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要旨 

 

 本資料は、戦略的創造研究推進事業のチーム型研究 CREST の研究領域「たんぱく質の構

造・機能と発現メカニズム」（2001～2007年度）において、研究終了後一定期間を経過した

後、副次的効果を含めて研究成果の発展状況や活用状況を明らかにし、独立行政法人科学技

術振興機構（JST）事業及び事業運営の改善に資するために、追跡調査を実施した結果をま

とめたものである。 

第 1章は、研究領域の戦略目標、領域概要、研究総括、領域アドバイザー、研究課題と研

究代表者を記載し、本研究領域終了後の進展と波及効果について概説した。 

第 2章は、追跡調査の目的、調査の対象、調査の方法（研究助成金、論文、特許）を記載

し、各研究代表者のアウトプットの概要と、受賞歴や報道等から見た科学技術的および社

会・経済的アウトカムの概要を記述した。 

第 3章は、本研究領域終了後の各研究課題の研究の継続と発展状況について、科学技術の

進歩の貢献および社会・経済的な波及効果の観点から詳述し、併せて研究成果に関連した主

な成果論文を添付した。 

第 4章は、本研究領域終了後に科学技術イノベーションに資する研究成果を挙げている研

究者にインタビューを行った結果を記述した。 

 

この領域では、「遺伝子情報に基づくたんぱく質解析を通した技術革新」が戦略目標とし

て設定され、生命活動の中心的役割を担うたんぱく質の構造及び機能を明らかにしつつ、応

用の可能性を探求する研究が行われた。 

戦略目標「遺伝子情報に基づくたんぱく質解析を通した技術革新」は遺伝子レベルでの生

命現象の理解、遺伝子情報の医療技術等への橋渡しには、遺伝子情報を活用して、個々の遺

伝子が作り出すたんぱく質が生体内でどのような役割を担っているかを理解し、生命現象と

の係わりを解明することが重要であるとの認識によるものである。 

これらの研究は、遺伝子情報に基づいたゲノム創薬や､高機能食物の実現、たんぱく質の

高機能化、たんぱく質のデザイン等の革新技術への展開も将来的に期待されている。 

追跡調査の結果、本領域で得られた研究成果は本研究領域終了後も発展、深化されている

のみならず、疾患の解明や治療法の開発、そのための基盤技術開発等、特に医療面の応用に

展開されていることが分かった。 

 

 特に注目すべき研究成果としては、多剤排出たんぱく質の阻害剤結合構造決定に成功し、

その成果を生かした多剤耐性菌感染症を克服する新規治療薬候補の開発（山口明人）、細胞

内侵入細菌の排除というオートファジーの新たな機能の発見を生かした、オートファジーと

疾患の関係の研究、オートファジー活性制御に基づく治療法研究（吉森 保）、たんぱく質

の解析法である NMRによる新たな構造解析技術 SAIL 法の創薬支援への展開（甲斐荘正恒）

が挙げられる。 

 

 



 

2 

 

第 1 章 追跡調査概要 

1.1 研究領域概要 

1.1.1 戦略目標 

「遺伝子情報に基づくたんぱく質解析を通した技術革新」 

 

ヒトゲノム計画が進む中、遺伝子の塩基配列の解析技術は飛躍的に高度化し、併せて、遺

伝子情報のデータベース化が急速に展開されている。 

今後、遺伝子レベルでの生命現象を理解するとともに、遺伝子情報の医療技術等への橋渡

しを行うためには、これらの遺伝子情報を活用して、個々の遺伝子が作り出すたんぱく質が

生体内でどのような役割を担っているかを理解し、生命現象との係わりを解明することが重

要である。 

また、これらの研究は、将来的には、遺伝子情報に基づいたゲノム創薬や､高機能食物の

実現、たんぱく質の高機能化、たんぱく質のデザイン等の革新技術への展開が期待される重

要な分野である。 

このため、戦略目標として、「遺伝子情報に基づくたんぱく質解析を通した技術革新」を

設定し、ポストゲノム研究の大きな柱であるたんぱく質について、その構造・機能解析を進

めることにより、たんぱく質の役割を明らかにする。 

なお、本戦略目標の下で行われることが想定される研究としては、例えば、たんぱく質の

構造解析、たんぱく質の機能解析等が考えられる。 

1.1.2 本研究領域概要 

本研究領域は、生命活動の中心的役割を担うたんぱく質の構造及び機能を明らかにしつつ、

応用の可能性を探求する研究を対象とするものである。 

具体的には、たんぱく質の構造解析の高度化並びにたんぱく質の動的な構造変化に立脚す

る触媒活性や代謝調節、情報伝達等の生体反応、発生、免疫、神経系、環境適応等の高次の

生命現象のメカニズムの解明とその医薬、診断技術、物質生産への応用、変性･再生等の動

的な構造と物性の変化の解析とその制御や改良技術の展開、これら研究に資する新たな計測

技術や研究手法の開拓を目指す研究等が含むこととする。 

1.1.3 研究総括 

大島 泰郎（共和化工株式会社環境微生物学研究所 所長） 

1.1.4 領域アドバイザー 

本研究領域の基本はたんぱく質の構造機能解析という構造生物学に基礎をおいているこ

とから、半数をたんぱく質研究者とした。また、その内訳は専門とする研究手法のバランス

を考え有機化学、酵素学、結晶解析、NMR、分光学などの専門家を配置した。 

残りは、研究機関ごとの特質を配慮して国研、民間を加え、特に医療への応用に詳しい民
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間製薬業界の研究機関に所属する研究者を加えた。特に強調したい点は、基礎生物学、細胞

生物学との連携を重視して、たんぱく質の研究とは縁遠い発生生物学者の岸本、核酸研究者

の渡辺を招いていることで、たんぱく質分野に隣接する領域との連携を重視している。 

 

表 1-1 領域アドバイザー 

領域アドバイザー 所属 役職 任期 

岩永 貞昭 
財団法人化学及血清療法研究

所 
顧問 2001年 8 月～2009 年 3月 

小川 智也 
理化学研究所→独立行政法人

理化学研究所 横浜研究所 
所長 2001年 8 月～2009 年 3月 

岸本 健雄 
東京工業大学大学院 生命理工

学研究科 
教授 2001年 8 月～2009 年 3月 

京極 好正 

独立行政法人産業技術総合研

究所 生物情報解析研究センタ

ー 

センター

長 

2001年 8 月～2003 年 3月 

[2003年 2月 27 日ご逝去] 

鈴木 紘一 
財団法人東京都老人総合研究

所 

専任理事 

・所長 
2001年 8 月～2009 年 3月 

田中 啓二 財団法人東京都医学研究機構 所長代行 2001年 8 月～2009 年 3月 

月原 冨武 

大阪大学蛋白質研究所→兵庫

県立大学大学院 生命理学研究

科 

特任教授 2004年 4 月～2009 年 3月 

西 義介 

日本たばこ産業株式会社企画

グループ経営企画部→長浜バ

イオ大学バイオサイエンス学

部 

教授 2003年７月～2009 年 3月 

森川 耿右 

株式会社生物分子工学研究所

→技術研究組合生物分子工学

研究所 

構造解析

研究部門 

部門長 

2001年 8 月～2004 年 3月 

吉田 光昭 
萬有製薬株式会社つくば研究

所 
所長 2001年 8 月～2003 年 3月 

渡辺 公綱 

東京大学大学院新領域創成科

学研究科→独立行政法人産業

技術総合研究所バイオメディ

シナル情報研究センター 

研究技術

統括 
2003年 7 月～2009 年 3月 

（注）所属と役職は本研究領域終了時点 
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1.1.5 研究課題および研究代表者 

研究課題（研究者）の公募は 2001年度から 3年間、3期にわたり、総計 16件の研究課題

を採択した。次ページ以降に各期の研究課題、研究代表者、採択当時の所属機関と役職、終

了時の所属と役職並びに追跡調査時点の所属と役職を示した。 

 

表 1-2 研究課題と研究代表者 

採択年度 研究課題 研究代表者 
採択時の 

所属・役職 

終了時の 

所属・役職 

追跡調査時の 

所属・役職 

2001年度 

ユビキチン修飾に

よる蛋白質機能変

換機構の解析 

岩井 一宏 

大阪市立大学大

学院医学研究科

分子制御分野  

教授 

大阪市立大学大

学院医学研究科  

教授 

京都大学大学院

医学研究科 細

胞機能制御学  

教授 

2001年度 

ゲノム蛋白質の高

効率・高精度 NMR

解析法の開発 

甲斐荘正恒 

東京都立大学大

学院理学研究科

化学専攻  

教授 

首都大学東京  

客員教授 

首都大学東京戦

略研究センター 

特任教授 兼：

名 古 屋 大 学 

GCOE 特別招聘

教授 

2001年度 

X 線１分子計測か

らの in-vivo 蛋

白質動的構造／機

能解析 

佐々木裕次 

（財）高輝度光科

学研究センター 

生物医学 G（生物

チーム）  

副主幹研究員 

（財）高輝度光科

学研究センター  

 

主幹研究員 

東京大学 新領

域創成科学研究

科  

教授 

2001年度 

ロドプシンをモデ

ルとした G 蛋白質

共役型受容体の構

造･機能解析 

七田 芳則 

京都大学大学院

理学研究科生物

科学専攻生物物

理学教室  

教授 

京都大学大学院

理学研究科生物

科学専攻生物物

理学教室  

教授 

京都大学大学院

理学研究科生物

科学専攻生物物

理学教室  

教授 

2001年度 

小胞体におけるた

んぱく質の品質管

理機構 

永田 和宏 

京都大学再生医

科学研究所  

教授 

京都大学再生医

科学研究所  

教授 

京都産業大学総

合生命科学部  

教授・学部長 

2001年度 

たんぱく質の動的

複合体形成による

機能制御の構造的

基盤 

箱嶋 敏雄 

奈良先端科学技

術大学院大学バ

イオサイエンス

研究科  

教授 

奈良先端科学技

術大学院大学情

報科学研究科  

教授 

奈良先端科学技

術大学院大学バ

イオサイエンス

研究科  

教授 
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2002年度 

ストレスの受容・

認識とシグナル変

換の分子機構 

一條 秀憲 

東京大学大学院

薬学系研究科  

教授 

東京大学大学院

薬学系研究科  

教授 

東京大学薬学系

研究科教育研究

組織  

副研究科長 

2002年度 

たんぱく質の細胞

内ダイナミズムの

原理と制御装置 

伊藤 維昭 

京都大学ウイル

ス研究所  

教授 

大阪大学  

教授 

京都産業大学総

合生命科学部  

教授 

2002年度 

アミロイドーシス

発症の分子機構解

明 

後藤 祐児 

大阪大学蛋白質

研究所  

教授 

大阪大学蛋白質

研究所  

教授 

大阪大学理学研

究科生物科学専

攻  

教授 

2002年度 

細胞内モジュレー

タプロテアーゼの

生理機能の解析 

反町 洋之 

東京大学大学院

農学生命科学研

究科  

助教授 

（財）東京都医学

研究機構東京都

臨床医学総合研

究所  

プロジェクトリ

ーダー 

公益財団法人東

京都医学総合研

究所  

研究員 

2002年度 

異物排出トランス

ポーターの構造機

能解析 

山口 明人 

大阪大学産業科

学研究所  

教授 

大阪大学産業科

学研究所  

教授 

大阪大学 産業

科学研究所 

特任教授（常勤）

専任 

2002年度 

たんぱく質と膜が

造る細胞内物流シ

ステム 

吉森 保 

国立遺伝学研究

所細胞遺伝研究

部門  

教授 

大阪大学蛋白質

研究所  

教授 

大阪大学 大学

院・生命機能研

究科  

教授 

2003年度 

核酸合成に関わる

たんぱく質複合体

の構造と機能解析 

荒木 弘之 

国立遺伝学研究

所細胞遺伝研究

系 

教授 

首 都 大 学 東 京 

客員教授情報・シ

ステム研究機構

国立遺伝学研究

所  

教授 

国立遺伝学研究

所  

教授 

2003年度 

細胞周期／チェッ

クポイント制御た

んぱく質の構造と

機能の解析 

佐方 功幸 

九州大学大学院

理学研究院生物

科学部門  

教授 

九州大学大学院

理学研究院  

教授 

九州大学理学研

究院 生物科学

部門システム生

命学府分子生命

科学  

教授 
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2003年度 

FFRPたんぱく質群

による DNA・リガ

ンド識別機構の解

明 

鈴木 理 

（独）産業技術総

合研究所脳神経

情報研究部門 DNA

情報科学研究グ

ループ  

グループリーダ

ー 

（独）産業技術総

合研究所脳神経

情報研究部門  

グループリーダ

ー 

（独）産業技術

総合研究所  

副研究センター

長 

2003年度 

生体防御における

たんぱく質間相互

作用と機能発現機

構の解析 

藤田 禎三 

福島県立医科大

学医学部生化学

第２講座  

教授 

京都大学再生医

科学研究所  

教授 

福島県立医科大

学 医学部免疫

学講座  

名誉教授 

 

1.2 本研究領域終了後の進展と波及効果 

1.2.1 研究成果の発展状況や活用状況 

総計 16課題の研究成果は国際的にもレベルが高く、世界的レベルの専門誌への原著論文

の発表は総計 1307報にも及んだ。特筆すべき成果として、新しいアイデアに基づくたんぱ

く質の解析法である NMRによる構造解析技術 SAIL法の確立、高次の生命現象を解析例であ

る薬物排出トランスポーターがあるが、それ以外にも高レベルの研究があり、領域全体とし

て成功したとされている。 

1.2.2 研究成果の科学技術的および社会・経済的な波及効果 

(1) 科学技術の進歩への貢献 

岩井は、ユビキチン修飾系、鉄代謝制御系、F-κB活性化機構の研究を進展させつつ、疾

病との関係やその臨床応用につながる研究も進めている。 

甲斐荘は、分子量の大きい生体分子の構造を決定できる新規の NMR法開発等を行った。そ

の結果、「生体系 NMRにおける安定同位体利用技術の開発」で、第 60回（平成 19年度）日

本化学会賞を受賞している。 

佐々木は、たんぱく質分子の動的構造情報/機能相関を詳細に解析できる X線 1分子計測

法の開発、利用で科学技術の進歩へ貢献した。その結果、2007 年には「Ｘ線 1 分子追跡法

の考案とその融合領域への応用」で、第 21回日本 IBM科学賞（物理部門）を受賞している。 

七田は、紫外線を吸収するたんぱく質の存在と体内時計への関与、化学物質にも反応する

光受容体「ロドプシン」の新タイプの発見、ほ乳類の光感受性神経節細胞が無脊椎動物視細

胞に起源があることの解明等で、科学技術の進歩へ貢献している。 

伊藤は、イオンを利用した細胞の外にたんぱく質を運ぶメカニズムを解明し、またジスル

フィド結合の構造を解明し新規たんぱく質量産に道を拓いた。 

反町は、胃の粘膜を修復する酵素を発見した。 
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吉森は、細胞内への侵入細菌の排除等オートファジーの新たな機能を解明し、さらにその

医用応用にも貢献しつつある。その結果、2013 年に「細胞内分解系オートファジーを担う

膜構造の生成機構の研究」で、文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）を受賞した。 

藤田は、補体レクチンが感染防御に深く関与することを明らかにした。その結果、2010

年に「自然免疫に働く補体レクチン経路の発見」で、第 54回野口英世記念医学賞を文部科

学省から受賞している。 

上述のように、国内からの受賞のみならず、海外からの受賞者がみられること、基礎研究

的な受賞のみでなく医学系の受賞もみられること、複数の賞を受賞している場合があること

等が、本研究領域終了後の研究の活発さと科学技術や医学への貢献の大きさを現している。 

(2) 社会・経済的波及効果 

岩井は、ホジキンリンパ腫の発症メカニズムの解明、細胞の鉄分調節を解明しがん治療な

どに応用できる可能性、ヘムを介する細胞の鉄濃度感知メカニズムの発見等の研究を行って

いる。 

甲斐荘は、大学発ベンチャーの設立、その企業が高分子量たん白質の立体構造を高精度決

定したこと、また SALIアミノ酸を発売したこと等で、研究開発を事業化につなげ、設立企

業が雇用を創出するという波及効果をあげている。 

佐々木は X線 1分子計測法を利用した装置開発、創薬や薬剤評価への利用検討、アルツハ

イマー病バイオマーカーを利用した早期診断法の検討等を行っている。 

一條は、亜鉛欠乏に対する細胞応答の機構解明、血圧コントロールの体内機構解明、酸化

ストレス誘導性の細胞死を制御する新たなメカニズム解明、筋萎縮性側索硬化症における亜

鉛と小胞体ストレスの役割解明、ストレス応答の調節にかかわる新しいタンパク質脱リン酸

化酵素を発見、心不全の発症に関与するたんぱく質を特定し、30 以上の記事が新聞、医学

系オンライン記事等で報道され、注目されている。 

後藤は、変異型リポカリン型プロスタグランジン D合成酵素とジアゼパムの結合親和性と

薬効の関係、癌標的機能を有する薬剤輸送たんぱく質による難水溶性抗癌剤のドラッグデリ

バリーシステム開発、透析アミロイド病の原因物質の基本立体構造の解明等を行っている。 

山口は、多剤排出タンパク質の阻害剤結合の構造解明、抗生物質効かない緑膿菌で薬が効

果を失う仕組みの解明、院内感染の原因「多剤耐性菌」を細菌１細胞ごとに迅速に解析する

技術の開発、グラム陰性菌における薬剤排出システムの役割解明等を行い、作用機序に基づ

いた創薬につながる成果を挙げ、社会からの注目度が高い研究を行っている。 

吉森は、有害なリソソームを除去・修復するオートファジーの働き発見、サリドマイド、

クラリスロマイシンによる骨髄腫細胞へのオートファジー誘導等の成果を挙げ、オートファ

ジーのがんや炎症性疾患など多くの疾患への関与を明らかにし、その治療法開発につながる

研究を行い、30以上の記事が新聞、医学系オンライン記事等で報道され,注目されている。 

荒木は、リン酸化酵素の DNA複製開始の制御の仕組み解明とがん治療応用への可能性等に

ついての研究を行っている。 

鈴木は、細胞増殖因子 FGFC による放射線誘発個体死の抑制、FGF キメラたんぱく質によ

るマウス骨髄の放射線障害の抑制、小腸クリプト再生に対する FGFキメラタンパク質のヘパ

リン非依存性効果についての研究を行っている。 

藤田は、自然免疫におけるレクチンの生体防御反応への役割、特に補体レクチン経路を明
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らかにし、自然免疫の臨床応用につながる基礎研究成果を挙げた。 

以上のように、多くの研究者の成果が新聞や医学系雑誌等で報道されており、基礎研究の

成果のみならず、医学・医療を中心とした社会・経済的波及効果の潜在的可能性の高さを示

している。 

1.3 CREST・さきがけ研究領域の展開状況（系譜図） 

JSTにおける本研究領域と関連した研究領域の系譜図を以下に示す。縦軸には遺伝子から

個体までの位置づけを､横軸には年代を示した。 

1990 年代の半ばの CREST プログラム発足当時には生命活動、生体防御等の生命全般を対

象にした研究領域が、1990 年代後半では細胞や遺伝子を対象にした研究領域が設定され、

実施された。2000 年以降、ゲノムの解明の進展とともに、本研究領域を含めてゲノムや遺

伝子からたんぱく質の機能・構造を対象にした研究領域へと展開している。さらには、個々

の遺伝子・たんぱく質を統合した生命現象の解明をめざした生命システムの研究領域に至っ

ている。 

一方で、基盤技術に着目した計測・分析技術や先進医療技術に関する研究領域も設定され

ており、技術の進展とともに研究が進んでいることが分かる。 

最近では、iPS細胞等の多能性幹細胞に関する研究領域、さらにはエピゲノムやオートフ

ァジー等生命の独自な機能やその制御に係わる研究から医療実現に向けての技術創出の研

究領域へと展開している。 

 

 

時間

遺伝子

201320082001

蛋白質
細胞蛋白質の構造・
機能と発現メカニズム
（2001～2007年度）

細胞

1993

さきがけ CREST【凡例】

CREST

当該研究領域

生命活動の
プログラム

（1996～2001年度）

生命現象の解明と応用に資する
新しい計測・分析基盤技術

（2004～2010年度）
基盤技術

生体防御の
メカニズム

（1995～2001年度）

個体

ライフサイエンスの革新を目指
した構造生命科学と先端的基盤

技術（2012～2017年度）

恒常性維持機構オートファジー
に着目した栄養素過剰摂取に
起因する疾患の原因解明と治
療法確立（2012～2017年度）

代謝調節機構解析に基づ
く細胞機能制御基盤技術

（2005～2011年度）

ゲノムの構造と機能
（1998～2004年度）

免疫難病、感染症等の
先進医療技術

（2001～200７年度）

生命システムの
動作原理と基盤技術
（2006～2011年度）

エピゲノム研究に基づく診断・治療
へ向けた新技術の創出技術

（2011～2017年度）

人工多能性幹細胞（iPS細胞）
作製・制御等の医療基盤技術

（2008～2014年度）

タイムシグナルと制御
（1999～200５年度）

細胞と情報
（1991～

1996年度）

遺伝と変化
（1994～1999度度）

生体と制御
（2001～2006年度）

 

図 1-1 CREST・さきがけ研究領域の展開状況 
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第 2 章 追跡調査 

2.1 追跡調査について 

2.1.1 調査の目的 

追跡調査は、本研究領域終了から一定期間を経過した後、副次的効果を含めて研究成果の

発展状況や活用状況を明らかにし、JSTの事業及び事業運営の改善に資するために行うもの

で、本研究領域終了後の研究代表者の研究課題の発展状況等を調査した。 

2.1.2 調査の対象 

本追跡調査は、CREST 研究領域「たんぱく質の構造・機能と発現メカニズム（2001年～2008

年度）」の研究代表者全員を対象とした。採択研究者は、2001年度採択 6名、2002年度採択

6 名、2003年度採択 4 名であり、いずれも研究期間は 5年間であった。 

 

表 2-1 調査対象と調査対象期間 

 CREST期間 CREST終了後調査対象期間 研究課題数 

第 1期 2001年 12月～2007年 3月 2007年 4月～2013年 9月 6 

第 2期 2002年 12月～2008年 3月 2008年 4月～2013年 9月 6 

第 3期 2003年 12月～2009年 3月 2009年 4月～2013年 9月 4 

 

2.1.3 調査の方法 

(1) 研究助成金 

本研究領域終了以降に、研究代表者が代表で獲得した外部研究資金を調査した。対象とし

た外部研究資金と調査方法は以下の通りである。 

①科研費 

KAKEN 科学研究費助成事業データベース1から、研究代表者が代表となっている研究課題

を検索した。さらに、CRESTプログラムの規模から継続・発展が図られているという観点か

ら大型（1千万円／件 以上）のものを抽出した。 

②JST事業 

JST ホームページ2のサイト内検索で研究代表者の情報を検索し、本研究領域終了後に研

究代表者が代表となって採択された事業もしくはプロジェクトを抽出した。 

                                                        
1 http://kaken.nii.ac.jp/ 
2 http://www.jst.go.jp/ 
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③NEDOプロジェクト 

NEDOホームページ3のサイト内検索、および成果報告書データベース4から、研究代表者の

情報を検索し、本研究領域終了以降に代表者（プロジェクトリーダー）を務めているプロジ

ェクトを抽出した。 

④最先端・次世代研究開発支援プログラム 

最先端研究開発支援プログラムホームページ5および、最先端・次世代研究開発支援プロ

グラムホームページ6から、研究代表者の採択実績を確認した。 

⑤厚生労働科学研究費補助金 

厚生労働科学研究費補助金のデータベース7から、研究代表者が代表となっている研究課

題を検索した。さらに、CRESTプログラムの規模から継続・発展が図られているという観点

から大型（1千万円／件 以上）のものを抽出した。 

⑥その他 

公益財団法人助成財団センター採択課題データベース8から、研究代表者が代表となって

いる研究課題を検索した。 

また、JST の研究者データベース「ReaD&Researchmap9」を活用して、研究者代表者の情

報を検索し、上記①～⑤の調査で抜け漏れがあった場合、情報の追加を行った。 

(2) 論文 

本研究領域期間中および本研究領域終了後の研究代表者の発表論文について、Web of 

Scienceで検索を行った。論文抽出は、著者名＋所属機関（採択時点／本研究領域終了時点

／現時点）で検索を行った後、研究代表者の論文かどうかを論文題名から判断することによ

り、絞り込みを行った。また、研究終了報告書に記載のある論文で、上記の検索方法で抽出

されなかった論文については、リストに加えた。 

次に、本研究領域期間中および本研究領域終了以降の論文数を求めた。対象は Article と

Review に絞り込み、さらに本研究領域終了以降の論文については、研究代表者が筆頭著者

（First Author）もしくは責任著者（Last Author）となっている論文の数を求めた。各論

文については、被引用数の調査も行った。 

                                                        
3 http://www.nedo.go.jp 
4 http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html 
5 http://first-pg.jp/about-us/about-30.html 
6 http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/jisedai/saitakuichiran.pdf 
7 http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIST00.do  
8 http://www.jfc.or.jp/search/ap_search.php  
9 http://researchmap.jp/search/  
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(3) 特許 

本研究領域期間中出願特許の成立および海外出願の状況と、本研究領域終了以降の国内・

海外出願特許について調査した。検索は特許データベース FOCUST（Wisdomain 社）10を用い

て行った。当該データベースでは、研究者名で検索することにより、上記の必要な情報を一

覧として得ることができる。 

2.2 アウトプット概要 

2.2.1 研究助成金から見た研究の発展状況 

研究発展状況を把握するために、本研究領域終了後にどれだけ外部資金を獲得しているか

を把握することは非常に重要である。当該領域の代表研究者の外部資金獲得状況を表 2-2に

示す。 

ほぼすべての研究者が本研究領域終了後も科研費を中心に競争的研究資金を獲得して、研

究開発を継続的に行っている。その中でも、吉森は、科研費の獲得件数が多く、2012 年度

発足の新規 CREST研究領域「生体恒常性維持・変容破綻機構のネットワーク的理解に基づく

最適医療実現のため技術創出」研究課題「恒常性維持機構オートファジーに着目した栄養素

過剰摂取に起因する疾患の原因解明と治療法確立」などの大型資金も獲得している。吉森の

他、岩井、佐々木、山口も CRESTの新規領域で、研究代表者として新たなプロジェクトを実

施している。 

 

 

表 2-2 研究代表者の本研究領域終了後の外部資金獲得状況 

【H13 年度採択】 

研究 

代表者 

研究費 

名称 
研究テーマ名 

開始

年度 

終了 

年度 

実施期間 

金額 

（百万

円） 

2

0

0

1 

2

0

0

2 

2

0

0

3 

2

0

0

4 

2

0

0

5 

2

0

0

6 

2

0

0

7 

2

0

0

8 

2

0

0

9 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

 

期間中 終了後 
 

岩井 一宏 

科研費 

基盤研究

(A) 

直鎖状ポリユビ

キチン鎖生成リ

ガーゼの機能と

その異常による

疾患発症機構 

2013 2016                           21.71 

                                                        
10 http://focustj.wisdomain.biz/Mitsubishi-Antlia/  

科研費 JST NEDO その他 
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岩井 一宏 

科研費 

新学術領

域研究

(研究領

域提案

型) 

ユビキチンネオ

バイオロジー：拡

大するタンパク

質制御システム 

2012 2017                           16.12 

科研費 

基盤研究

(A) 

ユビキチンが司

る新規NF?kB活性

化機構の機能解

析 

2010 2013                           47.71 

科研費 

特定領域

研究 

ユビキチン系に

よる選択的基質

識別メカニズム 

2006 2010                           186.90 

JST 

CREST 

「代謝調

節機構解

析に基づ

く細胞機

能制御基

盤技術」 

鉄および鉄補欠

分子族の動態調

節とその破綻に

よる病態の解明 

2007 2012                           - 

文部科学

省: ター

ゲットタ

ンパク研

究プログ

ラム 

直鎖状ポリユビ

キチン鎖による

選択的 NF-κB活

性化機構 

2009 2012                           - 

新学術領

域研究

(研究領

域提案

型) 

直鎖状ポリユビ

キチン鎖の選択

的生成機構とそ

の役割 

2012 2017                           76.44 

武田科学

振興財

団：生命

科学研究

助成 

新たなユビキチ

ン修飾系による

NF-κB活性化機

構の疾患への関

与 

2011 2011                           10.00 

甲斐荘正恒 

NEDO「創

薬加速に

向けたタ

ンパク質

構造解析

基盤技術

開発」 

創薬加速に向け

たタンパク質構

造解析基盤技術

開発 （ 一般社

団法人バイオ産

業情報化コンソ

ーシアム担当分） 

2010 2010                           - 

文部科学

省 大学

等発ベン

チャー創

出支援事

業 

高効率蛋白質構

造決定に有用な

高度安定同位体

標識アミノ酸の

開発 

2002 2005                           200.00 

文部科学

省 ター

ゲットタ

ンパク質

研究プロ

グラム 

SAIL 法による蛋

白質構造解析の

多様化 

2007 2011                           170.00 
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甲斐荘正恒 

文部科学

省 タン

パク 3000

プロジェ

クト 

細胞内シグナル

伝達”（新規同位

体標識技術を用

いる蛋白質構造

決定） 

2001 2006                           98.00 

文部科学

省 タン

パク質解

析基盤技

術開発 

SAIL 法を基盤と

した次世代タン

パク質NMR解析技

術の開発と応用 

2006 2006                           50.00 

科研費 

基盤研究

(A) 

コンパクト X線 1

分子計測装置の

実現と複合計測

法開発 

2010 2012                           44.90 

JST 

CREST 

「生命現

象の解明

と応用に

資する新

しい計

測・分析

基盤技

術」 

高精度１分子内

動画計測から見

える生体分子構

造認識プロセス 

2006 2012                             

NEDO「健

康安心イ

ノベーシ

ョンプロ

グラム」 

再生医療評価研

究開発事業/再生

医療の早期実用

化を目指した再

生評価技術開発 

2006 2009                             

七田 芳則 

科研費 

基盤研究

(A) 

Opn5の分子特性

と機能の探索 
2013 2015                           23.90 

科研費 

新学術領

域研究

(研究領

域提案

型) 

1分子観測による

Gタンパク質共役

型受容体の二状

態モデルの検討 

2010 2013                           22.40 

科研費 

基盤研究

(S) 

視物質と視細胞

の機能多様化メ

カニズム 

2008 2012                           207.00 

科研費 

特定領域

研究 

赤色感受性視物

質アイオドプシ

ンに結合するア

ニオン・水分子の

物性と機能の解

明 

2004 2005                           10.90 

科研費 

基盤研究

(A) 

微弱光源を用い

た高速CCDカメラ

高時間分解分光

光度計の開発 

2001 2003                           51.80 

永田 和宏 

科研費 

基盤研究

(S) 

レドックス制御

による小胞体恒

常性維持機構の

研究 

2012 2016                           84.10 



 

14 

 

永田 和宏 

科研費 

特定領域

研究 

小胞体における

タンパク質品質

管理機構 

2007 2011                           116.00 

科研費 

基盤研究

(S) 

productive 

folding と品質管

理によるタンパ

ク質の動態制御 

2007 2007                           33.90 

科研費 

学術創成

研究費 

タンパク質品質

管理機構 
2007 2011                           576.60 

科研費 

基盤研究

(A) 

正と負の小胞体

品質管理機構 
2004 2006                           50.10 

科研費 

特定領域

研究 

小胞体関連分解

の分子機構 
2002 2006                           95.00 

科研費 

基盤研究

(A) 

小胞体品質管理

機構を担う2種の

新規分子シャペ

ロンの研究 

2001 2003                           53.00 

戦略的国

際科学技

術協力推

進事業

（日本－

南アフリ

カ 研究

交流） 

熱帯マラリア原

虫（Plasmodium 

falciparum）の小

胞体に局在する

Hsp40 シャペロン

Pfj2 の機能解析 

2009 2012                           18.90 

JST 

CREST 

「ライフ

サイエン

スの革新

を目指し

た構造生

命科学と

先端的基

盤技術」 

小胞体恒常性維

持機

構:Redox,Ca2+,

タンパク質品質

管理のクロスト

ーク 

2013 2018                             

箱嶋 敏雄 

科研費 

新学術領

域研究

(研究領

域提案

型)→新

学術領域

研究(研

究領域提

案型) 

