JP 4388392 B2 2009.12.24

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ホルモンによって活性化される性質を有する転写因子をコードする遺伝子と転写因子発
現用プロモーターとが連結されてなる転写因子発現用ＤＮＡ断片を植物由来培養細胞に導
入する第一形質転換工程と、
前記第一形質転換工程によって得られた植物由来培養細胞の中から前記転写因子を発現
する植物由来培養細胞を選抜する選抜工程と、
植物のサイレンシングを抑制する因子を持つ植物ウイルス由来の、ＲＮＡを遺伝子とす
るウイルスに任意のタンパク質をコードする遺伝子を挿入したウイルスベクターのｃＤＮ
Ａと、上記転写因子で転写誘導される転写誘導型プロモーターとが連結されてなるタンパ
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ク質発現用ＤＮＡ断片を、前記選抜工程によって選抜された植物由来培養細胞に導入する
第二形質転換工程とからなることを特徴とするタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産
方法。
【請求項２】
上記転写因子がエストロジェンレセプターを含むことを特徴とする請求項１に記載のタ
ンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項３】
上記ホルモンが、エストロジェン、ステロイドホルモンまたはエクジソンであることを
特徴とする請求項１または２に記載のタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項４】
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上記エストロジェンで活性化される性質を有する転写因子としてＬｅｘＡ−ＶＰ１６−
ｈＥＲを用い、上記転写誘導型プロモーターとしてＯLexA−４６を用いることを特徴とす
る請求項３に記載のタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項５】
上記ウイルスは、ポティ属ウイルス、ククモウイルス属ウイルス、ポテックスウイルス
属ウイルス、トンブスウイルス属ウイルス、カルモウイルス属ウイルス、トバモウイルス
属ウイルスからなる群より選択されるウイルスのいずれかであることを特徴とする請求項
１ないし４のいずれか１項に記載のタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項６】
上記ウイルスベクターが、トバモウイルス属に属するウイルス由来であることを特徴と
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する請求項５に記載のタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項７】
上記ウイルスベクターが、トマトモザイクウイルスベクターまたはタバコモザイクウイ
ルスベクターであることを特徴とする請求項６に記載のタンパク質生産用植物由来培養細
胞の生産方法。
【請求項８】
上記ウイルスベクターのｃＤＮＡの３

