。また、

「生命A2」グループとの共同により、

Keap1とNrf2の複合体形成を阻害する新

たな因子p62を発見し、これとKeap1の一

部との複合体の構造も解析しました。

　これらから新たなメカニズムが明らかに

なりました。酸化ストレスがないときは、

Keap1の2つの房がNrf2をはさんでつかま

えて、その分解を促しますが、Keap1が酸

化ストレスを感知すると、一方の結合が外

酸化ストレスセンサー Keap1は、ストレスのない状態では転写因子Nrf2にポリユビキチンという目印をつけ、
Nrf2の分解を促す。ところが、酸化ストレスを感知するとKeap1はNrf2に目印をつけることができなくなる。
その結果、Nrf2は分解されなくなり、核に移行してさまざまな生体防御酵素群の遺伝子を活性化する。
 図版提供：山本雅之

生命
B1

発癌性物質や酸化ストレスに応答する
生体防御系センサーの構造基盤

■ ヒトの体は酸化ストレスを感知して、無害化するしくみを備えている
■ 酸化ストレスセンサーである Keap1が転写因子 Nrf2を活性化させ、解毒酵
素群をはたらかせる

■ このしくみを解明すると、がんや生活習慣病の新たな治療法につながる

背
景

■ Keap1が２つの房をもつサクランボ様の 2量体構造を形成することを明らか
にし、Nrf2のはたらきを制御するしくみをつきとめた

■ がん細胞でみられる Keap1変異体が、なぜ Nrf2への抑制能を失い、生体防
御酵素群が恒常的に活性化されるのかを明らかにした

■ 新しいがん治療薬が開発される可能性が見いだされた

成
果 電子線単粒子解析によって、Keap1は2つの房をも

つサクランボのような2量体構造をとっていることが
わかった。 図版提供：山本雅之
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代表機関：大阪大学蛋白質研究所
代表研究者：阿久津秀雄

　生物は生きるために外からエネルギー源

を取り込みます。しかし、こうしたエネル

ギー源をそのまま使うことはできないの

で、細胞内ではATPと呼ばれる物質に変

換して流通させています。

　私たちが研究しているH+-ATP合成酵素

は、細菌がATPをつくる酵素です。細胞

膜に埋め込まれているFoと細胞膜の内側

に出ているF1に分けられ、プロトン（H+）

がFoを通って細胞の中に流れ込むとF1の

軸が回転し、ATPをつくります。F1の構

造と機能は詳細に解明されていますが、Fo

立体構造を解析しています。その結果、1

つのサブユニットはヘアピン状に曲がって

おり、αへリックスと呼ばれる構造がかな

りの部分を占めていることがわかりまし

た。αへリックスを主とする膜タンパク質

をNMRで構造決定した例はないので、世

界初を目指し、c-リング全体の構造解析に

向けてがんばっています。

　また、大腸菌のc-リングを再構成した試

料を用いて、脂質膜の状態によってc-リン

グの回転がどのように変わるかを調べまし

た。温度を下げて脂質膜を本来の液晶状態

からゲル状態まで変化させてNMRを測定

したところ、液晶状態ではサブユニットc

が脂質の仲間であるかのように存在してい

ることがわかりました。そのおかげで、c-

リングが回転するとき、細胞膜との摩擦が

少なく、エネルギーロスが少なくてすみま

す。このことが、非常に高いエネルギー変

換効率につながっているのです。

　さらに、ヒトにもH+-ATP合成酵素と似

たF1- FoATP合成酵素があるので、これに

含まれるサブユニットcの構造解析に向け

て、合成に取り組んでいます。バッテン病

という遺伝子病では、サブユニットcが脳

神経細胞に蓄積されることが知られている

ので、その病気の研究にも役立てばと考え

ています。

の構造は解析されておらず、機能のメカニ

ズムも解明されていません。

　そこで私たちは、Foのc-リングと呼ばれ

る部分について研究しています。c-リング

は10～15個程度のサブユニットcという部

品が集まってできており、プロトンの流れ

によって回転し、その回転のエネルギーを

F1に伝える大切なはたらきをしています。

　私たちは、大腸菌と好熱菌のサブユニッ

トcを大量につくり、人工脂質膜の中でc-

リングを再構成させることに成功しまし

た。固体NMRを使ってデータを測定し、

好熱菌のc-リング中のサ
ブユニットcの主鎖二次
構造。
 図版提供：阿久津秀雄

生命
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H+-ATP合成酵素膜内在 Foの
機能構造と不正規構造の固体NMRによる解明
（新課題名）ATP生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析

■ 生物が生きるためには、取り込んだエネルギーの ATPへの変換が必要
■ ほとんどの生物で、ATPをつくる H+-ATP合成酵素がエネルギー変換システ
ムの主役

■ しかし、そのうちの Foという部分の構造はまだ不明
■ 近年、急速な発展を遂げている固体 NMRを膜タンパク質の解析に適用

背
景

■ 大腸菌の c-リングを用いて、H+-ATP合成酵素の高いエネルギー変換効率が、
c-リングの滑らかな回転によることを解明

■ 大腸菌 c-リングでのサブユニットパッキングモデルを提出
■ 好熱菌 c-リングの精密解析により立体構造モデルを得た

成
果

H+-ATP合成酵素はFoとF1に分けられる。
Foはc-リング（10~15個のサブユニット
cからなる）と、2個のサブユニットb、1
個のサブユニットaからなる。
 図版提供：阿久津秀雄
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「基本的な生命の解明」分野

e-
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4H+ 2H2O

代表機関：兵庫県立大学大学院生命理学研究科
代表研究者：吉川信也

　生物を構成している細胞には、核をもつ

真核細胞と、核をもたない原核細胞との2

種類があります。前ページの課題は、原核

細胞である細菌についての研究ですが、私

たちは真核細胞におけるエネルギー変換の

解明に取り組んでいます。

　真核細胞では、取り込んだエネルギーの

大部分がミトコンドリアでATPに変換さ

れます。変換の際に酸素が使われるので、

この過程をミトコンドリア呼吸と呼びま

す。ミトコンドリアには外膜と内膜と呼ば

れる2つの膜があり、内膜にはエネルギー

元結晶を得ています。2次元結晶を数多く

用意して、電子線による構造解析を行いた

いと考えています。

　もう1つはF1-FoATP合成酵素で、こち

らについても、構造解析に適した2次元結

晶を得る努力をしています。

　また、私たちは、1995年にチトクロム

酸化酵素の結晶構造を決めましたが、放射

光施設SPring-8のビームラインを利用す

ることで、そのときよりずっと高い精度で、

酵素の活性中心の構造を決定しました。チ

トクロム酸化酵素は、ATPを合成するエ

ネルギーを取り出すために、チトクロムか

らエネルギーの高い電子を受け取って酸素

に渡して水分子を生成します。この酸素が

電子を取り込んで水分子になるときに活性

酸素に変化するのを防ぐため、巧妙なしく

みがあることがわかりました。

　これら3種類の酵素がどのように相互作

用するかの解析も進めており、タンパク質

の構造と機能に基づいてミトコンドリアに

おけるATP合成の全貌を明らかにしたい

と思っています。

変換にかかわる4種類の膜タンパク質複合

体酵素があります。私たちは、この4種類

のうち、まだ部分構造しか知られていない

2種類をおもなターゲットとして、構造解

析に取り組んでいます。

　その1つ、NADH-ユビキノン還元酵素

は、多くのサブユニット（部品）からでき

ている巨大なタンパク質で、完全なかたち

で精製するのが難しいため詳しい構造はわ

かっていません。私たちは、サブユニット

がすべて揃った丸ごとの酵素を細胞から純

粋に取り出し、それが平面状に並んだ2次

糖などのエネルギー源は細胞内で徐々に分解され、その過程で、もっていたエネルギーの大部分が電子に移る。
そうしてできたエネルギーの高い電子がミトコンドリア内膜にある3種類の酵素を渡り歩き、酵素は電子のエネル
ギーを用いてプロトンを内膜の内側から外側へくみ上げる。くみ上げられたプロトンがF1-FoATP合成酵素を通
って流れ込むときにATPがつくられる。 図版提供：吉川信也

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

■ ミトコンドリアは真核細胞のエネルギー変換工場
■ エネルギー変換にかかわる酵素の構造と機能の解明は、生命の理解のために
重要

背
景

■ 巨大な NADH-ユビキノン還元酵素の丸ごとの構造解析に向けて進んだ
■ チトクロム酸化酵素の活性中心の精密な構造を決定し、効率よくエネルギー
をつくるしくみを解明

成
果

酸素

エネルギーを
取り出す場所

エネルギー輸送経路
チトクロム酸化酵
素の全体構造

チトクロム酸化酵素の全体構造と酸素還元反応でエネ
ルギーを取り出す部分の構造。 図版提供：吉川信也
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好熱菌の A3B3の構造

　生物をつくる細胞は、細胞膜によって内

と外に隔てられています。ですから、生命

維持のために必要なさまざまな物質は、細

胞膜にある専用の「輸送体」などによって

中に運び込まれます。

　V-ATPaseは、ヒトの破骨細胞やがん細

胞などの生体膜にある輸送体の1つで、プ

ロトン（H+）を追い出して生体膜内外の

pHを調整します。図のように多数のタン

パク質からなり、膜の外にあるV1と膜の

内部にあるVoに分かれています。V1部分

がATPからエネルギーを取り出し、この

エネルギーを使ってVoのローターリング

のV-ATPaseについては、2005年にナトリ

ウムイオンとローターリングが結合した構

造を明らかにしましたが、本課題ではリチ

ウムイオンと結合した構造を明らかにし、

イオン輸送のメカニズムの理解を進めまし

た。ヒトのV-ATPaseについても、構造解

析に向けてタンパク質の合成と結晶化を進

めています。

　その一方で、骨粗鬆症やがんの治療薬の

リード化合物創出を目指して、V-ATPase

のはたらきを阻害する物質を探索していま

す。既存の候補化合物の構造を変えて作用

を強くする、上で得た構造をもとにコンピ

ューターを使って探す、本プログラムの「制

御C1」グループと共同でライブラリーを

スクリーニングする、などの戦略で取り組

んでいます。

　また、平成22年度からは、V-ATPase以

外の輸送体も対象に加え、構造と機能の解

明を進めています。

が回転することで、プロトンが追い出され

ます。この輸送体は、骨粗鬆症やがん細胞

の増殖・転移に関与しており、構造と機能

を解析することはこれらの病気の新しい治

療法につながると期待しています。

　私たちは、細菌のように核をもたない原

核生物にもV-ATPaseがあることを発見

し、ヒトのV-ATPaseのモデルとして研究

しています。好熱菌のV1のA3B3複合体の

X線結晶構造を明らかにし、機能面では、

ATP1分子で4個のプロトンが輸送される

ことを突き止めました。ナトリウムイオン

やリチウムイオンを輸送する腸内連鎖球菌

V-ATPaseの構造と機能の
解析を進め、阻害剤の探索
も行ってきた。
 図版提供：岩田 想

生命
B4

■ 細胞は細胞内環境を維持するために、さまざまな物質を取り込む
■ そのための輸送体が細胞膜にある
■ このうち、細胞内外の pHを調整する V-ATPaseは、骨粗鬆症やがん細胞の
増殖・転移に関与

背
景

■ V-ATPaseの中核部分の立体構造と機能を解明
■ 創薬につなげるため、V-ATPaseのはたらきを阻害する物質を探索中

成
果

代表機関：京都大学大学院医学研究科
代表研究者：岩田 想

創薬に繋がる
V-ATPaseの構造、機能の解明
（新課題名）創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明
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代表機関：東京大学大学院理学系研究科
代表研究者：濡木 理