細胞シグナリン

グ複合体による

シグナル検知・伝

達・応答の構造的

基礎 

2010 2014                           39.90 
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箱嶋 敏雄 

科研費 

新学術領

域研究

(研究領

域提案

型)→新

学術領域

研究(研

究領域提

案型) 

動物・植物細胞の

シグナル検知と

伝達の構造生物

学 

2010 2014                           248.00 

科研費 

基盤研究

(A) 

タンパク質の動

的複合体形成に

よる細胞骨格制

御の構造生物学 

2007 2010                           50.80 

科研費 

基盤研究

(B) 

ストレス応答セ

ンサーキナーゼ

の構造生物学的

研究 

2003 2005                           15.40 

武田科学

振興財

団：生命

科学研究

助成 

植物ホルモン・シ

グナル伝達の構

造生物学 

2009 2009                           10.00 

 

【H14 年度採択】 

研究 

代表者 

研究費 

名称 
研究テーマ名 

開始 

年度 

終了 

年度 

実施期間 

金額 

（百万

円） 

2

0

0

1 

2

0

0

2 

2

0

0

3 

2

0

0

4 

2

0

0

5 

2

0

0

6 

2

0

0

7 

2

0

0

8 

2

0

0

9 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 
 

- 期間中 終了後 

一條 秀憲 

科研費 

基盤研究

(S) 

ストレスシグナ

ルの動的制御機

構解明による創

薬基盤の確立 

2013 2017                           164.60 

科研費 

基盤研究

(S)→基

盤研究

(S) 

ストレスシグナ

ルの分子機構解

明による創薬基

盤の確立 

2008 2012                           160.40 

科研費 

基盤研究

(A) 

ASK ファミリーシ

グナルによる粘

膜免疫制御機構

の解明 

2006 2007                           38.30 

科研費 

特定領域

研究 

ストレス応答シ

グナルによるが

ん細胞の増殖・死

の制御 

2005 2009                           55.00 

科研費  

基盤研究

(S) 

ストレス応答の

分子機構解明に

基づく生物学的

情報処理システ

ムの理解と応用 

2001 2005                           94.70 
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一條 秀憲 

脳科学研

究戦略推

進プログ

ラム 

生涯に亘って心

身の健康を支え

る脳の分子基盤、

環境因子、その失

調の解明 

2010 2014                           90.10 

保健医療

分野にお

ける基礎

研究推進

事業 

小胞体ストレス

-ASK1 経路を標的

とした筋萎縮性

側索硬化症治療

薬の基盤開発 

2008 2012                           298.40 

伊藤 維昭 

科研費 

基盤研究

(A)→基

盤研究

(A) 

Nascent 

Chain(合成途上

鎖)の分子生物学 

2008 2012                           38.30 

科研費 

基盤研究

(A) 

リボソームトン

ネルの生物機能 
2003 2008                           49.60 

科研費 

特定領域

研究 

膜を越えたタン

パク質の動きを

制御するシステ

ム 

2002 2006                           99.00 

後藤 祐児 

科研費 

基盤研究

(B)→基

盤研究

(B) 

アミロイド線維

形成における過

飽和の果たす役

割 

2012 2014                           14.30 

科研費 

基盤研究

(B) 

一線維リアルタ

イム観察に基づ

くアミロイド線

維形成機構の解

明 

2009 2011                           18.20 

科研費 

特定領域

研究 

蛋白質のアミロ

イド線維形成に

おける水の役割 

2003 2007                           45.90 

科研費 

基盤研究

(B) 

β2ミクログロブ

リンのアミロイ

ド線維形成反応

の蛋白質立体構

造に基づく解析 

2001 2003                           14.50 

近畿経済

産業局 

地域イノ

ベーショ

ン創出研

究開発事

業 

疾患に関わる蛋

白質異常凝集体

の高速誘導検出

装置の研究開発 

2010 2011                             

反町 洋之 

科研費 

基盤研究

(A) 

組織機能論的な

カルパイン作用

機序の解析とそ

の普遍性抽出 

2011 2013                           26.70 

科研費 

基盤研究

(B) 

酵母～ヒトで保

存されたカルパ

イン PalBHの膜輸

送系における新

規機能の解析 

2008 2010                           20.40 
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反町 洋之 

科研費 

基盤研究

(B) 

胃腸疾患におけ

るカルパインの

関与と機能性食

品による治療・予

防法の検討 

2006 2007                           16.80 

科研費 

特定領域

研究 

カルパインによ

る生体のモジュ

レーション 

2006 2010                           83.40 

科研費 

基盤研究

(B) 

胃・腸特異的カル

パインの機能解

析 

2003 2005                           15.80 

山口 明人 

科研費 

基盤研究

(S) 

異物排出トラン

スポーターの構

造・機能・制御と

生理的役割 

2007 2011                           109.72 

科研費 

特定領域

研究

(B)→特

定領域研

究 

アンチポーター

型有機物質排出

トランスポータ

ーのナノ構造と

作動機構 

2001 2005                           135.40 

科研費 

基盤研究

(S) 

細菌異物排出タ

ンパク遺伝子資

源のポストゲノ

ム解析と新しい

耐性機構の解明 

2001 2005                           123.30 

JST 

CREST 

「ライフ

サエンス

のライフ

サエンス

の革新を

目指した

構造生命

科学と先

端的基盤

技術」 

異物排出輸送の

構造的基盤解明

と阻害剤開発 

2012 2017                             

武田科学

振興財

団：生命

科学研究

助成 

分泌輸送介在型

情報伝達の解明 
2008 2008                           10.00 

独立行政

法人・医

薬基盤研

究所「保

健医療分

野におけ

る基礎研

究推進事

業」 

多剤耐性菌感染

症を克服する新

規治療薬の開発 

2007 2011                           416.00 



 

18 

 

吉森 保 

科研費 

新学術領

域研究

(研究領

域提案

型) 

オートファジー

の膜動態：分子機

構と疾患との関

わり 

2013 2017                           57.90 

科研費 

挑戦的萌

芽研究 

オートファジー

の「定説」への挑

戦 

2011 2012                             

科研費 

基盤研究

(A)→基

盤研究

(A) 

オートファジー

における膜の起

源：オルガネラバ

イオジェネシス

の解明 

2011 2013                           48.40 

科研費 

新学術領

域研究

(研究領

域提案

型)→新

学術領域

研究(研

究領域提

案型) 

細胞内分解系ロ

ジスティクスの

疾患における役

割と作動機構の

解析 

2008 2012                           229.90 

科研費 

新学術領

域研究

(研究領

域提案

型)→新

学術領域

研究(研

究領域提

案型) 

「細胞内ロジス

ティクス：病態の

理解に向けた細

胞内物流システ

ムの融合研究」の

運営 

2008 2013                           87.10 

科研費 

基盤研究

(A) 

オートファジー

による生存戦略

の分子基盤 

2007 2011                           49.70 

科研費 

基盤研究

(B) 

病原体オートフ

ァジーの解析 
2005 2006                           14.70 

科研費 

特定領域

研究 

リソソームを中

心とした輸送ネ

ットワークの分

子機構と機能 

2003 2007                           65.90 
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吉森 保 

JST 

CREST 

「生体恒

常性維

持・変容

破綻機構

のネット

ワーク的

理解に基

づく最適

医療実現

のため技

術創出」 

恒常性維持機構

オートファジー

に着目した栄養

素過剰摂取に起

因する疾患の原

因解明と治療法

確立 

2012 2017                           141.50 

NEDO「若

手研究グ

ラント 

革新的融

合 4年

型」 

タンパク質のネ

ットワーク分子

機能予測による

創薬ターゲット

同定手法の開発 

2007 2010                             

武田科学

振興財

団：生命

科学研究

助成 

細胞内自己分解

システム・オート

ファジーによる

生体防御機構の

解明 

2008 2008                           10.00 

 

【H15 年度採択】 

研究 

代表者 

研究費名

称 
研究テーマ名 

開始

年度 

終了

年度 

実施期間 

金額 

（百万

円） 

2

0

0

1 

2

0

0

2 

2

0

0

3 

2

0

0

4 

2

0

0

5 

2

0

0

6 

2

0

0

7 

2

0

0

8 

2

0

0

9 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 
  

- 期間中 終了後 

荒木 弘之 

科研費 

基盤研究

(A) 

真核生物染色体

DNA の複製開始機

構 

2013 2015                           18.50 

科研費 

基盤研究

(S)→基

盤研究

(S) 

タンパク質の集

合・リモデリング

の分子機構とそ

の制御 

2008 2012                           199.80 

科研費 

基盤研究

(A) 

染色体 DNA複製開

始の分子機構ー

活性なヘリカー

ゼの形成を指標

としてー 

2008 2008                           15.00 

科研費 

特定領域

研究 

複製複合体の形

成制御機構とチ

ェックポイン

ト・細胞分裂への

関与の解明 

2005 2009                           81.20 
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荒木 弘之 

科研費 

基盤研究

（A) 

真核生物染色体

DNA 複製開始領域

における複製因

子集合の分子機

構 

2003 2006                           49.20 

佐方 功幸 

科研費 

基盤研究

(B)→基

盤研究

(B) 

Cdk1 リン酸化モ

チーフ(S／T－P)

の M期制御におけ

る役割の解明 

2012 2014                           12.80 

科研費 

特定領域

研究 

初期発生におけ

る正および負の

細胞周期制御の

研究 

2007 2011                           135.50 

藤田 禎三 

科研費 

基盤研究

(B) 

補体レクチン経

路は第二経路の

活性化に関与す

る 

2009 2012                           16.60 

科研費 

特定領域

研究

(B)→特

定領域研

究 

自然免疫におけ

る生体防御レク

チンの役割 

2001 2005                           105.30 

 

2.2.2 論文 

論文発表件数は研究者の研究活動を示す重要な指標であるため、研究代表者について本研

究領域期間中の論文数と終了後の論文数とを調査した。研究期間終了後については、研究代

表者が筆頭著者（First Author）もしくは責任著者（Last Author）となっている論文の数

を求めた。検索はいずれも 2013年 10月に実施した。 

本研究領域期間中の発表論文数は全体で 668 報、本研究領域終了後の発表論文数は 639

報であった。また、終了後発表論文のうち、責任著者となっている論文は 307報であった。 

期間中の論文数では、永田、一條、後藤、荒木、鈴木、藤田が 50報を超えている。 

終了後を見ると、一條、後藤、吉森の論文発表が 50報を超えている。期間中と比較をす

ると吉森の論文発表が終了後に増大していることから、研究活動が大きく進展していること

がわかる。 

 

表 2-3 研究代表者の論文発表状況 

採択

年度 
研究課題 研究代表者 

期間中の

論文数 

終了後の

論文数 

終了後の

責任著者

数 

H13

年度 

ユビキチン修飾による蛋白質機能変

換機構の解析 

岩井 一宏 
26 45 12 

ゲノム蛋白質の高効率・高精度 NMR 解

析法の開発 

甲斐荘 正恒 
37 42 30 
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H13

年度 

X 線１分子計測からの in-vivo 蛋白

質動的構造／機能解析 

佐々木 裕次 
34 29 14 

ロドプシンをモデルとした G 蛋白質

共役型受容体の構造･機能解析 

七田 芳則 
41 40 33 

小胞体におけるたんぱく質の品質管

理機構 

永田 和宏 
70 47 16 

たんぱく質の動的複合体形成による

機能制御の構造的基盤 

箱嶋 敏雄 
15 35 29 

H14

年度 

ストレスの受容・認識とシグナル変換

の分子機構 

一條 秀憲 
55 83 33 

たんぱく質の細胞内ダイナミズムの

原理と制御装置 

伊藤 維昭 
30 23 11 

アミロイドーシス発症の分子機構解

明 

後藤 祐児 
64 81 38 

細胞内モジュレータプロテアーゼの

生理機能の解析 

反町 洋之 
13 26 19 

異物排出トランスポーターの構造機

能解析 

山口 明人 
48 38 16 

たんぱく質と膜が造る細胞内物流シ

ステム 

吉森 保 
34 84 22 

H15

年度 

核酸合成に関わるたんぱく質複合体

の構造と機能解析 

荒木 弘之 
60 20 14 

細胞周期／チェックポイント制御た

んぱく質の構造と機能の解析 

佐方 功幸 
15 5 5 

FFRPたんぱく質群による DNA・リガン

ド識別機構の解明 

鈴木 理 
56 13 5 

生体防御におけるたんぱく質間相互

作用と機能発現機構の解析 

藤田 禎三 
70 28 10 

合計 668 639 307 

 

2.2.3 特許 

特許出願件数・登録件数は研究開発が応用に向けて進展していることを表す一つの指標で

あると考えられるため、本研究領域期間中と終了後の状況について調査し、下表に示した。 

本研究領域期間中の研究代表者の特許出願は国内 26件、海外 13件であった。成立件数（期

間中に出願した特許のうち、現時点で特許登録されている件数）は、国内 10件、海外 6件

であった。期間中では、鈴木の特許出願数が突出している。特許出願数が 0の研究代表者も
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多く、基礎的な側面が強い領域であったことがわかる。 

本研究領域終了後の特許出願は、国内 30 件、海外 12 件であり、うち国内 4 件、海外 4

件が特許として成立している。本研究領域終了後も鈴木の出願数が多い。また、藤田も国内

8 件の特許出願をしている。岩井は、海外出願も積極的に行っており、国内 1件・海外 1件

の特許登録もされている。 

 

表 2-4 研究代表者の特許出願・登録状況 

  本研究領域期間中 本研究領域終了後 

採択年度 研究代表者 
国内 

出願 

海外 

出願 

国内 

登録 

海外 

登録 

国内 

出願 

海外 

出願 

国内 

登録 

海外 

登録 

H13年度 

岩井 一宏 0 0 0 0 3 2 1 1 

甲斐荘 正恒 2 2 2 2 2 1 1 1 

佐々木 裕次 1 0 0 0 0 0 0 0 

七田 芳則 1 0 0 0 0 0 0 0 

永田 和宏 1 0 1 0 3 1 0 0 

箱嶋 敏雄 0 0 0 0 1 1 0 0 

H14年度 

一条 秀憲 1 0 0 0 0 0 0 0 

伊藤 維昭 1 0 0 0 0 0 0 0 

後藤 祐児 1 1 0 0 1 0 0 0 

反町 洋之 1 0 0 0 0 0 0 0 

山口 明人 1 0 0 0 3 0 0 0 

吉森 保 1 0 0 0 0 0 0 0 

H15年度 

荒木 弘之 1 0 0 0 0 0 0 0 

佐方 功幸 1 0 0 0 0 0 0 0 

鈴木 理 11 8 7 3 9 6 2 1 

藤田 禎三 2 2 0 1 8 1 0 1 

合計 26 13 10 6 30 12 4 4 

 

 

表 2-5 研究代表者の期間中・終了後の成立特許 

【H13 年度採択】 

 岩井 一宏 

出願番号 
公開番

号 

特許

番号 

発明者

／考案

者 

出願人

／権利

者 

発明の名称 
国際出願

番号 

国際公開

番号 

海外で

の成立 

特願

2011-525

944 

再公表

11-0165

40 

特許

5234

865 

岩井 

一宏 

国立大

学法人

大阪大

学 

新規なユビキチン

リガーゼおよびそ

の利用 

WO201101

6540 

EP246336

7, 

US201214

5544 

IL21797

2（D0） 
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 甲斐荘 正恒 

出願番号 
公開番

号 

特許

番号 

発明者

／考案

者 

出願人

／権利

者 

発明の名称 
国際出

願番号 

国際公

開番号 

海外での

成立 

特願

2006-050

926 

特開

2007-2

30876 

特許

5137

168 

甲斐荘 

正恒,寺

内 勉 

独立行

政法人

科学技

術振興

機構 

安定同位体標識脂

肪族アミノ酸、そ

の標的蛋白質への

組み込み方法並び

に蛋白質のＮＭＲ

構造解析方法 

WO20070

99934 

CA26439

94, 

US20090

75388 

CA264399

4（C）, 

DE112007

000484

（B4）, 

DE112007

000484

（T5）, 

US200907

5388

（A1）, 

US802217

3（B2）  

特願

2005-515

191 

再公表

05-042

469 

特許

5019

280 

甲斐荘 

正恒,寺

内 勉 

独立行

政法人

科学技

術振興

機構 

安定同位体標識芳

香族アミノ酸、そ

の標的蛋白質への

組み込み方法並び

に蛋白質のＮＭＲ

構造解析方法 

WO20050

42469 

CA25443

05, 

EP16793

02, 

NO20062

452, 

US20061

94328, 

US20100

56799 

CA254430

5（C）, 

US760824

8（B2）, 

US844016

9（B2） 

特願

2003-554

627 

再公表

03-053

910 

特許

4340

538 

甲斐荘 

正恒,寺

内 勉 

独立行

政法人

科学技

術振興

機構 

安定同位体標識ア

ミノ酸とその標的

蛋白質への組み込

み方法、蛋白質の

ＮＭＲ構造解析方

法並びに位置選択

的安定同位体標識

フマル酸と酒石酸

の製造方法 

WO03053

910 

AU20023

59993, 

CA24711

05, 

EP14574

82, 

NO20042

991, 

US20050

84452 

AT541829

（T）, 

CA247110

5（C）, 

DK145748

2（T3）, 

EP145748

2（B1）, 

EP145748

2（B9）, 

US702231

0（B2） 

 

 佐々木 裕次 

（該当なし） 

 

 七田 芳則 

（該当なし） 

 

 永田 和宏 

出願番号 
公開番

号 

特許

番号 

発明者

／考案

者 

出願人

／権利

者 

発明の名称 
国際出

願番号 

国際公

開番号 

海外

での

成立 

特願

2003-115391 

特開

2004-3

13133 

特許

4344

165 

永田 

和宏, 

内藤 

素子 

第一製

薬株式

会社 

ケロイドの診断方

法 
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 箱嶋 敏雄 

（該当なし） 

 

【H14年度採択】 

 一條 秀憲 

（該当なし） 

 

 伊藤 維昭 

（該当なし） 

 

 後藤 祐児 

（該当なし） 

 

 反町 洋之 

（該当なし） 

 

 山口 明人 

（該当なし） 

 

 吉森 保 

（該当なし） 

 

【H15年度採択】 

 荒木  弘之 

（該当なし） 

 

 佐方  功幸 

（該当なし） 

 

 

 鈴木 理 

出願番号 
公開番

号 

特許

番号 

発明者／考案

者 

出願人／

権利者 
発明の名称 

国際出

願番号 

国際公

開番号 

海外での

成立 

特願

2008-5487

87 

再公表

09-048

119 

特許

5004

250 

今村 亨, 

本村 香織, 

倉持 明子, 

羽生 義郎, 

鈴木 理, 

浅田 眞弘, 

萩原 亜紀

子,中山 文

明, 

明石 真言 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所 

高機能化キ

メラ蛋白質

を含有する

医薬組成物 

WO20090

48119 

特願

2008-54

8787 

再公表

09-04811

9 
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特願

2009-5001

99 

再公表

08-102

783 

 今村 亨, 

木村 美穂, 

川野 光子, 

辻野 希, 

倉持 明子, 

織田 裕子, 

本村 香織, 

鈴木 理, 

浅田 眞弘, 

亀山 あず

さ,栂谷内 

純恵,岡 修

一 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所 

発毛促進剤 WO20081

02783 

特願

2009-50

0199 

再公表

08-10278

3 

特願

2008-0998

37 

特開

2009-0

73807 

特許

5187

837 

鈴木 理, 

今村 亨, 

上原 ゆり

子,本村 香

織, 

隠岐 潤子, 

岡 修一, 

浅田 眞弘, 

倉持 明子, 

木村 美穂 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所 

補助因子に

よる受容体

の活性化方

法並びにリ

ガンド活性

の利用方法 

WO20081

23625 

特願

2008-09

9837 

特開

2009-073

807 

特願

2006-1850

32 

特開

2008-0

13467 

特許

5071

759 

岡 修一, 

亀山 あず

さ,今村 亨, 

鈴木 理, 

浅田 眞弘 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所 

繊維芽細胞

増殖因子ア

ゴニスト 

 特願

2006-18

5032 

特開

2008-013

467 

特願

2006-0042

10 

特開

2007-1

86432 

特許

4729

740 

今村 亨, 

辻野 希, 

鈴木 理, 

浅田 眞弘 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所 

受容体特異

性を変化さ

せたミュー

タント増殖

因子および

それを含有

する医薬組

成物 

WO20070

80847 

特願

2006-00

4210 

特開

2007-186

432 

特願

2004-2682

42 

特開

2006-0

83082 

特許

4565

112 

今村 亨, 

川野 光子, 

倉持 明子, 

鈴木 理, 

浅田 眞弘 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所 

毛髪成長促

進剤、発毛

促進剤及び

脱毛症治療

剤 

WO20060

30693 

特願

2004-26

8242 

特開

2006-083

082 

特願

2005-0956

76 

特開

2005-3

14386 

特許

4686

756 

今村 亨, 

川野 光子, 

鈴木 理 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所 

動物臓器か

ら抽出した

水溶性画

分、その製

造方法、逆

転写反応阻

害剤、逆転

写酵素阻害

剤、ウイル

ス増殖阻害

剤及び医薬

組成物 

WO20050

94851 

特願

2005-09

5676 

特開

2005-314

386 
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特願

2004-1085

70 

特開

2005-2

87431 

特許

4505

631 

今村 亨, 

浅田 真弘, 

鈴木 理 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所 

ヘパラン硫

酸糖鎖を付

加したヘパ

リン結合性

タンパク

質、その製

造方法及び

それを含有

する医薬組

成物 

WO20050

95600 

特願

2004-10

8570 

特開

2005-287

431 

特願

2003-3051

45 

特開

2005-0

73524 

特許

4431

781 

今村 亨, 

鈴木 理, 

川野 光子, 

倉持 明子, 

隠岐 潤子, 

鈴木 聡 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所;

株式会社

アドバン

ジェン 

幹細胞の標

識方法、分

離方法、活

性制御方法

並びに皮膚

組織の作製

方法 

 特願

2003-30

5145 

特開

2005-073

524 

特願

2002-2931

30 

特開

2004-1

21159 

特許

3896

482 

今村 亨, 

石崎 明, 

鈴木 理 

独立行政

法人産業

技術総合

研究所 

分化細胞の

作製方法 

WO20040

31373 

特願

2002-29

3130 

特開

2004-121

159 

 

 藤田 禎三 

出願番号 
公開番

号 

特許

番号 

発明者／考

案者 

出願人／権

利者 
発明の名称 

国際出願

番号 

国際公開

番号 

海外での

成立 

特願

2009-5043

82 

特表

2009-5

32493 

 シュウェブ

ル，ハンス

ー ウィル

ヘルム, 

シュテーバ

ー，コーデ

ュラ マー

ガレット,

テッドフォ

ード， 

クラーク 

イー.， 

パーレン， 

ジェームス 

ビー.， 

藤田 禎三 

ユニバーシ

ティ オブ 

レスター; 

オメロス 

コーポレー

ション 

MASP-2依存

性の補体活

性化に関連

する状態を

処置するた

めの方法 

WO200512

3128, 

WO200711

7996, 

WO201104

7346 

AU200525

4044, 

AU200723

4982, 

AU201030

6581, 

BRPI0709

900, 

CA257314

4, 

CA264818

8, 

CA277784

5, 

CN101018

565, 

CN101460

195, 

CN102781

471, 

EP175345

6, 

EP200742

5, 

EP238299

1, 

EP238631

5, 

EP238631

6, 

EP238631

AU200525

4044

（B2）, 

RU248409

7（C2）, 

US791909

4（B2） 
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7, 

EP239235

0, 

EP244690

0, 

EP244690

1, 

EP244690

2, 

EP245758

5, 

EP246053

7, 

EP246553

4, 

EP246553

5, 

EP248820

3,  

KR200801

12359, 

KR201200

99680, 

MX200801

1704, 

MX201200

4343, 

RU200814

3559, 

US200600

2937, 

US200717

2483, 

US201007

4899, 

US201102

0337, 

US201109

1450, 

US201131

1549 

特願

2007-5265

77 

特表

2008-5

01357 

 藤田 禎

三, 

シュウェー

ブル， 

ハンス－ウ

ィルヘル

ム, 

シュテーバ

ー， コーデ

ュラ マー

ガレット 

ユニバーシ

ティ オブ 

レスター 

遺伝子改変

された非ヒ

ト哺乳動物

および非ヒ

ト細胞 

WO200512

0222 

EP176603

3, 

US200920

5058 

GB041296

6（D0） 
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2.3 アウトカム 

2.3.1 科学技術的アウトカム 

(1) 受賞 

科学技術の進歩への貢献や研究成果に関する評価を示す指標の一つとして、受賞歴が挙げ

られる。表 2-6に、本研究領域終了後の研究代表者の受賞を示す。 

全般には基礎研究で成果を挙げている研究者が多いが、医学関連の賞を受賞している点が

注目される。 

甲斐荘と佐々木は、生体分子に関する新たな研究手法に対して、2007 年にそれぞれに、

日本化学会賞、日本 IBM科学賞を受賞している。 

箱嶋は 2013年、山口は 2010年に文部科学大臣表彰科学技術省を受賞している。山口はそ

の他 2008年に日本薬学会賞と日本細菌学会浅川賞も受賞している。 

一條は 2013年に持田記念学術賞、2008年に日本癌学会 JCA-Mauvernay Award を受賞して

いる。 

吉森は 2013年にオートファジーを担う膜構造の生成機構の研究につき、文部科学大臣表

彰科学技術賞を受賞している。研究部門での受賞は大きな成果を挙げた研究者のみに限定さ

れるという点で注目される。 

荒木は、2010年に日本遺伝学会木原賞を受賞している。 

藤田は 2010年に自然免疫関連の発見で野口英世記念医学賞を文部科学省から受賞してい

るが、医学分野での受賞という点が注目される。 

 

表 2-6 研究代表者の本研究領域終了後の受賞リスト 

研究代表者 賞の名称 授与機関 受賞理由・業績、対象論文等 
受賞

年 

甲斐荘 正恒 
第 60回（平成 19年度）日本

化学会賞 
日本化学会 

生体系 NMRにおける安定同位体

利用技術の開発 
2007 

佐々木 裕次 
第 21回日本 IBM科学賞（物理

部門） 

日本 IBM科学賞

事務局 

Ｘ線 1分子追跡法の考案とその

融合領域への応用 
2007 

箱嶋 敏雄  
平成 25年度 文部科学大臣

表彰 科学技術賞 
文部科学省 

細胞内シグナル伝達タンパク質

の分子認識機構の構造研究 
2013 

一條 秀憲 

日本癌学会 JCA-Mauvernay 

Award 
日本癌学会 Stress Signaling and Cancer 2008 

持田記念学術賞 
持田記念医学薬

学振興財団 

ストレスの受容から細胞応答に

至るストレスシグナル分子機構

の解明と新たな創薬基盤の創成 

2013 

山口 明人 

平成 22年度科学技術分野の

文部科学大臣表彰 科学技術

賞 

文部科学省 
異物排出タンパク構造・機能・

制御と生理的役割に関する研究 
2010 

平成 20年 日本薬学会賞 日本薬学会 

異物排出トランスポーターの構

造・機能とその制御に関する研

究 

2008 
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山口 明人 
平成 20年 日本細菌学会浅川

賞 
日本細菌学会 

細菌異物排出タンパクの構造・

機能とその発現制御に関する研

究 

2008 

吉森 保 
文部科学大臣表彰科学技術賞

（研究部門） 
文部科学省 

細胞内分解系オートファジーを

担う膜構造の生成機構の研究 
2013 

荒木  弘之 日本遺伝学会木原賞 日本遺伝学会 
出芽酵母を用いた DNA 複製開始

メカニズムに関する研究 
2010 

藤田 禎三 第 54回野口英世記念医学賞 文部科学省 
自然免疫に働く補体レクチン経

路の発見 
2010 

(2) その他 

七田は、日本生物物理学会年会の年会実行委員会の実行委員長を務め、日本生物物理学会

次期会長の予定であり、学会活動、人材育成にも熱心である。 

2.3.2 社会・経済的アウトカム 

(1) 新聞報道等 

本研究領域終了後の報道回数は、山口が 90回を超えるのを筆頭に、ほとんどの研究者が

10 回以上である。 

報道記事内容を見ると、特に、多いのは疾患メカニズムの解明に関するものであり、アル

ツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症、透析合併症、非ホジキンリンパ腫、炎症・アレルギー、

心不全等がその対象になっている。また、医薬品開発を中心にした治療法開発やその可能性

に係わる記事も多く、生活習慣病向け治療薬、抗癌剤、多剤耐性緑膿菌向け治療薬、不妊症

治療等が対象になっている。本研究領域期間中の成果は基礎研究が中心だが、終了後医療応

用へ進展していることを伺わせる内容である。 

報道回数が 90回以上の山口の研究は、多剤排出タンパク質の阻害剤結合構造決定から、

多剤耐性菌感染症を克服する新規治療薬候補の開発に結びついており、基礎研究の成果が医

療応用に結びつきつつある代表例として報道回数が多い。新聞、業界紙、医学系オンライン

記事のいずれでも報道が多い点も注目される。 

報道回数が 30回を超える吉森は、細胞内侵入細菌の排除というオートファジーの新たな

機能を発見し、その成果に関する報道記事が多いが、オートファジーの疾患発症メカニズム

解明への関与、その治験に基づくがん治療等への応用可能性等について、新聞、医学系オン

ライン記事等で報道されている。 

同じく報道回数が 30 回を超える一條は、疾患や治療の機構解明、またそれらの知見に基

づく医薬品開発候補の発見等に関する記事が多い。具体的な対象も、亜鉛欠乏や血圧コント

ロールの機構解明、筋萎縮性側索硬化症における亜鉛と小胞体ストレスの役割、心不全に関

与するたんぱく質発見等幅広く、新聞、医学系オンライン記事等で報道されている。 

(2) その他 

吉森はJCS（Jouranl of Cell Science）の日本人で唯一エディターに選ばれ、同誌の表紙

を飾った。また、Gordon Research Conferencesで、2014年に議長を務めることが決定して
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いる。2013年のCold Spring Harbor Conferences Asiaには感染症の専門家が招聘される中、

唯一細胞生物学者として招聘された。 

佐々木は、2007年に米国にて開かれたGordon Research Conferences(X-ray Physics)にお

いて、招待講演を行った。 

 



 

31 

 

第 3 章 各研究課題の主な研究成果および波及効果 

3.1 2001年度採択課題 

3.1.1 ユビキチン修飾による蛋白質機能変換機構の解析（岩井 一宏） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

 ユビキチン修飾系は、幾多の様式でたんぱく質機能を制御し、数多くの生命現象を調節す

る。そのようなユビキチン修飾系の多彩な機能は、生体内に数100種類存在すると考えられ

ているE3：ユビキチンリガーゼが、選択的に標的たんぱく質を識別出来ることによる。 

 本研究では、E3による選択的識別に重要な役割を果たしている標的たんぱく質の翻訳後修

飾に焦点を絞って研究を進めた。 

②期間中の主な研究成果 

(i)HOIL-1ユビキチンリガーゼの発見 

 哺乳類の鉄代謝の中核を担うたんぱく質であるIRP2（iron regulatory protein 2） への

ヘムの結合が、選択的なユビキチン修飾の第１ステップとなることを示した。また、IRP2 に

結合したヘムと、分子状酸素との反応によって酸化修飾を受けたIDD(iron-dependent 

Degradation) ドメインを選択的に識別するユビキチンリガーゼとして

HOIL-1(haem-oxidized IRP2 ubiquitin ligase-1) を同定した[1]。 

 

(ii)酸化を引き起こすヘムの結合様式、ヘムを介する鉄感知機構の発見 

IRP2 はIDD ドメインに存在するHRM（heme regulatory motif:ヘムによって制御を受ける

たんぱく質のヘム結合部位）でヘムと結合すること、そのHRM のCys201 でFe3+-ヘムと結合

し、局所で鉄イオンを還元してHis204 でFe2+-ヘムと結合し、その結果としてヘムによるた

んぱく質の酸化を引き起こすHRM のサブタイプであることを示した。これらの研究から、ヘ

ムを介して鉄濃度の変化を感知するシステムの存在を明確にした。IRP2 が活性中心である

ヘムを着脱し、自身のアミノ酸側鎖を基質とするオキシゲナーゼの可能性を考慮しつつ、ヘ

ムと酸素によりIRP2 が酸化されるメカニズムに関して検索を進めた[2]。 

 