末端に、上記任意のタンパク質をコードする遺

伝子を挿入したウイルスベクターのｃＤＮＡから転写されたウイルスＲＮＡの３

末端に

付加された余分な配列を切断するリボザイム配列が結合していることを特徴とする請求項
１ないし７のいずれか１項に記載のタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
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【請求項９】
上記余分な配列とは、ターミネーター由来の配列またはポリＡ配列であることを特徴と
する請求項８に記載のタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項１０】
上記リボザイム配列が、肝炎デルタウイルスのリボザイム配列、またはサテライトタバ
コリングスポットウイルスのリボザイム配列であることを特徴とする請求項８または９に
記載のタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項１１】
上記任意のタンパク質をコードする遺伝子が、上記ウイルスの外被タンパク質をコード
する遺伝子と置換されていることを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項に記載
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のタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項１２】
上記転写因子発現用ＤＮＡ断片、および上記タンパク質発現用ＤＮＡ断片が、アグロバ
クテリウム法により導入されていることを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項
に記載のタンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項１３】
上記植物由来培養細胞がタバコ由来細胞であることを特徴とする請求項１に記載のタン
パク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【請求項１４】
上記タバコ由来細胞がタバコＢＹ２細胞であることを特徴とする請求項１３に記載のタ
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ンパク質生産用植物由来培養細胞の生産方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、タンパク質生産に用いる形質転換体であって、任意のタンパク質をコードす
る遺伝子が挿入されたウイルスベクターを誘導発現する形質転換体を高確率に生産する方
法、および当該生産方法によって生産されたタンパク質生産用形質転換体、並びにその利
用の一例に関するものである。
【０００２】
より具体的には、転写因子発現用ＤＮＡ断片を導入する第一形質転換工程と、前記工程
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によって得られた形質転換体の中から転写因子を発現する形質転換体を選抜する選抜工程
と、タンパク質発現用ＤＮＡ断片を前記選抜工程によって得られた形質転換体に導入する
第二形質転換工程とからなるタンパク質生産用形質転換体の生産方法、および当該生産方
法によって生産されたタンパク質生産用形質転換体、並びに上記タンパク質生産用形質転
換体を用いたタンパク質の生産方法に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
近年、植物を食糧のみならず医薬品をはじめとする有用タンパク質の生産工場として利
用することを目指し、開発が進められている。このような試みは、分子農業と呼ばれ次世
代農業として期待されている。
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【０００４】
現在植物における有用タンパク質の生産は、形質転換植物（植物細胞）を用いる方法（
例えば非特許文献１参照）と、ウイルスベクターを植物に感染させる方法のいずれかで行
われている（例えば非特許文献２参照）。前者は植物を栽培するだけで生産が可能であり
、大規模化に適しているが、１細胞あたりの生産効率は著しく低い。一方、後者は前者に
比べ高い生産効率を得ることができるが、接種作業およびウイルスの外界への飛散等が大
規模化に際しての問題点となっている。
【０００５】
本発明者らは、上記両者の利点、すなわち大規模生産能力・高い生産効率および安全性
を併せ持つ新しいタンパク質合成系（高効率ｍＲＮＡ誘導増幅系）を開発した。この高効
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率ｍＲＮＡ誘導増幅系の特徴は、ウイルスの複製酵素遺伝子と、それにより増幅される有
用タンパク質遺伝子とを、共に植物の染色体に組み込むことであり、さらに、その組み換
え植物での複製酵素の発現を制御することにより、有用タンパク質の合成を制御する点で
ある（非特許文献３参照）。
【０００６】
さらに、本発明者らは、植物のサイレンシング反応に対するサプレッサーを持つウイル
スを利用することにより、上記高効率ｍＲＮＡ誘導増幅系のｍＲＮＡの増幅効率を向上さ
せることに成功した（非特許文献４および５参照）。
【０００７】
また本発明者らは、上記高効率ｍＲＮＡ誘導増幅系において、ウイルスｃＤＮＡの３
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末端にリボザイム配列を組み込みんだ結果、リボザイム配列無しの場合に比べてウイルス
ＲＮＡ増殖が顕著に増加することを発見した（例えば非特許文献５）。
【非特許文献１】Glynis Giddings, Gordon Allison, Douglas Brooks & Adrian Carter.
Transgenic plants as factories for biopharmaceuticals. Nature Biotechnology 200
0,18: 1151‑1155.
【非特許文献２】Pogue GP, Lindbo JA, Garger SJ, Fitzmaurice WP Making an ally fr
om an enemy: Plant virology and the new agriculture. Annu Rev Phytopathol. 2002,
40: 45‑74.
【非特許文献３】Mori, M., Fujihara, N., Mise, K. and Furusawa, I. (2001) Inducib
le high‑level mRNA amplification system by viral replicase in transgenic plants.
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Plant J 27(1), 79‑86.
【非特許文献４】石川県農業短期大学附属農業資源研究所平成１３年度年報 No.10 2001
、p.14‑15.（発行日：平成1４年９月２５日）
【非特許文献５】石川県農業短期大学附属農業資源研究所平成１４年度年報 No.11 2002
、p.14‑15.（発行日：平成１５年１２月２６日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明者等が開発した上記高効率ｍＲＮＡ増幅系を用いた外来タンパク質の生産方法は