　細胞の中では、遺伝子DNAの情報が

RNAに写しとられ（転写）、そのRNA

（mRNA）をもとにしてタンパク質がつく

られます（翻訳）。しかし、近年、タンパ

ク質に翻訳されないRNAが数多く存在す

ることがわかってきました。これらの「非

翻訳RNA」の構造と機能は解明の途上に

あります。

　私たちの研究対象の1つは、tRNAです。

tRNAは代表的な非翻訳RNAで、翻訳の

際にアミノ酸を運ぶはたらきをします。タ

ンパク質をつくるアミノ酸は20種類あり、

それぞれに専用のtRNAがあります。

tRNAにはmRNAに書かれた指定を見分

ける部分があり、指定通りの種類のアミノ

酸を運ぶのです。ただし、tRNAがこのよ

たらきをします。酵素により、mRNAの

指定を見分ける部分が変化し、イソロイシ

ンを運ぶようになるのです。このしくみも、

酵素とtRNAの複合体の構造などから明ら

かにしました。

　さらに、一部の細菌・古細菌のタンパク

質にだけ含まれるピロリジンというアミノ

酸が、通常のタンパク質に含まれる20種

類のアミノ酸とまちがって運ばれないしく

みも、構造に基づいて解明しました。また、

tRNAにアラニンというアミノ酸を結合さ

せて、アラニンを運ぶtRNAをつくる酵素

の構造も決定し、この酵素とtRNAの複合

体の構造も明らかにしました。

　一方で、小分子非翻訳RNAの機能に関

する解析も進めています。これらは、

Argonauteというタンパク質と複合体を

形成し、mRNAがタンパク質に翻訳され

るのを抑えることが知られています。私た

ちは、Argonauteと相互作用する小分子

RNAがどんなもので、どのようなはたら

きをするかを、詳しく調べています。これ

らの小分子RNAとArgonauteや酵素との

複合体の構造を解析する準備も進めてお

り、構造に基づいて、詳しい機能を解明し

たいと考えています。

うな機能をちゃんと果たすには、DNAか

ら転写されたRNA（tRNAのもとになる

もの）が、さまざまな酵素によって変化す

ること（修飾）が必要です。

　私たちは、フェニルアラニンというアミ

ノ酸を運ぶtRNAが修飾されて、mRNA

の指定をまちがいなく見分けられるように

なるしくみを解明しました。tRNAに次々

にはたらきかける酵素とtRNAの複合体の

立体構造を、連続スナップ写真を撮るよう

に解析したのです。その結果、これまでの

知見とは異なるしくみの発見を含め、修飾

過程を詳細に解明できました。

　また、イソロイシンというアミノ酸を運

ぶtRNAの1つは、修飾される前、メチオ

ニンというアミノ酸を運ぶtRNAと同じは

tRNAを修飾する酵素の1つTilSと tRNA（黄色い部分）の複合体の構造。
 図版提供：濡木 理

生命
B5

非翻訳RNAによる
高次細胞機能発現機構の解明

■ RNAの中には、タンパク質に翻訳されない「非翻訳 RNA」が多数ある
■ その機能はわかっていないものが多い
■ 非翻訳 RNAの機能がわかれば、生命現象の理解はもとより、創薬や医療に
も役立つ

背
景

■ 多くの tRNA-酵素複合体の立体構造解析に成功し、tRNAが修飾されるしく
みを明らかにした

■ Argonauteというタンパク質と相互作用する小分子非翻訳 RNAをいくつも
突き止め、機能を明らかにしつつある

成
果

イソロイシンを運ぶ tRNA

アラニンを運ぶ tRNAをつくる酵素（AlaRS）と tRNA（オレンジ色の部分）
の複合体の構造。灰色の部分は隣に並んだ酵素の一部。 図版提供：濡木 理

アミノアシル化
ドメイン

リンカー

校正ドメイン

亜鉛

二量化
ドメイン

tRNA認識ドメイン

アラニンを運ぶ tRNA

受容ステム結合ドメイン

ループリンカー
SCLドメイン

ヘリカルリンカー

N末端触媒ドメイン

Ala-SA

「基本的な生命の解明」分野



35

代表機関名：大阪大学免疫学フロンティア研究センター
代表研究者：石井 健

　ヒトをはじめとする高等動物では、病原

体のもつ抗原を認識し、その病原体を排除

しようとする「獲得免疫」がはたらくこと

がよく知られていますが、その前段として

不特定の病原体を排除する「自然免疫」も

はたらいています。自然免疫の研究はここ

10年ほどで急速に進み、特に、これまで

非自己として認識されることはないと考え

られていた核酸（DNA、RNA）が、自然

免疫を引き起こすことが明らかになりまし

た。この免疫機構を理解することで、核酸

ワクチンの製造や、アレルギー疾患やリウ

マチなどの自己免疫疾患の治療が可能にな

つくることには成功しているものの、タン

パク質の純度を上げて結晶化させるのには

苦労しており、微結晶しか得られていませ

ん。このため、結晶化条件をさらに検討す

るとともに、新たに、GFP（緑色蛍光タ

ンパク質）と融合させた受容体タンパク質

も作製し、精製と結晶化を進めています。

　一方、核酸が引き起こす自然免疫の作用

機構の解明では大きな成果をあげていま

す。TLRを介さずに核酸が引き起こす自

然免疫の機構や、DNAワクチンが効果を

発揮するしくみを明らかにしました。さら

に、特筆すべき研究成果としては、インフ

ルエンザワクチンの作用機構を解明しまし

た。インフルエンザワクチンには、弱毒化、

不活性化全粒子、不活性化スプリットの3

種類があります。これらの作用機構を、マ

ウスやヒトの実験系で詳細に解析しまし

た。この成果は、ワクチン開発の方向や接

種すべきワクチンの選択において、非常に

重要になると考えています。

ると期待されます。

　核酸が引き起こす自然免疫は、「Toll様

受容体（TLR：Toll like Receptor）」など

の受容体タンパク質が、病原体に由来する

核酸を認識することが出発点となります。

私たちは、各種疾患への応用可能性や科学

的観点から優先順位を決め、TLR9、

TLR2、RIG-Iを中心に作用機構の解明を

目指しています。

　構造解析のためには、受容体タンパク質

を大量につくり、結晶化させることが必要

です。しかし、私たちは動物細胞を使って、

TLR9をはじめとするタンパク質を大量に

インフルエンザワクチンの作用機構。図版提供：石井 健

自然免疫システムにおける
病原体認識に関わる分子群の構造解析

■ 核酸（DNA、RNA）も自然免疫を引き起こす
■ 自然免疫機構を理解することで、核酸ワクチン製造や自己免疫疾患の治療が
可能になる

■ 核酸のセンサーとなる「Toll様受容体（TLR）」の構造・機能解析が必要

背
景

■ 核酸の自然免疫機構を解明した
■ 核酸ワクチン、インフルエンザワクチンなどの作用機構を解明した
■ TLRの大量精製法を確立し、構造解析に適した結晶づくりを進めている

成
果

インフルエンザウイルス 不活化全粒子ワクチン スプリットHAワクチン
（現在日本で使用されているワクチン）

インフルエンザ
ワクチンの種類

自然免疫反応

適応免疫反応
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化学的な不活化

感染性をなくした

ウイルス表面抗原
(HA抗原 )の精製

ウイルス RNAを
除去した

I型インターフェロン
炎症性サイトカイン I型インターフェロン

自然免疫
反応なし

免疫が
成立しない

自然免疫反応は
必ずしも

必要ではない

mDCs

pDCs
TLR7 pDCs

メモリー
CD4+T細胞

IFNγの産生Th1タイプ抗体の産生IFNγの産生

B細胞CD4+T細胞

細胞障害活性

CD8+T細胞

上皮細胞
マクロファージ

TLR7

RIG-I
Uncertain NLR

医薬
A1

「医学・薬学等への貢献」分野
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「医学・薬学等への貢献」分野

免疫細胞の遊走 免疫細胞の分化

Rac活性化とそれに伴う細胞骨格の再構築

複雑なシグナル分子のネットワーク

免疫細胞の活性化

DHR-1 DHR-2SH3DOCK2

ELMO

抗原受容体ケモカイン受容体

細胞膜

PIP3 Rac

代表機関名：九州大学生体防御医学研究所
代表研究者：福井宣規

免疫は感染に対する生体防御機構です。

その一方で、免疫応答したために自己免疫

疾患や移植時の拒絶反応を起こすこともあ

ります。このような不適切な免疫反応は、

リンパ球などの免疫細胞が標的組織に侵入

することで引き起こされます。このため、

ケモカインというタンパク質を感知し、そ

の信号が細胞内のいくつかの因子をビリヤ

ードの玉のように次々と伝わり、最終的に

Racという分子を活性化させることが必要

です。その因子の1つとして重要な役割を

果たしているのが、私たちの発見した

DOCK2というタンパク質です。私たちは、

DOCK2を中心とした信号伝達経路の詳細

を明らかにする研究を進めてきました。

DOCK2は約1800個のアミノ酸からな

り、いくつかの部品（ドメイン）が組み合

わさっている大きな分子です。私たちは、

DOCK2または各ドメインがほかの分子と

会合している複合体の構造解析を行いまし

た。例えば、DOCK2が機能するために、

SH3ドメインを含むN末端の領域が

ELMO1というタンパク質と結合すること

が重要です。私たちは、DOCK2のN末端

とELMO1タンパク質の結合ドメインの複

合体の結晶化を行い、その構造を決定する

ことに成功しました。

機能面では、好中球という免疫細胞が

動く際、DOCK2の細胞内での位置が2種

類の異なるリン脂質により連続的に制御さ

れていることを発見しました。一方、形質

細胞様樹状細胞と呼ばれる特殊な細胞が、

I型インターフェロンを産生することで、

ある種の自己免疫疾患の発症にかかわるこ

とが知られています。私たちは、DOCK2

が形質細胞様樹状細胞によるI型インター

フェロン産生に重要な役割を演じることを

明らかにするとともに、DOCK2がTリン

パ球において機能し、アレルギー反応の制

御にかかわることも見いだしました。

このようにDOCK2は、細胞の動きばか

りでなく、さまざまな細胞高次機能を制御

しており、不適切な免疫反応を抑制するた

めの標的となると考えられます。これまで

に私たちは、DOCK2からRacへの信号伝

達を阻害する低分子化合物を同定すること

に成功しており、薬の開発に一歩近づくこ

とができました。

細胞内のタンパク質の構造と機能に基づい

て、免疫細胞の動きを制御することができ

れば、自己免疫疾患や拒絶反応の治療や予

防に役立つと考えられます。

免疫細胞（例えばリンパ球）が動くた

めには、細胞表面にある受容体が細胞外の

DOCK2は免疫細胞においてRacを活性化させる分子である。ケモカイン受容体などからのシグナルがDOCK2
を介して伝わり、最終的に細胞骨格のアクチン繊維にはたらきかけて細胞の移動や、分化、活性化が起こる。
 図版提供：福井宣規

タンパク質構造に立脚した
DOCK2シグナル伝達機構の解明と創薬への応用

■ 免疫は必須の生体防御機構だが、免疫応答することにより引き起こされる疾患
もある

■ 細胞運動をはじめ、さまざまな細胞機能は、Racというシグナル分子によって
制御されている

■ DOCK2は免疫細胞におけるRac活性化のマスター分子である
■ DOCK2の構造・機能を解析すると、免疫難病の新しい治療法開発につながる

背
景

■ まるごとのDOCK2およびドメインとほかの分子との複合体の調製、構造解
析を行った

■ DOCK2の信号伝達を阻害する低分子化合物を同定し、免疫難病の新薬開発に
向けて一歩進んだ

■ DOCK2が I型インターフェロンの産生やアレルギー反応の制御にかかわって
いることを発見した

■ 好中球が動く際、DOCK2の細胞内での位置を決定するメカニズムを解明した

成
果

医薬
A2
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代表機関：九州大学大学院医学研究院
代表研究者：住本英樹