(iii)Fbs1による糖鎖識別様式 

N 型糖鎖を選択的に識別するF-Box たんぱく質：Fbs1 を同定した。F-Box たんぱく質は

SCF 型ユビキチンリガーゼの基質識別サブユニットであり、SCFFbs１複合体はN 型糖鎖を識

別してたんぱく質をユビキチン化する。正常にフォールディングしないN 型糖鎖を持つ膜・

分泌たんぱく質は小胞体から逆行輸送され、小胞体関連分解(ER-associated degradation、

ERAD）と呼ばれる機構で細胞質においてユビキチン依存性に分解されるが、SCFFbs１はこの
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ERAD 系に関与することを示してきた。Fbs1 の構造解析の結果、Fbs1 は全てのN 型糖鎖に

共通したたんぱく質結合にあずかる糖鎖の基部を選択的に識別すること、Fbs1、Fbs2 は変

性糖たんぱく質により強い結合能を有することも明らかにし、Fbs1、Fbs2 は小胞体から逆

行輸送された、変性した糖たんぱく質の選択的識別に適した識別様式を持つことを示した[3]。 

 

(iv)鉄代謝異常と疾患との関連の解析 

 IRP2 の過剰発現は反応性に富んだ鉄の蓄積を生じることに着目して脳特異的に発現する

IRP2 トランスジェニックマウスを作製し、酸化ストレスの亢進により神経変性疾患が発症

すること、薬剤性パーキンソン病モデルに高感受性であることを示した11。 

 

(v)直鎖状ポリユビキチン鎖を生成する LUBACリガーゼの同定 

 HOIL-1Lは一次構造から単体型で機能すると考えられたが、分子サイズの検討など、形成

されるポリユビキチン鎖の質量分析計による検索など基本的な解析を行った結果がLUBAC 

(linear ubiquitin chain assembly complex)の発見に繋がった[1]。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Yamanaka,K; Ishikawa,H; Megumi,Y; Tokunaga,F; Kanie,M; Rouault,TA; Morishima,I; 

Minato, N; Ishimori,K; Iwai,K, “ Ceramide increases oxidative damage due to inhibition of catalase 

by caspase-3-dependent proteolysis in HL-60 cell apoptosis”, NATURE CELL BIOLOGY, 336-340

（2003） 

[2]  Ishikawa,H; Kato,M; Hori,H; Ishimori,K; Kirisako,T; Tokunaga, F; Iwai1,K, “ Involvement of 

Heme Regulatory Motif in Heme-Mediated Ubiquitination and Degradation of IRP2”, 

MOLECULAR CELL, 19, 171–181(2005) 

[3]  Mizushima,T; Hirao,T; Yoshida,Y; Lee,SJ; Chiba,T; Iwai,K; Yamaguchi,Y; Kato, K; Tsukihara, 

T; Tanaka,K, “ Structural basis of sugar-recognizing ubiquitin ligase”, NATURE STRUCTURAL & 

MOLECULAR BIOLOGY, 11,365-370（2004） 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域終了後、CREST「代謝調節機構解析に基づく細胞機能制御基盤技術」 研究課

題「鉄および鉄補欠分子族の動態調節とその破綻による病態の解明」（2007-2011）、科学

研究費補助金基盤研究（A）「ユビキチンが司る新規NF－kB活性化機構の機能解析」

（2010-2012）、科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「NF－κB活性化を制御するユビキチンリ

ガーゼ活性調節薬の開発」（2012-2014）、科学研究費補助金基盤研究（A）「直鎖状ポリユ

ビキチン鎖生成リガーゼの機能とその異常による疾患発症機構」（2013-2016）、科学研究

費補助金新学術領域研究（研究領域提案型）「ユビキチンネオバイオロジー：拡大するタン

                                                        
11 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei13/tannpaku/iwai.pdf） 
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パク質制御システム」（2012-2017）、科学研究費補助金新学術領域研究（研究領域提案型）

「直鎖状ポリユビキチン鎖の選択的生成機構とその役割」（2012-2017）などの研究が進め

られている。 

 ユビキチン修飾系、鉄代謝制御系、NF-κB 活性化機構の研究を進展させつつ、疾病との

関係やその臨床応用につながる研究も進めつつある。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)ポリユビキチン鎖の形成という純粋な生化学的な問題の解明を進め、これまで報告され

ていなかった直鎖状ポリユビキチン鎖を既に本研究領域期間中に同定していたが、直鎖状ポ

リユビキチン鎖がリウマチ・アレルギー性疾患、ガンなどの疾患に関与する NF-κBの活性

化に関与することを明らかにした。[3]さらに、ノックアウトマウスを用いて直鎖状ポリユビ

キチン鎖の生理機能についての解析を進めている12。 

 

(ii)鉄代謝制御系の研究では、鉄代謝調節機構の理解に必須である、鉄および鉄補欠分子族

の動態を分子レベルで解析した。[1]  出芽酵母を用いて、故・岩井裕子博士が発見した Aft1

の鉄依存性活性制御機構の解析を進め、Aft1 は鉄依存的に核外へ移行することよって制御

されること、さらに、Aft1 は鉄依存的に 2 量体が形成されることによって核外輸送担体で

ある Msn5と結合すること、さらに Aft1の鉄依存的な核外移行にはミトコンドリアでの鉄-

硫黄クラスター生成が必須であることを示した[2]。 

 

(iii)鉄代謝異常が関連する疾患の病態生理学的解析を進め、鉄のミトコンドリア機能にお

ける役割、パーキンソン病など神経変性疾患への関与、疲労との関係などの知見を得ている
13。 

 

(iv)直鎖状ポリユビキチン鎖を選択的に生成する LUBAC ユビキチンリガーゼが種々の刺激

依存的な NF-kB活性化に関与すること [3] 、新規サブユニットである SHARPIN の欠損マウス

は慢性増殖性皮膚炎をはじめとした多彩な炎症症状を呈することを示した[4] 。 

②社会・経済的波及効果 

 岩井らが発見した直鎖状ポリユビキチン鎖による NF-κB活性化の生理的機能の解析を進

め、NF-κB活性調節機構の新たなパラダイムとしての確立を目指している。NF-κBはリウ

マチ・アレルギー性疾患、ガンなどで活性亢進が知られており、選択的 NF-κB活性化阻害

剤はこれら疾患の良いターゲットであると考えられている。LUBAC の多型性が NF- 活性

化が発がんに関与することが知られている ABCタイプの B細胞リンパ腫で集束しており、同

B リンパ腫は LUBACの活性阻害で増殖が抑制されることも見いだしている。それゆえ、直鎖

状ポリユビキチン化を阻害することで、NF-κB の活性化を選択的に阻害できる可能性があ

り、薬剤の開発が進められている 2。 

 基礎的、生化学的なプロセスで未解明な問題を追及する過程で、ガン、神経変性疾患、ア

                                                        
12
京都大学岩井研究室HP（http://www.mcp.med.kyoto-u.ac.jp/research/nf-about/） 

13研究課題「 鉄および補欠分子族の動態調節とその破綻による病態解明 」研究終了報告書 
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レルギーなど、今後人類が克服すべき疾患の治療法開発に繋がるような研究成果が得られて

いる。既に薬剤開発が進められており、今後その実用化や臨床応用などが期待される。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1] Ishii,K; Fumoto,T; Iwai,K; Takeshita,S; Ito,M; Shimohata,N; Aburatani,H; Taketani,S; Lelliott, 

CJ; Vidal-Puig, A; Ikeda,K, “ Coordination of PGC-1 beta and iron uptake in mitochondrial 

biogenesis and osteoclast activation”, NATURE MEDICINE, 15,259-266（2009） 

[2] Ueta,R; Fujiwara,N; Iwai,K; Yamaguchi-Iwai,Y, “ Iron-Induced Dissociation of the Aft1p 

Transcriptional Regulator from Target Gene Promoters is an Initial Event in Iron-Dependent Gene 

Suppression”, MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY, 32,4998-5008 (2012) 

[3] Tokunaga,F; Sakata,S-I; Saeki,Y; Satomi,Y; Kirisako,T; Kamei,K; Nakagawa,T; Kato,M; 

Murata,S;  Yamaoka,S; Yamamoto,M; Akira,S; Takao,T; Tanaka,K; Iwai,K, “ Involvement of linear 

polyubiquitination of NEMO in NF-B activation”, NATURE CELL BIOLOGY, 11,123-132 (2009) 

[4] Tokunaga, F; Nakagawa,T; Nakahara,M; Saeki,Y; Taniguchi, M; Sataka,S-I; Tanaka,K; Nakano, 

H; Iwai,K, “ SHARPIN is a component of the NF-B activating linear ubiquitin chain assembly 

complex”, NATURE, 471,633-636 (2011) 
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3.1.2 ゲノム蛋白質の高効率・高精度 NMR解析法の開発（甲斐荘 正恒） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

NMR法はたんぱく質の溶液中での立体構造決定法として唯一の手法であり、様々な条件下

における立体構造変化や揺らぎの検出を通じて、たんぱく質の立体構造と生物機能を直接に

関連づけるための有用な知見をもたらす。しかしながら、立体構造決定法としてのNMR はわ

ずか十数年の歴史を持つ新しい技術であり、構造ゲノム科学で求められる網羅的なたんぱく

質構造決定法として利用するためには、更なる技術開発が不可欠であった。 

 SAIL法の概要を図 3-1に示す14。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 SAIL法の概要 
 

 

                                                        
14文部科学省ターゲットタンパク研究プログラム（2010 年版パンフレット） 

（http://www.tanpaku.org/td_analysis/sad2.php） 
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 NMR測定・解析においては対象とするたんぱく質試料の調製技術は最重要課題であり、こ

の観点から次世代世界標準となり得るたんぱく質構造解析技術としてのNMR解析法（SAIL法）

の開発が行われた。NMRスペクトルには構成原子に由来する多数の信号が含まれており、こ

れらの信号はその発信元となる原子間の空間距離情報を与えてくれる。低分子量たんぱく質

であれば構成する原子数が比較的少ないために、特別な工夫を施したたんぱく質試料を用い

ることなく立体構造解析することが可能である。しかし、たんぱく質の分子量が増大するに

つれ、信号数が増大し、また溶液内におけるたんぱく質の回転運動が遅くなることによる各

信号の線幅が急速に広がる。この二つの要因から高分子量たんぱく質のNMRスペクトルは幅

広い無数の信号がひしめき合い、従来のNMR手法では構造解析可能なたんぱく質の分子量は

概ね2万5千程度(アミノ酸残基数200-250程度)が上限とされてきた。甲斐荘等は、構造情報

を失うことなく信号数を大幅に減少することができれば、より高分子量たんぱく質の精密な

構造構造解析が可能となると考え、SAIL法を編み出した。その発想の鍵は、安定同位元素の

利用にある。 

NMR法で最もよく利用される水素原子の場合、天然に存在する安定同位元素としては殆ど

が（軽）水素（1H）であるが、原子量が倍の重水素（2D）が僅かながら存在し、それらを高

濃度に濃縮することができる。軽水素、重水素の化学的性質はお互いによく似ているが、NMR

信号の共鳴周波数は大きく異なる。従って、天然の同位元素比を持つたんぱく質中の特定部

位の水素原子を高濃度に重水素置換することができれば、たんぱく質の構造に大きな影響を

与えることなく水素原子に由来するNMR信号数を減少させることができる。この際、重水素

置換する水素原子位置を合目的的に制御することにより、立体構造解析に有用なNMR信号の

みを残し、NMRスペクトルを大幅に単純化することができる。この結果、従来のNMR技術では

困難とされた高分子量たんぱく質の高精度構造解析が可能となる、というのがSAIL法の基本

的発想である。 

SAIL法の実現に向けての最大の難関は、たんぱく質を構成する20種類のアミノ酸全てにつ

いて、位置・立体選択的に重水素置換した標識体を不斉有機化学反応、酵素反応を駆使して

合成する過程にあった。更にこの過程を困難にしたのは、重水素置換後に残る水素原子のNMR

信号の観測と帰属をより効率的にするため、残存水素に結合した炭素原子を全て通常の12C

から、NMR観測が可能ではあるが天然には僅か1%程度しか存在しない同位元素 13C、また窒

素原子を通常の14Nから天然には更に僅かしか存在しないNMR観測に適した同位元素15Nに置

換しなければならなかったことである。このような、嘗て合成されたことのない複雑な安定

同位体標識パターンを持つアミノ酸類をSAILアミノ酸と名付け、20種類全てのSAILアミノ酸

合成を完了するのには。想像を越えるような長い年月、努力、資金を要したことは容易に想

像できるであろう。このようにして得られたSAILアミノ酸のみから構成されるたんぱく質、

SAILたんぱく質、は事前に全てのアミノ酸残基がNMR測定・解析、及び構造決定に最適化さ

れているために、立体構造解析試料としては圧倒的に優れた性質を示す筈である。 

NMR試料に用いる均一に13C, 15N標識したたんぱく質の調製には通常大腸菌の高発現系が用

いられるが、大腸菌の培養過程で貴重なSAILアミノ酸が消費されること、更には種々のアミ

ノ酸代謝酵素により、SAILアミノ酸の標識パターンが崩されることなどが危惧された。これ
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らの問題を回避するために、大腸菌を破砕し、たんぱく質合成機能を保ったままの抽出液を

調製し、効率よく同位体標識たんぱく質を合成する「無細胞たんぱく質合成系」を採用した。

この結果、予期した通り、従来のNMR手法では構造解析が不可能と考えられていた高分子量

たんぱく質に関してもSAIL法が有効に適用できることが実証された。 

②期間中の研究成果 

(i)SAIL (Stereo-Array Isotope Labeled:立体整列同位体標識)アミノ酸の合成法の開発 

 SAIL 法は、NMR法の抱える最大の課題である構造解析可能なたんぱく質の分子量限界を大

きく拡大するために、必要な構造情報を失うことなくNMRスペクトルの簡略化はかる手法で

ある。このために、たんぱく質を構成する全20種類のアミノ酸について、重複する構造情報

を与える水素を系統的に重水素、さらに必要な部位の炭素、窒素原子をそれぞれ13C、15Nに

より標識する方法を開発した。このようにして得られる”SAILアミノ酸”のみから構成され

るたんぱく質、”SAILたんぱく質”、を用いることにより従来のNMR 法では困難であった高

分子量たんぱく質の精密な立体構造解析が可能となる[1]。 

 

(ii)無細胞たんぱく質合成系による SAILたんぱく質調製法の開発 

 高度な合成技術を要する貴重な SAILアミノ酸の同位体標識パターンを損なうことなく、

高い効率で目的とするたんぱく質に組み込み SAILたんぱく質を調製する手法の開発は SAIL

法の実用化にとっても極めて重要である。本研究領域においては大腸菌の無細胞抽出液を用

いる in vitro たんぱく質発現系を採用することにより、SAIL アミノ酸の代謝拡散の抑制、

及び SAILたんぱく質の対アミノ酸収量向上を同時に達成することに成功した [2] 。 

 

(iii)SAIL たんぱく質の利点を生かした NMR 測定・解析、及び立体構造解析技術の開発 

 生物学的、医学的に重要なたんぱく質、特に膜たんぱく質や超分子たんぱく質複合体等は、

一般的に分子量が大きいために従来のNMR法による立体構造決定は困難であり、NMR技術開発

上の最大の問題となっていた。本研究領域では、SAILたんぱく質の利点を十分に生かしたNMR

測定・解析技術を開発し、難易度の高いたんぱく質に関しても溶液や固体状態における立体

構造解析が可能となった [3] 。 

 

(iv)SAIL 法を用いたたんぱく質の立体構造解析 

 SAIL 法を用いて立体構造解析を行った“歴史上“最初のたんぱく質はカルシウム結合た

んぱく質質として重要なカルモジュリン（calmodulin）である。本たんぱく質は17.2 kDa と

それほど大きな分子量ではないものの、SAIL 法により高精度、且つ極めて迅速な立体構造

決定が可能であることが示された、SAIL法の原理の正しさが実証された。第二のターゲット

として、従来のNMR 解析技術によっては精密構造決定が困難な41 kDaの分子量を持つMBP 

(Maltose Binding Protein:マルトース結合たんぱく質)を選択し、この程度の分子量であっ

ても短時間に残基側鎖の立体配座を含めた精密立体構造決定が可能であることを示した15。 

                                                        
15 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei13/tannpaku/kaisou.pdf） 
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③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Kainosho,M; Torizawa,T; Iwashita,Y; Terauchi,T; Ono,AM; Guntert,P, “ Optimal isotope 

labelling for NMR protein structure determinations”, NATURE PROTOCOLS, 440, 52-57（2006） 

[2]  Torizawa,T; Shimizu,M; Taoka,M; Miyano,H; Kainosho, M, “ Efficient production of 

isotopically labeled proteins by cell-free synthesis: A practical protocol”, JOURNAL OF 

BIOMOLECULAR NMR, 30,311-325（2004） 

[3]  Torizawa,T; Ono,AM; Terauchi,T; Kainosho,M, “ NMR assignment methods for the aromatic 

ring resonances of phenylalanine and tyrosine residues in proteins”, JOURNAL OF THE 

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 127,12620-12626（2005） 

(1) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域の終了後、NEDO「タンパク質解析基盤技術開発」（2007）、科学研究費補助金基

盤研究（B）「SAIL-FLYA（Fully Automated Structure Analysis） NMR法によるたんぱく質

全自動構造解析の応用と拡張、及び普及」（2009-2011）、文部科学省ターゲットタンパク

研究プログラム（2009-2011）などで SAIL法の研究開発を進めた。その後、現在では名古屋

大学、及び大阪大学を拠点とする、文部科学省「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」

においては、SAIL法を用いた創薬開発支援活動にも加わっている。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)NOESY (Nuclear Overhause Effect Spectroscopy)スペクトルのみを用いた新規構造決

定法、NOESY-FLYA法は、NOESY以外の他の NMR測定データを一切利用することなく、化学シ

フト帰属と構造決定に必要な拘束情報を自動的に得ることができる点が際立った特徴であ

る。SAIL ユビキチンに本法を用いることにより、通常の標識ユビキチンを試料として用い

た場合と比べ、遥かに高精度な立体構造が得られた [1] 。 

 

(ii)CYANA（Combined assignment and dynamics algorithm for NMR applications） はた

んぱく質の立体構造解析の自動化に向けて開発された極めて有力なアルゴリズムであるが、

SAILたんぱく質の利点を取り込んで新たに開発された SAIL-CYANA法は更に優れたアルゴリ

ズムである。その有用性は SAIL-CYANA法の適用により、従来の NMR解析法では困難であっ

たたんぱく質の立体構造決定が可能となった [2] 。 

 

(iii)SAIL-NMR 法を用いて膜内在性たんぱく質プロテオロドプシンの構造決定に成功した。

本成果は、7回膜貫通ヘリックスからなる膜たんぱく質の精密な立体構造を NMR情報のみか

ら決定した初めての例である[3]。 

②社会・経済的波及効果 

(i)これまで創薬開発研究は、X 線解析に得られる標的たんぱく質の精密な立体構造を基盤
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にして、リガンドの in silico 探索を行う方向で展開されてきた。SAIL 法は溶液内におけ

るたんぱく質の立体構造のみならず、それらの動態に関する多彩な情報を同時に取得できる

点に大きな特徴がある。SAIL法の社会・経済的貢献としては、たんぱく質の構造-機能相関

に関する基礎的研究以外にも、SAIL 法により初めて利用可能となる、たんぱく質動態情報

を指標とする医薬探索、最適なリガンドの設計技術等、結晶構造情報を補完する新しい手法

の開発が求められている。このために、更に多様なたんぱく質を解析対象に組み入れるため

のより一般的な SAIL たんぱく質調製法の開発等、SAIL 法の普及の促進、創薬開発支援等、

産業応用を視野に入れた様々な開発研究を行った16。 

 

(ii)本研究領域期間中の 2004年に、文部科学省「大学等発ベンチャー創出支援事業」に採

択され、SAILアミノ酸の開発と供給体制の整備を目指して SAILテクノロジーズ社を設立し

た。本企業は設立後 10年を経過した現在も下記の事業を継続しており、大学発の革新的技

術の実用化を向けた活動を展開するとともに、雇用創出にも貢献している。SAIL 法の利用

はたんぱく質構造解析から、医薬探索のためのたんぱく質-リガンド相互作用の検出等、応

用範囲が広がりつつある17。 

 たんぱく質構造解析のための安定同位体標識アミノ酸（SAILアミノ酸）の製造・販売 

 H15年度 SAILアミノ酸からなるたんぱく質の合成受託 

 NMR解析受託 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Takeda, M; Ikeya,T; Guntert,P; Kainosho,M, “ Automated structure determination of proteins 

with the SAIL-FLYA NMR method”, NATURE PROTOCOLS11,2896-2902（2007） 

[2]  Ohki,SY; Kainosho,M, “ Stable isotope labeling methods for protein NMR spectroscopy”, 

PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY, 53,208-226（2008） 

[3]  Reckel,S; Gottstein,D; Stehle,J; Lohr,F; Verhoefen,MK; Takeda,M; Silvers,R; Kainosho, M; 

Glaubitz,C; Wachtveitl,J; Bernhard,F; Schwalbe,H; Guntert,P; Dotsch,V, “ Solution NMR Structure 

of Proteorhodopsin”, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 50,11942-11946

（2011） 

[4]  Takeda,M; Chang,CK; Ikeya,T; Guntert,P; Chang,YH;Hsu,YI; Huang,TH; Kainosho, 

M, “ Solution structure of the C-terminal dimerization domain of SARS coronavirus nucleocapsid 

protein solved by the SAIL-NMR method”, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, 30,608-622

（2008） 

                                                        
16

 SAIL法による蛋白質構造解析技術の多様化

http://www.tanpaku.org/pdf/pamphlet2010/pamphlet2010_sad2.pdf 
17 SAILテクノロジーズ社 HP（http://www.sail-technologies.com/JPN/index.html） 
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3.1.3 X線１分子計測からの in-vivo蛋白質自動的構造／機能解析（佐々木 裕次） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

たんぱく質分子の動的構造情報/機能相関を詳細に解析するには、原子レベル以下の精度

でin vivo 動的1分子構造情報が安定に得られ、同時に1分子機能計測も併用可能なX 線1分子

計測法が有効である。本法を膜たんぱく質分子のin vivo 計測へ適用し、また本法と計算科

学を合体させた全く新しいたんぱく質構造決定法を検討することを目的とした。本研究は敏

速なたんぱく質分子の構造・機能情報の取得を可能にすることで、医薬利用等とならび1分

子技術、バイオ技術、そしてナノ技術との融合をも目指したものである。 

②期間中の研究成果 

(i)X線回折現象から 1分子内部の回転運動の情報を取り出せることを世界で初めて提案 

多くの生体高分子を含む高分子の実時間構造揺らぎ計測から予想より“硬い構造“揺ら

ぎを実測した。また、以下のような知見を得、ナノ結晶を標識することで生体高分子内部の

構造変化実時間計測が可能であることを世界で初めて示した [1] ,[3] 。 

 チャネル開閉時における分子内運動が想像以上に大きい分子全体に渡る回転運動である

ことを同定 [3] 

 計測されたチャネルの運動が大きいことから新しい分子運動制御の可能性を示唆 [3] 

 X 線の放射圧による生体分子にかかる圧力を１分子内のブラウン運動を詳細に解析する

ことで同定18 

 抗原抗体反応を１分子レベルで確認する定量的物理因子を確認 19 

 光活性膜たんぱく質分子の分子内運動より本法がオングストローム以下の運動も検出可

能と結論 [1] 

(ii)構造変化と機能評価の同時計測などからの知見 

構造変化と機能評価の同時計測を実現するために、Kチャネル膜たんぱく質分子KcsAを研

究対象とし、この機能性膜たんぱく質分子に関する構造変化計測以外の研究を含めて実施し

た。表面プラズモン法を用いれば構造の明確でない生体分子系においても分子表層部位の位

置を決定することができた20。 

                                                        
18 Y, C, Sasaki; T,Higurashi; T,Miyazaki;Y,Okumura; N, Oishi, Measurements of X-ray Radiation Pressure Force on 

Single Gold Nanocrystals, Applied Physics Letters, 89, 053121 (2006). 

19 T,Sagawa; T,Azuma; Y, C, Sasaki,Quantification of protein-ligand bindings from structural fluctuations of single 

molecules. Biochem. Biophy. Res. Commun. 335, 770-775 (2007).  

20
 M, Iwamoto; H, Shimizu; F,Inoue;T, Konno;Y,C, Sasaki; S, Oiki, Surface accessibility of the cytoplasmic domain 

of KcsA channel evaluated by surface plasmon resonance signal. The Journal of Biological Chemistry 281(38) 

28379-28386 (2006) 
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(iii)1 分子運動の理論的な裏付け研究による成果 

1分子理論計算により基板固定やナノ結晶の標識が分子内運動を極端に変調させることは

ないと結論した[2]。 

 

(iv)ノンラベル技術による生体分子のダイナミクス計測可能性の示唆 

本研究の方法論はナノ結晶を標識する計測技術が主であるが、X線放射圧の計測成功で目

的生体分子にナノ結晶を標識せずとも（ノンラベル技術）生体分子のダイナミクスが計測的 

できる可能性を示した。また、本研究の方法論を、大型施設ではなく電子顕微鏡を用いても

可能であることを示した。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Y,Okumura; T,Oka; M,Kataoka; Y,Taniguchi; Y,C,Sasaki, “ Picometer-Scale Dynamical 

Observations of Individual Membrane Proteins: the case of Bacteriorhodopsin”, PHYSICAL 

REVIEW E, 70, 021917-1-7 (2004) 

[2]  Y,Kawashima; Y,C,Sasaki; Y,Sugita; T,Yoda; Y,Okamoto, “ Replica-exchange molecular 

dynamics simulation of diffracted X-ray tracking”, Molecular Simulation, Volume 33, Issue 1 & 2, 

97-102 (2007) 

[3]  H,Shimizu; M,Iwamoto; F,Inoue; T,Konno; Y,C,Sasaki; S,Oiki, “ Global Twisting Motion of 

Single Molecular KcsA Channel upon Gating”, Cell, 132, 67-78 (2008)  

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

本研究領域に引き続き、CREST「生命現象の解明と応用に資する新しい計測・分析基盤技

術」 研究課題「高精度1分子内動画計測から見える生体分子構造認識プロセス」（2006-2010）

に採択された。この研究領域では、(1)Ｘ線1分子追跡法の高速化、(2) ナノ結晶完全結晶化、

(3) 電子線１分子追跡法の開発、(4) 走査型Ｘ線放射圧顕微鏡の基礎検討、(5) 免疫系1分

子計測、(6) 膜系１分子計測、(7) マイクロ秒1分子計測の７つのテーマにつき、研究が実

施された。また、科学研究費補助金基盤研究（A）「コンパクトX線1分子計測装置の実現と複

合計測法開発」（2009-2011）でも研究代表者を務めた。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)CREST「高精度 1分子内動画計測から見える生体分子構造認識プロセス」での展開21 

X線1分子追跡法をマイクロ秒へ高速化し、ラボサイズ装置の電子線1分子追跡装置を開発

した。走査型X線放射圧顕微鏡の開発も進め、極めて微細な分子構造認識の差がその後の生

命反応の鍵を握る免疫系や生体膜系の高速1分子計測へと展開している[1]。 

                                                        
21 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research/s-houkoku/02_01.pdf） 
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アセチルコリンACh （Acetylcholine）系膜たんぱくにつき、100μsの時間スケールで計

測をすることで分子内部運動の可視化に成功した。得られた運動パターンはrotation と

tilt がステップ的に現れる運動であった。非常に注目されているACh 系において世界初の

分子内運動計測である。 

 また、T 細胞受容体（TCR）と組織適合性抗原（MHC）の認識機構解明のために、X線1分子

計測を行った。リガンドとしてI-Ak とI 型糖尿病を起こすI-Ag7 を選んだ。その結果、ペ

プチドがMHCとは独立に運動することが確認でき、その運動が日単位で経時的に減少してい

くことも分かった。次にペプチドの回転運動とT 細胞の活性化がほぼ相関することを見出し

た。ペプチドが動くことにより準安定状態を作り、それをTCR が認識するという全く新しい

認識機構が示された。 

 1分子上のねじれ運動を高精度に高速に観察できるX線１分子計測手法は、現状ではナノ秒

レベルまで高速化が進んでおり、あらゆるたんぱく質分子の分子内運動を細胞上で計測でき

る手法として期待されている。 

 

(ii)X線 1分子追跡法の高速化、計測対象範囲の拡大 

高エネルギーの電子プローブを用いて、ピコ秒オーダーで3次元のナノ粒子の動きを捉え

ることに成功している。また、X線1分子追跡法を用いて、ATPを利用しているII型シャペロ

ニン（Group II Chaperonin）の動きを捉えることに成功している。 

②社会・経済的波及効果 

(i)「コンパクト X線 1分子計測装置の実現と複合計測法開発」での展開22 

分子内部運動を高速高精度に計測可能なX線1分子追跡法を多くのユーザーに提供できる

技術的な高度化を進めることを目的として実施されており、X線1分子追跡法をラボサイズ装

置の電子線1分子追跡装置にすることで、研究コストの低減や研究対象の拡大を可能にする

のみでなく、当該装置を用いた疾病の解析や創薬の支援に利用することが期待され、世の中

に貢献すると考えられる。その一例を以下に示す。 

 神経伝達物質とその受容体との相互作用に関する研究は、物理化学的な手法により古くか

ら多くの研究者により研究されてきたが、リガンドと結合もしくは結合過程にある膜受容体

の構造が解明されていなかった。この分子動態解明をセロトニン受容体、グリシン受容体、

GABA 受容体、等のイオンチャネル型受容体全般に演繹できる可能性がある。これらの受容

体は神経系疾患などを対象とする創薬の標的分子となっており、低分子薬デザインのための

重要な構造知見を提供することが期待される。 

 

(ii)X線１分子構造動態情報からの新しい創薬、早期診断への展開23 

X線 1分子構造動態情報による超高速(ナノ秒)超高精度(ピコメートル)1分子内部運動情

                                                        
22 コンパクト X 線 1 分子計測装置の実現と複合計測法開発(http://kaken.nii.ac.jp/d/p/22241032.en.html) 

23 X 線 1 分子構造動態情報からの新しい創薬（http://pharmaspur.com/wp-content/uploads/hpb-media/DX1.pdf） 
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報は、以下の可能性をもたらす。 

 分子内部運動という物理情報を初めて高精度に取得 (提案: 量から質への転換、化学

計測から物理計測へ） 

 分子内部運動を考慮した創薬や薬剤評価の可能性 (提案: 有効な分子内部動態を阻

止する薬剤の登場)  

 疾患の状況を分子内運動から評価・予測 (提案:１分子内部動態情報を新規バイオマ

ーカーとして) 

具体的には、アルツハイマー病に係わるタウたんぱく質分子を研究対象として、以下の知

見を得ている。 

 現在のアルツハイマー病バイオマーカーは脳脊髄液中タウたんぱく質とその変化量

のみでは早期診断法として不十分 (提案:量から質への転換、免疫化学計測から物理

計測へ） 

 タウ蛋白は異常な修飾で分子運動性変化が十分予想される (提案:高精度分子内部動

態情報を新規バイオマーカーに)  

 物質量のみでなく新規高感度疾患バイオマーカーの提案！ (提案:放射光を利用しな

くても実験室レベルの X線光源を用いたコンパクト装置で１分子内部動態情報を) 

アルツハイマー病については、早期に診断が可能なバイオマーカーが求められており、研

究が進めば、患者や家族の QOL改善、医療費削減等のインパクトが予想される。類似のパー

キンソン病に係るたんぱく質分子の分子内動態も検出に成功している。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  K,Ichiyanagi; H,Sekiguchi; M,Hoshino; K,Kajiwara; K,Hoshisashi; C,Jae-won; M,Tokue; 

Y,Matsushita; M,Nishijima; Y,Inoue; Y,Senba; H,Ohashi; N,Ohta; N,Yagi; and Yuji,C,Sasaki, 

“ Diffracted X-ray Tracking (DXT) for Monitoring Intramolecular Motion in Individual Protein 

Molecules using broad band X-ray”, REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS,84, 103701-6 

(2013)  

[2]  Y,C,Sasaki,“Picometer-scale Dynamic X-ray Imaging”, 

FUNDAMENTALS OF PICOSCIENCE ,CRC Press, Chapter 12, 209-234(2013) 