、上述のとおり外来タンパク質を高効率・安価・安全に生産するための優れた手段である
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。
【０００９】
しかし、形質転換体（細胞）を生産（作出）するにあたり、得られた形質転換体（細胞
）のラインによって、ウイルスベクターの発現量および外来タンパクの発現量が大きく異
なる場合が多い。この発現量の違いは、導入した転写因子をコードする遺伝子、およびウ
イルスベクターをコードする遺伝子が、染色体上のどの位置に組み込まれるかに起因する
ものであると考えられた。すなわち従来のウイルスベクターの導入方法は、ウイルスベク
ターと転写因子をコードする遺伝子を同一ベクター上で連結し、同時に宿主細胞へ導入し
ていた。したがって、ウイルスベクターと転写因子をコードする遺伝子は、染色体上の同
一の位置に組み込まれることとなる。しかしこのとき、ウイルスベクターの発現に好適な
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染色体上の位置と転写因子の発現に好適な染色体上の位置とが一致しているとは限らず、
例えばウイルスベクターの発現には好適な染色体上の位置に組み込まれていながら転写因
子の発現には好適でない場合や、逆に転写因子の発現には好適であるがウイルスベクター
の発現には好適でない場合が起こりうる。かかる場合には、形質転換体（細胞）であって
もウイルスベクターの誘導発現の効率が低く、外来の目的タンパク質の発現量も低くなっ
てしまう。また、導入したベクターが染色体上のどこに組み込まれるかは、現在のところ
全くの偶然によるほかはない。かかる事情によって、ウイルスベクターの発現効率・目的
タンパク質の発現効率が高い形質転換体（細胞）が得られる確率は非常に低く、所望の形
質転換体（細胞）ラインを選抜するためには、多数の形質転換体（細胞）からスクリーニ
ングする必要があった。それゆえ、上記高効率ｍＲＮＡ増幅系を用いてタンパク質の生産
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を行なうためには、多大な時間と労力が必要であった。
【００１０】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、高効率でウイルス
ベクターを誘導発現し、目的タンパク質を高発現する形質転換体（細胞）を高確率で生産
（作出）することができる方法を開発し、高効率ｍＲＮＡ誘導増幅系を用いたタンパク質
生産方法を実現することに有る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、上記の課題を解決するために鋭意検討した結果、転写因子をコードする
遺伝子が、当該転写因子の発現に最も適した染色体上の位置に組み込まれた形質転換体（
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細胞）、換言すれば転写因子を安定的に高生産する形質転換体（細胞）をまず生産（さく
作出）し、上記得られた形質転換体に、目的タンパク質をコードする遺伝子が挿入された
ウイルスベクターを導入すれば、高効率でウイルスベクターを誘導発現し、目的タンパク
質を高発現する形質転換体（細胞）を高確率で生産（作出）することができることを発見
し、本発明を完成させるに至った。
【００１２】
すなわち、本発明のかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法は、転写因子をコー
ドする遺伝子と転写因子発現用プロモーターとが連結されてなる転写因子発現用ＤＮＡ断
片を宿主細胞に導入する第一形質転換工程と、前記第一形質転換工程によって得られた形
質転換体の中から前記転写因子を発現する形質転換体を選抜する選抜工程と、ＲＮＡを遺
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伝子とするウイルスに任意のタンパク質をコードする遺伝子を挿入したウイルスベクター
のｃＤＮＡと、上記転写因子で転写誘導される転写誘導型プロモーターとが連結されてな
るタンパク質発現用ＤＮＡ断片を、前記選抜工程によって選抜された形質転換体に導入す
る第二形質転換工程とからなることを特徴としている。
【００１３】
上記構成によれば、転写因子をコードする遺伝子が該転写因子の発現に最適な染色体上
の位置に組み込まれた形質転換体（細胞）、換言すれば転写因子を安定的に高発現する形
質転換体（細胞）をあらかじめ選抜することができる。ここで選抜された転写因子を安定
的に高発現する形質転換体に目的タンパク質遺伝子が挿入されたウイルスベクター遺伝子
を導入すれば、転写因子をコードする遺伝子およびウイルスベクターをコードする遺伝子
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の両者が、それぞれの発現に最適な染色体上の位置に組み込まれた形質転換体（細胞）を
高確率に取得することが可能となる。
【００１４】
また本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法は、上記構成に加えさらに
上記転写因子が、ホルモンによって活性化される性質を有することを特徴としている。
【００１５】
さらに上記ホルモンとしては、エストロジェンまたはステロイドホルモンであることが
好ましい。
【００１６】
より具体的には、エストロジェンで活性化される性質を有する転写因子としてＬｅｘＡ
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−ＶＰ１６−ｈＥＲを用い、上記転写誘導型プロモーターとしてＯLexA−４６を用いるこ
とができる。
【００１７】
上記のごとく転写因子がホルモンによって活性化される性質を有するものとすることで
、ウイルスベクターの発現および、目的タンパク質の発現を制御することが可能となる。
それゆえ、安全に目的タンパク質を生産することが可能となる。
【００１８】
また本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法において、上記ウイルスベ
クターは、一本鎖プラス鎖ＲＮＡを遺伝子とするウイルス由来であることを特徴としてい
る。一本鎖プラス鎖ＲＮＡウイルスは、複製能力が高く目的タンパク質の高生産が可能と
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なる。
【００１９】
さらに上記ウイルスベクターが、植物ウイルス由来であることが好ましい。
【００２０】
さらに上記ウイルスベクターが、植物のサイレンシングを抑制する因子を持つ植物ウイ
ルス由来であることが好ましい。
【００２１】
より具体的には、上記ウイルスベクターが、トバモウイルス属に属するウイルス由来で
あることが好ましい。
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【００２２】
さらに具体的には、トマトモザイクウイルスベクターまたはタバコモザイクウイルスベ
クターであることが好ましい。
【００２３】
上記構成とすることにより、発現したウイルスベクターが植物のウイルスサイレンシン
グを受けることなく増幅することができる。それゆえ、ウイルスベクターの増幅効率が向
上し、目的タンパク質の高生産が可能となる。
【００２４】
また本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法は、さらに上記ウイルスベ
クターのｃＤＮＡの３