　神経細胞の死滅は、活性酸素によって引

き起こされます。私たちは、神経細胞で活

性酸素が生成されるしくみを立体構造の視

点から探っています。

　活性酸素を生成するのは、NADPHオ

キシダーゼ（Nox）という酵素です。ヒト

の場合、NoxはNox1～Nox5という5種類

があり、神経細胞ではNox1、Nox2、

Nox4などがはたらいています。Noxは細

胞膜に埋まるような状態で存在しており、

細胞内のNADPHという物質から電子を

受け取り、その電子を細胞の内側から表面

側へと運んで活性酸素を発生させると考え

られています。

タンパク質が協調してNoxにはたらきか

けることで、Noxは活性化されて活性酸素

をつくるようになります。これらの分子の

はたらきを阻害し、活性酸素の生成を防ぐ

物質が、神経変性疾患の治療薬として期待

されます。

　Nox2では、p47phox、p67phox、p40phox、

Racというタンパク質が協調してはたらき

ます。しかし、これらのタンパク質が

Nox2にどのように作用するかについては

ほとんどわかっていません。今回、詳しく

解析した結果、Nox2の活性化には、

p47phoxとp67phoxの一部が重要であること

がわかりました。現在、p47phoxとp67phox

の相互作用に注目して、阻害剤開発に向け

た研究を進めています。

　また、Nox1～Nox4は、図のように

p22phoxというタンパク質と複合体を形成

しており、p22phoxもNoxの活性化に必要

であることが知られています。将来の阻害

剤創成を視野に入れて、この複合体が形成

されるしくみについても調べています。

　私たちはまず、Nox2の構造解析に取り

組み、NADPHがNox2に結合する部位の

立体構造を明らかにしました。Nox本体の

立体構造としては世界で最初の成果です。

そして、この構造情報をもとに、NADPH

の結合に重要なアミノ酸残基を同定し、

NoxとNADPHとの結合様式を明らかに

しました。また、膜タンパク質であるNox

は高難度タンパク質の1つですが、哺乳類

細胞において従来法より100倍近くの効率

で、全長型のNoxを大量生成することに成

功しました。

　一方、Noxはそのままでは不活性な状態

で、活性酸素を生成しません。いくつかの

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

■ アルツハイマー病やパーキンソン病などの「神経変性疾患」は、神経細胞が徐々
に死滅することで発症する

■ そのメカニズムは十分に解明されておらず、確実な治療法はほとんどない
■ 急速な高齢化が進む中、根本的な治療法の確立が望まれている

背
景

■ 神経細胞死に関与する Nox2の重要な部位の立体構造を解明
■ Nox2の活性化に必要なタンパク質の領域を特定。今後の治療薬開発のター
ゲットに

成
果

医薬
A3

Noxは膜に埋まるように存在する膜貫通型タンパク質で、p22phoxと複合体を形成している（左）。右はNox2の活性化機構。Rac、p40phox、p47phox、p67phoxとの相互作用
によって活性酸素であるO2

-が生成される。p40phoxの構造は解析ずみであり、本プログラムでは、NADPH結合部位の立体構造を決定し、Nox2の活性化に重要なp47phox

とp67phoxの領域を特定した。 図版提供：住本英樹
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全体構造の理解 部分構造、類縁タンパク質の構造解析

活性制御分子の探索と誘導体化

ニカストリン
プレセニリン

Pen-2 Aph-1

γセクレターゼ

SPP
NctEC

低分子化合物 機能抗体の同定 単鎖抗体化

代表機関：東京大学大学院薬学系研究科
代表研究者：富田泰輔

　アルツハイマー病は脳内でAβというペ

プチドが集まってかたまり、これが蓄積さ

れることで引き起こされます。Aβはアミ

ロイド前駆体タンパク質（APP）という

物質から切り出されてできるペプチドで

す。この切り出しの最終段階ではたらくγ

セクレターゼという酵素が、私たちの研究

のターゲットです。γセクレターゼのはた

らきを阻害して、Aβの産生を抑えれば、

アルツハイマー病の発症は食い止めること

ができます。

　しかし、γセクレターゼは膜タンパク質

である上に、4つの因子からなる巨大な複

合体であるため、構造解析は技術的にとて

も難しいのです。しかも、膜に埋まった部

分でAPPを切断するというきわめて珍し

分で、細胞外に突き出た領域をもっていま

す。ニカストリンの細胞外領域を大量につ

くり、精製して、構造解析に適した試料の

調製に成功しました。生化学的な解析と合

わせて、さらなる構造解析を進めています。

　一方、γセクレターゼのはたらきを阻害

する化合物の探索も行っています。「制御

C1」グループと連携して、オリジナル化

合物ライブラリーを樹立し、候補化合物の

選定を進めました。得られた化合物や抗体

を用いて、γセクレターゼの構造と活性の

相関関係を明らかにしようと考えていま

す。また、本課題で得られたγセクレター

ゼの活性制御技術をそのままテストできる

オリジナルのアルツハイマー病モデルマウ

スを確立しました。

　γセクレターゼはAβ産生のほかに、生

物の発生や分化、発がんにかかわるNotch

という重要なタンパク質の切り出しも行っ

ています。アルツハイマー病やがんの治療

という現代社会の大きなニーズに応えられ

るように、今後も引き続きγセクレターゼ

の構造解析と阻害剤の開発を推進していき

ます。

い性質をもつので、γセクレターゼのAβ

切り出しの機構を構造面から説明するよう

な知見は皆無です。

　私たちはγセクレターゼを大量につく

り、精製する方法を創出しました。そして、

電子顕微鏡でさまざまな角度から撮影した

分子の写真を用いてγセクレターゼの全体

構造を明らかにする「単粒子構造解析」を

行っています。また、γセクレターゼと似

た機能をもつ酵素の単粒子構造解析に成功

し、膜の親水性部分で基質の切り出しを行

っている可能性を見いだしました。

　さらに、γセクレターゼの構成因子の1

つであるニカストリンという部分のX線構

造解析を行ってきました。ニカストリンは

γセクレターゼが基質を認識する重要な部

γセクレターゼの全体構造や、ニカストリンの
細胞外領域（NctEC）、類縁タンパク質SPPの
構造を解析するとともに、γセクレターゼの活
性制御分子を探索している。これらの成果を結
集し、γセクレターゼの作動メカニズムに基づ
くアルツハイマー病治療法の開発を目指す。
 図版提供：富田泰輔

アルツハイマー病治療薬創出に向けた
γセクレターゼの構造解析と機能制御

■ アルツハイマー病の根本的な治療法はまだ存在しない
■ 社会の高齢化が進み、患者は年々増えている
■ 発症メカニズムの解明と、それに基づく確実な治療法の開発が急務である

背
景

■ γセクレターゼとニカストリンの細胞外領域を大量につくり、精製する方法
を創出

■ γセクレターゼ活性阻害剤を見つけるための化合物ライブラリーを樹立

成
果

医薬
A4
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ピリミジン生合成とレドックス制御の反応経路。UMPを生合成するピリミジン生合成反応では6つの酵素、
CPSII、ATC、DHO、DHOD、OMPDC-OPRTがはたらいている。レドックス制御反応で重要な酵素SQRは、
ミトコンドリアでの酸化反応ではたらいている。アスコフラノンによるアフリカトリパノソーマの酵素TAOの阻
害効果は、酵素GKを阻害する薬（グリセロール）との併用で高まる。 図版提供：北 潔ほか

コハク酸

フマル酸

DNA/RNA

CPSII

ATC

DHO

DHOD

OMPDC-
OPRT

UMP

GK

NAD NADH

グリセロール
による阻害

ピリミジン生合成反応経路の酵素の流れ

レドックス制御に重要な反応

薬剤分子設計を進めているタンパク質

結晶化・構造解析を進めているタンパク質

UMP：ウリジン 5’ -リン酸
UQH2：還元型ユビキノン

TCA回路SQR

UQH2

TAO

ミトコンドリア

O2

H2O

アスコフラノンによる阻害

代表機関：東京大学大学院医学系研究科
代表研究者：北 潔

　熱帯に多いトリパノソーマ症は、寄生虫

の一種であるトリパノソーマという原虫が

引き起こす致死性の病気です。アメリカ型

原虫の場合はシャーガス病、アフリカ型原

虫の場合は睡眠病となり、毎年数十万人も

の患者が新たに発生しています。このため、

WHOにより、制圧すべき病気の1つにあ

げられています。地球温暖化や大陸をまた

いだ人の交流により、熱帯だけの病気とは

いえなくなりつつあることや、日本の国際

適応するのに必要な酵素（レドックス調節

経路の酵素）です。

　中でも大きな成果をあげているのは、ア

メリカ型原虫のDHOD（ジヒドロオロト

酸脱水素酵素）の研究です。阻害剤との複

合体の構造解析で得た情報をもとに、コン

ピューターで阻害剤を設計し、実際に合成

しました。これらの化合物と、本プログラ

ムの化合物ライブラリーからの化合物をス

クリーニングし、阻害活性をもつ化合物を

21個発見しました。特筆すべきは、その

うちの11個が、実際にトリパノソーマの

増殖を抑えたことです。

　また、アメリカ型原虫のATC（ピリミ

ジン合成系の酵素）、回虫のQFR（キノー

ル－フマル酸還元酵素）の構造解析にも成

功し、阻害活性をもつ化合物を発見してい

ます。

　アフリカ型原虫については、GK（グリ

セロールキナーゼ）という酵素の構造解析

に成功しています。また、まだどの生物で

も構造解析されたことのないTAO（シア

ン耐性酸化酵素）の結晶化に成功しており、

構造解析を進めています。

　他にも、いくつかの酵素の構造解析に取

り組んでいます。酵素の構造に基づいて見

いだした阻害剤をもとに、トリパノソーマ

症の有効な治療薬がきっと誕生することで

しょう。

貢献という面から、日本での治療薬開発が

望まれています。

　私たちは、トリパノソーマ症治療薬のも

とになる化合物（リード化合物）を見いだ

すことを目的として、原虫が生きていくの

に必要な種々の酵素の構造を解析し、その

酵素のはたらきを阻害する物質を探索して

きました。ターゲットは、核酸（DNAや

RNA）の材料（ピリミジン）をつくるの

に必要な酵素と、原虫が酸素濃度の変化に

医薬
A5核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする

抗トリパノソーマ薬の開発

■ 「トリパノソーマ症」は、寄生虫が引き起こす致死性の病気
■ アフリカや中南米で、毎年数十万人が感染
■ 治療薬の開発が待たれている

背
景

■ トリパノソーマが生きるのに必要なタンパク質（酵素）の構造を解明
■ 治療薬のもとになる化合物を発見した

成
果

アメリカ型原虫のDHODの立体構造。構造に基づい
て阻害剤が設計された。 図版提供：北 潔

活性部位
の拡大図

阻害剤
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S.SS.S アディポネクチン

骨格筋肝臓
AdipoR

Ca2+ PPAR

メタボリックシンドローム・糖尿病の改善

糖取り込み脂肪酸燃焼糖新生

APPL1

CaMKKβ AMP

AMPK

ACC

Sirt1

PGC-1α

　ヒトの体内では、アディポネクチンとい

う「善玉分子」が、骨格筋や肝臓などの細

胞膜にあるアディポネクチン受容体

（AdipoR）に結合し、脂肪を燃焼させる

経路を活性化します。肥満になると、アデ

ィポネクチンのはたらきが弱くなり、メタ

ボリックシンドロームや糖尿病につながり

ます。そこで私たちは、AdipoRを介した

難です。しかし、これらのタンパク質を、

単独で、あるいは、複合体として、大量に

つくり、結晶化させ、構造解析に進める努

力をしてきました。また、本プログラム内

の「生産D3」グループとの共同研究も開

始しました。

　 こ れ ま で の お も な 成 果 と し て、

AdipoR1のN末端領域とAPPL1のPTBド

メインという場所とが相互作用しているこ

とを明らかにしました。また、AMPKK

の一種であるCaMMK2とその阻害剤の複

合体の構造解析に成功し、構造に基づいた

阻害剤設計に向けて大きく前進しました。

AMPKのサブユニットの1つAMPKα2の

キナーゼドメインと、AMPK阻害剤

Compound Cの複合体の構造解析にも成

功しました。これをもとに「制御C1」グ

ループとの連携で活性スクリーニングを行

い、ヒット化合物を得ています。

　これらの構造解析と同時に、機能解析も

進めています。すでに私たちはオスモチン

というアディポネクチンの100倍活性が高

い植物由来の物質を見つけています。その

他にもAdipoRと結合し、AMPKを活性化

させる物質があるかを検討しました。その

結果、アディポネクチン以外の生体内の分

子がAMPKを活性化させることを見いだ

しました。

　また、高脂肪食を摂取したときに細胞に

現れるARK５（AMPKファミリーの1つ）

をはたらきにくくしたマウスは、高脂肪食

を摂取しても肥満にならないことも見いだ

しました。さらに、AdipoR１を活性化す

ると、運動をしたときと同じような変化が

細胞内に起きることもわかりました。その

変化とは、細胞内のカルシウム濃度をあげ、

糖・脂質代謝改善に重要なAMPKや長寿

遺伝子SIRT１、ミトコンドリアの生合成

に重要なPGC-1αを活性化することです。

つまり、AdipoR１を活性化させる薬品は、

擬似運動状態をつくるということがわかり

ました。

脂肪燃焼のしくみを解明し、メタボリック

シンドロームや糖尿病の治療薬開発につな

げようと研究を進めています。

　私たちのターゲットは、脂肪燃焼経路の

うちでも、AdipoR、AMPK、AMPKK、

ACCというタンパク質です。中でも、特

殊な膜タンパク質であるAdipoRと三者複

合体であるAMPKは構造解析が非常に困

アディポネクチンは、脂肪燃焼経
路を活性化する。肥満によりその
はたらきが弱くなると、メタボリ
ックシンドロームや糖尿病につな
がる。 図版提供：門脇 孝

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

■ 肥満はメタボリックシンドロームや糖尿病を引き起こし、心疾患や脳血管疾
患の原因となる

■ 脂肪の燃焼を活発にするアディポネクチンという「善玉分子」がある
■ 脂肪燃焼経路を解明すれば、メタボリックシンドロームや糖尿病の治療薬開
発へとつながる

背
景

■ 脂肪燃焼経路にある主要タンパク質の構造と機能の解析が進んだ
■ メタボリックシンドロームや糖尿病の治療薬となる候補化合物を発見
■ 今後も構造と機能の解析を進め、メタボリックシンドロームや糖尿病のより
よい治療薬候補を探していく