[3]  N,Ogawa; K,Hoshisashi; H,Sekiguchi; K,Ichiyanagi; Y,Matsushita; Y,Hirohata; S,Suzuki; 

A,Ishikawa & Yuji,C,Sasaki, “ Tracking 3D Picometer-Scale Motions of Single Nanoparticles with 

High-Energy Electron Probes”,SCIENTIFIC REPORTS, 3, 2201 (2013)  

[4]  Hiroshi,S; Ayumi,N; Kazuki,M; Koki,M; Kouhei,I; Shunsuke,N; Tokushi,S; Shin-ichi,A;  

Kunihiro,K; Masafumi,Y and Yuji,C,S, “ ATP dependent rotational motion of group II chaperonin 

observed by X-ray single molecule tracking”, PLOS ONE, 8(5) e64176 (2013)  

④その他 

国外からの評価の一端として、本研究の成果により2007年に米国にて開かれるGordon 



 

44 

 

Research Conferences（X-ray Physics）における招待講演の依頼を受けた。国際的な共同

研究も進んでいる。例えば、パスツール研究所(Prof.J.P. Changeux)との共同研究の開始（本

共同研究をHFSPに来年3月応募予定）、またスタンフォード大学(Prof. J.Frydman)との本格

的共同研究の開始などである。また、本計測手法DXTを中心に添えた大学院教育研究プログ

ラム（東京大学大学院新領域「基盤科学領域創成研究教育プログラムCRETS」）を2008年に

立ち上げて、高エネルギー加速器研究機構KEKとの間に大学院連携教育プログラム（学融合

ビジュアライゼーション連携教育プログラム）も2012年に採択され2014年で3期目に入る。 
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3.1.4 ロドプシンをモデルとしたＧ蛋白質共役型受容体の構造・機能解析（七田 芳則） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

Gたんぱく質共役型受容体（GPCR: G protein-coupled receptor）は7本膜貫通α-ヘリッ

クス構造を持つ膜たんぱく質で、外界からの種々の情報を受容してGたんぱく質を介する細

胞内情報伝達カスケードを駆動する。GPCRはヒトゲノム中に800種程度が同定され、創薬分

野における最も重要なターゲットたんぱく質である。 

 本研究では、GPCR の中で最も研究の進んでいるロドプシンのリガンド結合機構や G たん

ぱく質活性化機構を原子レベルで解析し、その知見をもとに一般の GPCRの構造・機能解析

を進めるとともに、膨大な GPCRについて、ロドプシンをモデルとした機能解析の戦略検討

も行った。 

②期間中の研究成果 

(i)ロドプシンの Gたんぱく質活性化に至る過程を解析 

 2000年に発表したロドプシンの立体構造の分解能を2.6Åにまであげ、ロドプシン中に存

在する機能に必須な水分子の同定に成功した。また、ロドプシン光受容後に生成する初期中

間体、バソロドプシンおよびルミロドプシンの立体構造を決定し、ロドプシンのGたんぱく

質活性化機構を原子の絶対座標から議論できるまでに発展させた [1] 。 

 

(ii)ロドプシンの分子進化過程における対イオン変位の発見 

脊椎動物のロドプシンは分子進化の過程で、発色団を安定化する対イオンの位置を 181

番目から 113番目の位置に変位させたことを明らかにした。また、その結果として無脊椎動

物のロドプシンに比べて高いGたんぱく質活性化能を持つようになったことを推察した [2] 。 

 

(iii)ロドプシンをモデルとして一般の GPCRのリガンド結合機構も解析できることを示唆 

 光受容をしなくてもアゴニスト（all-trans-retinal）と直接結合することで活性化する

ロドプシンを発見し、立体構造が既知のロドプシンのメリットを生かしてGPCRのアゴニスト

結合機構を解析する道筋を示した [3] 。 

 

(iv)ロドプシンの知見からアミノ酸配列の相同性のない GPCRの機能解析も実現 

 ロドプシンとアミノ酸配列の相同性のない代謝型グルタミン酸受容体（mGluR）をターゲ

ットとして、「構成的活性化変異（CAM）サイトの同定とジスルフィド結合によるヘリックス

構造変化の阻害」という、アミノ酸配列によらない構造・機能解析の手法を開発した。 

 

(v)ノックインマウスの作製により GPCRロドプシン類の生体内での機能解析に成功 

 ロドプシン類の多様化が細胞機能の多様化を導くかどうかを実験的に検証するため、ノッ
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クインマウスを作製して検討した。その結果、ロドプシンの性質が、視細胞の光感受性、波

長感受性、応答の立ち上がりと回復過程、光順応からの回復過程に関与していることが明ら

かになった。また、錐体視物質を異所的に発現する桿体視細胞の光感受性と暗ノイズの解析

から、錐体視物質から分岐したロドプシンがさらに機能進化することにより1個の光子を検

出できる桿体の性質が生まれたことを発見した24。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Okada,T; Fujiyoshi,Y; Silow, M; Navarro,J; Landau,EM; Shichida,Y, “ Functional role of 

internal water molecules in rhodopsin revealed by x-ray crystallography”, PROCEEDINGS OF 

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 

99,5982-5987（2002） 

[2]  Terakita,A; Koyanagi,M; Tsukamoto,H; Yamashita,T; Miyata,T; Shichida,Y, “ Counterion 

displacement in the molecular evolution of the rhodopsin family”, NATURE STRUCTURAL & 

MOLECULAR BIOLOGY,11,284-289（2004） 

[3]  Tsukamoto,H; Terakita,A; Shichida,Y, “ A rhodopsin exhibiting binding ability to agonist 

all-trans-retinal”, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 

UNITED STATES OF AMERICA, 102,6303-6308 (2005) 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域終了後、科学研究費補助金 基盤研究（S）「視物質と視細胞の機能多様化メカ

ニズム」（2008-2012）、科学研究費補助金 新学術領域研究（研究領域提案型）「1 分子観

測による Gタンパク質共役型受容体の二状態モデルの検討」（2010-2013）、科学研究費補

助金 基盤研究（A）「Opn5の分子特性と機能の探索」（2013）の研究代表者を務め、研究を

展開している。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)1分子観測による Gたんぱく質共役型受容体の二状態モデルの検討[4] 

 GPCRの活性化メカニズムは、活性・不活性の二状態変換モデルで説明されることが多い。

このモデルを検証するために、蛍光プローブを結合させたロドプシン分子をモデル試料とし

て 1分子観測を行った。その結果、リガンドの違いによって活性状態と不活性状態の変換の

効率が変化すること、また、活性状態の存在時間と Gたんぱく質活性化効率が相関すること

がわかった。つまり、二状態モデルを 1分子レベルで初めて証明することができた。 

 

(ii)視物質と視細胞の機能多様化メカニズム[2] 

 時間分解能の高い分光学的手法を開発し、脊椎動物の桿体・錐体視細胞の光感受性の違

                                                        
24 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei13/tannpaku/nanata.pdf） 
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いをもたらす視物質の違いを明らかにすることに成功した。また、マウス緑錐体視物質を桿

体視細胞に異所的に発現するBACトランスジェニックマウスを作製し、作製済みのノックイ

ンマウスと掛け合わせることで、桿体視細胞に発現する錐体視物質の量の多いマウスをスク

リーニングした。さらに、錐体視物質遺伝子のノックアウトマウスを作製した。 

 異性化を起こさない発色団のアナログを利用することにより、視物質の暗ノイズと分子

のゆらぎを区別して測定できる可能性が示唆された。なお、1分子観測法に比べて生化学的

手法のほうがより早く目的に近づけることが明らかになってきた。 

 オプシン類の分子特性の比較解析については、種々のオプシン類の分子特性の解析に成功

し、また、これまで培養細胞系でのリコンビナント作製が報告されていなかったOpn5につい

て、世界で初めて成功し、それが紫外線受容体であることを発見した。 

 

(iii)視覚の光情報変換機構の研究、その分子進化などの研究[1] 

 視細胞には視物質に始まる光シグナル伝達系があり、これに関与する機能性たんぱく質の

分子特性や含有量により視細胞の応答特性が決まる。また、脊椎動物の2種類の視細胞、桿

体と錐体では、視細胞特性が異なるが、これは細胞内の機能性たんぱく質の分子進化・多様

化に起因すると考えられる。これら、視覚の光情報変換機構の研究を進めている。 

 各種オプシン類の分子的性質の解析から機能を推定し、さらには、先祖型の受容体から

種々のオプシンが進化・多様化する過程を追跡していく研究を進め、オプシン類の機能多様

化の過程にどのようなアミノ酸残基が関わるのか明らかにすることを目指している。 

 

②社会・経済的波及効果 

GPCRは創薬の標的たんぱく質として注目を集めて続けており、現在市販されている医薬

品の半数が GPCRを標的としていると言われる。合理的な創薬には立体構造が欠かせないが、

GPCRの結晶構造を得ることは非常に困難な中で、七田グループの岡田らは GPCRの中で最初

にロドプシンの結晶構造を得た。また、本研究において、ロドプシンの構造・機能相関を解

析する上で重要な水分子の位置を初めて同定した。この成果により、ロドプシンのリガンド

結合機構・Gたんぱく質活性化機構に関する知見を他の GPCRに活用し、創薬につながる道

が拓かれたといえる25。 

 また、ロドプシンは視覚に係わる重要なたんぱく質であり、視覚の光情報変換機構の解明

により、ロドプシンや視細胞が原因の疾患に対する治療法の開発、人工視覚の研究開発など

につながる可能性がある。さらに、オプシン類は体内時計の光による調節など視覚以外の生

理機能にも関わるため、オプシン類の関わる多様な光受容機構の解明により、睡眠障害や時

差ぼけといった体調不良を改善できる可能性がある。 

 

                                                        
25http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CE4QFjAH&url=http%3

A%2F%2Fwww16.atwiki.jp%2Fbpwakate2011%2F%3Fcmd%3Dupload%26act%3Dopen%26page%3D%25E4%25

BA%2588%25E7%25A8%25BF%25E9%259B%2586%26file%3D%25E4%25B8%2583%25E7%2594%25B0.docx

&ei=HigEU5qHFoS0kAXSqICICA&usg=AFQjCNG9bcd3QL8E3mxonKLrIAmtBQ2eVw 
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③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Sakurai,K; Onishi,A; Imai,H; Chisaka,O; Ueda,Y; Usukura, J; Nakatani,K; Shichida,Y,  

“ Physiological properties of rod photoreceptor cells in green-sensitive cone pigment knock-in mice”, 

JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY,130,21-40（2007） 

[2]  Shichida,Y; Matsuyama,T, “ Evolution of opsins and phototransduction”, PHILOSOPHICAL 

TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES,364,2881-2895

（2009） 

[3]  Yamashita,T; Ohuchi,H; Tomonari,S; Ikeda,K; Sakai,K; Shichida,Y, “ Opn5 is a UV-sensitive 

bistable pigment that couples with Gi subtype of G protein”, PROCEEDINGS OF THE 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF 

AMERICA,107,22084-22089（2010） 

[4]  Yanagawa,M; Yamashita,T; Shichida,Y, “ Glutamate acts as a partial inverse agonist to 

metabotropic glutamate receptor with a single amino Acid mutation in the transmembrane domain.”, 

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHAMISTRY, 288 ,9593-9601（2013） 

④その他 

 七田芳則は、2013 年の日本生物物理学会年会の年会実行委員長を務め、現在、日本生物

物理学会の会長として活動中である。学会活動、人材育成にも熱心である。 
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3.1.5 小胞体におけるたんぱく質の品質管理機構（永田 和宏） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

細胞内には、たんぱく質の品質を厳正に管理するためのシステムが存在する。特に分泌た

んぱく質や膜たんぱく質の合成の場である小胞体には、分子シャペロンをはじめとしたんぱ

く質のproductive foldingを促すシステムと、一方でミスフォールドしたたんぱく質を適正

に処理するための分解促進システムが存在する。 

本研究では小胞体におけるたんぱく質の品質管理機構について、 

1）たんぱく質の正しいフォールディングを促進する機構 

2）不良たんぱく質を分解する機構 

3）それら2つの機構に必要な因子をそれぞれ供給する機構 

の3つについて研究を進めた。 

本研究は、品質管理の破綻による神経変性疾患をはじめとするフォールディング異常病の

病態の理解及び治療への道を開くものである。 

②期間中の研究成果 

(i)EDEMおよび ERAD 関連因子による小胞体内品質管理機構の研究 

EDEM はたんぱく質の品質管理に関わる因子として永田らが2001 年に報告した新規分子

であり、ミスフォールドたんぱく質の糖鎖を認識して、小胞体関連分解（ERAD:Endoplasmic 

Reticulum Associated（protein）Degradation）に導く [2] 。 

研究期間中に、EDEM が小胞体ストレス誘導機構のうち、XBP1-IRE1 経路によって誘導さ

れる初めての因子であることを報告した。次に、EDEM が小胞体分子と相互作用し、基質を

受け取ってディスロコン（逆行輸送）チャネルに回すことを明らかにした [1] 。 

さらにEDEMは他に2種存在し、それらがファミリーを形成していることを明らかにした。 

 

(ii)HSP47 によるコラーゲン分子成熟過程の研究 

HSP47(Heat Shock Protein 47) は永田らが1986 年に報告した分子である。HSP47 のノッ

クアウトマウスは胎生致死になるが、胎児細胞中にプロコラーゲンが蓄積し、小胞体ストレ

スを引き起こすことにより、アポトーシスを起こしていること、胎児より得たhsp47欠失細

胞ではコラーゲン3本鎖形成に異常が起き、分泌されたコラーゲンはコラーゲン繊維を形成

できないことなどを明らかにした。HSP47 が認識するコラーゲン上のアミノ酸配列について

も成果があがり、HSP47 はコラーゲン3本鎖上の4つのアミノ酸を認識していることを明らか
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にした26。 

 

(iii)シャペロニン CCT によるポリグルタミンたんぱく質凝集阻止の研究 

CCT の基質認識に関してCCT が基質のβシート上の疎水性アミノ酸を特異的に認識して

いることを、in vitro 翻訳系（PURE system）を用いて明らかにし、かつCCT がポリグルタ

ミンたんぱく質の凝集を阻止して、神経細胞死から細胞を保護していることを明らかにした 

[3] 。 

 

(iv)小胞体におけるカーゴたんぱく質の成熟化とダイナミクスの研究 

モデル基質としてフィブリノーゲンを用い、6量体形成の過程が律速となり、それには

ERp57が重要であることを明らかにした。また、小胞体内における分子のダイナミズムを追

跡するため、蛍光相関分光法（FCS）をin vivo に適用できるシステムを構築した。その解

析からミスフォールドを解消したチロシナーゼはCOPII(Coat Protein Pomplex II）コート

で覆われる小胞体内のマイクロドメインからゴルジ体に輸送されることを示しした27。 

さらに、生きた細胞内において、１分子のダイナミクスを追う手段としてエバネッセント

場におけるFCS システムを構築した。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Oda,Y; Hosokawa,N; Wada,I; Nagata,K, “ EDEM as an acceptor of terminally misfolded 

glycoproteins released from calnexin”, SCIENCE,299,1394-1397（2003） 

[2]  Yoshida,H; Matsui,T; Hosokawa,N; Kaufman,RJ; Nagata,K; Mori,K, “ A time-dependent phase 

shift in the mammalian unfolded protein response”, DEVELOPMENTAL CELL,4,266-271（2003） 

[3]  A,Kitamura; H,Kubota; Chan-Gi,Pack; G,Matsumoto; S,Hirayama; Y,Takahashi; H,Kimura; 

M,Kinjo; R,I,Morimoto; K, agata, “ Cytosolic chaperonin prevents polyglutamine toxicity with 

altering the aggregation state”,NATURE CELL BIOLOGY, 8, 1163 - 1169 (2006) 

                                                        

26 Koide, T; Asada, S; Takahara, Y; Nishikawa, Y; Nagata, K; Kitagawa, K,” Specific recognition of the collagen 

triple helix by chaperone HSP47 - Minimal structural requirement and spatial molecular orientation”, JOURNAL OF 

BIOLOGICAL CHEMISTRY ,281,3432-3438(2006) 

27 Ohashi, S ; Abe, H ; Takahashi, T; Yamamoto, Y; Takeuchi, M; Arai, H ; Nagata, K  Kita, T; Okamoto, H; 

Yamamoto, H; Doi, T, “Advanced glycation end products increase collagen-specific chaperone protein in mouse 

diabetic nephropathy”, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY , 279,19816-19823(2004) 
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(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

本研究領域に引き続き、科学研究費補助金 学術創成研究費「タンパク質品質管理機構」

（2007－2011）で研究を進めた。さらに、同時期に平行して科学研究費補助金 特定領域研

究「小胞体におけるタンパク質品質管理機構」も実施された。その後、科学研究費補助金 基

盤研究（S）「レドックス制御による小胞体恒常性維持機構の研究」も実施された。 

CREST関係では、研究課題「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基

盤技術」で「小胞体恒常性維持機構:Redox,Ca2+,タンパク質品質管理のクロストーク（2013

－2018）」を調査時点で実施中である。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)糖たんぱく質の ERAD 経路の全体像を分析 

小胞体における品質管理機構のなかで、小胞体関連分解の分子機構について解析を行った。

ミスフォールドたんぱく質をproductive folding28から分解経路へ引き抜く因子EDEM1の他

に、小胞体における初めての還元酵素ERdj5が、ミスフォールド基質のジスルフィド結合を

還元することによってERADを促進することを見出した。ERdj5の結晶構造解析にも成功し、

糖たんぱく質のERAD経路の全体像を明らかにした [1] 。 

以下の図には、この研究により明らかになったERdj5に依存する異常糖たんぱく質の小胞

体関連分解経路を赤色の矢印で示した。 

 

図 3-2 小胞体に存在するであろう複数の小胞体関連分解経路29 

                                                        
28小胞体に輸送されてきたポリペプチドは、フォールディング、ジスルフィド結合、糖鎖の付加およびトリ

ミングをはじめとする種々の修飾を受け、正しくフォールディングしたたんぱく質だけが小胞体からゴル

ジへと輸送される。この過程を productive folding と呼ぶ。 

29 http://first.lifesciencedb.jp/archives/2403 

http://first.lifesciencedb.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Inaba-Molecular-Cell-11.2.17-Fig.3.png
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(ii)たんぱく質の品質管理機構の研究深化とその応用 

 細胞内でミスフォールドしたたんぱく質を適正に処理するための分解促進システムであ

る小胞体関連分解機構につき、ミスフォールドしたたんぱく質を認識する因子、誤ったジス

ルフィド結合を開裂させる因子、サイトゾルへそれら基質を逆輸送するための因子など、幾

つかの小胞体たんぱく質が必須の因子として関与することが判明しつつある。これら因子の

作用機序を分子構造レベルで詳細に解明し、かつ小胞体品質管理機構の全体像をも正確に記

述・理解することを目的として、細胞生物学、生化学、構造生物学的研究を展開している。 

 具体的な成果の一例として、小胞体に存在する主たる酸化還元酵素である ERO1aに結合す

る数種類の酸化還元酵素を発見し、多くの酸化還元酵素がネットワークを形成しながら複雑

な酸化還元反応を遂行していることを明らかにした [3] 。 

 

(iii)レドックス制御による小胞体恒常性維持機構の研究 

ERdj5は、新生たんぱく質の酸化還元を通じて、たんぱく質の動態調節に必須であるばか

りでなく、品質管理にも重要な役割を果たしている。一方で、小胞体内レドックス環境がカ

ルシウムポンプの活性を調節していることが明らかになっている。小胞体内の3つの恒常性

（たんぱく質、レドックス、カルシウム）は互いに緊密にクロストークを行っているが、こ

れら3つの恒常性のクロストークの分子機構を明らかにする研究を進めている30。 

②社会・経済的波及効果 

小胞体におけるたんぱく質の品質管理機構の研究は、品質管理の破綻による神経変性疾患

をはじめとするフォールディング異常病の病態の理解及び治療への道を開く31。 

実際、HSP47の発見は、近年急増している肝硬変を筆頭とする肺線維症、腎線維症、動脈

硬化などの線維化疾患の治療に新たな道筋を示した32。 

さらに、生命現象について原子レベルから細胞・組織レベルまでの階層構造を明らかにす

る構造生命科学的手法を導入し研究が進められている。 

この方向の研究により、アルツハイマー病、ハンチントン病、筋萎縮性側索硬化症（ALS）

などの神経変性疾患などの疾患の原因となるたんぱく質の異常の原因が解明されるととも

に、構造的相互作用に基づいた創薬のためのリード化合物の分離などにより、新規治療法や

予防法が開発される可能性がある。 

具体的には、コラーゲンを作り出す分子シャペロン・HSP47の働きを阻害する物質を発見

すれば、症状が分かっていても現時点では治療法がない線維化疾患の治療薬を作り出せる可

能性があり、経済産業省の関連機関と共同研究を進めながら、該当する天然物質を探してい

る段階である33。 

                                                        
30 文部科学省（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/ichiran_24/j-data/h24_j4106_nagata.pdf） 

31 たんぱく質の細胞内品質管理に関わる新規還元酵素の発見

（http://www.protein.bio.titech.ac.jp/result/result_nargata1.html） 

32 京都産業大学 HP（http://www.kyoto-su.ac.jp/liaison/kenkyu/message68.html） 

33 京都産業大学 HP（http://www.kyoto-su.ac.jp/liaison/kenkyu/message51.html） 
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③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Hagiwara,M; Maegawa,K; Suzuki,M; Ushioda,R; Araki,K; Matsumoto,Y; Hoseki; Nagata,K; 

Inaba,K, “ Structural Basis of an ERAD Pathway Mediated by the ER-Resident Protein Disulfide 

Reductase ERdj5”, MOLECULAR CELL, 41,432-444(2011) 

[2]  Ushioda,R; Hoseki,J; Araki,K; Jansen,G; Thomas,Y,D; Nagata,K, “ ERdj5 is required as a 

disulfide reductase for degradation of misfolded proteins in the ER.”, SCIENCE, 321

（5888）,569-572（2008） 

[3]  Araki,K; Nagata,K, “ Functional in Vitro Analysis of the ERO1 Protein and Protein-disulfide 

Isomerase Pathway”, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 286(37),32705-32712(2011)
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3.1.6 たんぱく質の動的複合体形成による機能制御の構造的基盤（箱嶋 敏雄） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

 細胞内シグナル伝達ネットワークには情報の分岐点がある。そこでは、複数の分子と相互

作用できる鍵たんぱく質が、「動的」複合体を形成して、個々の分子の機能を正や負に制御

する。これによる情報の分配や統合を介して、細胞機能の動的な制御を実現している。本研

究では、低分子量 G たんぱく質 Rho の制御下にあるシグナル伝達系を軸に、動的複合体の

三次元構造決定を通して、特異的相互作用により達成される分子認識と、その結果起こる構

造変化を通した分子機能制御の構造的基盤を明らかにするとともに、創薬の糸口を探ること

を目的とした。 

②期間中の研究成果 

 本研究領域期間内に、17個の複合体を含む合計 26 個の構造決定に成功し、以下のような

成果を上げた。 

 

(i)細胞接着やアクチン細胞骨格の制御系における足場形成 

 ERM（ezrin/radixin/moesin）たんぱく質と接着分子（ICAM-2（InterCellular Adhesion 

Molecules-2 ）、 PSGL-1(P-selectin glycoprotein ligand-1) 、 CD43 （ Cluster of 

Differentiation 43）、CD44（Cluster of Differentiation 44））、膜貫通型プロテアーゼ（NEP

（Neutral endopeptidase）、MT1-MMP（Membrane type-1 matrix metalloproteinase））、シ

グナル伝達制御たんぱく質（RhoGDI（(Rho GDP-dissociation inhibitor)、NHERF-1（Na+/H+ 

Exchanger Regulatory Factor-1）、NHERF-2）との複合体構造を決定して、多様な分子認識

機構を解明した。 

 細胞膜上の接着分子と細胞質のアクチン細胞骨格の連結は細胞生物学にとって極めて重

要な課題である。アクチンは細胞の形を形成するのみでなく、細胞と細胞または細胞と外部

の接着に関与し、組織や器官が形成されるためである。しかし、これまでの構造レベルでの

我々の知識は、カドヘリンスーパーファミリー類におけるカテニンに限られていた。本研究

の ERM たんぱく質構造研究によって、より広い多くの接着分子とアクチン細胞骨格との連

結が構造レベルで理解できるようになった [1] 。 

  

(ii)微小管伸張の動的制御 

 （＋）端結合性の微小管制御たんぱく質＋TIP34（CLIP-170（cytoplasmic linker protein 

170）、EB1（end-binding protein 1）、APC（adenomatous polyposis coli））間の相互作用

を解析するとともに、その代表たんぱく質 CLIP-170 の 2 つの CAP-Gly ドメイン、それと

チューブリンペプチドとの複合体の構造を決定して、CLIP-170 がチューブリン・微小管な

                                                        
34 微小管を制御する因子の中で、微小管のプラス端に結合する分子群を、“微小管プラス端集積因子: 

Microtubule plus-end-tracking proteins (+TIPs)と総称する 
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らびに EB1 のもつ C-末端酸性テールを認識することを解明した。その結果 CLIP-170 はチ

ューブリンと共重合することにより微小管の（＋）端に集積すること、（＋）端に局在する

EB1 が CLIP-170 の（＋）端への集積を促進すること、静電気的な相互作用による微小管伸

張促進機構を提案した。 

 CLIP-170 研究は、全く未知であった微小管制御たんぱく質のチューブリン・微小管認識

研究に先鞭をつけた点で、科学的に重要なものとして位置づけられる35。 

 

(iii)ゲノム維持における基本たんぱく質の動的複合体形成構造 

特異的エンドヌクレアーゼ FEN1(flap structure-specific endonuclease 1) と DNA クラ

ンプ分子 PCNA（Proliferating Cell Nuclear Antige）ならびに FEN1 と DNA との複合体の

構造を決定した。PCNA に結合した FEN1 の構造柔軟性を明らかにするとともに、コンホメ

ーション変化による活性制御機構を提唱した。また、FEN1 の基質 DNA 認識と正確な位置で

の切断機構を原子レベルで解明した [2] 。 

 

(iv)たんぱく質の複合体構造の基礎研究から創薬の糸口への展開 

ERM たんぱく質をリン酸化することにより活性化する Rho キナーゼについては、RhoA 結

合ドメインやキナーゼドメインの構造を決定し、二量体形成による特異な活性制御機構を解

明した。この活性制御機構が、Rho キナーゼを含む DMPK（Dystrophia myotonica protein 

kinase、筋緊張性ジストロフィーキナーゼ）ファミリーのセリン/スレオニンたんぱく質キ

ナーゼに共通する特質であること示した [3] 。 また、キナーゼドメインと阻害剤 fasudil な

らびに Y27632 との複合体構造を決定して、薬物設計の道を開いた。 

Rho キナーゼは優れた薬物ターゲットの一つとして知られており、阻害剤は血管拡張剤と

して、くも膜下出血・脳梗塞・心筋梗塞等の有望な治療薬であるとともに、脊髄損傷の治療

薬として有望視されている。 

また、ERM たんぱく質のホモログで、神経繊維腫症 II 型（NF-II: neurofibromatosis type 

II）の原因遺伝子産物であるマーリン（merlin）の FERM ドメインの構造決定も報告してお

り、臨床医等の関心を呼んだ。ヒアルロンサン受容体である CD44 は増殖制御に直接関わり、

癌研究に係わる接着分子である。FEN1 は、岡崎フラグメントのプロセッシングに必須な酵

素であり、増殖阻害の絶好な薬物標的である。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Hamada,K; Shimizu,T; Yonemura,S; Tsukita,S; Tsukita,S; Hakoshima,T, “ Structural basis of 

adhesion-molecule recognition by ERM proteins revealed by the crystal structure of the 

radixin-ICAM-2 complex”, EMBO JOURNAL, 22,502-514（2003） 

[2]  Sakurai,S; Kitano,K; Yamaguchi,H; Hamada,K; Okada,K; Fukuda, K; Uchida,M; Ohtsuka,E; 

Morioka,H; Hakoshima,T, “ Structural basis for recruitment of human flap endonuclease 1 to 

PCNA”, EMBO JOURNAL, 24,683-693（2005） 

                                                        
35 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei13/tannpaku/hakoshima.pdf） 
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[3]  Yamaguchi,H; Kasa,M; Amano,M; Kaibuchi,K; Hakoshima,T, “ Molecular mechanism for the 

regulation of Rho-kinase by dimerization and its inhibition by fasudil”, STRUCTURE,14,589-600

（2006） 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域に引き続き、科学研究費補助金 基盤研究（A）「たんぱく質の動的複合体形成

による細胞骨格制御の構造生物学」（2007－2010）、科学研究費補助金 新学術領域研究（研

究領域提案型）「動物・植物細胞のシグナル検知と伝達の構造生物学」（2010－2013）、科学

研究費補助金 研究領域提案型「細胞シグナリング複合体によるシグナル検知・伝達・応答

の構造的基礎」（2010－2013）などで研究を展開している。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)細胞内シグナル伝達たんぱく質の分子認識機構の構造研究 

 細胞の巧妙な働きを制御する細胞内シグナル伝達経路は､受容体や種々の制御たんぱく質

によって構成されている。これらのたんぱく質がどのような特異的な相互作用を通してシグ

ナルを検知して､どのようなメカニズムで伝達するのかを精密に理解することは複雑な制御

系を定量的に紐解く鍵であり、現代生物学や現代化学の重要な課題である。箱嶋による研究

は､重要なシグナル伝達たんぱく質である低分子量 Gたんぱく質や植物ホルモン受容体等が

シグナル分子や標的たんぱく質と相互作用している現場を X 線結晶解析の手法を用いて高

精度で解明した36。 

  

(ii)細胞内シグナル伝達系たんぱく質やゲノム維持の酵素についての構造生物学的研究 

 Rho キナーゼの細胞内局在制御ドメイン、ERM たんぱく質と CD44 との複合体、RacGEF の

Tiam1の新規な PHCCExドメイン、CLIP170の CAP-Glyドメインとα-チューブリンの C-末端

酸性テールとの複合体、植物ホルモンのジベレリン受容体の三者複合体、三量体 Gたんぱく

質と薬剤との複合体、Werner 症候群のヘリカーゼ WRN と DNA との複合体の構造解析に成功

して、構造機能相関を解明した [2] 。 

  

(iii)重要なたんぱく質の構造と機能の解明37 

 以下のようなたんぱく質の構造と機能の解明を行い、成果を挙げている。 

 薬物標的等の医学的に重要なたんぱく質の構造と機能  

 G たんぱく質等の細胞内情報伝達たんぱく質の構造と機能 

 細胞骨格・細胞接着を制御するたんぱく質の構造と機能 

 DNA修復たんぱく質の構造と機能 

 微小管伸張の動的制御[1] 

 植物ホルモン受容体とシグナル伝達たんぱく質の構造研究[3] 

 モーターたんぱく質の構造研究[4] 

 

                                                        
36 http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei13/tannpaku/hakoshima.pdf 

37 科学研究費補助金研究成果報告書（https://kaken.nii.ac.jp/pdf/2010/seika/jsps/14603/19207010seika.pdf） 
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②社会・経済的波及効果 

 箱嶋による「細胞内シグナル伝達たんぱく質の分子認識機構の構造研究」は、複雑な分子

認識過程の詳細による分子レベルでの細胞生物学を深化するとともに、特異性の高い薬物設

計や産業に有用なたんぱく質の改良に重要であり､医学・薬学・農学・工学等の分野への応

用に寄与する。 

 一例として、医学的に重要な三量体 GTPaseの阻害剤複合体の構造を世界に先駆けて決定

した。早老症原因たんぱく質 WRNの構造決定にも成功した [2] 。 

 たんぱく質の複合体構造の基礎研究から創薬の糸口へという点では、Rho キナーゼの構造

研究が注目される。Rho キナーゼは現在の最も優れた薬物ターゲットの一つとして知られて

おり、阻害剤は血管拡張剤として、くも膜下出血・脳梗塞・心筋梗塞等の有望な治療薬であ

るとともに、脊髄損傷の治療薬として一般的に有望視されている38。 

 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Mishima,M; Maesaki,R; Kasa,M; Watanabe,T; Fukata,M; Kaibuchi,K; Hakoshima,T, 