末端に、リボザイム配列が結合していることを特徴としている。
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【００２５】
より具体的には上記リボザイム配列が、肝炎デルタウイルスのリボザイム配列、または
サテライトタバコリングスポットウイルスのリボザイム配列であることが好ましい。
【００２６】
上記構成とすることによって、形質転換体の細胞内でｃＤＮＡから転写されるウイルス
ＲＮＡの３

末端に付加され、ウイルスの複製能力低下の原因となるターミネーター由来

の配列やポリＡ配列を切断することができる。それゆえウイルスの複製能力の低下を防止
することができ、外来タンパク質の高生産が可能となる。
【００２７】
また本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法は、上記任意のタンパク質
をコードする遺伝子が、上記ウイルスの外被タンパク質をコードする遺伝子と置換されて
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いることを特徴としている。
【００２８】
上記構成とすることによってウイルスの外被タンパク質が産生されなくなり、増幅され
るウイルス遺伝子は粒子化されず他の植物に感染することがなくなる。それゆえ、ウイル
スの外界への飛散という問題を解消することが可能となる。
【００２９】
また本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法は、上記転写因子発現用Ｄ
ＮＡ断片、および上記タンパク質発現用ＤＮＡ断片が、アグロバクテリウム法により導入
されていることを特徴としている。
【００３０】
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上記構成とすることで、転写因子発現用ＤＮＡ断片、および上記タンパク質発現用ＤＮ
Ａ断片を植物および植物細胞に好適に導入することができる。
【００３１】
また本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法において、上記宿主細胞お
よび形質転換体が、植物体または植物由来培養細胞であることが好ましい。
【００３２】
より具体的には、上記植物由来培養細胞がタバコ由来細胞であることが好ましい。
【００３３】
さらには、上記タバコ由来細胞がタバコＢＹ２細胞であることが好ましい。
【００３４】

20

一方、本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体は、上記タンパク質生産用形質転換
体の生産方法によって生産されている。よって、転写因子をコードする遺伝子およびウイ
ルスベクターをコードする遺伝子の両者が、それぞれ発現に最適な染色体上の位置に組み
込まれている。それゆえ高効率でウイルスベクターを誘導発現し、目的タンパク質を高発
現する形質転換体（細胞）であるといえる。
【００３５】
一方、本発明にかかるタンパク質の生産方法は、上記タンパク質生産用形質転換体を用
いることを特徴としている。それゆえ目的タンパク質を高生産することが可能となる。
【００３６】
また、本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産キットは、上記本発明にかか

30

るタンパク質生産用形質転換体の生産方法を行なうためのキットである。上記キットによ
れば、本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体（細胞）をより簡便に生産することが
可能となる。それゆえ目的タンパク質の高生産が可能となる。
【発明の効果】
【００３７】
本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法によれば、転写因子をコードす
る遺伝子が該転写因子の発現に最適な染色体上の位置に組み込まれた形質転換体（細胞）
、換言すれば転写因子を安定的に高発現する形質転換体（細胞）をあらかじめ選抜するこ
とができる。ここで選抜された転写因子を安定的に高発現する形質転換体（細胞）にウイ
ルスベクター遺伝子を導入すれば、転写因子をコードする遺伝子およびウイルスベクター
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をコードする遺伝子の両者が、それぞれ発現に最適な染色体上の位置に組み込まれた形質
転換体（細胞）を高確率に取得することが可能となる。それゆえ、目的タンパク質を高生
産することができる形質転換体（細胞）を少ない労力と時間で取得することができるとい
う効果を奏する。
【００３８】
また本発明にかかる形質転換体（細胞）、および本発明にかかるタンパク質の生産方法
によれば、目的とするタンパク質を高生産することが可能となるという効果を奏する。
【００３９】
さらに本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産キットによれば、より簡便に
目的タンパク質を高生産することができる形質転換体（細胞）を少ない労力と時間で取得
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することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
本発明の実施の一形態について説明すれば、以下の通りである。なお、本発明は、これ
に限定されるものではない。
【００４１】
（Ａ）本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法
本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産方法（以下、本形質転換体の生産方
法と称する）は、（１）転写因子をコードする遺伝子と転写因子発現用プロモーターとが
連結されてなる転写因子発現用ＤＮＡ断片を細胞に導入する第一形質転換工程と、（２）