成
果

代表機関：東京大学大学院医学系研究科
代表研究者：門脇 孝

AMPKα2サブユニットキナーゼ
ドメインとCompound C複合体
の立体構造。
 図版提供：門脇 孝、横山茂之ほか
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ケモカイン・ケモカイン受容体・シグナル制御分子
フロントファミリーの構造・機能ネットワーク解析からの
免疫システムの解明および創薬開発

　ヒトなど高等動物を感染から守る免疫シ

ステムでは、病原体が侵入したときに白血

球がいち早く集まって攻撃します。このと

き、白血球が集まる（遊走する）ための目

印となる物質がケモカインです。関節リウ

マチや動脈硬化などの慢性炎症性疾患は、

白血球が集まりすぎて炎症が悪化するもの

です。行き過ぎがないよう、ほどよく集め

るためには、ケモカインのはたらきを制御

する必要があります。

　白血球の遊走は、ケモカインが白血球細

胞表面のケモカイン受容体に刺激を与え、

そのシグナルが細胞内を伝わった結果、起

こります。最初のケモカインCXCL8およ

らかにしました（右の図）。今後は、まる

ごとのフロントとケモカイン受容体との複

合体の立体構造解析を目指します。

　機能面では、フロントの細胞およびタン

パク質レベルの解析から、遊走の方向決定

機構に関する知見を得ました。また、フロ

ントは、いずれも炎症反応に重要なはたら

きを担うケモカイン受容体CCR2とCCR5

の両方の機能を制御していることを明らか

にしました。このことから、フロントの機

能を制御する物質には強力な抗炎症効果が

期待されます。さらに、他のケモカイン受

容体でも、フロントのようなシグナル制御

分子が発見される可能性があり、すでに候

補分子をいくつかに絞っています。

　創薬に向けてもめざましい成果を上げて

います。CCR2とフロントの相互作用を特

異的に阻害する分子を探索するため、本プ

ログラムの「制御C1」のグループと共同

で約3万種の化合物によるスクリーニング

を行いました。3次にわたる評価により、

創薬の候補となる5化合物を獲得すること

ができました。これらの化合物は、動物個

体レベルでの炎症疾患モデルを用いた薬効

薬理試験で抗炎症効果が認められたもので

す。現在、化合物を10万種以上に増やし、

より有力な創薬候補を求めてスクリーニン

グを実施しています。

びCCL2を発見するなど、私たちは、20年

以上一貫して免疫システムの制御に関する

研究を展開し、治療薬開発に貢献してきま

した。さらに近年、CCL2の受容体である

CCR2に直接結合し、シグナル活性化に重

要な役割を果たすタンパク質「フロント」

を見いだしました。私たちはケモカイン、

ケモカイン受容体、フロントを「ケモカイ

ンネットワーク」と呼び、その構造と機能

を解析してネットワークを制御できる物質

を探そうとしています（左の図）。

　構造解析ではさまざまな分析手法を駆使

して、ケモカイン受容体のC末端領域がフ

ロントのC末端領域と結合するようすを明

医薬
B1

■ 「ケモカイン」は、炎症の場に白血球を集める物質
■ ケモカインがはたらきすぎると、関節リウマチや動脈硬化などの炎症性疾患
が悪化する

■ ケモカインがはたらきかけても、白血球が過剰に集まらないようにする薬の
開発が期待されている

背
景

■ ケモカイン受容体 CCR2の C末端領域が、シグナル制御分子「フロント」
のC末端領域と結合するようすを明らかにした

■ フロントが別のケモカイン受容体 CCR5のシグナルも制御することを明らか
にするなど、未知の白血球遊走制御分子フロントの機能解析を進めた

■ フロントとケモカイン受容体の機能解析・構造解析の成果を活用して創薬ス
クリーニング系を立ち上げ、慢性炎症性疾患の創薬候補となる化合物を 5種
類獲得

成
果

代表機関：東京大学大学院医学系研究科
代表研究者：松島 綱治

フロント 

ケモカイン 
（CCL2） 

ケモカイン 
受容体 

白血球遊走 

  細胞外 

  
細胞内 

構造・機能解析 

今回の創薬ターゲット 

創薬開発 

従来の創薬ターゲット 

機能ネット 
ワークの 
解析 

PI3K 

  Rho ファミリー 
低分子量 GTPase 

慢性炎症性疾患の治療薬開発に役立てるため、ケモカインネットワークを解析。
ケモカイン受容体CCR2のC末端領域（CCR2 Pro-C）が、フロントのC末
端領域（FNT-C）と結合する立体構造を明らかにした。 図版提供：松島綱治
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AF-2AF-2

AF-2AF-2 AF-2

P

リガンドA

PPARγ
VDR

PPARγリガンド結合領域とリガンドの
複合体の構造解析の一例
（PDB ID : 2ZNO）

脂肪代謝系・
骨代謝系遺伝子

細胞骨格系・細胞外
マトリックス遺伝子

核内受容体結合配列

転写活性

Smad分解

副作用
大腸ポリープ
高カルシウム血症など

リガンドB

Smad結合配列

繊維化の抑制

AF-2

Smad

代表機関：筑波大学大学院生命環境科学研究科
代表研究者：柳澤 純

私たちの体はコラーゲンなどの繊維が

存在するおかげで構造が保たれています。

しかし、これらの繊維が異常に増えると、

肝硬変や肺線維症などの繊維化疾患になっ

てしまいます。繊維化疾患の患者数は国内

で数十万人にものぼりますが、有効な治療

薬はまだ見つかっていません。

異常な線維化が起こるのは、TGF-βと

いう増殖因子がはたらきすぎるためです。

TGF-βの阻害剤は線維化を抑えますが、

ほかの組織での正常なはたらきも抑えてし

まうため、強い副作用が伴い、治療薬とし

ては使えません。そこで、私たちはTGF-

βのシグナルを細胞内で伝えるSmadとい

うタンパク質を分解することを考えまし

た。Smadを分解するのは細胞核にある核

性を強めたり弱めたりする化合物が入り込

んだ状態の構造を詳細に解析しました。

こうした構造面での知見を生かしつつ、

新たに合成した化合物のライブラリーをス

クリーニングしたところ、「PPARγの転

写活性には影響せず、Smad分解だけを強

める化合物」を発見することができました。

一方、VDRについては、本プログラムの「制

御C1」グループとの共同で、8万種類の化

合物から、インシリコスクリーニング（構

造に基づき計算機内で行うスクリーニン

グ）により候補を絞り、Smad分解作用に

ついてスクリーニングを行って多くの候補

化合物を発見しました。さらに、腎臓線維

化疾患モデルマウスをつくり、これらの候

補化合物が実際に効果を示すことを確認中

です。

VDRについては、候補化合物との複合

体の結晶構造解析を進めています。構造解

析を早く成功させ、その構造に基づいて、

よりより治療薬候補化合物を見いだしたい

と思っています。

内レセプターですが、組織ごとに違う核内

レセプターがはたらくので、それをうまく

選んではたらきを高めることができれば、

その組織の線維化だけを抑えることができ

ます。

私たちが対象としているのは、腎臓の

糸状体硬化症です。腎臓では、ペルオキシ

ソーム増殖因子活性化受容体γ（PPARγ）

とビタミンD受容体（VDR）という核内

レセプターが活発にはたらいています。こ

れらは、核内で特定の遺伝子の転写を進め

るはたらき（転写活性）と、Smadを分解

するはたらきをもっているので、Smad分

解だけを強める化合物を見つけなければな

りません。そこで、PPARγのリガンド結

合領域の結晶をつくり、PPARγの転写活

PPARγやVDRといった核内レセプターはSmadを
分解することで線維化を抑えるはたらきをする（右側）
が、遺伝子の転写を活性化する（左側）という重要な
はたらきももつ。核内レセプターの構造と機能を解析
することで、線維化疾患の治療薬候補を開発している。
 図版提供：柳澤 純

医薬
B2

核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた
線維化疾患治療法の開発

■ 組織が異常に線維化すると、肝硬変や肺繊維症などの繊維化疾患になる
■ 線維化疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、有効な治療薬はまだ見つかっ
ていない

■ 線維化疾患の治療薬として、核内レセプターに作用する物質が有効である

背
景

■ 線維化疾患治療薬のターゲットとなるタンパク質の部分構造を解明した
■ 副作用の少ない治療薬の候補化合物を複数発見し、マウスで効果を確認中

成
果

AF-2AF-2

AF-2AF-2 AF-2

P

リガンドA

PPARγ
VDR

PPARγリガンド結合領域とリガンドの
複合体の構造解析の一例
（PDB ID : 2ZNO）

脂肪代謝系・
骨代謝系遺伝子

細胞骨格系・細胞外
マトリックス遺伝子

核内受容体結合配列

転写活性

Smad分解

副作用
大腸ポリープ
高カルシウム血症など

リガンドB

Smad結合配列

繊維化の抑制

AF-2

Smad
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Nucleotide Pyrophosphate /
Phosphodiesterase (NPP) family