“ Structural basis for tubulin recognition by cytoplasmic linker protein 170 and its autoinhibition”, 

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES 

OF AMERICA, 104, 10346-10351（2007） 

[2]  Kitano,K; Yoshihara,N; Hakoshima,T, “ Crystal structure of the HRDC domain of human 

Werner syndrome protein, WRN”, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY , 282,2717-2728

（2007） 

[3]  Murase,K; Hirano,Y; Sun,TP; Hakoshima,T, “ Gibberellin-induced DELLA recognition by the 

gibberellin receptor GID1”, NATURE, 456,459-463（2008） 

[4]  Hirano,Y; Hatano,T; Takahashi, A; Toriyama,M; Inagaki,N; Hakoshima,T, “ Structural basis of 

cargo recognition by the myosin-X MyTH4-FERM domain”, EMBO JOURNAL, 30,2734-2747

（2011） 

④その他 

 箱嶋敏雄は本研究領域期間中の 2003年に、日本結晶学会学術賞を受賞した。 

 また、2013 年には科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞」を受賞した。受賞テ

ーマは、「細胞内シグナル伝達たんぱく質の分子認識機構の構造研究」である。 

                                                        
38 蛋白質キナーゼの構造生物学 蛋白質・核酸・酵素 Vol.51 No.11 1557-1568(2006) 
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3.2 2002年度採択課題 

3.2.1 ストレスの受容・認識とシグナル変換の分子機構（一條 秀憲） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

細胞は常に多種多様な物理化学的ならびに生物学的ストレスに曝されているが、近年これ

らの環境ストレスに対する生理的応答機構の破綻が様々な疾患の原因となることが明らか

になりつつある。一方で、多様なストレスに対するセンサーの実体ならびにシグナル伝達機

構については未だに不明な点が多い。 

一條のグループは、「細胞がストレスを感知し、ストレスに適切に応答する仕組み」を明

らかするために、物理化学的ならびに生物学的ストレスによるMAP（mitogen-activated 

protein） キナーゼファミリーの活性制御機構とその生物学的ならびに病態生理学的意義の

解明について研究を行った。 

②期間中の研究成果 

(i)ストレスの受容・認識とシグナル変換の分子機構の解明 

 ストレスによるMAP3Kファミリー活性制御機構に焦点を当て、MAP3Kファミリーの結合たん

ぱく質の同定と機能解析を行い、細胞のストレス応答分子機構の解明を推進した [1] 。 

 

(ii)新たなストレス応答機構の発見と疾患への関与の解明 

 ASK1（Apoptosis Signal-regulating Kinase 1）ファミリーの解析を軸として、結合たん

ぱく質解析を行った結果、酸化ストレス、浸透圧ストレス、細菌感染等に対する新たなスト

レス応答機構の発見に至った。またこれらのシグナル系が、炎症、がん、神経変性などの発

症に深く関与することも明らかにした [1] 。 

 

図 3-3に示すように、活性酸素種（ROS:reactive oxygen species）によってTrx

（thioredoxin、チオレドキシン）の解離とTRAF（tumor necrosis factor 

receptor-associated factor）分子の結合が起こり、ASK１の自己リン酸化による活性化が

誘導される[2]。活性化したASK１は、PP5（protein phosphatase 5）による脱リン酸化やユ

ビキチン―プロテアソーム系を介した分解によって不活性されるが、KLHDC10（Kelch domain 

containing 10）やUSP9X（ubiquitin-specific protease9X） など、これらの機構に拮抗す

る因子によってASK１の活性化が持続すると、細胞死が誘導される[3]。 
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図 3-3 活性酸素種依存的なASK１活性制御機構の模式図39 

 

(iii)ストレス関連疾患の医療、創薬基盤の解明 

「ストレス応答の分子細胞生物学」という新たな学問領域の開拓に寄与するとともに、ス

トレス関連疾患の診断法・予防法・治療法の開発ならびに全く新しい創薬基盤の解明へと発

展した [1] 。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Takeda,K; Noguchi,T; Naguro,I, and Ichijo, H, “ Apoptosis Signal-regulating Kinase 1 (ASK1) 

in stress and immune response”, ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND 

TOXICOLOGY (review article), 48, 199-225 (2008) 

[2]  Matsuzawa,A; Saegusa,K; 

Noguchi,T; Sadamitsu,C; Nishitoh,H; Nagai,S; Koyasu,S; Matsumoto, K; Takeda,K; Ichijo,H, 

“ ROS-dependent activation of the TRAF6-ASK1-p38 pathway is selectively required for 

TLR4-mediated innate immunity”, NATURE IMMUNOLOGY, 6,587-592(2005) 

[3]  Nagai,H; Noguchi,T; Homma,K; Katagiri,K; Takeda,K; Matsuzawa,A and Ichijo, H, 

“ Ubiquitin-like sequence in ASK1 plays critical roles in the recognition and stabilization by USP9X 

and oxidative stress-induced cell death”, MOLECULAR CELL, 36, 805-818 (2010) 

 

                                                        
39 ASK ファミリーによるストレスシグナル制御と疾患 生化学第 85巻第 3号，167-173，2013 

  (http://www.jbsoc.or.jp/seika/wp-content/uploads/2013/06/85-03-06.pdf) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17883330&ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17883330&ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005844?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
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(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域終了後、医薬基盤研究所の資金で、「小胞体ストレス-ASK1 経路を標的とした

筋萎縮性側索硬化症治療薬の基盤開発小胞体ストレス-ASK1 経路を標的とした筋萎縮性側

索硬化症治療薬の基盤開発」（2008－2012）を行った。 

 平行して、2008年以降は科学研究費補助金により、「ストレスシグナルの分子機構解明に

よる創薬基盤の確立」（2008－2012）の研究を進め、「ストレスシグナルの動的制御機構解明

による創薬基盤の確立」（2013－2018予定）といった研究に展開している。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)ストレスシグナルの分子機構解明による創薬基盤の確立 

 ストレス応答は細胞が持つ最も基本的な生命現象の一つであり、その破綻は、がん、自己

免疫疾患をはじめとする多様な疾患の発症要因となる。これまで、細胞の機能維持に深く関

わる 4つの根源的なストレス（酸化ストレス、浸透圧ストレス、小胞体ストレス、ミトコン

ドリアストレス）の受容・認識の鍵となる分子を次々と同定するとともに、それらの活性制

御機構を解明することにより、ストレス受容から細胞応答に至る一連のストレスシグナル分

子機構を世界に先駆けて明らかにした。これらの ASKファミリーとその制御因子を中心とし

た研究は、ストレス応答機構の普遍的なメカニズムの理解ならびにその応用に関する分子生

物学的研究に多大なインパクトを与えたばかりでなく、その解明に基づいた革新的な創薬基

盤の創成が期待できる40。 

 具体的な例として、血圧制御に重要な役割を果たしているたんぱく質を腎臓で発見し、高

血圧の治療薬開発につながる可能性がある [1] 。 

 

(ii)筋萎縮性側索硬化症（ALS）の治療薬候補の開発 

 変異型 SOD1（Superoxide dismutase1）-Derlin1結合阻害ペプチド改変による ALS治療薬

の開発研究、CT4ペプチドの有効性・安全性に関する基盤研究、ASK1活性阻害剤の改変によ

る ALS治療薬の開発研究を行い、以下の成果を得た [2], [3] 。 

 アデノ随伴ウィルス（AAV）を用いて ALSマウスに CT4ペプチドを投与する方法を確

立 

 リード化合物の類似化合物の中から、スクリーニングにより有効性の高い化合物を抽

出 

 個体レベルでの最終評価を目的として、ALSマウスへの長期経口投与方法を確立 

 

(iii)亜鉛の欠乏に対する新しい細胞応答の機構の解明 

変異型 SOD1が共通した立体的な構造をとることにより神経細胞死を引き起こすこと、ま

た、野生型 SOD1も環境によって変異型 SOD1と同じ構造をとり得ることを明らかにした。[4] 

 さらに、野生型 SOD1は亜鉛が欠乏している環境下で変異型様の構造に変化し、亜鉛欠乏

細胞の恒常性の維持に寄与していることを明らかにした。 

本研究成果により、亜鉛欠乏によって起こる様々な疾患に対する新たな治療薬の開発につ

                                                        
40 ストレスシグナルの分子機構解明による創薬基盤の確立 

（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/hyouka23/shinchoku_gaiyo/04/summary_15_ichijyo.pdf） 
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ながることが期待されている。また、亜鉛恒常性の破綻と ALS病態に関する研究の新たな契

機になることも期待されている。  

②社会・経済的波及効果 

 一條の研究は、その特性から疾病機構の解明、さらに治療薬開発につながるものである。 

 筋萎縮性側索硬化症（ALS）の治療薬候補の開発、亜鉛恒常性の破綻と ALS 病態に関する

研究、亜鉛欠乏によって起こる様々な疾患に対する新たな治療薬の開発など、創薬につなが

る研究開発を行い、実際医薬品候補化合物を得ている。 

一條は東京大学総長室の下に設けられた総括プロジェクト機構の一つである創薬オープ

ンイノベーションセンターのセンター長を務めている。この組織では、創設した化合物ライ

ブラリーを基盤とする研究活動を学内外の広い分野の研究グループと協働し、“ヒット化合

物”探索（スクリーニング）から“リード化合物”創製への総合的支援活動を行っている。

この組織のセンター長を兼任することで、自身のシーズを創薬に結びつける他、他の大学発

のシーズの創薬にも寄与しているといえる。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1] Naguro,I; Umeda,T;Kobayashi,Y; Maruyama,J;Hattori,K; Shimizu,Y; Kataoka,K; Kim-Mitsuya

ma,S; Uchida,S; Vandewalle,A; Noguchi,T; Nishitoh,H; Matsuzawa,A; Takeda, K, “ ASK3 responds 

to osmotic stress and regulates blood pressure by suppressing WNK1-SPAK/OSR1 signaling in the 

kidney”, NATURE COMMUNICATIONS, 3,1285 (2012) 

[2] Nishitoh,H; Kadowaki,H; Nagai,A; Maruyama,T; Yokota,T; Fukutomi,H; Noguchi,T; Matsuzaw

a,A; Takeda,K; Ichijo,H, “ ALS-linked mutant SOD1 induces ER stress- and ASK1-dependent motor 

neuron death by targeting Derlin-1”, GENES & DEVELOPMENT,22,1451-1464（2008） 

[3] Fujisawa,T; Homma,K; Yamaguchi,N; Kadowaki,H; Tsuburaya, N; Naguro,I; Matsuzawa, 

A; Takeda,K; Takahashi,Y; Goto,J; Tsuji,S; Nishitoh,H; Ichijo,H , “ A novel monoclonal antibody 

reveals a conformational alteration shared by amyotrophic lateral sclerosis-linked SOD1 mutants”, 

ANNALS OF NEUROLOGY, 72,739-749(2012) 

[4] Homma,K; Fujisawa,T; Tsuburaya,N; Yamaguchi,N; Kadowaki,H; Takeda,K; Nishitoh,H;  

Matsuzawa,A; Naguro,I; Ichijo,H, “ SOD1 as a molecular switch for initiating the homeostatic ER stress 

response under zinc deficiency”, .MOLECULAR CELL, 52, 75-86( 2013) 

④その他 

 「ストレスの受容から細胞応答に至るストレスシグナル分子機構の解明と新たな創薬基盤

の創成」により、平成 25年度 持田記念学術賞を受賞した。
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3.2.2 たんぱく質の細胞内ダイナミズムの原理と制御装置（伊藤 維昭） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

 細胞におけるたんぱく質の動的な振る舞いがいかに制御されているは十分に解明されて

いない。そこで、大腸菌をモデル生物として、たんぱく質が細胞の特定の場所に配置され細

胞を形づくる際の、膜を越えた分泌輸送、膜組み込み、局在化、構造形成、分解過程などを

司る細胞機構の実体解明を目的とした。 

 大腸菌の膜透過モーターたんぱく質SecA や膜透過チャネル（トランスロコン）SecYEG の

構造・機能と制御、膜プロテアーゼによる膜たんぱく質品質分解やシグナル伝達制御、ジス

ルフィド結合導入装置の反応機構と構造解析を行った。 

②期間中の研究成果 

(i)膜透過反応に関わる主要な因子の立体構造決定41 

  本研究が対象としたたんぱく質は疎水性の強い膜タンパク質が多く、結晶構造解析などが

極めて困難であったが、構造生物学者との緊密な共同研究を進め、成果を得た。具体的には、

SecAの新規2量体構造の決定[3]、SecYEの立体構造解析に成功し、膜透過補助因子SecDFの構

造解析も完了間近まで到達するなどの成果を得た。 

 

(ii)構造に基づくメカニズムの解明と生理機能のより深い理解 

 膜におけるたんぱく質の動態研究にあたり、遺伝学、生化学、構造生物学の手法を組み合

わせた研究を有効に行った。特に、遺伝学・生化学的研究の成果・知識を構造生物学的研究

と融合させることによって、各因子の構造をダイナミズムの各局面に対応して解き明かした。 

 具体的には、同一生物種（高度好熱菌）からのSec膜透過装置の構造決定、細胞における

ジスルフィド結合創生の化学機構とその構造的基盤の全貌を解明した。 

 また、SecMの研究では、リボソームトンネルと相互作用するたんぱく質とそれを用いたた

んぱく質機能発現の新たな制御機構を世界に先駆けて解明し、翻訳制御における新たなパラ

ダイムを形成することに成功した [1] 。 

 

(iii)大腸菌、高度好熱菌を一貫利用した研究での成果 

伊藤らは本研究領域以前に大腸菌のSecYを発見し、その構造と機能、SecAとの相互作用に

関して一貫した研究を行ってきた。本研究領域においても、高度好熱菌を利用して細胞内に

おけるSecA-SecY 相互作用を解析した [2] 。 

また、構造解析の材料として高度好熱菌を選定し、膜透過反応に関わる主要な因子の立体

                                                        
41 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei14/tannpaku/ito.pdf） 
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構造決定を、同一生物種（高度好熱菌）由来の因子に統一して、網羅的に成功するという成

果を得た。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1] Nakatogawa,H, “ SecM facilitates translocase function of SecA by localizing its biosynthesis”, 

GENES & DEVELOPMENT, 19,436-444(2006) 

[2]  Mori,H; Ito,K, “ Different modes of SecY-SecA interactions revealed by site-directed in vivo 

photo-cross-linking”, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 

THE UNITED STATES OF AMERICA, 103,16159-16164（2006） 

[3]  Vassylyev,DG; Mori,H; Vassylyeva,MN; Tsukazaki,T; Kimura,Y; Tahirov,TH; Ito,K, “ Crystal 

structure of the translocation ATPase SecA from Thermus thermophilus reveals a parallel, 

head-to-head dimer”, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY,364,248-254（2006） 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域終了後、2008年以降科学研究費補助金により、特定領域研究「Sec膜透過・組

込みシステムの制御」（2008－2009）、基盤研究（A）「Nascent Chain（合成途上鎖）の分子

生物学」（2008－2011）、特定領域研究「翻訳途上鎖のタンパク質社会における意義と役割

（2010－2011）」といった研究を実施している。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)たんぱく質の合成途上鎖（nascent chain）の分子生物学42 

 たんぱく質は通常リボソームの外に生まれ落ちてから働くものと考えられているが、伊藤

らは生まれかけの状態で、リボソームの内部で翻訳にブレーキをかける能力を持つたんぱく

質を発見し、それらが SecA等のたんぱく質輸送因子の発現を制御していることを明らかに

した。また、「翻訳のスピードが合成途上鎖自体の動的状態により影響される」というフィ

ードバック機構の存在も明らにした [2] 。 

以上から、アミノ酸配列の中にはリボソームが翻訳を苦手とするものがあることがわかっ

たが、細胞内の合成途上鎖を特異的に検出する方法を開発し、合成途上鎖のたんぱく質社会

における意義と役割を解明している。 

細胞に於ける合成途上鎖（まだ tRNA 分子が結合しているポリペプチド鎖）の全体像

（"nascentome"と命名）を可視化する新たな実験方法（電気泳動法）を開発する等して、こ

の問題にチャレンジしている。 

 図 3-4は、以上の状況を示している。 

                                                        
42 文部科学省科学研究費補助金 HP  Nascent Chain（合成途上鎖）の分子生物学 

  (http://kaken.nii.ac.jp/d/p/20247020.ja.html) 
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図 3-4 合成途上におけるタンパク質の働き43 

 

(ii) 細菌型トランスロコン SecYEの構造解析によるタンパク質膜透過装置の構造変化44 

 高度好熱菌SecYEの立体構造をX線結晶構造解析によって決定した。その構造から、SecA

とSecY間の相互作用によって膜透過装置のチャネル側と駆動ATPase側の両者に協調的な構

造変化が起こり膜透過が開始されることを示した [1] 。 

 

(iii)イオンを利用して細胞の外にたんぱく質を運ぶメカニズムを初めて解明45 

細胞内でリボソームにより合成されたたんぱく質が生体膜を超えて輸送される際に、重要

な役割を果たす膜たんぱく質 SecDFの詳細構造を世界で初めて解明した。その構造から「生

体膜を隔てた陽イオンの濃度差を利用して SecDFが大きな構造変化を繰り返し、膜を超えた

たんぱく質輸送に関与する」という新たな仮説を提唱し、いくつかの生化学と生物物理学の

手法を駆使してこの仮説を立証した [3] 。 

生命体に欠くことのできない基本的な生命現象の一つであるたんぱく質の輸送の仕組み

を原子レベルで解析した本研究成果は、当該分野のみならず膜を超えた細胞内外へのイオン

や薬剤等の輸送の研究にも大きな影響を与えることが期待される。 

 

(iv)モデル生物である大腸菌、枯草菌を利用した生命現象の理解46 

 大腸菌は分子生物学が発展の基本ルールとなる遺伝子の働きが解明された生物である。ま

た、枯草菌は胞子形成という「細胞分化」を行う原核生物として特徴的で、細胞分裂などの

研究のモデルとなった生物である。これらは、分子レベル、細胞レベルでの様々な知識が最

も詳しく蓄積した「モデル生物」である。このような材料を使うことにより、新たな「概念」

の発掘、高等生物の理解にも役立つ生命現象の分子的基盤に関する「パラダイムシフト」を

目指して研究を進めている。 

                                                        
43 京都産業大学 伊藤 維昭研究室 HP（http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~k4563/research.html） 

44 文部科学省科学研究費補助金特定領域研究 細菌型トランスロコン SecYE の構造解析から明らかにな

ったタンパク質膜透過装置の構造変化 （http://www.protein.bio.titech.ac.jp/result/result_ito-mori1.html） 

45 京都大学 HP（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2011/110512_1.htm） 

46 京都産業大学 伊藤 維昭研究室 HP（http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~k4563/research.html） 
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②社会・経済的波及効果 

 伊藤による研究は、基本的には細胞内に於けるタンパク質の動的な存在様式を支える機構

の解明という基礎研究である。また、利用している生物は大腸菌、好熱菌、枯草菌などであ

り、高等生物ではない。しかし、大腸菌、好熱菌を用いた研究は、高等生物における相当す

る過程の理解にも貢献する普遍的な価値を持つ。伊藤の研究は、「細胞内に於けるタンパク

質の動的な存在様式を支える機構を解明」したことに意義があり、基礎研究としての成果の

色彩が強いが、本研究領域の事後評価結果においても、「今後工学的・医学的応用などを支

えるものとして活用されていく」との評価を受けていた。 

 また、遺伝学、生化学、構造生物学の手法を組み合わせた研究に特徴があり、生物の構造

と機能の関係や、生物のダイナミズムを理解する研究とその手法を確立した。同じ成果を挙

げるのに、海外の研究グループに比し小規模、低費用で実現したという評価が本研究領域の

事後評価でなされている47。同じ研究成果を挙げるのに同日の費用で実現すること、また同

じ費用でより多くの研究成果を挙げることは、研究費の有効活用という点でも注目される。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Tsukazaki,T; Mori,H;Fukai,S; Ishitani,R;Mori,T; Dohmae,N; Perederina,A; Sugita, 

Y; Vassylyev,DG; Ito,K; Nureki,O, “ Conformational transition of Sec machinery inferred from 

bacterial SecYE structures”, NATURE, 455,988-991（2008） 

[2]  Chiba,S; Ito,K, “ Multisite Ribosomal Stalling: A Unique Mode of Regulatory Nascent Chain 

Action Revealed for MifM”, MOLECULAR CELL, 47,863-872(2012) 

[3]  Tsukazaki,T; Mori,H;Echizen,Y; Ishitani,R; Fukai,S; Tanaka,T; Perederina,A; Vassylyev, 

DG; Kohno,T; Maturana, AD; Ito,K; Nureki,O, “ Structure and function of a membrane component 

SecDF that enhances protein export”, NATURE, 474,235-238（2011） 

 

                                                        
47 http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/eval/jigo/20080611/3_tanpaku/tanpaku_02.pdf 
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3.2.3 アミロイドーシス発症の分子機構解明（後藤 祐児） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

アミロイド線維の沈着を伴う疾患の総称をアミロイドーシスと呼び、アルツハイマー病、

透析アミロイドーシスをはじめとする20 種類以上のアミロイドーシスが知られている。 

 アルツハイマー病（アミロイドβ）、透析アミロイドーシス（β 2 ミクログロブリン），

AL アミロイドーシス（免疫グロブリンL 鎖）、家族性アミロイドポリニューロパチー（ト

ランスサイレチン）で、カッコ内は原因となる前駆体たんぱく質であるが，それらの多くは

生命機能を支える重要なたんぱく質である。 

また、病気とは関係しないたんぱく質やペプチドもアミロイド線維を形成する。アミロイ

ド繊維形成過程では前駆蛋白あるいは前駆蛋白が蛋白分解を受けた断片が立体構造を変化

させβシート構造に富む蛋白（断片）が重合・凝集し最終的にアミロイド線維が形成される。

このような構造変化から、アミロイド線維は、一般的なたんぱく質の構造やフォールディン

グを考える上でも、きわめて重要な構造状態といえる。 

本研究では、アミロイドーシス発症の分子機構を、たんぱく質の構造と物性に基づいて解

明することを目標とした。 

②期間中の研究成果 

(i)アミロイドーシス発症の分子機構をたんぱく質の立体構造と物性に基づいて解明 

 蛍光顕微鏡や原子間力顕微鏡を駆使して、アミロイド線維の形成や構造伝播、適応現象を

一線維レベル、あるいはリアルタイムで観察し、これらを総合して、アミロイド線維形成機

構を論じた [1]。また、アミロイド線維の原子レベル立体構造解析に固体NMRが有効であるこ

とを示した [3]。 

 さらに、滴定型熱量計を用いて線維形成に伴う熱量を測定することにはじめて成功した。

これらにより、アミロイドーシス発症の分子機構が、たんぱく質の立体構造と物性に基づい

て理解できることを示した。 

 

(ii)ヒトアミロイドーシスに共通する分子病態の解明と治療戦略の検討 

透析アミロイドーシスおよびアルツハイマー病をモデル疾患として、種々の生体分子のア

ミロイド線維形成・分解過程への影響を解析した。特にβ2ミクログロブリンのアミロイド

線維伸長を惹起するいくつかの物質を見出し、これに基づき、透析アミロイドーシス発症の

仕組みを示した [2] 。 

 

(iii)また、線維形成阻害・不安定化をもたらす一連の有機化合物を見出し、アミロイドー



 

67 

 

シスの予防・治療薬の開発の基盤を構築した。アミロイドーシス伝播の機構の解明48 

重度なアミロイドーシスが発症するマウス系統を用いて、アミロイドーシス発症における

アミロイド構造伝播の意義を研究した。その結果、AA（Amyloid A） アミロイドーシスで

は、アミロイド構造の伝播が発症に重要な役割を果たすことを明らかにした。 

実際に、アミロイド繊維を投与したマウスではアミロイドーシスが誘発されたが、塩酸グ

アニジンで処理すると伝播力は消失した。またアミロイドーシスを発症したしたマウスの唾

液や筋肉中にアミロイド繊維が存在し、それらの繊維がアミロイドーシスを誘発することを

明らかにした。これらは、アミロイド構造の伝播がアミロイドーシス発症に結びついている

ことを明らかにした。 

また、個体を用いた生物学的、病理学的解析が、アミロイドーシスの予防や治療の開発に

特に重要であることが示唆された。 

 

(iv)アミロイド前駆たんぱく質のフォールディング反応の解明49 

アミロイド線維の前駆体であると示唆されているβ2 ミクログロブリンの酸変性反応と

酸変性状態からのフォールディング反応を詳細に解析し、中間体の特徴を明らかにした。 

β2 ミクログロブリンは、天然状態から中間体へ、中間体から酸変性した状態へと変化する

が、複雑なフォールディング過程を有し、それがアミロイド繊維形成に関与している可能性

が示された。 

アミロイド中間体を解明することにより、アミロイド線維形成の抑制・治療に向けた方法

論の確立につながる成果とされた。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Iwata,K; Fujiwara,T; Matsuki,Y; Akutsu,H; Takahashi,S; Naiki,H; Goto,Y, “ 3D structure of 

amyloid protofilaments of beta（ 2） -microglobulin fragment probed by solid-state NMR”, 

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES 

OF AMERICA,103,18119-18124（2006） 

[2]  Ohhashi,Y; Kihara,M; Naiki,H; Goto,Y, “ Ultrasonication-induced amyloid fibril formation of 

beta(2)-microglobulin”, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 280,32843-32848(2005) 

[3]  Ban,T; Yamaguchi,K; Goto,Y, “ Direct Observation of Amyloid Fibril Growth, Propagation, 

and Adaptation”, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH,39（9）,663-670（2006） 

 

                                                        
48 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei14/tannpaku/goto.pdf） 

49 Kameda, A; Hoshino, M ; Higurashi, T; Takahashi, S; Naiki, H ; Goto, Y, “Nuclear magnetic resonance 

characterization of the refolding intermediate of beta(2)-microglobulin trapped by non-native prolyl peptide bond”, 

JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, 343,383-397(2005) 
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(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域終了後、2009 年以降科学研究費補助金により、新学術領域研究（研究領域提

案型）「アミロイド線維形成中間体の立体構造と揺らぎ」（2009－2010）、特定領域研究「ア

ミロイド異常凝集体の形成機構と制御（2010－2011）」、基盤研究（B）「一線維リアルタイ

ム観察に基づくアミロイド線維形成機構の解明」（2010－2011）、基盤研究（B）「アミロイド

線維形成における過飽和の果たす役割」（2012－2013）といった研究を実施している。 

また、平成 22-25年、近畿経済産業局 地域イノベーション創出研究開発事業「疾患に関

わるたんぱく質異常凝集体の高速誘導検出装置の研究開発」(2010-2011)、およびこれに関

わる実証研究開発(2012)を実施し、研究開発超音波によって多検体のアミロイド形成反応を

短時間で検証する装置 HANABIを研究開発した。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)「たんぱく質異常凝集の統一原理」の提唱50 

アミロイド線維形成は、短いペプチドや変性したたんぱく質が、溶解性を超えることによ

って析出する場合の基本構造である。更に短いペプチドは三次元結晶を形成する。他方、大

きな変性たんぱく質は相互作用が多様であることによって不定形な凝集体を形成する。この

間にあるペプチドはβ構造が基本となるアミロイド構造を形成する。そしてペプチド溶液

はしばしば過飽和となるためアミロイド形成は容易には起きない。 

後藤は、本統一原理によって、アミロイド線維だけでなく、三次元結晶から不定形凝集ま

で、たんぱく質の構造転移を包括して理解するとしている[1] 。 

 

(ii)アミロイド線維形成における過飽和の果たす役割の検討51 

 マイクロプレートリーダと超音波処理と組み合わせたアミロイドアッセイ法を開発して、

アミロイド形成反応を解析した52。 

これを発展させ、平成 22-25 年、近畿経済産業局、地域イノベーション創出研究開発事業

「疾患に関わる蛋白質異常凝集体の高速誘導検出装置の研究開発」、およびこれに関わる実

証研究開発を実施し、同装置 HANABIを研究開発超音波によって多検体のアミロイド形成反

応を短時間で検証する装置 HANABIを研究開発した。HANABIは超音波照射装置と、プレート

リーダーを合体させたものであり、96 プレートに入れたたんぱく質試料に対して超音波を

照射し、アミロイド線維の形成を、蛍光を利用して調べる。 

 

その結果を含め、アミロイドは、過飽和条件下でペプチドやたんぱく質が析出することに

よって形成する固体構造であること、過飽和が全体の反応を支配する重要な因子であること

を見出した [3] 。 

 

(iii)全反射蛍光顕微鏡を含む複数の手法によるアミロイド線維の構造、形成機構の解明 

                                                        
50 文部科学省科学研究費補助金ＨＰ（http://kaken.nii.ac.jp/d/p/21107516.en.html） 

51 過飽和生命科学の開拓

（http://leading.lifesciencedb.jp/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Goto-2.e002-PDF.pdf） 

52 文部科学省科学研究費助成事業ＨＰ（http://kaken.nii.ac.jp/pdf/2011/seika/C-19/14401/21370044seika.pdf） 
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「超音波照射」、「重水素交換-NMR 解析」、「全反射蛍光顕微鏡を用いた一線維・リアルタ

イム解析」などと組み合せることにより、アミロイド線維の構造と構造物性、形成機構を研

究している。全反射蛍光顕微鏡を用いたアミロイド線維の一線維、リアルタイム観察は後藤

らの有力な研究ツールであるが、他の手法も組み合わせて研究を深化させている [2] 。 

②社会・経済的波及効果 

ほとんどのたんぱく質は正しくフォールディングすることによって特異的な立体構造を

形成し、機能を発揮する。たんぱく質のフォールディング反応を明らかにすることは、たん

ぱく質の構造や機能を理解する前提となる基本課題である。また、フォールディング反応は、

多くの生物現象にも関わりをもっている。特に、フォールディングの異常により、たんぱく

質がアミロイド線維として生体中に蓄積することと相関するアルツハイマー病やプリオン

病は、フォールディング病とも呼ばれ、詳しい病因の解明が待たれている。 

後藤のアミロイドーシス発症の分子機構解明の研究は、以上のような背景から、たんぱく

質のフォールディング反応が関係する疾患、特にアルツハイマー病の病因解明やそれに基づ

く治療法につながるものである。 

アルツハイマー病の病因はまだ十分に解明されていないが、アミロイド線維が生体中に蓄

積する過程が存在し、そのプロセスや要因を明らかにすることは、病因解明、診断、予防に

つながると考えられる。アルツハイマー病患者は人口高齢化により急増しており、それに伴

う医療費増加や患者や家族の QOL向上を考えれば、将来的な社会・経済的な波及効果は極め

て大きいといえる。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Yagi,H; Ban,T; Morigaki,K; Naiki,H; Goto,Y, “ Visualization and classification of amyloid beta 

supramolecular assemblies”, BIOCHEMISTRY, 46,15009-15017（2007） 

[2]  Chatani,E; Lee,YH; Yagi,H; Yoshimura,Y; Naiki,H; Goto,Y, “ Ultrasonication-dependent 

production and breakdown lead to minimum-sized amyloid fibrils”, PROCEEDINGS OF THE 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 

106,1119-1124(2009) 

[3] Yoshimura,Y; Lin,Y; Yagi,H; Lee,Y-H; Kitayama,H; Sakurai,K; So,M; Ogi,H; Naiki,H; Goto,Y, 

“ Distinguishing crystal-like amyloid fibrils and glass-like amorphous aggregates from their kinetics 

of formation”, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 

UNITED STATES OF AMERICA, 109, 14446-11451 (2012) 

[4]  Yanagi,K; Sakurai,K; Yoshimura,Y; Konuma,T; Lee,Y-H; Sugase,K; Ikegami,T; Naiki,H; Goto, 

Y, “ The monomer-seed interaction mechanism in the formation of the β2-microglobulin amyloid 

fibril clarified by solution NMR techniques”, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, 

422,309-402 (2012)  
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3.2.4 細胞内モジュレータプロテアーゼの生理機能の解析（反町 洋之） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

細胞の生命活動を担うたんぱく質に直接作用して、その機能を調節するたんぱく質切断

酵素「モジュレータ（調節/変換子）プロテアーゼ」は、ペプチド鎖切断が直接的、不可逆

的かつ大きな構造変化を誘起するため、生体制御上極めて重要な役割を果たしている。 

カルパインは細胞内モジュレータ・プロテアーゼの代表であり、情報伝達系や細胞形態な

どを制御する。しかしカルパインの生体内での機能及び制御機構は不明な点が多かった。 

そこで、組織特異的カルパインに注目し、既成概念には捕らわれずにカルパインの真の生理

的作用機序を分子レベルで明らかにすることを目的とした。 

②期間中の研究成果 

(i)カルパインをはじめとするプロテアーゼを解析するための新規方法論の開発[3] 