H2N 

H2N 

H2N 

H2N 

COOH 

COOH 

COOH 

COOH 

HOOC 

HOOC 

HOOC 

NH2 

NH2 

NH2 

NPP6

細胞外 細胞内 分子名 

NPP4

NPP5

NPP7

NPP1

NPP2

NPP3

オリゴデンドロサイト
コリン代謝

ユビキタス
？

ユビキタス
？

ユビキタス
骨形成・インスリン代謝

ユビキタス
細胞遊走・血管形成

脳
？

腸管
？

ソマトメジン B様
ドメイン

触媒部位 ヌクレアーゼ様
ドメイン

存在場所
機能

7種類のNPPとその機能。
 図版提供：青木淳賢

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

　細胞外の物質の代謝にかかわるNPPタ

ンパク質群は、近年の研究によって、がん

などの疾病にもかかわっていることがわか

ってきました。NPPには、NPP1から

NPP7までの7種類があります。

　例えばNPP2はがん細胞の増殖や浸潤、

転移にかかわり、また、リンパ球のトラキ

ング、神経因性疼痛の促進などさまざまな

疾患、生理現象に関与しています。NPP6

は、生体にとって必須のコリンという栄養

成分をつくります。コリンが欠乏すると、

脂肪肝や脳神経の発達異常が引き起こされ

ます。私たちは7種類のNPPにある程度の

　また、機能面では、NPP2、NPP6の生

体内でのはたらきを詳細に解明しました。

特に、NPP2の機能を阻害する抗体が、マ

ウス間質性肺炎／突発性肺線維症モデルに

おいて著しい治療効果を示すことを明らか

にし、NPP2が重要な治療ターゲットであ

ることを見いだしました。

　NPP2とNPP6の阻害物質を探索するた

め、まず東北大学薬学部が所有する約

3500種類の化合物を用いてスクリーニン

グを行い、それぞれに特異的な阻害活性を

もつ物質を見いだしました。さらに、「制

御C1」のグループとの共同による阻害物

質探索も行っています。NPP6については、

機能面から約49000種のスクリーニングを

行い、90%阻害以上を示す化合物を2つ見

いだしました。NPP2についても同様の手

法で阻害物質の探索を行う予定です。さら

に、以上のスクリーニングから得られた阻

害剤候補の効果を、生体（ゼブラフィッシ

ュ）において調べる実験を進めています。

優先順位をつけつつ、構造・機能解析から

創薬につなげる研究を行ってきました。

　これまでに大腸菌XacのNPPの結晶構

造は明らかにされていますが、高等生物の

NPPの構造は明らかにされていません。

私たちは哺乳類のNPP2とNPP6につい

て、構造解析において必要なミリグラムレ

ベルでタンパク質を大量に生産できる発現

系を構築しました。そのうちNPP2につい

ては、精製してタンパク質の粗結晶を得る

ところまで進んでいます。引き続き、構造

解析が可能な大きさの結晶が得られるよ

う、条件検討を行っています。

医薬
B3

■ 細胞外の物質の代謝にかかわる NPPというタンパク質群がある
■ 近年、NPPはがんやさまざまな疾病にも関係することがわかってきた
■ NPPの阻害剤を探索し、創薬につなげることが求められる

背
景

■ NPP2阻害剤が、間質性肺炎／突発性肺線維症モデルにおいて著しい治療効
果を示した

■ NPP2と NPP6の阻害剤を見いだし、生体において効果を調べている
■ NPP2の粗結晶を得た。よりよい結晶をつくり、構造解析に進みたい

成
果

代表機関：東北大学大学院薬学研究科
代表研究者：青木淳賢

NPPの結晶構造
（PDB ID：2GSU）
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代表機関：大阪大学微生物病研究所（大阪大学免疫学フロンティア研究センター）
代表研究者：熊ノ郷 淳

　セマフォリンは、「セマドメイン」と呼

ばれるアミノ酸配列をもったタンパク質の

グループです。神経再生・血管新生・がん

の進行・骨代謝疾患・免疫疾患などに関与

していることが知られており、さまざまな

治療薬のターゲットとして注目されていま

す。しかし、糖鎖に富んだ大きな細胞外領

域をもつ膜タンパク質であるため、立体構

造解析がとても難しく、研究の進展が阻ま

れていました。

　そこで、私たちはセマフォリンの構造解

析に挑戦しました。さまざまな検討を重ね、

まず、Sema6Aの細胞外領域の立体構造解

析に成功しました。これは6型セマフォリ

がん時を含む種々の免疫病態にどのように

関与しているかを詳細に解明しました。ま

た、６型セマフォリン分子群およびプレキ

シン-A分子群が、心・血管系発生の際に

重要なはたらきをすることを世界で初めて

証明しました。

　さらに、マウスによる実験で、Sema3A

を皮内注射するとアトピー性皮膚炎の症状

が改善することを確かめました。アトピー

性皮膚炎では、皮膚のかゆいところを掻く

とそこに神経が伸び、伸びた神経のせいで

かゆみに対して過敏になり、また掻いてし

まうという悪循環が起きます。この悪循環

には、神経が伸びるのを抑えるSema3Aが

効くのではないかという発想が見事に的中

しました。この成果は多くのメディアで取

り上げられています。また、私たち自身も、

これを創薬に発展させるべく、「制御C1」

グループと共同でライブラリーのスクリー

ニングを行い、Sema3Aと同様のはたらき

をする物質や、Sema3Aのはたらきを強め

る物質を見いだしています。

ンとしては、世界で初めてのことです。そ

の後、解析の精度を高め、Sema6A細胞外

領域が二量体の状態で存在することと二量

体形成のしくみを明らかにしました。また、

Sema6Aの受容体であるプレキシン-A2の

細胞外領域の構造決定にも成功し、

Sema6Aとプレキシン-A2の複合体の構造

も解析が進んでいます。これらにより、セ

マフォリンと受容体の間のシグナル伝達の

しくみが明らかになり、シグナル伝達を制

御する化合物を合理的に設計できるように

なると期待しています。

　機能解析では、セマフォリンおよび受容

体がアトピー性皮膚炎、多発性硬化症、担

Sema3Aはアトピー性皮膚炎表皮へ神経が伸びるのを抑え、かゆみが強くなるの
を防ぐ。 図版提供：横浜市立大学医学研究科 五嶋良郎（分担研究者）

医薬
B4

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

■ セマフォリンというタンパク質群は、神経再生・血管新生・がんの進行など
に関与している

■ セマフォリン研究により、多様な疾患の治療薬を開発できる可能性がある

背
景

■ Sema6Aの細胞外領域の立体構造解析に世界で初めて成功した
■ 免疫機能と心・血管系発生におけるセマフォリンの重要な役割を解明した
■ マウス実験で、Sema3Aがアトピー性皮膚炎を改善することを確認

成
果

Sema6Aの細胞外領域の結晶構造。
図版提供：大阪大学蛋白質研究所
高木淳一（分担研究者）
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「医学・薬学等への貢献」分野
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　農作物を害虫から守るために、農薬が広

く使われています。しかし、農薬として使

われる化学物質が環境に影響を与えること

が懸念され、これに代わる害虫駆除方法が

求められています。その1つとして、害虫

の性フェロモンを利用することが考えられ

ています。

　フェロモンは、動物がコミュニケーショ

ンをとるために分泌する物質で、特に性フ

ェロモンは、繁殖行動にかかわっています。

害虫の性フェロモンのはたらきを人為的に

コントロールできれば、害虫をおびき寄せ

PBANとPBANRの構造や結合のようす、

機能を調べてきました。

　PBANは33個のアミノ酸からなるタン

パク質です。構造と活性の関係を解析し、

PBANが機能を発揮するにはどのような

構造が必要かを突き止めました。また、

PBANのアミノ酸の一部を人工的に置き

換えたものは、PBANRに結合するが、

PBANRのはたらきを阻害する（このため、

性フェロモンの合成は活性化されない）こ

とを発見しました。このような物質を広く

探索し、具体的な害虫駆除薬につなげるた

めに、PBANRに物質が結合したときの活

性を測定する方法も開発しました。

　PBANRの構造解析はやや難航していま

すが、大量発現、精製の見通しが立ったの

で、結晶化に進みたいと考えています。こ

れと同時に、PBANとPBANRが結合した

複合体についても、構造解析に向けてさま

ざまな検討を行っています。

　ほかに、性フェロモン合成にかかわる

pgdesat1、pgFARといった酵素も研究し

ています。すでに、活性を測定する方法を

確立しているので、今後は構造の解析を行

い、構造に基づいて反応のしくみを明らか

にしたいと思っています。

て駆除したり、繁殖行動を邪魔して数を減

らしたりできることでしょう。そこで、私

たちは最大の農業害虫であるガのモデルと

して、カイコガの性フェロモンの合成につ

いて研究しています。

　交尾期になると、カイコガのメスの体内

ではPBANと呼ばれるホルモンが分泌さ

れます。このホルモンがフェロモン腺の細

胞上にあるPBANRという受容体に結びつ

くと、性フェロモンの合成が活性化されま

す。このしくみに基づいて性フェロモンを

コントロールするために、私たちは、

食環
A1

■ 害虫の性フェロモンをコントロールする物質は安全な害虫駆除薬になる
■ 性フェロモンの合成のしくみに基づいて、そのような物質を探すとよい

背
景

■ カイコガの性フェロモン合成の引き金となるホルモンの構造と機能を解明
■ このホルモンの邪魔をする物質の探索方法を確立
■ このホルモンの受容体の立体構造解析に向けて前進

成
果

代表機関：東京大学大学院農学生命科学研究科
代表研究者：永田宏次

害虫の繁殖抑制に応用可能な
リガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能解析

ガ類昆虫の性フェロモン産生機構

トリグリセリド

OCOR
OCOR’

OCOR’’

脂肪滴

クチクラ層を経て放出

フェロモン腺細胞

アセチル-CoAパルミチン酸

脂肪酸合成経路

フェロモン前駆体
OH

O

OH
フェロモン
（ボンビコール）

フェロモン前駆体
OH

O

pgACBP

PBANR

リパーゼ

pgFAR

pgdesat1

活性化

PBAN

PBANのC末端10残
基の溶液構造（活性発
現に必須な5残基のみ
を表示）。
 図版提供：永田宏次

カイコガのフェロモン腺細胞における性フェロモンの産生機構。PBAN（フェロモン生合成活性化神経ペプチド）
というホルモンが細胞膜にあるホルモン受容体PBANRに結合することで、フェロモンの合成が活性化される。
赤で囲んだのが、当課題でターゲットとしているタンパク質。
 図版提供：理化学研究所基幹研究所 松本正吾（分担研究者）

「食品・環境等の産業利用」分野

N末端に続く

Leu33

C末端

Phe29

Ser30

Pro31

Arg32

セマフォリン及びセマフォリン受容体分子群を
ターゲットにした構造・機能解析と治療法開発
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「食品・環境等の産業利用」分野

代表機関：東京大学大学院農学生命科学研究科
代表研究者：大西康夫

　私たちが研究対象としているのは放線菌

です。放線菌は抗生物質をはじめ、人類に

とって有用な物質を二次代謝産物としてつ

くりだします。二次代謝産物とは、糖、ア

ミノ酸、脂質などの一次代謝産物からつく

られる、生物ごとに独特な代謝産物のこと

です。

た。こうした研究は、放線菌を有用物質生

産に応用する際に役立つと期待されるから

です。

　A-ファクターをつくり出す合成酵素

（AfsA）と、制御の要となるAdpAという

転写因子のDNAと結合する部分について

は、現在、構造解析に取り組んでいます。

また、二次代謝を活性化するAfsSという

タンパク質の溶液中の構造を解析し、この

タンパク質がまったく未知の機構で二次代

謝を誘導していることを示しました。

　細菌には、周囲の環境に応じて有利な栄

養源を使うための「カタボライト抑制」と

いうしくみが備わっていますが、放線菌で

は、このしくみが他の細菌とは少し異なっ

ています。そこで、グルコースが豊富なと

きに他の栄養源の代謝を抑える鍵となるグ

ルコキナーゼ（GlkA）という酵素の立体

構造を決定しました。グルコースやATP

類似物質との共存状態での立体構造も決定

したところ、GlkAの構造変化がグルコー

ス濃度のセンサーとして機能している可能

性が示されました。

　有用物質生産に利用できる放線菌の酵素

としては、機能性プラスチック原料の生産

に応用できると期待されるGriH、GriIの

構造解析を進めています。一方、私たちは

以前に、ウコンの薬効成分であるクルクミ

ンの合成酵素（CUS）をイネから発見し、

合成反応の機構がまったく新しいものであ

ることを解明しています。本課題では、

CUSの立体構造を決定することができ、

反応する物質が入り込むポケットが特徴的

なかたちをしていることを見いだしまし

た。さらに、構造を少し変えることで、反

応に重要なアミノ酸を突き止める研究を進

めており、より効率のよい酵素の設計につ

なげたいと考えています。また、窒素固定

細菌由来の2種類のポリケチド合成酵素に

も注目し、立体構造解析によって、生産さ

れる物質の違いがどのような構造の違いに

基づいているのかを明らかにしました。

　私たちは以前に、放線菌自身がつくる

A-ファクターというホルモンが、二次代

謝の制御の鍵を握っていることを発見しま

した。本課題では、制御過程ではたらく酵

素や転写因子を中心に、二次代謝を進めた

り調節したりするタンパク質の構造と機能

を明らかにしようと研究を進めてきまし

食環
A2

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

■ 放線菌は、抗生物質をはじめとする多種多様な二次代謝産物をつくる
■ 二次代謝反応の制御機構を解明すれば、有用物質の効率的生産につながる

背
景

■ 放線菌の二次代謝反応と、その制御にかかわる多くのタンパク質の構造と機
能を明らかにした

■ ウコンの薬効成分クルクミンを合成する酵素など、有用物質生産に利用でき
る酵素の立体構造を解析した

成
果

O OH

OO

ArpAAfsA

AdpA

自己抑制

生合成

A-ファクター

A-ファクター
受容体

StrR Orf1 GriR

ストレプトマイシン
生合成遺伝子

ポリケチド
生合成遺伝子

ポリケチド
生産

ストレプトマイシン
生産

グリキサゾン
生産

さまざまな因子

胞子形成

二次代謝形態分化

RNA
ポリメラーゼ

mRNA

A-ファクター

adpA

ArpA

adpA

グリキサゾン生合成遺伝子
（GriI、GriH、GriFなどの

酵素をつくる）

放線菌による二次代謝産物の生産は、Aファクターというホルモンのかかわる複雑な経路で制御されている。
 図版提供：大西康夫
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　自由に動き回ることのできない植物は、