ノックインマウス作出、蛍光共鳴エネルギー遷移（FRET）基質開発、非放射性同位体ラベ

ル法とマススペクトルを応用したアッセイ法の開発などにより、急速な自己分解活性を持つ

カルパイン3やカルパイン8等のプロテアーゼ解析を行った。 

 

(ii)骨格筋特異的カルパイン CAPN3/カルパイン 3の解析 

ノックインマウスを用いてCAPN3の生理機能を解析し、CAPN3のプロテアーゼ活性が正常な

筋肉の恒常性維持に必須であることなどを明らかにした [1] 。 

 

(iii)胃・腸特異的カルパイン CAPN8及び CAPN9 と胃機能の解析 

胃・腸特異的カルパインの生理機能は一切が不明であった。そこでノックインマウスや、

ノックアウトマウスを作出し、解析した。また、基質との相互作用や酵素としての存在形態

についても生化学的に検討した。 

その結果、CAPN8の表層粘液細胞への局在性、ホモ二～多量体を形成し活性を示すこと等

を明らかにした [2] 。 

 

(iv)酵母カルパインの解析 

 カルパイン作用機序を明確にするために、最も単純なカルパイン系をもつ酵母を用いて遺

伝学的に解析し、酵母カルパインCp11の生理機能を分子レベルで遺伝学的に解明した。 

その結果をフィードバックすることにより、哺乳類での解析だけでは見えなかった部分に

もメスを入れた53。 

                                                        
53 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei14/tannpaku/sorimachi.pdf） 
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③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Ono,Y; Kakinuma,K; Torii,F; Irie,A; Nakagawa,K; Labeit,S; Abe,K; Suzuki,K; Sorimachi, H, 

“ Possible regulation of the conventional calpain system by skeletal muscle-specific calpain, 

p94/calpain 3”, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 279, 2761-2771（2004） 

[2]  Hata,S; Koyama,S; Kawahara,H; Doi,N; Maeda,T; Toyama-Sorimachi,N; Abe,K; Suzuki,K; 

Sorimachi, H, “ Stomach-specific calpain, nCL-2, localizes in mucus cells and proteolyzes the 

beta-subunit of coatomer complex, β-COP”, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 281, 

11214-11224（2006） 

[3]  Ono,Y; Torii,F; Ojima,K; Doi,N; Yoshioka, K; Kawabata,Y; Labeit,D; Labeit,S; Suzuki,K; Abe, 

K; Maeda,T; Sorimachi,H, “ Suppressed disassembly of autolyzing p94/CAPN3 by N2A 

connectin/titin in a genetic reporter system”, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 281, 

18519-18531（2006） 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域終了後、2006 年以降科学研究費補助金により、特定領域研究「カルパインに

よる生体のモジュレーション」（2006－2010）、萌芽研究「胃カルパインの粘膜特異的発現を

応用した粘液分泌機構解析と食品の粘膜保護機能検索」（2007）、基盤研究（B）「酵母～ヒ

トで保存されたカルパイン PalBHの膜輸送系における新規機能の解析」（2008－2010）、基盤

研究（A）「組織機能論的なカルパイン作用機序の解析とその普遍性抽出」（2011－2013）と

いった研究を実施している。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)カルパイン不全による発症メカニズムの解明54,[1] 

マウスにおいて、カルパイン 3や 8の遺伝子に変異が入ると、それぞれ筋ジストロフィー

およびストレス性胃腸疾患を発症する。組織特異的に機能するカルパインに注目してその機

能を解析した結果、カルパイン 3、8、9などの不全が、どのように疾患を発症してしまうの

かというメカニズムの一部を明らかにした [2] 。 

また、今までほとんど研究されていなかったが、線虫からヒトまで保存された CAPN6に注

目してその機能を解析した結果、CAPN6は骨格筋の発達・再生に抑制的に機能し、そのノッ

クアウトマウスでは骨格筋の有意な肥大が観察された [3] 。 

 

(ii)胃カルパインによる粘液分泌の制御機構の解析と食品による粘膜保護機能検索 

カルパイン CAPN8/9が胃の表層粘液細胞に限定的に局在し、粘液分泌に重要な機能を果た

すことを見出した。さらにノックイン・ノックアウトマウスを利用して胃の保護機構を分子

レベルで解析し、その機能を補助、強化する食品成分を検索した [4] 。 

                                                        
54 カルパインによる生体のモジュレーション（http://kaken.nii.ac.jp/d/p/18076007/2010/8/ja.ja.html） 
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②社会・経済的波及効果 

反町による研究は、筋ジストロフィー、胃腸疾患、糖尿病等カルパイン不全疾患の発症機

序を解明し、カルパイン関連分子の変化を解析し、病態の予防・診断・治療方法の開発を目

指す方向に進んでいる。 

現在の研究は、カルパインの作用機序を個体、細胞、in vitro の各レベルから解析し、

カルパイン不全による生体システム破綻のメカニズムを明確にし、カルパイン不全疾患の克

服に寄与することを目的としている。 

現在の段階は、マウス遺伝学を用いて解析、研究している段階で、ヒトの診断や治療への

利用には時間がかかると考えられるが、長期的に研究開発が進めば、社会・経済的波及効果

は大きいと考えられる。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Sorimachi,H; Hata,S; Ono,Y, “ Calpain chronicle--an enzyme family under multidisciplinary 

characterization”, PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY. SERIES B, PHYSICAL AND 

BIOLOGICAL SCIENCES, 87, 287-327（2011） 

[2]  Ojima,K; Kawabata,Y; Nakao,H; Nakao,K; Doi,N; Kitamura,F; Ono,Y; Hata,S; Suzuki,H; 

Kawahara,H; Bogomolovas,J; Witt,C; Ottenheijm,C; Labeit,S; Granzier,H; Toyama-Sorimachi,N; 

Sorimachi,M; Suzuki,K; Maeda,T; Abe,K; Aiba,A; Sorimachi,H, “ Dynamic distribution of 

muscle-specific calpain in mice has a key role in physical-stress adaptation and is impaired in 

muscular dystrophy”, JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, 120, 2672-2683（2010） 

[3]  Hata,S; Abe,M; Suzuki,H; Toyama-Sorimachi,N; Abe,K; Sakimura,K; Sorimachi,H, “ Calpain 

8/nCL-2 and Calpain 9/nCL-4 constitute an active protease complex, G-calpain, involved in gastric 

mucosal defense“, PLOS GENETICS, 6, e1001040（2010） 

[4]  Tonami,K; Hata,S; Ojima,K; Ono,Y; Kurihara,Y; Amano,T; Sato,T; Kawamura,Y; Kurihara,H; 

Sorimachi,H, “ Calpain-6 deficiency promotes skeletal muscle development and regeneration”, 

PLOS GENETICS, 9, e1003668（2013） 
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3.2.5 異物排出トランスポーターの構造機能解析（山口 明人） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

① 研究のねらい 

異物排出トランスポーターは生物界に広く分布しており、細胞レベルの最も基本的な生体

防御機構を構成している。同遺伝子の過剰発現等により、病原細菌やガン細胞の多剤耐性を

引き起こす所から、歴史的には多剤排出たんぱくとして認識され、臨床上も大きな問題とな

っているが、その生理的意義は単なる薬剤排出にとどまるものではなく、細胞の生存戦略や

情報伝達、病原性の発現など重要な生理的役割に関与するものと考えられるようになってき

ている。 

本研究領域は、異物排出たんぱくを巡る問題を総合的に解明するプロジェクトとして企画

され実行された。 

 

② 期間中の研究成果  

(i)異物排出トランスポーターAcrB のＸ線結晶構造決定と異物認識と排出の構造的基礎を

解明 

異物を如何にして認識するかという問題は、排出たんぱく質の立体構造に起因する。本研

究領域が提案された 2001年時点では、立体構造が決定されている膜輸送たんぱく質は一つ

もなかった。2002 年に初めて構造決定した本トランスポーターは 3 回対称軸を持つ 3 量体

であり、3量体の膜貫通部とペリプラズム頭部の境界付近に側面開口部を持つという事実で

ある [1] 。 

 このことから、異物排出たんぱくは細胞質膜の脂質二重層から異物を排出していること、

異物の識別は脂質二重層という場の認識であることが明らかになった。 

化学構造的に大きく異なる幅広い基質の認識に関しては、余裕のある大きな基質結合ポケ

ットの中に基質の部分構造に対応する多数の結合ピットがあり、その組み合わせで多種類の

基質を認識する、いわゆるマルチサイト結合という機構に依ることが明らかとなった [3] 。 

 

(ii)細菌の異物排出遺伝子からの環境感知応答システムと細胞間情報伝達による発現誘導

の仕組みを発見 

大腸菌を用いて異物排出遺伝子の網羅的ポストゲノム解析を行い、20種類の遺伝子が何ら

かの薬剤排出たんぱくを発現することを明らかにした。 

 さらに、これらの異物排出遺伝子の発現制御機構解明に取り組み、細菌の環境感知応答シ

ステムである二成分情報伝達系によって発現誘導されることを発見した。 

 また、誘導の引き金となる細胞間情報伝達物質としては新たにインドールを発見した [2] 。 
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(iii)高等生物における分泌輸送介在型情報伝達の解析 

大部分の脂溶性情報伝達物質の分泌経路は全く不明であったが、異物排出輸送体との類似

性から異物排出輸送体ファミリーのオーファン輸送体の中に分泌型情報伝達を担う輸送体

の存在を示唆し、血小板からの脂質メディエーターの分泌が膜輸送体によって仲介されてい

ることを証明した55。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Murakami,S; Nakashima,R; Yamashita,E; Yamaguchi,A, “ Crystal structure of bacterial 

multidrug efflux transporter AcrB”, NATURE, 419,587-593（2002） 

[2]  Hirakawa,H; Inazumi,Y; Masaki,T; Hirata,T; Yamaguchi,A, “ Indole induces the expression of 

multidrug exporter genes in Escherichia coli.”, MOLECULAR MICROBIOLOGY 55（4）,1113-26

（2005） 

[3]  Murakami,S; Nakashima,R; Yamashita,E; Matsumoto,T; Yamaguchi,A, “ Crystal structures of 

a multidrug transporter reveal a functionally rotating mechanism”, NATURE, 443,173-179（2006） 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域終了後、2007年以降科学研究費補助金により、基盤研究（S）で「異物排出ト

ランスポーターの構造・機能・制御と生理的役割」（2007－2011）により研究開発を行った。 

 また、同時期に医薬基盤研究所の資金で「多剤耐性菌感染症を克服する新規治療薬の開発」

（2007-2011）を実施した。 

 さらに最近では、CREST「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤

技術」で研究課題「異物排出輸送の構造的基盤解明と阻害剤の開発」（2013-2016 予定）の

さらに研究を進めている。 

①科学技術の進歩への貢献  

(i)異物排出輸送機構の解明 

異物排出輸送体の基質結合構造決定を進める中で、もう一つのマルチサイト結合ポケット

を発見し、複数のマルチサイト異物結合ポケットによる異物認識スペクトルの画期的な拡大

と、基質が複数のポケットをたんぱく質の蠕動運動によって送られていくペリスタポンプ機

構を解明し、これまでの膜輸送機構の研究に画期的なパラダイムシフトをもたらす大きな成

果を得た [1] 。 

 

(ii)異物排出遺伝子発現誘導機構の解析 

また、異菌種間センシングによる発現制御では、インドールによるサルモネラ異物排出た

んぱくの誘導機構を詳細に解析し、RamA（アクチベータたんぱく質）、RamR（リプレッサた

んぱく質）の役割を解明した。さらに、RamR たんぱく質の種々の発現誘導物質との結合構
                                                        

55 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei14/tannpaku/yamaguchi.pdf） 
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造を X線結晶構造決定し、相互作用を詳しく解明した [2] 。 

 

(iii)脂質メディエーター分泌輸送体を世界で初めて同定することに成功 

 分泌輸送体介在型情報伝達を担う分泌輸送体として世界で初めてスフィンゴシン 1 リン

酸分泌輸送体 SPNS2 を国立循環器病センターのグループとの共同研究によってゼブラフィ

ッシュで同定することに成功した[3]。さらにその後、マウスおよびヒトでも同定し SPNS2

ノックアウトマウスを作成して、リンパ球の遊走性に必須の生理的機能を持つことを発見し

た。これは、これまでの受容体に作用する免疫抑制剤とは全く異なる、分泌輸送体標的免疫

抑制剤開発に道を開く成果である。 

②社会・経済的波及効果 

(i)多剤耐性菌感染症を克服する新規治療薬候補の開発56 

多剤耐性菌感染症の克服を目指した新規治療薬の開発と多剤耐性菌の迅速検出キット開

発を目的に研究を行った。多剤耐性緑膿菌において、多剤耐性化と多剤排出たんぱく質発現

量との間に関連性を認め、多剤排出たんぱく質を阻害することで細菌多剤耐性化を克服する

新薬開発につながるとの知見を得た。 

その後、多剤排出たんぱく質 AcrBの結晶構造をもとに、蛋白工学的解析を行い、阻害剤

ターゲット部位を確定した。次に、約 300万化合物のライブラリ情報をもとに、多剤排出た

んぱく質薬剤結合部位へのバーチャルスクリーニングを行った結果、134化合物が多剤排出

たんぱく質阻害剤候補としてヒットした。評価を行った結果、新規 13の阻害活性を有する

ヒット化合物を得ることに成功、さらに強い阻害活性を持つ化合物をデザインした。 

 

(ii)多剤排出たんぱく質の阻害剤結合構造決定に初めて成功57,[4] 

病原細菌などの細胞膜上に多剤排出たんぱく質が増えると、抗生物質などの薬剤が細胞外

に排出され、多剤耐性を引き起こす。大腸菌の多剤排出たんぱく質 AcrBを阻害するピリド

ピリミジン誘導体 ABI-PPは、緑膿菌の多剤排出たんぱく質 MexBの特異的阻害剤だが、多剤

耐性緑膿菌のもう一つの有力な原因である多剤排出たんぱく質質 MexYを全く阻害できない

ため、多剤耐性緑膿菌感染症の治療薬として使用できなかった。多剤排出たんぱく質とその

阻害剤の選択的な結合構造を明らかにすることによって、社会的に大きな問題となっている

多剤耐性緑膿菌感染症を克服するため治療薬開発に道を開いた。 

山口による研究は、異物排出輸送機構の解明に基づき、社会的に大きな問題となっている

多剤耐性緑膿菌感染症を克服するため治療薬開発に道を開くものである。 

実際に、山口自身が多剤耐性菌感染症を克服する新規治療薬候補の開発を行うだけでなく、

製薬企業と共同して多剤排出たんぱく質の阻害剤結合構造を解析する研究を進め、成果を得

ている。 

多剤排出たんぱく質の阻害剤結合部位の構造を元に、複数の多剤排出たんぱく質を阻害す

る多剤耐性感染症治療薬をたんぱく質立体構造情報に基づく薬剤設計 SBDD

（Structure-Based Drug Design）の手法によって分子設計する道が開かれたのは注目すべ

                                                        
56 医薬基盤研究所「多剤耐性菌感染症を克服する新規治療薬の開発」 

(http://www.nibio.go.jp/shinko/kenkyuu/h23kenkyuyouko/h23_07_03.html) 

57 大阪大学、JST 共同発表資料（http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130701/） 
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き成果である。特に、多剤耐性緑膿菌感染症に有効な初めての治療薬の開発が期待される。 

さらに、山口らが新たに発見した脂質メディエーター分泌輸送体 SPNS2はこれまでのリン

パ球遊走性に関する免疫学の知見を塗り替えただけでなく、分泌輸送体介在型情報伝達の存

在を初めて明らかにした画期的な成果であり、免疫抑制剤の受容体標的創薬に代わる、輸送

体標的創薬の可能性を開く研究と言える。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Nakashima,R; Sakurai,K; Yamasaki,S; Nishino,K; Yamaguchi, A , “ Structures of the multidrug 

exporter AcrB reveal a proximal multisite drug-binding pocket”, NATURE, 480, 565-（2011） 

[2]  Nikaido,E; Yamaguchi,A; Nishino,K, “ AcrAB multidrug efflux pump regulation in Salmonella 

enterica serovar typhimurium by RamA in response to environmental signals”, JOURNAL OF 

BIOLOGICAL CHEMISTRY, 283,24245-24253(2008) 

[3]  Kawahara,A; Nishi,T; Hisano,Y; Fukui,H; Yamaguchim,A; Mochizuki,N, “ The sphingolipid 

transporter SPNS2 functions in migration of Zebrafish myocardial precursors.”, SCIENCE 323, 

524-527, (2009) 

[4]  Nakashima,R; Sakurai,K; Yamasaki,S; Hayashi,K; Nagata,C; Hoshino,K; Onodera,Y; Nishino, 

K; Yamaguchi,A, “ Structural basis for the inhibition of bacterial multidrug exporters”, NATURE,  

500, 102-（2013） 

④その他 

本研究により、山口明人は、平成 20年日本薬学会賞、同年日本細菌学会浅川賞、さらに

平成 22年文部科学大臣賞科学技術賞を受賞。共同研究者の村上聡は、平成 19年度文部科学

大臣表彰若手科学者賞を受賞。同じく西野邦彦は、ポストゲノム研究で 2005 年 Science誌

の Young Scientist Award, 平成 14年米国細菌学会 Student Travel Grant Award、平成 15 

年日本細菌学会黒屋奨学賞（史上最年少受賞）、平成 18 年井上研究奨励賞、

Nature-Invitrogen Biotechnology Award、平成 19年 日本抗生物質学術協議会奨励賞、日

本化学療法学会西日本支部長賞を受賞。同じく平川秀忠は、平成 17年米国細菌学会 Atudent 

Travel Grant Awardを受賞した。さらに山口研究室の大学院生山崎聖司は平成 24年度日本

学術振興会育志賞を受賞した。 
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3.2.6 たんぱく質と膜が造る細胞内物流システム（吉森 保） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

真核細胞の細胞質に存在する膜オルガネラの多くは、物流のネットワークを形成している。

ネットワークは、栄養摂取などの細胞のハウスキーピング機能に加え、免疫系や神経系など

の生体高次機能をも担う。ネットワークにおける輸送は、たんぱく質に制御されたメンブレ

ントラフィックと呼ばれる複雑でダイナミックな膜の動きを介して行われる。 

本研究では、謎の多い2つのメンブレントラフィック経路、I .オートファジー経路とIII . 

エンドサイトーシス経路に焦点を絞り、その分子機構と生理的意義の解明を目指した。 

オートファジーは、膜動態を介した物質輸送システムであるメンブレントラフィックの一

種で、まず、細胞質に断面が柿の種のような扁平な小胞が現れ、それが湾曲しながら成長し

（隔離膜と呼ぶ）、最後に先端が融合し閉じた二重の膜構造オートファゴソームが形成され

る（図 3-5参照）。 

 

 

図 3-5 オートファジーの膜動態58 

 

 

                                                        
58 生化学 第 83 巻 第 2 号 81-92p（2011） （http://www.jbsoc.or.jp/old/event/magazine/pdf/83-02-02.pdf） 
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②期間中の研究成果 

(i)細胞内侵入細菌の排除というオートファジーの新たな機能の発見 

オートファジーの本来の役割は、細胞の自己成分の代謝回転などの異化作用である。吉森

らは細胞内侵入細菌の排除というオートファジーの新たな機能を見いだした。 

これは、オートファジーが代謝のみならず、一種の自然免疫としての役割を持つことを明

らかにしたもので、その後、多数の論文が発表され活発化している「免疫オートファジー」

分野創成の端緒となったエポックメイキングな研究であり、多くの総説で取り上げられまた

論文に引用されている [1] 。 

 

(ii)オートファジーによる変性疾患原因たんぱく質分解 

 肝変性疾患の原因となるα1－アンチトリプシンZ変異体（ATZ:antitrypsin Z）がオート

ファジーによって特異的に分解されることが見いだされた。さらに、ハンチントン舞踏病な

どの神経変性疾患の原因となる長いポリグルタミン鎖を含むたんぱく質（polyQ）の凝集塊

形成や毒性がオートファジーによって抑制されることも示された。 

  オートファジーは、病原微生物や異常たんぱく質という細胞にとっての「招かれざる客」

を排除する生体防御システムとして働いていることが本研究により判明した。[3] 

 一方で、赤痢菌はオートファジーによる捕獲・分解を回避する分子機構を持つことを明ら

かにした。オートファジー対病原体の進化上の攻防戦が明るみに出て、感染症におけるオー

トファジー研究の重要性がさらに明白となった [2] 。 

 

(iii)エンドサイトーシス経路での歯周病菌の細胞内侵入機構の解明 

エンドサイトーシス経路は、細胞外の物質を取り込みリソソームに輸送するメンブレント

ラフィックであるが、病原体の侵入経路でもある。人類史上最も患者数の多い慢性疾患であ

る歯周病の原因菌P.gingivalisの細胞内侵入機構の詳細を明らかにした59。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Nakagawa,I; Amano,A; Mizushima,N; Yamamoto,A; Yamaguchi,H; Kamimoto,T; Nara,J; 

Funao, J; Nakata,M; Tsuda,K; Hamada,S; Yoshimori,T, “ Autophagy defends cells against invading 

group a Streptococcus”, SCIENCE, 306,1037-1040（2004） 

[2]  Ogawa,M; Yoshimori,T; Suzuki,T; Sagara,H; Mizushima,N; Sasakawa,C, “ Escape of 

intracellular Shigella from autophagy”, SCIENCE, 307,727-731（2005） 

[3]  Kamimoto,T; Shoji,S; Hidvegi,T; Mizushima,N; Umebayashi,K; Perlmutter,DH; Yoshimori,T, 

“ Intracellular inclusions containing mutant alpha（1）-antitrypsin Z are propagated in the absence of 

autophagic activity”, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 281,4467-4476（2006） 

                                                        
59 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei14/tannpaku/yoshimori.pdf） 
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(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域の終了後、以下のように科学研究費補助金により、多くの研究を進めている。 

 学術領域研究（研究領域提案型）「細胞内分解系ロジスティクスの疾患における役割と

作動機構の解析」（2008－2012） 

 学術領域研究（研究領域提案型）「細胞内ロジスティクス：病態の理解に向けた細胞内

物流システムの融合研究」の運営（2008－2013） 

 挑戦的萌芽研究「オートファジーの「定説」への挑戦」（2011） 

 基盤研究（A）「オートファジーにおける膜の起源：オルガネラバイオジェネシスの解明」

（2011－2013） 

 学術領域研究（研究領域提案型）「オートファジーの膜動態：分子機構と疾患との関わ

り」（2013－2018 予定） 

 

また、CREST研究領域「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく

最適医療実現のための技術創出」で研究課題「恒常性維持機構オートファジーに着目した栄

養素過剰摂取に起因する疾患の原因解明と治療法確立」（2012－2016）の研究を進めている。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)サルモネラ菌を対象にした選択的オートファジーに関する新しい知見の獲得60 

サルモネラ菌は、感染細胞のエンドソームの内部にいるうちにエンドソームごとオートフ

ァゴソームに包まれることを明らかにした。サルモネラ菌がエンドソームの膜を傷つけると

ユビキチン化が起こり、その後オートファゴソームが選択的な包み込みを行う。膜の損傷～

ユビキチン化～Atg（Autophagy-related）たんぱく質のリクルート、という順番で起こるこ

とをビデオ顕微鏡撮影で示した [1] 。 

またオートファジーの最終目的地であるリソソームそれ自身が損傷を受けるとオートフ

ァジーによる隔離の対象となるという全く新しい発見を行った。これから、オートファジー

の根源的機能のひとつは、損傷を受けたオルガネラ全般の除去であるという新たな概念を得

ている。 

 

(ii)細胞内ロジスティクスという領域の確立61 

細胞内の多くのオルガネラや細胞膜を膜ダイナミクスによって結ぶ物流ネットワーク・メ

ンブレントラフィックの実態は、単なる物質運搬ではなく、経済用語のロジスティクス、す

なわち「原材料の調達から製品消費までのものの流れの総合的なマネジメント」により近い。  

この細胞内ロジスティクスは個々の細胞の生存のみならず神経、内分泌、免疫などの高次

生体システムをも担い、その障害や破綻は疾患の原因となる。その根底にある分子基盤の解

明による病態の理解を目指し、分子細胞生物学的なアプローチと共に情報科学・工学及びケ

ミカルバイオロジーとの融合研究を展開している。 

なお、長年論争の的となってきたオートファゴソームが形成される場所を特定した [2] 。 

 

                                                        
60 科学研究費助成事業データベース（http://kaken.nii.ac.jp/d/p/20113002/2011/3/ja.ja.html） 

61 文部科学省 細胞内ロジスティクス：病態の理解に向けた細胞内物流システムの融合研究

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/chukan-jigohyouka/1301261.htm） 



 

80 

 

(iii)オートファジーと疾患の関係の研究、オートファジー活性制御に基づく治療法検討62 

栄養の過多は、内分泌・代謝・免疫系が織りなすネットワークにより維持される生体の恒

常性を損ない、糖尿病などの肥満関連疾患の発症や感染症併発リスクの上昇につながる。そ

こで吉森らは、栄養素過多の環境でかかる過度のストレスにより「オートファジー」という

細胞内浄化機構の活性が低下・不足し、臓器間ネットワークが障害されることに着目、その

メカニズムを解明し、オートファジー活性制御に基づく疾患症状緩和手法の開発など、生活

習慣病の新規治療法確立を目指している。 

理化学研究所の天然化合物を多く含む低分子化合物ライブラリーについて、既に開発した

S/N 比の高いハイスループットなオートファジーアッセイ系を用いてスクリーニングを行

い複数のオートファジー亢進剤を同定している。 

なお、吉森らは、損傷を受けたリソソームが特異的にオートファジーにより除去されると

いう現象を、世界で初めて見出しリソファジーと名付けた。このリソファジーの分子機構の

解析に着手し、損傷リソソームが選択的にユビキチン化されてオートファジーの標的となる

こと、リソファジーの欠損は、尿酸負荷マウスにおける腎症を増悪させることを明らかにし

ている。 

②社会・経済的波及効果 

吉森らによる、「細胞内侵入細菌の排除というオートファジーの新たな機能」は生体防御

システムにつながるものであり、疾病の原因解明や治療法開発につながるものであった。既

に本研究領域期間中に、神経変性疾患の治療につながる示唆を得ている。 

本研究領域終了後には、オートファジー活性制御に基づく疾患症状緩和手法の開発など、

生活習慣病の新規治療法確立を目指しており、オートファジーの概念拡大、対象疾患拡大を

意図している。また、疾患とオートファジーの関係とエンドサイトーシス経路の制御機構の

解明、オートファジーを制御する化合物探索を行うなど、治療薬開発を行っている。 

以上から、今後幅広い疾患に対して、オートファジーの機能を生かした医薬品開発、治療

薬開発が進むと考えられる。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Fujita,N; Morita,E; Itoh,T; Tanaka,A; Nakaoka,M; Osada,Y; Umemoto,T; Saitoh,T; 

Nakatogawa, H;Kobayashi,S; Haraguchi,T; Guan,JL; Iwai,K; Tokunaga,F; Saito,K; Ishibashi,K; 

Akira,S; Fukuda, M; Noda,T; Yoshimori, T, “Recruitment of the autophagic machinery to 

endosomes during infection is mediated by ubiquitin”, JORNAL OF CELL BIOLOGY, 

203,115-128. (2013) 

[2]  Maejima,I; Takahashi,A; Omori,H; Kimura,T; Takabatake,Y; Saitoh,T; Yamamoto,A; 

Hamasaki,M; Noda,T; Isaka,Y; Yoshimori, T, “Autophagy sequesters damaged lysosomes to 

control lysosomal biogenesis and kidney injury.”, EMBO JORNAL, 32, 2336-47. (2013) 

                                                        

62
 「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のための技術創出」

（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research/nenpou/h24/h24_02/05_yoshimori.pdf） 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Itoh%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24100292
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[3]  Hamasaki,M; Furuta,N; Matsuda, A; Nezu,A; Yamamoto,A; Fujita,N; Oomori,H; Noda,T; 

Haraguchi,T; Hiraoka,Y; Amano,A; Yoshimori,T, “Autophagosomes form at ER-mitochondria 

contact sites.”, NATURE, 495, 389-393(2013) 

[4]  Matsunaga,K; Saitoh,T; Tabata,K; Omori,H; Satoh,T; Kurotori,N; Maejima,I;  

Shirahama-Noda,K; Ichimura,T; Isobe,T; Akira,S; Noda,T; Yoshimori,T, “ Two Beclin 1-binding 

proteins, Atg14L and Rubicon, reciprocally regulate autophagy at different stages”, NATURE CELL 

BIOLOGY,11,385-396（2009）
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3.3 2003年度採択課題 

3.3.1 核酸合成に関わるたんぱく質複合体の構造と機能解析（荒木 弘之） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

多くの生命現象では、複数のたんぱく質による複合体の形成とその複合体の構造変換（リ

モデリング）が重要な機能を担っている。この研究では、染色体 DNA複製の開始と RNAの核

外輸送に関与するたんぱく質複合体に焦点をあて、これら複合体の形成と構造変換の制御機

構を明らかにし、さらにこれらの研究から、細胞内反応を制御する人工分子スイッチの構築

や RNA輸送を制御する抗エイズ創薬の可能性を探ることを目的とした。 

②期間中の研究成果 

(i)リン酸化酵素による DNA複製開始の制御メカニズムを解明 

生命体の遺伝情報を担う染色体とそれを構成する DNAは、1回の細胞分裂で一度だけ正確

に倍加（複製）するように制御されている。この制御に異常が生じると、細胞 1個あたりの

DNAの量が変動したり、細胞が異常な分裂を続けたりして、ガン細胞化へと繋がる可能性が

ある。 

パンや酒の製造に用いられている出芽酵母の DNA複製に必要な Sld2と Sld3タンパク質が、

細胞周期の移行時に働くリン酸化酵素（サイクリン依存性キナーゼ、CDK(cyclin dependent 

kinase）によりリン酸化され DNA複製開始を制御している主因であることを発見した。当初

目指していた Sld2、Dpb1163タンパク質の結合による分子スイッチもより完成したものとし

て報告している。複製開始のスイッチに関し、たんぱく質レベルの研究によって機構を明ら

かにしたことは、この分野の画期的な成果である [1] 。 

  

(ii)核外輸送における mRNAの IDエレメント64に関する解明 

核外輸送におけるmRNAのIDエレメントが、イントロン、mRNAの長さ、ポリA配列であることの解明、

mRNA前駆体の核内保持機構、リン酸化・脱リン酸化によるRNA核外輸送の制御機構の解明など、多

くの新規な知見を得た。特に、RNAの長さがmRNAのIDエレメントとして機能していること、また選択的

スプライシングの制御配列のひとつがmRNA前駆体の核内保持に寄与することを明らかにし

たことは注目される [3] 。 

なお、HIV（human immunodeficiency virus）の情報伝達に関しては、HIVの感染制御など実用

面でも応用できる成果と考えられている。 

 

                                                        
63 DNA 複製開始に必須な因子 
64 mRNAを識別させている特徴 
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③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Tak,YS; Tanaka,Y; Endo,S; Kamimura,Y; Araki,H,“ACDK-catalysed regulatory 

phosphorylation for formation of the DNA replication complex Sld2-Dpb11”, EMBO JOURNAL, 

25,1987-1996（2007） 

[2]  Tanaka,S; Umemori,T; Hirai,K; Muramatsu,S; Kamimura,Y; Araki,H,“CDK-dependent 

phosphorylation of Sld2 and Sld3 initiates DNA replication in budding yeast”, NATURE, 

445,328-332（2007） 

[3]  Masuyama,K; Taniguchi,I; Kataoka,N; and Ohno,M, “ RNA length defines RNA export 

pathway.”, GENES & DEVELOPMENT, 18, 2074-2085 (2004) 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域の期間中また終了後、以下のように科学研究費補助金により、多くの研究を進