環境の変化に対応する巧みなしくみを備え

ています。乾燥や高温に耐えるしくみもそ

の1つです。これをうまく利用できれば、

砂漠などの乾燥地帯でも食糧生産が可能に

なり、食糧の安定供給につながると期待さ

れます。

　植物は、さまざまな耐性遺伝子をはたら

かせて、環境の変化に耐える力を発揮しま

す。環境変化が起こると、通常は活性をも

たない転写因子というタンパク質が活性化

され、耐性遺伝子の発現を促すのです。私

たちはシロイヌナズナをモデルに、植物が

乾燥や高温に対応するしくみを研究してき

ました。

　中でも重要な転写因子が、AREB（エー

特筆すべき成果をあげました。すでに、機

能面の研究から、AREB1を活性型に変え

る酵素（SnRK2）を見つけていましたが、

構造解析によって、ABAからこの酵素ま

での信号伝達のしくみを解明したのです。

　具体的には、ABA、その受容体である

PYL1、信号伝達抑制因子PP2Cの3つのタ

ンパク質からなる複合体の立体構造解析に

世界で初めて成功しました。この構造から、

ABAとPYL1が結合してABA/PYL1複合

体ができ、それが、さらにPP2Cと結合す

るため、PP2CがSnRK2の活性化を阻害し

ていたのが解除されるという機構が明らか

になりました。その結果、SnRK2が

AREB1を活性化し、乾燥に対する耐性遺

伝子が発現するのです。

　この知見は、植物に乾燥耐性を与えるよ

うな薬剤の開発や、乾燥耐性をもった品種

の創出といった応用を合理的に進めるため

の重要な基礎となります。

レブ）とDREB2（ドレブ2）の2つのグル

ープです。私たちは、AREB1の非活性型

と疑似的な活性型、同じ仲間のタンパク質、

DREB2Aとその仲間などのタンパク質を

大量につくることに成功しています。タン

パク質全体ではなくDNAを認識する部分

だけをつくってDNA断片との共結晶を得

ているものもあります。これらの構造解析

を進め、転写因子が活性化されるしくみや、

耐性遺伝子のDNAを認識してその発現を

制御するしくみを明らかにしたいと思って

います。

　AREBの活性化は、乾燥などのストレス

を受けた植物が合成するアブシジン酸

（ABA）というホルモンによって引き起こ

されます。そのしくみの解明で、私たちは

食環
A3

■ 将来の食糧安定供給のために、環境ストレスに強い作物開発が必要である
■ 植物が本来もつ乾燥・高温耐性のしくみを解析することで応用が開ける

背
景

■ 乾燥時に植物がつくるアブシジン酸の信号伝達機構を構造に基づいて解明
■ 乾燥・高温耐性遺伝子の発現を促す転写因子の構造と機能の解明が進行中

成
果

代表機関：東京大学大学院農学生命科学研究科
代表研究者：田之倉 優

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

ABAとPYL1の複合体、さら
にPP2Cも加わった複合体の
立体構造を解析し、“乾燥スト
レスにさらされた”という情
報がABAを介して伝達してい
くしくみが明らかになった。
 図版提供：田之倉 優
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乾燥耐性遺伝子の発現

2種類の複合体の構造を決定した

PYL1
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PP2C

非ストレス環境下
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ジベレリンが植物に作用するときには、細胞の核の中でGID1、DELLA、GID2というタンパク質が次々にはた
らく。 図版提供：松岡 信

核

GA反応

GA：ジベレリン
Ub：ユビキチンGA

GID1 GID1
GID1

GA

GA

Cul1 Ub
Ub

Ub
Ub

Ub

Skp15

GA反応抑制

脱抑制

分解

SCFGID2

F-box GID2

Rbx1
GID1結合ドメイン

転写抑制ドメイン

DELLA/SLR1

GID1結合ドメイン

転写抑制ドメイン

DELLA/SLR1

GID1結合ドメイン

転写抑制ドメイン

DELLA/SLR1

代表機関：名古屋大学生物機能開発利用研究センター
代表研究者：松岡 信

　ジベレリンは、植物の細胞を伸長させて、

生長を促す作用のあるホルモンです。この

ジベレリンの作用は、GID1、DELLA、

GID2という3つのタンパク質が次々に相

互作用することによって起こります。細胞

の核の中でジベレリンはGID1と結合し、

さらにDELLAと結合して複合体をつくり

ます。GID2はDELLAにユビキチンとい

う小さいタンパク質の目印をつけます。す

ると、目印がつけられたDELLAは酵素に

より分解され、DELLAにより抑えられて

いた植物の生長が起こるのです。DELLA

は、植物ストレス耐性の鍵となるタンパク

ました。

　私たちの最終目標は、構造解析に基づい

てタンパク質の機能を高め、それを植物に

導入して、ストレス耐性作物など新たな品

種を生み出すことです。この目標に向けて、

結合に重要なアミノ酸の一部を人工的に入

れ替えたGID1を発現するイネをつくる研

究にも着手しました。また、GID1と

DELLAの仲立ちをするGID1受容体の作

用を強めたり、阻害したりする物質の探索

も行っています。

　一方、DELLAとGID2についても、構

造解析のため、結晶化の検討を行っていま

す。また、アミノ酸の一部を人工的に入れ

替えたものをイネや酵母で発現させ、

DELLAの植物生長抑制、DELLAとGID2

の相互作用、DELLAの分解に重要なアミ

ノ酸を特定しました。引き続き立体構造の

解明を進め、ジベレリンが作用する機構を

明らかにしたいと思っています。

質として機能していることも明らかになり

ました。

　私たちは、これら3つのタンパク質の立

体構造を調べています。GID1については、

すでに結晶構造解析に成功しました。

GID1はホルモン感受性リパーゼという酵

素タンパク質と共通の構造をもっており、

類似した機構でジベレリンと結合すること

がわかりました。GID1のアミノ酸の一部

を人工的に入れ替えて、結合能力を調べた

結果、ジベレリンの結合には、ジベレリン

が入り込むGID1のポケットと、そこをふ

さぐ「ふた」の部分が重要なこともわかり

食環
A4

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

■ ジベレリンは、植物の細胞を伸長させて、生長を促すホルモン
■ ジベレリン作用には、3つのタンパク質による信号伝達機構が関与
■ 農作物の増産にも重要

背
景

■ ジベレリンの作用に重要なタンパク質GID1の立体構造を解明
■ ジベレリンとGID1の結合の機構が明らかに

成
果

ジベレリン（GA4）と結合したGID1の構造。
図版提供：松岡 信

GA4
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AcrAAcrA

アダプターペリプラズム ペリプラズム

AcrB
H+

H+
H+

TolC

外膜チャンネル

多剤排出
トランスポーター

細胞膜細胞膜

細胞質
（細胞内）

細胞質
（細胞内）

薬剤
取り込み口

細胞外膜細胞外膜

細胞外細胞外 薬剤

左：細胞膜、細胞外膜を貫く薬剤排出トランスポート・
マシーナリーのモデル図。図中のリボン図は上から、
緑膿菌のOprM、同じくMexA、大腸菌のAcrB。
右：大腸菌薬剤排出トランスポート・マシーナリーを
介して排出される薬剤分子の流れ。TolCは外膜チャ
ンネル、AcrAはアダプター。 図版提供：村上 聡

　病原性細菌やがん細胞に薬が効かなくな

る薬剤耐性化は、病院などの臨床現場ばか

りでなく、養殖や畜産の場でも大きな問題

です。薬が効かなくなるおもな原因は、病

原性細菌やがん細胞にある多剤排出トラン

スポーターというタンパク質にあります。

このタンパク質は、細菌からヒトまで多く

の生物の細胞膜に存在し、薬剤や毒物など

の異物を細胞の外に送り出します。一般に、

細胞ではたらくタンパク質は決まった相手

にしか作用しませんが、このトランスポー

ターはいろいろな薬剤を認識して排出しま

す。そのため、多くの薬が効かなくなる多

剤耐性という現象が起こるのです。

も決定しています。そこで、本課題では、

緑膿菌の多剤排出トランスポーター

（MexB）の構造解析を行い、成功しました。

また、AcrBのより高い分解能での構造解

析を行っています。

　機能解析により、AcrBの薬剤選択性の

しくみが明らかになりました。AcrB分子

内には、薬剤を取り込む口と薬剤と結合す

るポケットがあります。両者をつなぐ経路

の中間あたりに、フィルターのような役割

をするアミノ酸が集まっていました。この

部分が、薬剤を結合ポケットに入れるか入

れないかを決めているのです。

　緑膿菌の複合体（MexA-MexB-OprM）

の構造解析が大きな目標ですが、3者の複

合体は、2つの膜を貫通しているため、そ

のままのかたちで結晶化させることは難し

いと考えられます。このため、2つずつの

複合体をつくって構造解析を行い、後でそ

れらの立体構造を再構築して全体像を得る

という戦略を立て、研究を進めています。

　大腸菌や緑膿菌などのグラム陰性菌は、

細胞膜の外側にもう１枚、細胞外膜という

膜をもっており、薬剤の排出は、多剤排出

トランスポーター、細胞外膜にある外膜チ

ャンネル、両者をつなぐアダプターの3種

類のタンパク質からなる複合体（トランス

ポート・マシーナリー）が行っています。

私たちは、その複合体の構造を明らかにし、

多剤排出メカニズムを解明することを目的

に、本課題に取り組んでいます。

　私たちは以前に、大腸菌の多剤排出トラ

ンスポーター（AcrB）の結晶構造解析に

成功しており、緑膿菌の外膜チャンネル

（OprM）とアダプター（MexA）の構造

■ 「薬剤耐性化」は、病原性細菌やがん細胞に薬が効かなくなる現象
■ 院内感染の大きな原因であり、養殖や畜産の場でも問題となっている
■ 薬剤耐性化は、細菌の多剤排出トランスポーターが薬を排出することにより
起こる

背
景

■ 緑膿菌の多剤排出トランスポーターの構造解析に成功
■ 大腸菌の多剤排出トランスポーターが薬剤を選択するしくみを解明

成
果

代表機関：東京工業大学大学院生命理工学研究科
代表研究者名：村上 聡

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

食環
A5
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代表機関：理化学研究所基幹研究所
代表研究者：伊藤昭博

　私たちが研究しているのは、ヒトのミト

コンドリアにあるSIRT3という酵素です。

酵母で見つかり、長寿因子として注目され

ているSir2という酵素の仲間で、「脱アセ

チル化」（タンパク質中のリシン残基に結

合したアセチル基をはずす反応）を起こし

ます。

　ミトコンドリアには、エネルギー代謝に

かかわる酵素がいくつもあります。ミトコ

　まず、SIRT3と、基質（SIRT3がはたら

きかける相手）となる蛍光ペプチド（小さ

なタンパク質）を大量につくり、これらを

用いて理化学研究所のライブラリー、「制

御C1」グループのライブラリーなどから

の約17万種の化合物をスクリーニングし

ました。その結果、SIRT3の活性を阻害す

る候補化合物をいくつか発見しました。さ

らに、活性を調べる方法の精度を高めるた

め、基質として、後述のHMGCLという

タンパク質を用いる方法を考案しました。

これを用いて、候補化合物の作用を詳しく

調べています。また、微生物の代謝産物の

中に、活性を変化させるものがあるかどう

かも調べています。

　構造解析の面では、すでに、「解析C1」

グループがSIRT3と基質の結晶化に成功し

ています。今後は、スクリーニングにより

得られたSIRT3阻害剤との共結晶をつくっ

て構造解析を行っていく予定です。

　機能解析は、HMGCLの活性を軸とし

て進めています。HMGCLはケトン体を

つくる酵素です。私たちは以前に、

HMGCLがSIRT3の基質となることを発

見し、また、HMGCLがアセチル化によ

り活性化されることを細胞レベルで明らか

にしています。今回、マウス個体でも同様

の活性化が起こることを確かめました。今

後は、SIRT3をはたらかなくしたマウスを

つくり、個体レベルでの機能を調べる予定

です。一方、SIRT3とは逆にアセチル基を

付加する因子をミトコンドリアで探してい

ます。

　これらの研究を通じて、酵素のアセチル

化・脱アセチル化が、エネルギー代謝にど

のようにかかわっているかを解明したいと

思っています。

ンドリアに存在するSIRT3がこれらの酵素

にはたらきかけ、エネルギー代謝を調節し

ていることがわかってきました。エネルギ

ー代謝はメタボリックシンドロームと密接

に関係しているため、私たちは、SIRT3の

活性を制御する化合物を探索して、SIRT3

の機能の解明を進めるとともに、治療薬や

予防薬の開発にも寄与できればと考えてい

ます。

食環
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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

■ ヒトの体内には SIRT3という酵素があり、ミトコンドリア内でエネルギー代
謝を調節している

■ SIRT3の活性を制御する化合物は、メタボリックシンドロームの治療薬のも
とになる可能性がある

背
景

■ SIRT3の活性を調べる方法を開発し、活性を制御する化合物を探索している
■ マウス体内、ミトコンドリア内で、SIRT3の関与するエネルギー代謝制御機
構の解明を進めている

成
果

研究の概要。図版提供：伊藤昭博

SIRT3活性制御剤の開発 SIRT3活性制御剤を用いた細胞、
個体レベルでの SIRT3の機能解析

処理 投与

・動物レベルでの SIRT3
の生理機能の解明
・糖尿病モデルマウス、高
脂肪食マウスにおける
SIRT3 活性制御剤の健
康改善効果の検討

細胞レベルでの
SIRT3 の生理機
能の解明

大規模な SIRT3小分子プローブの
スクリーニング

共結晶構造解析による化合物の最適化

代謝疾患の予防・治療薬開発へ展開

SIRT3小分子プローブ



51

ESP1の立体構造を決定し、EPS1受容体を同定した。
また、野生マウスにESP1が大量に発現しているこ
とを明らかにした。さらに、ESP1が性行動を促すこ
とを実証した。 図版提供：寺沢宏明

　フェロモンは動物どうしがコミュニケー

ションをとるための化学物質です。中でも、

異性を互いに引きよせるなど、繁殖行動の

際に重要な役割を果たします。私たちは、

以前に、マウス（ハツカネズミ）でフェロ

モンのはたらきをするペプチド（小さなタ

ンパク質）を発見し、ESP1と名づけました。

ESP1はオスの涙腺から分泌され、これに

触れたメスはオスの求愛行動を受け入れや

すくなります。

　現在、日本の都市部ではクマネズミやド

ブネズミが増加し、衛生環境の悪化が懸念

されています。また、海外の穀倉地帯でも

は、提示されないときに比べて、オスの求

愛を受け入れる頻度が5倍に増えました。

また、ESP1はマウスの鼻腔にある鋤
じ ょ び

鼻器

官の神経で受容され、その情報が脳の視床

下部（交尾行動を制御する）に伝わること

も確かめました。

　ESP1は、野生のマウスでは、調べたう

ちほとんどの種類で涙腺から分泌され、そ

の量も多いことがわかりました。ESP1は、

野生のマウスでは重要な役割を担っている

と考えられます。そこで、ESP1の受容体

結合面を同定し、その結果をもとに、

NMRを用いて受容体との結合を阻害する

化合物を探索しています。得られた成果を、

野生マウスの大量発生を抑制する化合物の

開発につなげたいと考えています。

　また、ESP1には、遺伝子のよく似たも

のが数十種類あり、ESPファミリーと呼ば

れます。このESPファミリーのタンパク質

の構造と機能も調べています。

しばしばネズミが大発生し、大規模な被害

が生じています。このため、私たちは、

ESP1を利用してネズミの繁殖行動を抑え

る方法を開発し、このような問題の解決に

役立てたいと研究を進めています。

　まず、私たちは、マウスのESP1の立体

構造をNMRで明らかにしました。また、

ESP1が結合する相手である、ESP1受容体

がどのタンパク質であるかも突き止めたの

で、ESP1と結合した状態での立体構造を

決定することが次の目標となりました。

　マウスの繁殖行動におけるESP1の効果

も検証しました。ESP1を提示されたメス

■ 日本の都市部ではドブネズミやクマネズミの増加による環境悪化が懸念され
ている

■ ネズミの求愛行動を引き起こすフェロモンは ESP1というタンパク質
■ このフェロモンを制御することで繁殖抑制が期待される

背
景

■ ESP1の構造と機能を解明した
■ ESP1の受容体結合面を同定した
■ ESP1が野生マウスの涙に大量に分泌されていることを明らかにした

成
果

代表機関：熊本大学大学院生命科学研究部
代表研究者：寺沢宏明

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

野生マウスに
ESP1 が大量に発現

阻害剤候補
物質の探索

ESP1の立体構造決定
受容体結合部位の同定

ESP1受容体
V2Rp5の同定

ESP1が性行動を促進

眼窩外
涙腺

制御化合物の開発

ネズミの繁殖制御

R
R

R
R

食環
B1
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味蕾

神経

脳へ

旨味
受容体

グルタミン酸

神経

脳へ

甘味
受容体

スクロース

甘味阻害物質が結合

T1R2 T1R3 T1R1 T1R3 

味細胞 甘味・旨味受容体の模式図。甘味
阻害物質はT1R3の膜貫通部分に
作用する。 図版提供：山下敦子

　ヒトはさまざまな味を感じることができ

ます。特に、糖類の甘味とアミノ酸の旨味

は快い感覚で、食物が生体に欠かせないエ

ネルギー源（糖類など）やタンパク質源（ア

ミノ酸など）を含むことを示すシグナルに

なっています。このような味覚をより科学

的・合理的に利用するためには、まず味物

質を感知するしくみについて詳しく知る必

要があります。その成果は、新しい味物質

を探索したり、疾患があって味物質の摂取

を制限されている人のために体に吸収され

ない代替物質を開発したりするのに、大き

く貢献することでしょう。

試料を得るのに苦労していますが、味覚受

容体の中でも特に重要な役割を果たしてい

る味認識を行う領域について、2種類のタ

ンパク質が複合した状態の試料を大量につ

くり、精製することができました。微結晶

も得られるようになり、構造解析用の結晶

をつくる条件を検討しているところです。

　機能解析では、ギムネマ酸やジジフィン

などの甘味阻害物質がどのようにして甘味

を感じさせなくするのかを調べ、T1R3の

膜に貫通している部分に結合することを明

らかにしました。

　今後は、味覚受容体の構造解析に最適な

方法を見つけるために、ほかのグループと

の連携を強化していきます。また、味応答

細胞を使った評価システムを確立して、味

を強く感じさせる物質や、逆に味を感じさ

せなくするような新しい物質を探索してい

きます。

　味物質を認識する味覚受容体は、舌上に

ある味
み ら い

蕾の味細胞にあります。T1Rファ

ミリーと呼ばれる3種類のタンパク質

（T1R1、T1R2、T1R3）のうち2種類が組

み合わさってできた複合体で、味細胞の細

胞膜に埋まっています。例えば、T1R1と

T1R3の組み合わせでは旨味物質を、

T1R2とT1R3の組み合わせでは甘味物質

を感知します。

　感知のしくみを分子レベルで明らかにす

るために、私たちはX線結晶構造解析に取

り組んでいます。膜タンパク質である上に、

複合体をつくっているので、構造解析用の

■ 味覚は、舌の味細胞にある味覚受容体というタンパク質で感じる
■ 味覚受容体の研究により、科学的根拠に基づいた新しい味物質の開発が可能
になる

背
景

■ 甘味や旨味を感じる受容体を大量につくることに成功。結晶化に進む
■ 甘味阻害物質が作用する部位を特定
■ 今後は、味応答細胞を使った味覚物質評価システムの確立を目指す

成
果

代表機関：理化学研究所放射光科学総合研究センター
代表研究者：山下敦子

新規味物質・味評価法開発に重要な
味覚受容体の構造・機能解析

食環
B2

「食品・環境等の産業利用」分野
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ABCトランス
ポーター

ペリプラズム
局在性結合
タンパク質

アルギン酸

細胞表層 

体腔 

外膜

内
膜 

制
御 

AlgR 

AlgM2 AlgM1 

AlgS AlgS 

AlgQ1 

AlgQ2 

（AlgQ1,AlgQ2）

ペリプラズム 

活
性
化 

細胞質 

A1-Ⅱ 

A1-Ⅱ 
A1-Ⅰ 

A1-Ⅲ 
A1-Ⅳ 

A1-Ⅲ ホモログ 
ATP ADP 

aly 
a1-Ⅰ
a1-Ⅱ
a1-Ⅲ

ccpA algS algM1 algM2 algQ1 algQ2 a1-Ⅳ a1-Ⅳ ’ a1-Ⅱ’ 

(     )

外膜トランスポーター

44

364アルギン酸
結合領域

細胞表層
レセプター
（フラジェリンホモログ）

スフィンゴモナス属細菌A1株がアルギン
酸を取り込む「超チャネル」。この細菌は
細胞表層に2種類の膜（外膜と内膜）をも
つ。アルギン酸は超チャネルの作用によ
り2枚の膜を横切って細胞質に輸送され、
分解酵素（A1-I～A1-IV）によって分解
される。
図版提供：橋本 渉、京都大学大学院農学
研究科　三上文三、村田幸作（分担研究者）

　バイオフィルムとは細菌が分泌するネバ

ネバした膜です。排水菅のぬめりや歯の表

面の歯垢もバイオフィルムです。細菌はこ

の膜を利用して、感染や材料の腐食を引き

起こします。バイオフィルムは殺菌や洗浄

にも耐えるほど頑丈なので、バイオフィル

菌は「超チャネル」という装置をもってお

り、自分の体の表面に穴をあけて、多糖で

あるアルギン酸という巨大な分子を丸呑み

し、細かく分解して吸収するのです。

　超チャネルはさまざまなタンパク質が組

み合わさってできています。私たちは、そ

れらのうちでも特に、超チャネルの入り口

にあって外界のアルギン酸をとらえる「細

胞表層レセプター」と、細胞膜（内膜）に

あってアルギン酸を細胞質内に運ぶ「ABC

インポーター」の構造解析に取り組んでき

ました。

　細胞表層レセプターは、細菌のべん毛を

つくっているフラジェリンというタンパク

質に似たタンパク質です。383個のアミノ

酸がつながったものですが、アルギン酸と

の結合には、両端（N末端およびC末端）

近くの領域が重要であることを見いだしま

した。結晶構造解析の結果、このうちのC

末端領域はαへリックスというらせん状の

構造をとっており、N末端領域はゆらいだ

構造をとっていることがわかりました。

　ABCインポーターは、膜貫通タンパク

質（AlgM1とAlgM2）と2分子のATP加

水分解酵素（AlgS）が集まった会合体です。

これらのタンパク質の遺伝子が染色体上に

まとまって存在していることを利用して、

大腸菌に3種類のタンパク質をつくらせた

ところ、ちゃんと機能を果たす会合体がで

きました。会合体の結晶も得られたので、

立体構造決定まであと一息です。

　また、細菌A1株は、アルギン酸を分解

するたくさんの種類の酵素をもっていま

す。これらの酵素や、他の細菌がもつ多糖

分解酵素の構造と機能の関係を調べ、酵素

の一部の構造を変えて機能を変化させるこ

とに成功しました。こうした成果を応用し

て、バイオフィルム分解酵素の開発につな

げたいと考えています。

ムを分解・除去する方法を開発することが

期待されています。

　バイオフィルムの主成分は糖がたくさん

つながった多糖です。そこで、私たちは多

糖を分解する「スフィンゴモナス属細菌A

１株」という細菌に着目しました。この細

■ 細菌が分泌するバイオフィルムは、細菌の感染や腐食作用を助ける
■ バイオフィルムは多糖を主成分とし、殺菌や洗浄に耐えるほど頑丈
■ ある種の細菌は、多糖を取り込む「超チャネル」をもっている