めている。 

 特定領域研究「複製複合体の形成制御機構とチェックポイント・細胞分裂への関与の解

明」（2005－2009） 

 基盤研究（A）「染色体 DNA 複製開始の分子機構－活性なヘリカーゼの形成を指標として

ー」（2008） 

 基盤研究（S）「タンパク質の集合・リモデリングの分子機構とその制御」（2008-2012） 

 基盤研究（A）「真核生物染色体 DNAの複製開始機構」（2013－2016（予定）） 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)出芽酵母を用いたタンパク質の集合・リモデリングの分子機構とその制御 

 Sld2 と Sld3 の CDK によるリン酸化が、複製開始領域での複製に関与するヘリカーゼ

（Cdc45-MCM-GINS 複合体）の形成に関与することを見いだした。このヘリカーゼの構成因

子の 1 つ GINS は、DNA ポリメラーゼ ε（Polε）との結合を介して pre-Loading complex

（pre-LC）を形成し、複製開始領域へ結合する。[1]また、Sld3が Sld7との複合体として機

能していること[3]、GINS と Dpb11 に直接相互作用があることを明らかにした[4]。さらに、

この過程が染色体上に散在する複製開始領域から複製を開始させるタイミングを決めてい

ることを示した[2]。 

②社会・経済的波及効果 

荒木らの研究は、DNA の複製開始のステップを制御して DNAの複製を人工的に制御するこ

とにより、がんの治療に結びつく可能性も秘めている65。 

また、m-RNAの研究により、HIVの情報伝達に関しては、HIVの感染制御など実用面でも応用

できる成果と考えられている。 

以上の開発、臨床応用が進めば、大きな社会的・経済的波及効果が期待できる。ただし、高等

                                                        
65JST、国立遺伝学研究所共同発表資料（http://www.jst.go.jp/pr/announce/20061214/index.html） 
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真核生物での CDKによる制御メカニズム解明、DNAの複製開始のステップを制御して DNAの

複製を人工的に制御といった段階で、まだ実用化のためには地道な研究開発が必要である。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Muramatsu,S; Hirai,K; Tak,YS; Kamimura,Y; Araki,H, “ CDK-dependent complex formation 

between replication proteins Dpb11, Sld2, Pol epsilon, and GINS in budding yeast”, GENES & 

DEVELOPMENT, 24,602-612（2010） 

[2]  Tanaka,S; Nakato,R; Katou,Y; Shirahige,K; Araki,H, “ Origin association of SId3, SId7, and 

Cdc45 proteins is a key step for determination of origin-firing timing”, CURRENT BIOLOGY, 

21,2055-2063（2011） 

[3]  Tanaka,T; Umemori,T; Endo,S; Muramatsu,S; Kanemaki,M; Kamimura,Y; Obuse,C; Araki,H, 

“ Sld7, an Sld3-associated protein required for efficient chromosomal DNA replication in budding 

yeast”, EMBO JOURNAL, 30,2019-2030（2011） 

[4]  Tanaka,S; Komeda,Y; Umemori,T; Kubota,Y; Takisawa,H; Araki,H, “ Efficient initiation of 

DNA replication in eukaryotes requires Dpb11/TopBP1lication in buddi”, MOLECULAR AND 

CELLULAR BIOLOGY, 33, 2614-2622 (2013) 
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3.3.2 細胞周期／チェックポイント制御たんぱく質の構造と機能の解析（佐方 功幸） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

細胞周期とその監視機構であるチェックポイント制御は遺伝子情報の正確な複製と分配

に必須であり、その制御の破綻は癌を初めとする多くの疾病の原因となる。 

通常の動物体細胞においては、G1/S/G2/M期からなる細胞周期の進行は様々なサイクリン

依存性プロテインキナーゼ（Cdk:Cyclin Dependent Kinase）によって稼動されている。こ

れらの中、Cdc2（cell division cyclel protein 2）/サイクリン A・Bは細胞周期の重要な

転移-G2/M転移-を制御する主役たるキナーゼ（リン酸化酵素）である。（図 3-6参照） 

本研究では、G2/M転移の主役である Cdc2を正・負に制御するたんぱく質群及びこれらを

制御するチェックポイントたんぱく質のリン酸化等による構造・機能の制御を明らかにし、

G2/M転移の本質に迫ることを目的とした。その成果は、G2/Mチェックポイントを標的とし

た抗癌剤の開発等につながると考えた。 

実際、多くの癌細胞では、癌抑制たんぱく質 p53 に変異があるため無秩序な増殖が起こる

が、これらの細胞では G1チェックポイントは破壊されており、唯一 G2チェックポイントだ

けが機能すると考えられている。 

 

 

 

図 3-6 細胞周期における G2/M転移とそのチェックポイント制御の概略図66 

②期間中の研究成果 

(i)M期開始、進行を制御するキナーゼに関わる成果 

 M期開始における Myt1キナーゼの抑制的キナーゼの同定、M期進行における Wee1キナー

ゼの不活性化機構の解明を行った [1] 。 

 

(ii)チェックポイントキナーゼ Chk1の活性化機構等の解明 

チェックポイントキナーゼ Chk1の活性化機構の詳細は分っていなかったが、Chk1は、未

                                                        
66 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei15/tannpaku/sagata.pdf） 
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複製 DNA に応答して ATR（Ataxia-telangiectasia mutated）キナーゼを介したリン酸化・

活性化を受けることを、本研究で明らかにした。 

また、G2チェックポイントにおいて、Chk1が Cdc25Aの C末端をリン酸化し、その基質（様々

なサイクリンーCdk複合体）との相互作用を阻害することを示した [2] 。 

 

(iii)卵減数分裂周期における第二減数分裂中期停止の機構解明 

脊椎動物の未受精卵において、Mos/MAPK 経路下流の p90rsk キナーゼが APC/C 阻害因子

Erp1をリン酸化・活性化し、分裂停止を引き起こすことを示した [3] 。 

 

(iv)サイクリン B-Cdc2複合体の基質認識部位の同定 

 サイクリン依存性キナーゼ（Cdk）は細胞周期に関わるたんぱく質を選択的にリン酸化す

る。本研究では、Cdc2（Cdk1）の基質である Cdc25ホスファターゼ及び Wee1/Myt1キナーゼ

とサイクリン B間との相互作用を担う（サイクリン Bの）基質認識部位を同定した 67。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Inoue,D; Sagata,N, “ The Polo-like kinase Plx1 interacts with and inhibits Myt1 after 

fertilization of Xenopus eggs”, EMBO JOURNAL, 24, 1057-1067(2005) 

[2]  Uto,K; Inoue,D; Shimuta,K; Nakajo,N; Sagata,N, “ Chk1, but not Chk2, inhibits Cdc25 

phosphatases by a novel common mechanism”, EMBO JOURNAL, 23, 3386-3396（2004） 

[3]  Inoue,D; Ohe,M; Kanemori,Y; Nobui,T; Sagata,N, “ A direct link of the Mos-MAPK pathway 

to Erp1/Emi2 in meiotic arrest of Xenopus laevis eggs”, NATURE, 446, 1100-1104（2007） 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域の期間中また終了後、以下のように科学研究費補助金により、研究を進めてい

る。 

 特定領域研究「初期発生における正および負の細胞周期制御の研究」（2007－2011） 

 挑戦的萌芽研究「Notch シグナルの細胞周期依存的制御の解明」（2012-2013） 

 基盤研究（B）「Cdk1 リン酸化モチーフ（S／T－P）の M期制御における役割の解明」（2012

－2014予定） 

 細胞周期の研究は国内外で盛んに行われているが、G2/M転移の全素過程、及び G2チェッ

クポイントに的を絞り、各関連たんぱく質の相互作用やリン酸化等による構造と機能の制御

機構を追求した点でユニークであり、当該分野における国際的成果をあげているが、本研究

領域終了後も発展し、科学技術への大きな貢献がみられる。 

 

 

                                                        
67 Goda, T; Ishii, T; Nakajo,; Sagata, N; Kobayashi, H , “The RRASK motif in Xenopus cyclin B2 is required for the 

substrate recognition of Cdc25C by the cyclin B-Cdc2 complex”, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 278, 

19032-19037 (2003) 
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①科学技術の進歩への貢献  

(i)正と負の胚性細胞周期因子の機能解析 

Cdc25Bやサイクリン E2が MBT直後から発現されることを見出し、これらの正の（胚性）

細胞周期因子の発現をモルフォリーノオリゴや siRNA 法で阻害し、それらが原腸胚期後での

細胞周期リモデリングで機能することを示した。 

一方、胚性型 Wee1（WEE1B）や CKI (cyclin-dependent kinase inhibitor) の一種が原腸

胚期に発現していることも見出し、これらの負の（胚性）細胞周期因子の発現を上記モルフ

ォリーノオリゴ/siRNA法で阻害し、それらが脊索等の形成に関与することを示した [1] 。 

 

(ii)卵成熟における Mos-MAPK経路における Erplの活性制御の解析68 

Mos-MAPK経路による Erpl-APC/Cの相互作用の促進機構の解析を推進した。その結果、Erpl

の C末端ドッキングモチーフに Mos-MAPK経路が阻害的に働くことを示した [2], [3] 。 

 

(iii)初期発生細胞機構の解析69 

分子生物学的知見や実験操作の点などで多くの利点を持つアフリカツメガエルの系を用

い、初期発生過程における細胞周期制御の研究を行っている。この研究に当って、初期発生

を（I.） 卵成熟 （発生母体としての半数体細胞の産生） 、（II.） 受精 / 卵割の開始・

進行 （多細胞体胚の確立）、（III.） 中期胞胚遷移 （MBT）、（IV.） 母性・胚性遷移 （MZT） 

（細胞分化・形態形成の開始） というクリティカルな段階に分け、それぞれの段階での細

胞周期制御の分子機構を分子細胞生物学/生化学的手法で解析している。 

これらの研究を通して「細胞周期制御から見た初期発生の分子的基盤」を明らかにするこ

とを主な目的としており、これまでの研究成果は国際的にも高い評価を受けている。 

②社会・経済的波及効果 

佐方らの研究は、本研究領域採択段階でも細胞周期の G2/Mチェックポイントを標的とし

た抗癌剤の開発を将来の１つの目的としていた。 

現段階での主な成果は基礎研究的であるが、細胞周期に注目した抗癌剤開発は注目されて

いる。また、佐方自身、理化学研究所に在籍していた 1985年に日本癌学会の学術賞を受賞

している。 

研究内容から今後この方向の開発が進み、抗癌剤開発につながれば、社会・経済的インパ

クトは大きいといえる。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Isoda, M; Kanemori,Y; Nakajo,N; Uchida,S; Yamashita,K; Ueno,H; Sagata,N, “ The 

Extracellular Signal-regulated Kinase-Mitogen-activated Protein Kinase Pathway Phosphorylates 

and Targets Cdc25A for SCF beta-TrCP-dependent Degradation for Cell Cycle Arrest”, 

                                                        
68 科学研究費助成事業データベース（http://kaken.nii.ac.jp/d/p/19057006.ja.html） 

69 九州大学佐方研究室ＨＰ（http://www.biology.kyushu-u.ac.jp/~hassei/sagata/embryos.html） 
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MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL, 20, 2186-2195（2009） 

[2]  Ohe,M; Kawamura,Y; Ueno,H; Inoue,D; Kanemori,Y; Senoo,C; Isoda,M; Nakajo,N; Sagata,N, 

“ Emi2 Inhibition of the Anaphase-promoting Complex/Cyclosome Absolutely Requires Emi2 

Binding via the C-Terminal RL Tail”, MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL, 21, 

905-913(2010) 

[3]  Isoda,M; Sako,K;Suzuki,K; Nishino,K; Nakajo,N; Ohe,M; Ezaki,T; Kanemori,Y; Inoue, 

D; Ueno,H; Sagata,N, “ Dynamic Regulation of Emi2 by Emi2-Bound Cdk1/Plk1/CK1 and 

PP2A-B56 in Meiotic Arrest of Xenopus Eggs”, DEVELOPMENTAL CELL, 21, 506-519（2011） 
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3.3.3 FFRPたんぱく質群による DNA・リガンド識別機構の解明（鈴木 理） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

環境変化に対応して変化する能力は、生命を特徴づける重要な特性である。自らを構成す

る部品（遺伝子）を選択しなおす、生命特有の変化のプロセスが転写調節であり、一群のた

んぱく質、すなわち転写因子によって制御されている。 

地球上に現存する全ての生物の共通祖先（コモノート）が保持していた特性は古細菌と真

正細菌の共通項に求められるはずと考え、古細菌と真正細菌に系統的に分布する、唯一の転

写因子群である FFRP（Feast/Famine Regulatory Proteins）を研究対象とした。 

FFRP による DNA 認識とリガンド識別の機構を解明し、コモノートが持っていた転写調節

機構、すなわち、今や多様化した転写調節機構のプロトタイプ（原型）を明らかにすること

を目標とした。 

②期間中の研究成果 

(i)FFRPに係わる多数の立体構造を解明 

 古細菌を対象として、多数の立体構造、FFRP二量体と DNA複合体、FFRP八量体とリガン

ド・アミノ酸の複合体構造 4 種、FFRPのシリンダー型会合体構造、さらには FFRP八量体と

120塩基対 DNAの複合体の電子顕微鏡三次元再構成像などを決定した。 

 ループ部を中心とする6残基がTGAAAWWWTTTCA配列両端の５塩基対を認識する機構を明ら

かにした。このDNA結合特性をもとに、古細菌Pyrococcus OT3の増殖を、FLが饗宴・飢餓制

御する機構を解明・報告した。FL1170－100塩基対DNA複合体構造の電子顕微鏡三次元再構成、

TvFL3のリン酸化も報告している。 [1] 

 

(ii)FFRPが DNA、アミノ酸を識別する一般的な機構の解明 

(i)の立体構造を出発点として、FFRPが DNA、アミノ酸を識別する一般的な機構を解明し

た。 

得られた知見を古細菌 Pyrococcus OT3の由来の FFRP、FL11に統合的に適用し、さらに、

プロモーターの解析による被制御遺伝子の同定といったゲノム配列に基づくアプローチや、

in vitro発現実験等と組み合わせた。[2] 

 

(iii)FL11が P.OT3の増殖を饗宴・飢餓制御（Feast Famine Regulation）する機構を解明 

 FL11は細胞あたり千分子のオーダーで存在し、リジン濃度で外界の栄養状況を感知して、

栄養状況に対応して全転写ユニットの 20%以上の転写を促進あるいは抑制する（饗宴・飢餓

制御）。この FL11による制御と大腸菌の FFRP、Lrpによる代謝制御に多くの共通点がみら

                                                        
70 古細菌由来の FFRP に属する遺伝子 
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れる事から、共通祖先細胞（コモノート）においても、アミノ酸濃度で栄養状態を感知しな

がら、多数の遺伝子を FFRPが制御したであろう事を結論した [3] 。 

 

(iv)真正細菌の FFRPが病原性に関与する事を解明 

病原性大腸 O157 株と日和見病原性の緑膿菌を対象として、真正細菌の FFRP の１つ Lrp

が病原性大腸菌の病因である志賀毒素遺伝子の転写を調節することを明らかにするととも

に、様々な有機化合物が FFRPに作用するとの知見を得た。多様な有機化合物プールと標的

病原菌を持つ企業との協力が行われた71。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1] Yokoyama,K; Ishijima, S,A; Koike, H; Kurihara,C; Shimowasa,A; Kabasawa,M; 

Kawashima,T;.Suzuki,M, “ Feast/Famine Regulation by Transcription Factor FL11 for the Survival 

of the Hyperthermophilic Archaeon Pyrococcus OT3”, STRUCTURE, 15, 1542-1554（2007） 

[2] Okamura,H; Yokoyama,K; Koike,H; Yamada,M; Shimowasa,A; Noguchi,M; Kawashima,T; 

Suzuki,M, “ A structural code for discriminating between transcription signals revealed by the 

feast/famine regulatory protein DM1 in complex with ligands”, STRUCTURE, 15, 1325-1338 

（2007） 

[3] Yamada,M; T,Suzuki, “ Interactions between the archaeal transcription repressor FL11 and its 

coregulators lysine and arginine.”, PROTEINS, 74,520-525(2009) 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

 本研究領域の期間中また終了後、以下のように科学研究費補助金により、研究が進められ

ている（ただし、研究代表者ではない）. 

 基盤研究（C）「グリコサミノグリカンの構造多様性に基づく細胞増殖因子の活性制御機

構の解明」（2004－2005） 

 基盤研究（C）「FGF 受容体の変異による骨・軟骨形成不全疾患発症メカニズムの分子レ

ベルでの解析」（2009－2012） 

 

鈴木を研究代表者にした研究が存在しないため、同じ研究グループによる発展として、以

下を記述する。 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)FGF受容体の変異による骨・軟骨形成不全疾患発症メカニズムの分子レベルでの解析72 

他の類似の疾患における FGFRの変異が三者（リガンド、受容体、GAG）複合体の形成や細

胞内でのシグナル伝達に及ぼす影響を解析し、FGFR の変異がもたらす疾患の発症メカニズ

                                                        
71 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei15/tannpaku/suzuki.pdf） 

72 科学研究費助成事業データベース（http://kaken.nii.ac.jp/d/p/21590088） 
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ムを分子レベルで解明することを目的とし、研究が行われた。 

その結果、野生型 FGFR2c導入細胞の増殖には FGFとヘパリンの両者が必要であったが、

変異型 FGFR2c導入細胞は、FGF1のみで細胞増殖が惹起されることを見出した [1] 。 

 

(ii)シグナル分子とその制御分子の解明とその生理作用等の利用 

鈴木が属する産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門シグナル分子研究グループ

では、生体内で多様な作用をしているシグナル分子とその制御分子に焦点をあて、その機構

の解明や生理作用を利用する以下のような研究研究が行われている73。 

 シグナル分子を疾病予防・治療に利用するための分子創製と利用技術の検討 

 癌抑制遺伝子のシグナル伝達機構・応答遺伝子の研究 

 ＤＮＡチップデータ解析法の開発とそれを用いた化学物質評価 

対象疾病については、癌、脱毛、またメタボリックシンドローム等幅広く、創薬や医療支

援につながる研究も行われている [2] 。 

②社会・経済的波及効果 

鈴木の研究自体は基礎研究の性格が非常に強かった。しかし、真正細菌の FFRPの１つ Lrp

が病原性大腸菌の病因である志賀毒素遺伝子の転写を調節することがわかり、創薬等への発

展可能性を示した。 

また、現在、鈴木が属する研究グループでは、シグナル分子とその制御分子に焦点をあて、

その機構の解明や生理作用を利用する研究が行われている。その対象は、癌、脱毛、またメ

タボリックシンドローム等幅広く、創薬や医療支援につながる可能性があるが、現状では具

体的に産業化につながっている例は少ないとみられる。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Suzuki, M; Uehara,Y; Motomura,K; Oki,J; Koyama,Y; Kimura,M; Asada,M; Kuramochi,A; 

Oka, S;Imamura,T, “ βKlotho Is required for fibroblast growth factor （FGF）21 signaling through 

FGF receptor （FGFR） 1c and FGFR3c”, MOLECULAR ENDOCRINOLOGY, 22（4）, 1006-1014 

（2008） 

[2]  Nakayama,F; Hagiwara,A; Umeda,S; Asada,M; Goto,M; Oki,J; Suzuki, M; Imamura,T; Akashi, 

M, “ Post treatment with an FGF chimeric growth factor enhances epithelial cell proliferation to 

improve recovery from radiation-induced intestinal damage”, INTERNATIONAL JOURNAL OF 

RADIATION ONCOLOGY・BIOLOGY・PHYSICS , 78（3）, 860-867 （2010） 

 

                                                        
73 産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門シグナル分子研究グループ  

 （https://unit.aist.go.jp/biomed-ri/ci/rg/sim-imamura/sim-top.html） 
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3.3.4 生体防御におけるたんぱく質間相互作用と機能発現機構の解析（藤田 禎三） 

(1) 研究のねらいと研究期間中の達成状況 

①研究のねらい 

本研究は、分子・原子レベルから細胞レベルまでを対象にたんぱく質複合体の動的な構造

変化に基づく生体防御の調節機構を解明することを目的とした。 

第一には、自然免疫における非自己を認識する機構と、引き続き起こる生体防御機構活性

化の機序を解明し、各生体防御システムの役割を明らかにすることを目指した。また、食細

胞の殺菌作用に関与するたんぱく質相互作用を解析し、殺菌能発現の機構の解明も目指した。 

結果として感染症や自己免疫性疾患に対する生体の新しいバイオマーカーと自然免疫増

強による感染防御システムの確立も指向した。 

②期間中の研究成果 

(i)補体レクチン経路の分子構成、作用機序および役割の解明 

三種類のセリンプロテアーゼ MASP（mannose-binding protein-associated serine protease）

欠損マウスを用いて、補体レクチン経路が感染防御に深く関与することを明らかにし、補体第二経

路の概念も見直した。また、sMAP が補体レクチン経路を阻害することが判明し、この経路の制御因

子である可能性を示した [1] 。 

 さらに、レクチン経路の第二の認識分子としてFicolinを見出し、欠損マウスを作製し、そ

の生理的役割を明らかにした [2] 。 

 

(ii)コレクチンの構造と機能の解明74 

膜型コレクチン CL-P1が、発生初期の血管新生形成や形態形成に関与することを明らかに

した。また、分泌型コレクチンの肺サーファクタントたんぱく質 A（SP-A）および D（SP-D）

とマンノース結合レクチン（MBL）、および、Toll様受容体（TLR）とその関連たんぱく質に

ついて、その構造と機能発現の機構を明らかにした。 

 

(iii)食細胞における殺菌能発現の機構等の解明 

食細胞NADPHオキシダーゼの活性化とファゴサイトーシスをカップリングさせる機構、お

よびその調節機構を細胞レベル・分子・原子レベルで明らかにした。また、食細胞以外に存

在する活性酸素生成型NADPHオキシダーゼの調節機構を解明した。 

③研究成果に関連した主な成果論文リスト 3報以内 

[1]  Endo,Y; Matsushita,M; Fujita,T, “ Role of ficolin in innate immunity and its molecular basis”, 

                                                        
74 研究終了報告書（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei15/tannpaku/fujita.pdf） 
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IMMUNOBIOLOGY, 212,371-379（2007） 

[2]  Endo,Y; Liu,Y; Kanno,K; Takahashi,M; Matsushita,M; Fujita,T, “ Identification of the mouse 

H-ficolin gene as a pseudogene and orthology between mouse ficolins A/B and human 

L-/M-ficolins”, GENOMICS, 84,737-744(2004) 

[3]  Kuraya,M; Ming,ZP; Liu,XZ; Matsushita,M; Fujita,T, “ Specific binding of L-ficolin and 

H-ficolin to apoptotic cells leads to complement activation”, IMMUNOBIOLOGY, 209,689-697

（2006） 

(2) 本研究領域終了後の継続と発展状況 

本研究領域の期間中また終了後、以下のように科学研究費補助金により、研究を進めてい

る。 

 基盤研究（B）「補体レクチン経路は第二経路の活性化に関与する」（2009－2012） 

①科学技術の進歩への貢献 

(i)補体レクチン経路は第二経路の活性化に関与することの解明75 

機能が不確定な MASP-1に関して、第 2経路の D因子の活性化に必須の因子であることを、

MASP1/3欠損マウスを用いて明らかにした [1] 。 

さらに、その機能の明らかでない MASP-3についても組換え体蛋白を作製した。組換え体

MASP-3 は、未活性型であり、その活性化には、マウス MBL-A がぶどう球菌を認識すること

が必要であることが判明した。また、同時に MASP-3が第二経路の D因子と B因子の活性化

に関与していることを明らかにした [2] 。 

これらの結果から、MASP-1/3 はレクチン経路だけでなく、第二経路の活性化に関与し、

自然免疫の中心的役割を果たしていることが示された。 

 

(ii)補体レクチン経路の役割と進化過程の解明 

藤田の研究は、自然免疫においてレクチンが特異的で多様な分子基盤の上で働いているこ

とを明らかにするとともに、生体防御をはじめとする生体反応に重要な役割を担っているこ

とを示した。特に、補体レクチン経路の役割に関しては，独自性に富み、免疫学の教科書の

書き換えを迫るインパクトの高いものであるとされた。 

さらに補体レクチン経路の進化過程を解明し、動物界において古くから生体防御に働くこ

とを明らかにした。 

②社会・経済的波及効果 

藤田らの研究は、自然免疫におけるレクチンの生体防御等生体反応に重要な役割を担って

いること、特に補体レクチン経路を明らかにしたものである。自然免疫は臨床的にも注目さ

れている分野であり、その基礎研究として大きな成果を挙げた。 

                                                        
75 科学研究費助成事業データベース（http://kaken.nii.ac.jp/d/p/21390086.ja.html） 
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また、膜型コレクチンの機能と構造の解明の成果は、動脈硬化症等の臨床課題との関連性

を解明する基礎的研究としての役割を果たした。さらに、肺コレクチンの機能に関しては、

最も臨床応用が期待される。 

 藤田は福島県立医大を退官したが、同大学では MASP-1/3を標的とするモノクローナル抗

体を開発し、膠原病、炎症性長疾患、臓器の虚血・再還流障害、膜性増殖性糸球体腎炎、加

齢黄斑変性等の治療への利用を想定している。このような方向への開発が進めば、自然免疫

活用による疾患の治療・予防への応用に向けた進展も期待され、将来的に社会・経済的波及

効果がある。 

③上記、継続と発展状況を示す研究成果に関連した主な成果論文リスト（4報以内） 

[1]  Takahashi,M; Ishida,Y; Iwaki,D; Kanno,K; Suzuki,T; Endo,Y; Homma,Y; Fujita,T, “ Essential 

role of Mannose-binding lectin-associated serine protease-1 in activation of the complement factor 

D”, JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, 207,29-37（2010） 

[2]  Iwaki,D; Kanno,K; Takahashi,M; Endo,Y; Matsushita,M; Fujita,T, “ The Role of 

Mannose-Binding Lectin-Associated Serine Protease-3 in Activation of the Alternative Complement 

Pathway”, JOURNAL OF IMMUNOLOGY, 187,3751-3758（2012） 

[3]  Endo,Y; Takahashi,M; Iwaki,D; Ishida,Y; Nakazawa,N; Kodama,T; Matsuzaka,T; Kanno,K; 

Liu, Y; Tsuchiya,K; Kawamura,I; Ikawa,M; Waguri,S; Wada,I; Matsushita,M; Schwaeble,WJ; 

Fujita,T, “ Mice deficient in ficolin, a lectin complement pathway recognition molecule, are 

susceptible to Streptococcus pneumoniae infection”, JOURNAL OF IMMUNOLOGY, 

189,5860-5866（2012） 

[4]  Endo,Y; Matsushita,M; Fujita,T, “ Structural and functional overview of the lectin complement 

pathway: its molecular basis and physiological implication”, ARCHIVUM IMMNOLOGIAE ET 

THERAPAE EXPERIMENTALIS, 60, 273-283 (2012) 

④その他 

藤田は、2010年（平成 22年）に、第 54回「野口英世記念医学賞」を受賞した。 
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第 4 章 科学技術イノベーションに資する研究成果 

4.1 ゲノム蛋白質の高効率・高精度 NMR解析法の開発（甲斐荘 正恒） 

4.1.1 研究の概要 

(1) 研究テーマの状況 

研究代表者は、長年にわたり一貫して安定同位体利用 NMR技術の高度化に取り組んできた。

平成 8年度には、CREST「ライフサイエンス・医療 生命活動のプログラム」において課題「安

定同位体利用 NMRの高度化と構造生物学への応用」が採択されたことにより、それまでの成

果の集大成ともいうべき革新的技術の開発に着手した。 

周知のように、たんぱく質の立体構造解析法としてはＸ線回折法が最も効率的な基盤技術

であるが、この方法で得られる構造情報は基本的には結晶中において静止した各構成原子の

精密な座標のみである。一方、1980 年代に開発された NMR 法はたんぱく質が生物機能を発

揮する状況に近い、水溶液や生体膜中におけるたんぱく質立体構造の動きを捉えることがで

きる点で結晶構造情報を補完する新しい手法として多大な期待が掛けられた。しかしながら、

CREST課題採択当時における NMR解析技術は、生物学的に重要な様々なたんぱく質の立体構

造研究に幅広く利用する上で、解決すべき基本的問題点を数多く抱えていた。 

研究代表者の開発した SAIL（Stereo-Array Isotope Labeling: 立体整列同位体標識）法

は、それまでの NMR技術が解決できなかった重要課題、即ち解析対象となるたんぱく質の分

子量限界を、解析精度の犠牲を伴わずに大きく拡張した点が最大の特徴である。SAIL 法に

より、溶液内におけるたんぱく質の立体構造と動態に関する NMR情報が、より広範なたんぱ

く質を対象として精度良く得られる道筋が初めて示された。SAIL 法は、立体構造情報を失

うことなく NMR スペクトルを大幅に単純化するために最適化した同位体標識パターンを持

つ一群のアミノ酸 (SAIL アミノ酸) の合成と、それらを一括して対象たんぱく質に効率的

に組み込むための無細胞たんぱく質合成系から成立する革新的技術である。従来法と比較し

た SAIL法の優位性は、本研究領域期間内に完了した分子量 1.7万のカルモジュリン、分子

量 4.1 万の MBP (マルトース結合たんぱく質)等の迅速、且つ精密な立体構造解析の成功に

より明確に実証された。 

図 4-1 は PDB (Protein Data Bank) に登録されたたんぱく質の立体構造データベースに

基づき、NMR法とＸ線回折法により決定されたたんぱく質の登録数と分子量の分布を示した

ものである (2006 年当時)。NMR 技術により立体構造が登録されたたんぱく質の 99%は分子

量 2万 5千以下の低分子量たんぱく質に限られ、分子量限界の拡大が NMR技術の発展にとっ

て重要な課題であることはこの図からも明らかであろう。実質的には分子量限界が存在しな

い X 線回折法を補完する技術として、NMR 法の分子量限界を大幅に拡張し得る SAIL 技術の

登場に大きな期待が寄せられたことは良く理解できる。 

 

 



 

96 

 

 

 

図 4-1 PDB に登録されているたんぱく質の分子量分布-X線 vs NMR(2006) 
NMR法の分子量限界は超えられるか76  

 

SAIL 法は、分子量限界の拡大のみならず、これまでの NMR 法の抱える様々な問題点を克

服し、NMR法の持つ優れた特徴を存分に発揮するための基盤技術として、海外においても高

く評価されている。日本においても、本研究領域終了後、NEDO「タンパク質解析基盤技術開

発」（2007）、科学研究費補助金 基盤研究（B）「SAIL-FLYA NMR法による蛋白質全自動構造

解析の応用と拡張、及び普及」（2009-2011）、文部科学省ターゲットタンパク研究プログ

ラム（2009-2011）等により、SAIL法の更なる展開と技術移転に向けた取り組みが連綿と継

続されてきた。名古屋大学、及び大阪大学を拠点とする創薬等支援技術基盤プラットフォー

ム事業において取り組まれている、SAIL 関連技術の高度化と創薬支援活動もその一環であ

る。このような多年に渡る研究開発の結果、現在では低分子量たんぱく質の完全自動構造決

定、分子量 10 万に達する高分子量たんぱく質の立体構造情報の取得、たんぱく質の構造-

機能相関の理解に大きく貢献する幅広い時間領域におけるたんぱく質動態の解析手法とし

て、SAIL法の可能性は更なる展開を遂げている。 

 社会経済的な観点からは、SAIL 法を日本発の次世代標準 NMR 技術として国内外に普及さ

せることが重要であり、このために SAILアミノ酸の安定供給を目指して 2004年に大学発ベ

ンチャー”SAILテクノロジーズ社“を設立し、現在においてもその事業は継続されている 1。

最近では、たんぱく質立体構造を基盤とする創薬開発に大きな期待が寄せられていることを

受けて、創薬支援活動も開始した。これらの総合的活動により、SAIL 法は大きな社会経済

的貢献が果たせるものと期待される。そのために解決すべき重要な課題としては、SAIL ア

ミノ酸の経済的な供給体制の整備が未だに不十分なことがあげられる。SAIL 法の実用化は

供給体制の整備と深く関連しており、より簡便・安価な SAILアミノ酸合成法の開発、より

汎用性の高い効率的 SAIL標識たんぱく質の調製法の開発等、技術面の改善を継続的に進め

ると同時に、大学・研究所、民間企業との連携等を通じて安定した事業基盤の確保が求めら

                                                        
76 SAIL テクノロジーズ（http://www.sail-technologies.com/JPN/prod/technology.html） 
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れる。 