背
景

■ 超チャネルの入り口にある細胞表層レセプターの構造と機能を解明した
■ 多糖を細胞質に送り込む ABCインポーターを結晶化した
■ さまざまな多糖分解酵素の構造と機能を明らかにした

成
果

代表機関：京都大学大学院農学研究科
代表研究者：橋本 渉

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

食環
B3
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3-ホスホグリセリン酸
（3-PGA）

ルビスコ

リブロース
1,5-ビスリン酸
（Ru15P）

R15P
イソメラーゼ

リボース
1,5-ビスリン酸
（R15P）

AMP
ホスホリラーゼ

アデニン

アデノシンーリン酸
（AMP）

CO2, H2Oリン酸

2

阻害剤と結合した活性部位の構造

構造解析により
明らかになった
6量体構造

Tk-ルビスコが関与する新規炭素固定経路と、本課題での構造解析成果の一部。図版提供：三木邦夫

　大気中の二酸化炭素は、植物や一部の細

菌によって体内に取り込まれ、グルコース

などの有機炭素に変えられます。このよう

な「炭素固定」の反応の効率を上げられれ

ば、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素

濃度の抑制や農業の生産効率向上に貢献す

る可能性があります。

　炭素固定のパターンはいくつかあります

が、主要なのは、緑色植物などがルビスコ

(Rubisco)という酵素を用いて行うCBBサ

イクルです。私たちはルビスコ（Rubisco）

の中でも、古細菌にのみ存在するTk-ルビ

すが、生化学的な解析から、50量体を超

える巨大複合体を形成していることが明ら

かになりました。一方、R15Pイソメラー

ゼは構造解析に成功しています。類似のタ

ンパク質が2量体で存在しているのに対

し、6量体を形成していました。さらに、

リガンドと結合した状態の構造解析にも成

功し、これらの構造から、新規経路の前段

階にある、AMPホスホリラーゼが触媒す

る反応についても、新たな知見が得られま

した。

　一方、Tk-ルビスコの炭素固定能力を向

上させることを目指し、変異体の改良や機

能評価も行っています。常温ですぐれた活

性を示す2種類の変異体（Tk-ルビスコの

一部をホウレンソウ由来ルビスコのアミノ

酸と置換したもの）の構造解析を行いまし

た。また、野生型のTk-ルビスコの反応中

の構造を捉えるため、基質と似たかたちで

はあるが反応はしない阻害剤（2-CABP）

との複合体を結晶化し、構造解析に成功し

ました。これらの結果、Tk-ルビスコのど

の部分の変化が活性に影響するかが明らか

となり、この情報をもとに設計した変異体

で高い活性を得ています。

　変異体を改良してTk-ルビスコのさらな

る高活性化を目指すとともに、新規経路に

かかわる酵素類の構造と機能の解析をさら

に進め、触媒機構についての知見を深めた

いと考えています。

スコを発見しています。Tk-ルビスコは、

他のルビスコとは立体構造がかなり異なる

上、高温環境で高い炭素固定能力を示しま

す。さらに、Tk-ルビスコは、これまで知

られていなかった2種類の酵素（AMPホ

スホリラーゼ、R15Pイソメラーゼ）とと

もに、古細菌の中で新しい炭素固定経路を

つくっていることもわかりました。

　そこで私たちは、この新しい経路の生理

的機能を明らかにするため、この2種類の

酵素の構造と機能を調べています。AMP

ホスホリラーゼの構造解析は苦戦していま

■ 植物や一部の細菌による炭素固定の効率が向上すれば、地球環境問題や農業
に貢献する可能性がある

■ 古細菌から、炭素固定の鍵酵素「ルビスコ」の変わり種が発見されていた
■ この Tk-ルビスコがかかわる新たな炭素固定経路が見いだされた

背
景

■ 新たな炭素固定経路にかかわる 2種類の酵素の構造・機能情報から、この経
路の反応機構の詳細が明らかになった

■ 構造情報をもとに、活性の高い Tk-ルビスコを設計できるようになった

成
果

代表機関：京都大学大学院理学研究科
代表研究者：三木邦夫

新規炭酸固定系を構成する酵素群の
構造機能解析と機能改良

食環
B4

「食品・環境等の産業利用」分野
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D-パントイルラクトン

（S）-MAK d-シュードエフェドリン

NADPH NADP+

L-パントイルラクトン ケトパントイルラクトン

NADPH NADP+

ケトパントイルラクトン

H+

NADH
NADPH

NAD+

NADP+

KIP (4R,6R)-アクチノール

NADH NAD+

NADPH NADP+

3-キヌクリジノン （R）-3-キヌクリジノール

NADPH NADP+

COBE （S）-CHBE

RCHO β-ヒドロキシ-α-アミノ酸

アミノアルコール脱水素酵素 パントイルラクトン脱水素酵素

共役ポリケトン還元酵素

旧黄色酵素群

キヌクリジノン還元酵素 カルボニル還元酵素 S1

スレオニンアルドラーゼ群

 グリシン

O

R OH

NH2

O

CYE TYE LTA-E

NADPH要求型 NADH要求型 CPR-C2

キラル化合物生産に有用な酵素群とその立体構造。 図版提供：清水 昌

　右手と左手のように、鏡像関係にある化

合物を「キラル化合物」といいます。近年、

キラル化合物は、医薬品製造の中間原料と

して需要が高まっていますが、どちらか一

方の化合物だけを用いることがほとんどで

もやさしいといわれています。そこで私た

ちは、キラル化合物の片方だけをつくり出

す酵素の機能を高め、産業に応用すること

を目指しています。

　そのためには、酵素タンパク質の構造を

解析し、反応の機構を明らかにすることが

必要です。私たちのターゲットは、炭素二

重結合不斉水素化酵素（旧黄色酵素）群、

β‐ヒドロキシ‐α‐アミノ酸合成酵素（ス

レオニンアルドラーゼ）群、カルボニル還

元酵素群の3つの酵素群です。これらの酵

素は、いずれも補酵素の助けを借りてはた

らくので、酵素と補酵素の複合体をつくっ

て構造を解析しました。

　旧黄色酵素とスレオニンアルドラーゼに

ついては、構造情報から、触媒反応のしく

みや、立体選択性にかかわるアミノ酸残基

が明らかになったので、その情報を利用し

て、より高機能な変異体をつくりたいと考

えています。

　一方、カルボニル還元酵素の1つである

キヌクリジノン還元酵素は、ぜんそくやア

ルツハイマー病の治療薬の中間原料を生産

できる酵素です。生物の種類によって補酵

素がNADHである場合と、NADPHであ

る場合があります。それぞれの複合体の構

造を比較した結果をもとに、本来は

NADPHを補酵素とする酵素を、NADH

ではたらくように改変することに成功しま

した。NADHのほうがずっと安価なので、

この改変に成功したことは、産業上大きな

意味があります。

　ほかのカルボニル還元酵素2種類につい

ても、構造解析を行い、構造情報をもとに

反応のしくみを説明できました。

　キラル化合物は、医薬品産業だけではな

く、化学工業や農業分野でも必要とされて

います。これからも、さまざまな酵素の構

造解析を行い、そこで得た知見をもとに、

天然の酵素を改変し、より効率の高い酵素

や、天然の酵素ではつくれない物質をつく

る酵素の開発を目指します。

す。そこで、狙った化合物だけを効率よく、

大量に生産する技術が必要になります。

　キラル化合物の合成には、有機合成、酵

素、微生物が利用されています。中でも、

酵素を利用する方法は、効率が高く環境に

■ キラル化合物のどちらか一方だけを効率よく大量に生産する技術が求められ
ている

■ キラル化合物の合成には酵素反応も利用されている
■ 酵素の反応のしくみを構造に基づいて解明し、より効率の高い酵素をつくる
ことが有効

背
景

■ ターゲットの 3酵素群について、補酵素が結合した状態での構造解析に成功
■ 構造をもとに立体選択的な反応機構を説明できた
■ 構造情報をもとに、キヌクリジノン還元酵素を安価な補酵素ではたらくよう
に改変できた

成
果

代表機関：京都学園大学
代表研究者：清水 昌

キラル化合物の産業生産に有用な酵素の
触媒反応機構の解明と高機能化 
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フロリゲン複合体のモデル。複合体の構造解析から得られる情報をもとに、人工フロリゲ
ンの開発を目指している。 図版提供：島本 功

　世界の人口は増え続けており、食糧、特

に穀物の不足が深刻化しています。一方、

近年、植物由来の「バイオマス燃料」をつ

くる動きもさかんです。こうした背景から、

農作物やバイオマスの原料となる植物の増

産が強く求められています。そのためには、

病気や乾燥、強い光などの環境ストレスに

強い植物を開発することが必要です。私た

ちは、光に応答して開花・生長を制御する

タンパク質と、植物を病気から守る免疫反

応に関係するタンパク質の構造・機能解析

を行い、こうした植物の開発に貢献したい

と考えています。

　私たちは以前に、花を咲かせる「フロリ

ゲン」という植物ホルモンをイネから発見

し、「Hd3a」というタンパク質であるこ

境に応じて、この2種類のフロリゲンを使

い分けているのです。

　こうした知見を生かして、フロリゲンの

作用を人工的に制御できれば、天然のもの

より早い時期に開花させて実をつけさせた

り、牧草やイグサなどの開花を抑えて茎を

のばしたりすることができるでしょう。

　一方、私たちは、植物が体内に侵入した

病原菌を防御するメカニズムを明らかにし

ました。植物細胞内には、病原体を感知す

るセンサーの役割をする「抵抗性タンパク

質」があります。イネでは、この抵抗性タ

ンパク質が、いもち病菌を認識するとスイ

ッチタンパク質に結合します。すると、ス

イッチタンパク質は活性化され、活性酸素

をつくったり、細胞死を引き起こしたりし

て、いもち病に対する抵抗性をもたらすの

です。スイッチタンパク質は私たちが本課

題で見いだしたものですが、これがどのよ

うにはたらくのかも明らかにできたわけで

す。この機構を応用すれば、病気に強い植

物の開発も可能になると考えています。

とを突き止めていました。本課題では、

Hd3aの受容体を同定し、その構造も決定

しました。Hd3aと受容体に転写因子が加

わって複合体をつくり、その複合体が開花

実行遺伝子にはたらきかけて、開花を調節

していると考えられます（左図）。今後は、

3者の複合体の構造解析を進めたいと思っ

ています。

　また、開花の早いイネではHd3aの量が

多いことがわかり、その量の多様性は、

Hd1という因子の機能の多様性に由来す

ることもわかりました。さらに、イネから

もう1種類のフロリゲン「RFT1」を発見

しました。RFT1は日が長くなるときに開

花を促し、Hd3aは日が短くなるときに開

花を促すはたらきをします。イネは生育環

■ 農作物やバイオ燃料の原料となる植物の増産が強く求められている
■ 植物の環境応答タンパク質のはたらきを制御することで、ストレスに強い植
物をつくれれば、増産が可能に

背
景

■ 花を咲かせるホルモン（フロリゲン）の機能の解明が進んでいる
■ イネが日長により 2種類のフロリゲンを使い分けていることを明らかにした
■ 植物が病原菌を防御するメカニズムを解明

成
果

代表機関：奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科
代表研究者：島本 功

バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ
植物環境応答タンパク質の構造・機能解析
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植物の病原菌防御メカニズム。いもち病菌がイネの葉に感染すると、それを感
知した抵抗性タンパク質（Pit）が、免疫反応の分子スイッチ（OsRac1）と
細胞膜上で結合して、OsRac1を活性化する。活性化したOsRac1が活性酸
素の産生や細胞死を引き起こし、イネに耐病性を与える。 図版提供：島本 功
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