 以上、概観したように本研究領域の実施後、現在に至るまで SAIL法の技術展開、及び事

業化に関して徐々にではあるが状況は改善されてはいるものの、SAIL 法を我が国で開発さ

れた革新的 NMR構造解析基盤技術として世界に向けて発信するためには、より包括的な取り

組みによる普及促進策が求められる。 

(2) 海外での共同研究の状況 

SAIL 法は従来の NMR 技術をたんぱく質試料の最適化を図ることにより根本的に改良する

可能性を持つ基盤技術として海外でも高く評価されている。SAIL 法は我が国で特に高い水

準にあるアミノ酸微生物発酵法、不斉有機化学合成法、無細胞系たんぱく質発現法等の技術

要素を結集させて開発した独創的技術であり、その発想から実証、応用、改良研究迄を含め

た開発過程の全てが本グループを中核として日本で実施されてきた稀有な例である。SAIL

法を日本発の世界標準技術として発信するためには、海外との共同研究の実施は不可欠であ

るが、普及に関する取り組みは不十分と言わざるをえない。この大きな理由は、SAIL 法の

適用に必要な資金負担、特に SAILアミノ酸の経済的価格での安定供給体制の整備の遅れが

あげられる。そのような困難な状況のなかで実施された、これまでの SAIL法を基盤とした

様々な共同研究は徐々に成果をあげつつある。このような海外との共同研究の成果は、次世

代世界標準化に向けた SAIL法の発信にとっても今後大きな追い風となるであろう。 

4.1.2 研究成果の波及と展望 

(1) 科学技術への波及と展望 

2006年に Nature誌に発表した SAIL法に関する論文を引用した件数は、2013年には既に

200 報を越え77、技術的に優れた革新的技術であるとの評価は定着している。従来の NMR 技

術開発が、簡便に調製可能な均一同位体標識たんぱく質を試料として NMR測定・解析技術の

高度化に重点を置いてきたのに対し、SAIL 法では解析するたんぱく質試料そのものを NMR

構造解析に向けて最適化するという発想の転換が新規性の源泉である。このために、たんぱ

く質を構成する全てのアミノ酸残基を位置・立体選択的に重水素置換するという、途方もな

く困難な課題を実現し、SAIL 法により構造解析可能な分子量限界を大きく拡張できること

を実証したことが、NMR技術史に残る最大の成果である。 

本研究領域以後、SAIL 法の改良や応用は大きく発展した。図 4-2 に示した構造は、SAIL

法の採用により初めて可能となった SARSウイルス関連たんぱく質の立体構造であり、2007

年に台湾の中央研究院との共同研究により行われたものである。このたんぱく質は従来法で

は構造決定が困難であったが、SAIL 法により迅速に高精度構造決定に成功した。このよう

に、従来の NMR 技術では構造決定が困難であった高分子量たんぱく質、膜たんぱく質への

SAIL法の適用は大きな成果を収め、現在は分子量 10万を越える高分子量たんぱく質の高精

度構造決定も視野に入りつつある。本研究領域以降に引き続き開発した SAIL 法に関連した

NMR技術の幾つかを下記にまとめたが、X線回折法や原子顕微鏡技術の進歩も著しいものが

                                                        

77 Scopusによる Narure論文 [Kainosho et al., Nature, 440, 52-57 (2006)] の引用回数 
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あり、今後はこれらの構造解析手法と連携し、NMR法の優れた特徴を活かした多様な技術開

発を進めることが重要である。また、SAIL法の普及という観点からは、SAIL アミノ酸の安

価な供給体制の整備とともに、無細胞たんぱく質合成系に加え、より一般的な大腸菌・昆虫

細胞等を用いた SAILたんぱく質調製法の確立が求められている。創薬等支援技術基盤プラ

ットフォーム事業においては、このような SAIL法の技術移転を念頭に基盤整備が進められ

ている。 

 SAIL 法により、NMR スペクトルの測定・解析・構造計算に至る、全過程を自動化したた

んぱく質構造決定手法 (SAIL-FLYA法）を開発 

 特定のアミノ酸残基を選択的に SAIL アミノ酸に置換したたんぱく質を用いて、アミノ酸

側鎖の立体配座決定、更には OH 基や SH 基等の水素交換速度の新規解析技術を開発 

 従来の NMR 法では精密な解析が難しかった芳香環の反転運動やジスルフィド結合の異性

化等の比較的遅い、振幅の大きいたんぱく質の揺らぎに関する解析法を開発 

 

 

 

図 4-2 SAIL 法により決定した SARS関連たんぱく質の溶液内立体構造78 

(2) 社会経済への波及と展望 

①大学発ベンチャー企業の設立 

本研究領域期間中の 2004 年に、CREST 課題の成果の事業化と雇用創出を目指して文科省

/JSTの大学等発ベンチャー創出支援事業により大学発ベンチャーSAILテクノロジーズ株式

会社が設立された。同社は当初横浜市産学共同研究センター内に設立されたが、現在は相模

                                                        
78 文部科学省ターゲットタンパク研究プログラム（2010 年版パンフレット） 

  （http://www.tanpaku.org/pdf/pamphlet2010/pamphlet2010_sad2.pdf） 

http://www.tanpaku.org/pdf/pamphlet2010/pamphlet2010_sad2.pdf
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大野（神奈川県相模原市）に本社が移転され、主たる研究開発事業は首都大学東京で行われ

ている。事業内容としては、安定同位体アミノ酸の合成受託、SAILアミノ酸の製造・販売、

SAILたんぱく質の調製、及び NMR解析受託等である。 

②創薬研究開発への貢献 

たんぱく質立体構造に基づいた創薬開発研究においては、医薬ターゲットとなるたんぱく

質の立体構造と機能との関連を多角的に捉える必要があり、この中で SAIL法はたんぱく質

の立体構造解析手法という枠を超えた創薬支援基盤技術の一つとして重要な役割が期待さ

れている。研究代表者甲斐荘は兼務先の名古屋大学大学院・理学研究科構造生物学研究セン

ターで、創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業において、X線回折、電子顕微鏡等の手

法を補完する相関構造解析手法としての NMR技術の高度化を目指し、課題「蛋白質動態変化

に特化した分子間相互作用の NMR検出技術」の開発に取り組んでいる。更に、本事業に関連

して、SAILテクノロジーズ社は 2012年度より大阪大学蛋白質研究所と協力し、幅広い創薬

支援活動に向けて SAIL標識たんぱく質のより一般性、経済性の高い調製法の開発にも着手

している79。 

③課題と展望 

 これまで述べてきたように、SAIL 法は従来の NMR 法の最大の問題点である分子量限界の

大幅な拡張に留まらず、他の構造解析手法では得られないたんぱく質動態に関する精密な情

報を高感度に入手することを可能とする革新的技術であるが、その普及には経済性が大きな

障害となるとの見方がある。SAIL アミノ酸の価格は販路が拡大するにつれ徐々に下落する

ことは予想されるものの、SAIL アミノ酸の合成法の改良、同位体標識パターンの多様化に

よる多面的な用途開発、開発に要する外部資金の調達等の自助努力による経済性の早急な向

上が SAIL法の実用化にとって不可欠である。巨額の国費と多年に渡る多くの協同研究者の

努力の賜物である SAIL法は、日本の生体系 NMR 研究の際立った特色である安定同位体利用

技術の究極的な高度化の産物であり、それゆえ日本独自の NMR基盤技術として誇るべき独創

的技術である。様々な課題を抱えていることは事実であるが、開発する技術の革新性が高け

れば高いほど、そのような問題は必然的に生じるともいえよう。今後は産学連携をさらに進

め、たんぱく質動態を指標とした医薬探索・医薬開発等への産業応用を含め、SAIL 法を初

めての日本発次世代世界標準 NMR技術として発信することが何よりも重要である。 

 

引用文献 

[1] ゲノムたんぱく質の高効率・高精度 NMR 解析法の開発 研究終了報告書 

（http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei13/tannpaku/kaisou.pdf） 

[2] 文部科学省ターゲットタンパク研究プログラム（ 2010 年版パンフレット）  

(http://www.tanpaku.org/pdf/pamphlet2010/pamphlet2010_sad2.pdf) 

                                                        
79 大阪大学 - 創薬等支援技術基盤プラットフォーム   

 （http://pford.jp/p4d/sac1/items/docs/org_production_9.pdf） 

http://www.tanpaku.org/pdf/pamphlet2010/pamphlet2010_sad2.pdf
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（http://www.sail-technologies.com/JPN/prod/technology.html） 

[4] 大阪大学 - 創薬等支援技術基盤プラットフォーム 最先端ＮＭＲ構造解析に向けたた

んぱく質試料評価調製システムの高度化と外部支援 

(http://pford.jp/p4d/sac1/items/docs/org_production_9.pdf） 

http://www.sail-technologies.com/JPN/prod/technology.html
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4.2 異物排出トランスポーターの構造機能解析（山口 明人） 

4.2.1 研究の概要 

研究代表者は、1997～2001年に CREST「生体防御のメカニズム」の「異物排除システムの

分子基盤」で、多くの新規トランスポーターの同定・機能解析、薬物体内動態・抗癌剤耐性

における役割を明らかにした。 

2002年には、細菌の代表的異物排出トランスポーターAcrBの結晶構造を世界に先駆けて

報告した [1] 。 

さらに、本研究領域期間中の 2006年に、基質結合型結晶構造を報告して、異物の排出と

多剤認識の構造的基礎を明らかにした。また、細菌で初めて異物排出トランスポーターの遺

伝子のポストゲノム解析を行い、発現制御機構を明らかにしてきた [2] 。 

本研究領域終了後、科学研究費補助金 基盤研究（S）で「異物排出トランスポーターの

構造・機能・制御と生理的役割」（2007－2011）、医薬基盤研究所のプロジェクトで「多剤耐

性菌感染症を克服する新規治療薬の開発」（2007-2011）を実施した。 

 2011年、2013年には、構造に基づく異物排出輸送機構の解明において、複数のマルチサ

イト異物結合ポケットの発見とたんぱく質の蠕動運動による異物排出のペリスタポンプ機

構の解明で画期的なパラダイムシフトをもたらす大きな成果を得た。これは 2002年、2006

年の成果を多剤耐性緑膿菌の治療薬につなげる成果であった（図 4-3参照）80。 

 

 
図 4-3 異物排出トランスポーターの構造解明の意義81 

 

2012年以降は、新規の CREST「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的

基盤技術」で「異物排出輸送の構造的基盤解明と阻害剤の開発」（2012-2016）の研究を進め

                                                        
80大阪大学発表資料 2011 年 11 月 18 日 

（http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/jp/operation/pdf/press/20111116.pdf） 
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ている。たんぱく質複合体である排出マシナリー全体像の完全構造解析を目的とするととも

に、異物認識・排出機構の動態解析や異物排出たんぱく質群に対するユニバーサル阻害剤の

開発を目指し、さらなる展開を試みている。 

以上に示すように、山口らの研究は 3回の CRESTを含め、多くのプロジェクトにより実施

されているが、1997年に採択された最初の CREST「異物排除システムの分子基盤」の時点か

ら、基礎研究に加え、薬物開発等医療への応用が指向されていたとみられる。 

 結果として、2002年以降、4回も Natureに掲載される成果をあげつつ、近年の研究開発

はその基礎研究成果に基づいた治療薬開発の色彩も強めていると考えられる。 

今後、その成果は科学技術的な側面のみならず、その基盤に基づいた社会経済的な波及効

果が具体的に想定できる段階にきており、CREST研究者の中でも特に大きな成果を挙げてい

る事例といえる。 

4.2.2 研究成果の波及と展望 

(1) 科学技術への波及と展望 

本研究領域期間中の2006年に、細菌の異物排出トランスポーターAcrBの基質結合型結晶構

造決定に成功し、異物排出の機能的回転輸送機構と、マルチサイト結合が多剤認識の構造的

基礎であることを明らかにした。AcrB3量体構造で、膜貫通部と側面開口部を持つこと、異

物排出たんぱくは細胞質膜の脂質二重層から異物を排出していることを示した。薬物との結

合構造も解き、多剤の認識が、異物の部分構造を認識する多数のくぼみ（ピット）の組み合

わせにより達成されているというマルチサイト結合を明らかにした。この成果はNatureに発

表され、当該論文は2006年のWeb of Scienceのトップペーパーに選ばれ、被引用件数は300

件以上に上る等世界的に注目された。 

 

図 4-4に示すように、2011年までには、新たに大分子量薬物との結合構造決定に成功し、

マルチサイト結合ポケットがもう一つあることを発見した。2つのマルチサイト結合ポケッ

トは基質の輸送経路に沿って縦に並んでおり、薬物はこのポケットを次々に順送りされて排

出される（ペリスタポンプ機構）。2 つのポケットで認識される薬物は異なっているので、

マルチサイト結合ポケットが 2 つあることで認識される異物の範囲が格段に広くなること

がわかった。2011 年にも成果は Nature に発表され、この論文も 2006 年の論文と同様にこ

の年の Web of Scienceのトップペーパーに選ばれた [3] 。 
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図 4-4 マルチサイト結合ポケットによる異物認識82 

 

さらに、2013 年には、緑膿菌および大腸菌の主な多剤排出たんぱく質の阻害剤との結合

構造の決定に成功した。大腸菌の多剤排出たんぱく質 AcrBを阻害するピリドピリミジン誘

導体 ABI-PPは、緑膿菌の多剤排出たんぱく質 MexBの特異的阻害剤だが、多剤耐性緑膿菌の

もう一つの有力な原因である多剤排出たんぱく質 MexYを全く阻害できないため、多剤耐性

緑膿菌感染症の治療薬として使用できなかったが、それが構造的に解明された。この成果は

CREST「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術」の「異物排出

輸送の構造的基盤解明と阻害剤の開発」により得られたものであり、Nature に発表された

（図 4-5 参照）[4] 。 

 

 
 

図 4-5 緑膿菌の多剤排出たんぱく質と阻害剤の結合構造83 

                                                        
82 大阪大学発表資料 2011 年 11月 18日 
83 大阪大学、JST共同発表資料 2013年 7月 1日(http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130701/) 

Nature 443,173-179 (2006) 

Nature 480,565-569 (2011) 
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以上のような多剤排出たんぱく質と阻害剤の構造解析は、多剤排出たんぱく質の機能を明

確化するという意味で、極めて大きな科学技術的成果だったといえる。 

 これ以外に、本研究領域期間中に、大腸菌を用いて異物排出遺伝子の網羅的ポストゲノム

解析を世界で初めて行い、20種類の遺伝子が何らかの薬剤排出たんぱくを発現すること等、

異物排出遺伝子の発現制御機構を解明した。さらに、異物排出遺伝子の本来の生理的役割と

して、高等生物における分泌輸送介在型情報伝達に注目し、その解析を行い、血小板からの

脂質メディエーターの分泌が膜輸送体によって仲介されていることを証明し、誘導の引き金

となる細胞間情報伝達物質としては新たにインドールを発見した。 

本研究領域期間中には、異物排出たんぱく質の細菌情報伝達による発現制御の解明はさら

に進展した。具体的には、腸内環境シグナルにより、サルモネラ異物排出トランスポーター、

特に最も強力に機能しているAcrABが誘導されること、および、その誘導にはサルモネラ特

異的レギュレーターが関与していること等を解明している。 

(2) 社会経済への波及と展望 

 山口による研究は、異物排出輸送機構の解明に基づき、社会的に大きな問題となっている

多剤耐性緑膿菌感染症を克服するため治療薬開発につながる。 

実際、多剤排出たんぱく質阻害剤をバーチャルスクリーニングするため、多剤排出たんぱ

く質 AcrBの結晶構造をもとに、蛋白工学的解析を行い、阻害剤ターゲット部位を確定した。

約 450万化合物（うち約 300万化合物は医薬基盤研究所の「多剤耐性菌感染症を克服する新規

治療薬の開発」による）のライブラリー情報をもとに、多剤排出たんぱく質薬剤結合部位へ

のバーチャルスクリーニングを行った結果、100以上の化合物が多剤排出たんぱく質阻害剤

候補としてヒットした。さらに、新たに開発した薬剤感受性と排出活性を検出することので

きるデバイスを用いて評価を行った結果、従来の方法では見つけることのできなかった 20

程度の阻害活性を有するヒット化合物を得ることに成功した。 

さらに、強い阻害活性を持つ化合物をデザインするための立体構造情報を得るため、阻害

剤や抗菌薬と多剤排出たんぱく質との共結晶化の構造解析に基づき、多剤耐性緑膿菌に存在

する排出たんぱく質MexBとMexYの両方の活性を阻害することのできるこれまでにない化合

物を合成することに成功した。たんぱく質立体構造情報に基づく薬剤設計 SBDD

（Structure-Based Drug Design）の手法によって分子設計する手法もとりいれている。 

実際に、山口自身が多剤耐性菌感染症を克服する新規治療薬候補の開発を行うだけでなく、

製薬企業と共同して多剤排出たんぱく質の阻害剤結合構造を解析する研究などを進めてい

る。大手製薬企業である第一三共とは共同研究が進められており、また塩野義製薬とは別の

テーマで共同研究が行われている。 

なお、医薬基盤研究所の事業「多剤耐性菌感染症を克服する新規治療薬の開発」で多剤耐性

緑膿菌検出のために開発されたマイクロデバイスについては、量産体制を作るため、臨床検

査室との共同研究も行われている。 

以上のように、山口らの研究は、異物排出トランスポーターの構造解明、多剤耐性のメカ

ニズム解明から、具体的な治療薬開発に向かっている。2012 年からスタートした CREST 研

究領域「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術」の研究課題「異

物排出輸送の構造的基盤解明と阻害剤の開発」での研究の主眼は「構造の解明から構造の利
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用へ」シフトしている。 
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4.3 たんぱく質と膜が造る細胞内物流システム（吉森 保） 

4.3.1 研究の概要 

 1950 年代に多種類の加水分解酵素を含むオルガネラとしてリソソームが発見され、たん

ぱく質分解の研究の重要性が認識された。1963 年には細胞質成分が小胞としてリソソーム

と融合し分解される一連の過程をオートファジー、その小胞がオートファゴソームとはじめ

て命名された。これらの成果を挙げた de Duveらは 1974年にノーベル賞を受賞した。 

1992 年、大隅良典らが出芽酵母においてオートファジーをはじめて観察する等、酵母を

対象に注目されるようになったが、哺乳類のオートファジー研究はすぐには進まなかった。 

さらに、大隅らは出芽酵母のオートファジー不全変異体を分離することに成功、14 個のオ

ートファジーに必要な ATG（Autophagy related）遺伝子の同定に成功した。 

 吉森は、1986 年から一貫して哺乳類細胞のメンブレントラフィック（膜を介した細胞内

物質輸送システム）の研究を行ってきたが、1996 年に岡崎国立共同研究機構基礎生物学研

究所の大隅教授の下に助教授として着任すると、メンブレントラフィックの中で最も解明が

遅れていた哺乳類オートファジーの研究を開始した。その後、現東京大学大学院医学系研究

科教授の水島昇氏も大隅研にポスドクとして着任し、酵母の研究の後に吉森と共に哺乳類オ

ートファジーの研究を行った。 

 1997～1998 年には、哺乳類におけるオートファジー因子の候補として、酵母のオートフ

ァジーに必須な遺伝子産物と相同性を持つ哺乳類たんぱく質について解析を行っている。84 

1999～2000 年にも、哺乳類オートファジーに関わる分子群の同定と機能解析の研究を進め

た。85 2000 年に報告した LC3 は、初めて見つかった哺乳類オートファゴソーム結合たんぱ

く質であり、現在でもオートファジーのスタンダードマーカーとして、世界で行われている

ほぼ全てのオートファジー研究に使われている。その論文引用数は、2,800を超え当該分野

において実質 1位である（数字上一位のアメリカの論文は、オートファジー以外の内容も多

数含むため）。 

2002 年には本研究領域を開始した時期と、国立遺伝学研究所の教授として独立する時期

が一致し、機器の導入などに本研究領域の支援が役立った。本研究領域終了後 2007年には

大阪大学教授に赴任した。 

本研究領域の採択をきっかけに、オートファジー、エンドサイトーシスの研究に取り組み、

特にオートファジー関連で大きな成果を挙げた。 

本研究領域期間間中の大きな成果は、「細胞内侵入細菌の排除というオートファジーの新

たな機能の発見」にあり、オートファジーが代謝のみならず、一種の自然免疫としての役割

を持つことを明らかにした点にある。 

本研究領域終了後、科学研究費補助金の学術領域研究である「細胞内ロジスティクス：病

態の理解に向けた細胞内物流システムの融合研究」の領域代表となり「細胞内分解系ロジス

ティクスの疾患における役割と作動機構の解析」（2008－2012）、「細胞内ロジスティクス：

                                                        
84 科学研究費助成事業データベース 哺乳類細胞における自食作用の分子機構および生理的意義の解析 

 （http://kaken.nii.ac.jp/d/p/09680709.ja.html） 
85 科学研究費助成事業データベース 高等動物のオートファジーに関わる分子群の同定と機能解析 

 （http://kaken.nii.ac.jp/d/p/11680710.ja.html） 
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病態の理解に向けた細胞内物流システムの融合研究」の運営（2008－2013）等で研究を進め、

「細胞内ロジスティクス」という領域を確立した。 

また、2012 年から CREST 研究領域「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的

理解に基づく最適医療実現のための技術創出」において、研究課題「恒常性維持機構オート

ファジーに着目した栄養素過剰摂取に起因する疾患の原因解明と治療法確立」を開始する等、

オートファジーの疾患との関わりを解明し、さらに治療法開発に結びつける研究開発が進め

られている。 

以上から、吉森はオートファジー研究の初期段階から研究に従事し、この分野の成長とと

もに大きな成果を挙げたといえる。実際、図 4-6 に示すように、オートファジーの論文数

は急増しているが、論文数や重要な科学的貢献において吉森ら日本人研究者が果たしてきた

役割は大きい。 

オートファジーの研究では日本人研究者のノーベル賞受賞が噂される中、オートファジー

原著論文引用数において、吉森は東大の水島、東工大の大隅に次いで 3位の位置にいる。 

科学技術的な側面のみでなく、オートファジーは多くの疾病に係わることが明らかにされ、

病態の解明から医薬品を含む治療法の開発に向かっている。治療法開発では世界的にまだ大

きな成功例はないが、新たな作用機序による画期的な治療薬開発の可能性もある。 

オートファジー研究の社会経済的なインパクトは既に大きいが、医薬品開発成功等により、

一層大きくなることが考えられる。 

 

 

図 4-6 オートファジーの論文数推移と関係する科学的発見等86 

 

 

                                                        
86 http://www.jst.go.jp/pr/jst-news/pdf/2014/2014_01_p08.pdf 
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4.3.2 研究成果の波及と展望 

(1) 科学技術への波及と展望 

①オートファゴソームの形成 

 本研究領域終了後の 2008、2009年頃には、哺乳類で最初に見つかったオートファゴソー

ム膜結合たんぱく質であった LC3（Atg8ホモログ）について、LC3の哺乳類における役割等

を示した論文が出されている。その中で、LC3 の哺乳類における役割の酵母との相違、LC3

がオートファゴソームの移動に関与している可能性を示した。 

 また、2009年の論文では、オートファゴソームの形成に係わるたんぱく質として、Rubicon

を見出したことを報告している。[1] 

 Atg14Lというたんぱく質がオートファゴソーム形成に必須である一方、Rubiconはオート

ファゴソームとリソゾームの融合を負に制御していることを明らかにした。Rubiconの作用

から、哺乳類には酵母と異なる膜動態の複雑な制御システムが存在することを示した点で、

画期的な成果といえる。 

 図 4-7で、上段は飢餓状態のGFP-LC3発現ヒト培養細胞の蛍光顕微鏡イメージで、オート

ファゴソームが輝点として観察される。AtgL のノックダウンによりオートファゴソームは

減少するが、Rubicon では逆に増加する。 

 

 
 

図 4-7 Atg14L と Rubicon87 
 

                                                        
87 生化学 第 83巻 第 2号 81-92p（2011）

（http://www.jbsoc.or.jp/old/event/magazine/pdf/83-02-02.pdf） 
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②オートファゴソーム膜の起源 

吉森らによる研究は、オートファゴソーム膜の起源の論争にも影響を与えるエヴィデンス

を示した。実際に、分子生物学の世界的名著とされる「細胞の分子生物学（ニュートンプレ

ス）、原著 Molecular Biology of the Cell」の第 3 版までは「隔離膜イコール小胞体」で

あるという説が図中に採用されていたが、吉森らが異説を唱え第 4版からは別の図となった。 

 しかしその時点では、オートファゴソーム膜の起源は明らかにされていない。 

 その後電子顕微鏡での観察、電子線トモグラフィの解析等より、吉森らはオートファゴソ

ーム膜が小胞体を起源としているという説を提示しており、2009～2010 年の論文に関連す

る研究成果が示されている。一方、ミトコンドリア起源説を唱える研究者も存在し、また他

のオルガネラのオートファジーへの関わりを示す研究成果も登場し膜の起源の問題は混沌

としていた。その中で、吉森らはオートファゴソームがミトコンドリアと小胞体が接触する

領域で形成されることを発見し、ミトコンドリア起源説と小胞体起源説の両方が正しいこと

を証明した（Nature, 2014 年）。この画期的発見は、異なるオルガネラの協働により第３の

オルガネラが形成されるという細胞生物学の新しいパラダイムをもたらすものとして大き

な注目を集めた。 

(2) 社会経済への波及と展望 

①感染症とオートファジー 

本研究領域期間中の2004年に、非免疫細胞に侵入した病原細菌・A群レンサ球菌がオート

ファジーによって選択的に隔離殺されることが2004年に初めて報告された。この「細胞内侵

入細菌の排除というオートファジーの新たな機能」は生体防御システムにつながるものであ

った。 

細菌やウィルスとオートファジーの関係はその後研究が進み、オートファジーにより排除

されるのみでなく、回避したり、オートファジーを利用する細菌やウィルスがいることもわ

かってきた。感染症とオートファジーの関係は、非常に深いといえる。[3]、[4] 

最近吉森らは、オートファジーの機構がどのようにして病原細菌を感知しているのかを明

らかにした（J Cell Biol, 2013）。実は細菌が認識されているのでは無く、細菌が入り込ん

でいるエンドソーム膜に傷を付けるため、オートファジーが損傷を受けたエンドソームを除

こうとして中に居る細菌も一緒に包み込んでいたのである。この発見は、何故共通性の無い

多種類の細菌がオートファジーの攻撃を受けるのかという謎を説明すると同時に、オートフ

ァジーの主要な機能の一つが損傷オルガネラの除去であることを示唆する重要なものであ

った。この発見を契機に、種々の疾患に関わる損傷リソソームもオートファジーで除去され

ることが明らかになった（後述）。 

②生活習慣病とオートファジー 

上で述べたように、細菌が損傷したエンドソームをオートファジーが除去していることが

判明したので、損傷を受けたリソソームも同様では無いかと調べたところその通りであった
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（EMBO J, 2013）。吉森らは、これをリソファジーと呼んでいる。リソソームは様々な原因

で損傷を受けるが、栄養過多で起こる生活習慣病の原因となる尿酸結晶やコレステロール結

晶もリソソームに損傷を与える。実際、吉森らは、高尿酸血症のマウスの尿細管上皮におい

てリソファジーを欠失させると腎症が悪化することを報告している。すなわちリソファジー

は、生活習慣病の病態を抑制する働きがあると考えられる。興味深いことに、過栄養はオー

トファジーを抑制することが近年報告されており、2型糖尿病などの生活習慣病の病態とオ

ートファジーは密接に関係しているものと思われる。上記のリソファジーの発見などは、

CREST「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のた

めの技術創出」で採択された「恒常性維持機構オートファジーに着目した栄養素過剰摂取に

起因する疾患の原因解明と治療法確立」（2012－2016）によるもので、現在さらに解析を進

めている。最終的にはオートファジーの亢進による生活習慣病の抑制を目指している。 

③変性疾患とオートファジー 

本研究領域期間中の2006年に、吉森は変性疾患とオートファジーの関係についても、いち

早く興味深い研究成果を得ている。具体的には、肝細胞の小胞体内に蓄積し肝変性を引き起

こすα1-アンチトリプシンZ変異体（ATZ）をオートファジーが選択的に分解することを示し

た。 

その後、アルツハイマー病やパーキンソン病との関係に関しても多くの研究成果が出てい

るが、吉森らはオートファジーとアルツハイマー症発症の関係に関しても仮説を示している。 

オートファジー能力の低下自体が変性疾患の原因となる可能性が示される等、変性疾患と

オートファジーの関係が明らかにされつつある[3]、[4]。 

④免疫・がん等とオートファジー 

炎症性腸疾患であるクローン病についても、オートファジーとの関係が示唆されており、

2008年に吉森は大阪大学の審良静男らとともに、関係する研究成果をNatureに発表している。

免疫におけるオートファジーの役割は、病原体排除や炎症抑制にとどまらず、自然免疫にお

ける情報伝達等にも働いていることが判明しており、今後さらに研究成果が期待される領域

となっている。 

がんについては、オートファジーはがん細胞の延命や抗がん剤耐性獲得というマイナス面

と、発がん抑止というプラス面の両方に関係することが示唆されている。 

急性膵炎についても、膵外分泌腺細胞において、オートファジーが消化酵素の詰まった分

泌顆粒を分解することが発症に繋がることがわかっている。 

オートファジーはＴ細胞、脂肪細胞、赤血球等の分化にも必要で、それらの幹細胞におけ

るオートファジー不全は、貧血等の疾患の原因となる。[3]、[4] 

 

以上のように、オートファジーは社会的に課題になる多くの疾患に関係することが判明し

ており、病態の理解のみならず、治療法の開発につながる可能性が高まってきた。培養系や
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マウスの解析による成果が多いが、ヒト疾患におけるオートファジーの関与解明も今後され

に進むと考えられる。 

治療薬開発についても、米国ではオートファジー阻害剤と抗がん剤の併用の治験が開始さ

れている。[3]、[4] 

本研究領域以降の吉森の研究は、オートファジーと疾患の関係解明にとどまらず、医薬品

開発等の治療法開発も行っている。実際、理化学研究所ライブラリーを活用し、オートファ

ジーを制御する化合物探索を精力的に行っている。阪大の本部と連携し、文科省の創薬プラ

ットフォームを使うことも計画中である。製薬会社との共同研究も複数開始した。 

 

以上から、吉森らの研究は、オートファジーと疾患の関係解明という点で大きな成果を挙

げており、この領域自体の研究開発拡大に貢献した。 

オートファジーの機能を生かした医薬品開発、治療法開発は現在候補化合物の探索とメカ

ニズム解析を行う段階であるが、成果を挙げつつある。 

社会的に課題の多いオートファジー関連疾患の医薬品開発、治療法開発が進めば、社会経

済への波及は一層広がるといえる。 

図 4-8 に示すように、オートファジーは多様な機能を有しており、様々な疾患を抑制で

きる可能性を秘めている。オートファジーの機能や関係する疾患は、研究の進展により今後

さらに増加し、治療法開発も進められる可能性がある。 

 

 
 

図 4-8 オートファジーの機能88 

(3) その他 

 オートファジーの研究は、対象が酵母中心から哺乳類へ、目的が機能や構造、オートファ

                                                        
88 生化学 第 83 巻 第 2 号 81-92p（2011）（http://www.jbsoc.or.jp/old/event/magazine/pdf/83-02-02.pdf） 
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ゴソームの起源、さらに後述する疾病への関与、治療法開発等へ大きく広がっており、その

科学技術的な成果に、吉森らの研究は大きな足跡を残している。 

なお、吉森は JCS（Jouranl of Cell Science）の日本人初のエディターに選ばれ、同誌

の表紙を飾った。また、国際的なコミュニティーにおける投票により 2014 年の Gordon 

Research Conferences の議長に選ばれた。さらに、多くの国際会議に招聘されており、例

えば Cold Spring HarborAsia の感染症に関する Conferencesに、唯一細胞生物学者として

招聘されている。これらの事実は、吉森の研究が世界に受け入れられていることを示しいる。

無償で LC3の遺伝子を研究者に供与する等、当分野の研究の進展に寄与しており、「Dr. A. 

Hill」という愛称のもと、親しみやすい人柄で、世界中の研究者から「アヒルのおもちゃ」

をプレゼントされるといった点も興味深い。 
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