10

前記第一形質転換工程によって得られた形質転換体の中から前記転写因子を発現する形質
転換体を選抜する選抜工程と、（３）ＲＮＡを遺伝子とするウイルスに任意のタンパク質
をコードする遺伝子を挿入したウイルスベクターのｃＤＮＡと、上記転写因子で転写誘導
される転写誘導型プロモーターとが連結されてなるタンパク質発現用ＤＮＡ断片を、前記
選抜工程によって選抜された形質転換体に導入する第二形質転換工程とからなる。以下、
工程ごとに説明する。
【００４２】
（Ａ−１）第一形質転換工程
本第一形質転換工程では、転写因子をコードする遺伝子と、該転写因子の発現を担うプ
ロモーター（転写因子発現用プロモーター）とを連結して構築したＤＮＡ断片（転写因子

20

発現用ＤＮＡ断片）を、適当な宿主細胞に導入する工程である。当該工程によって、後述
するウイルスベクター発現用プロモーターの転写誘導を行なう転写因子を安定的に高発現
する形質転換体（細胞）の生産（作出）を行なう。すなわち宿主細胞の転写因子の発現に
最適な染色体上の位置に、該転写因子をコードする遺伝子が組み込まれた形質転換体（細
胞）候補を生産（作出）する工程である。
【００４３】
上述のごとく、現時点では転写因子発現用ＤＮＡ断片を宿主細胞に導入する場合、染色
体上のどの位置に組み込まれるかを制御することは困難である。よって転写因子発現用Ｄ
ＮＡが宿主細胞に導入された形質転換体（細胞）であっても、該転写因子の発現に好適な
染色体上の位置に組み込まれる場合もあれば、好適でない場合もある。その結果、形質転
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換体間で転写因子の発現量に差が生じてしまう。したがって本工程では、まず転写因子を
安定的に高発現する形質転換体（細胞）を生産（作出）することを目的としている。
【００４４】
＜転写因子発現用ＤＮＡ断片＞
次に本第一形質転換工程で使用する転写因子発現用ＤＮＡ断片について説明する。転写
因子発現用ＤＮＡ断片は、転写因子発現用プロモーターの下流に転写因子をコードする遺
伝子が連結されている。またこの他、ベクター配列、ターミネーター、薬剤耐性マーカー
等のＤＮＡセグメントが含まれていてもよい。かかる転写因子発現用ＤＮＡ断片の構築方
法は、通常の遺伝子工学的手法を用いて行なえばよい。
40

【００４５】
ここで転写因子発現用プロモーターは、転写因子を発現することが可能なものであれば
特に限定されるものではなく、また恒常的にプロモーター活性を有するもの（以下、恒常
的プロモーターと称する）であってもよいし、さらに転写因子によってプロモーター活性
が誘導されるものであってもよい。ただし、転写因子の発現をさらに別の転写因子で制御
することは、タンパク質の発現系自体が複雑化すること、コスト面で不利等の理由により
、上記転写発現用プロモーターとしては、恒常的プロモーターの方がより好ましいといえ
る。恒常的プロモーターの例としては、カリフラワーモザイクウイルス３５Ｓプロモータ
ー、ＰＧ10‑90（Ishige, F., Takaichi, M., Foster,

R.,Chua, N. H. and Oeda, K.(19

99) A G‑box motif(GCCACGTGCC) tetramer confers high‑level constitutive expressio
n in dicot and monocot plants. Plant J. 20, 127‑133. 参照）、ユビキチンプロモー
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ター、アクチンプロモーター等が挙げられる。
【００４６】
一方使用する転写因子は、特に限定されるものではなく、後述する第二形質転換工程に
おいて導入するタンパク質発現用ＤＮＡ断片中に含まれるプロモーターを転写誘導するも
のを適宜選択して使用すればよい。特に上記転写因子は、ホルモンによって活性化される
性質を有するものであることが好ましい。かかるホルモンとしては、エストロジェン、ス
テロイドホルモン、エクジソン等が挙げられる。かかる転写因子は、ホルモンが存在しな
い状態においては不活性型でありプロモーターの転写誘導を行なうことができないが、ホ
ルモンが存在することによって活性型に変化しプロモーターの転写誘導を行なうことがで
きる。この性質を利用すれば目的タンパク質の生産をより綿密に制御できるため、より安

10

全に目的タンパク質の生産を行なうことができるといえる。すなわち、タンパク質生産を
行なう必要がないとき、あるいはタンパク質生産を行なってはいけないときには、タンパ
ク質生産系にホルモンを添加しなければよい。
【００４７】
かかるホルモンによって活性化される性質を有する転写因子、および該転写因子によっ
て転写誘導されるプロモーターの組み合わせとしては、例えば、ステロイドホルモンで活
性化される転写因子であるＧＶＧと該転写因子によって転写誘導されるプロモーターであ
る６ｘＵＡＳｇａｌ４の組み合わせ、エストロジェンで活性化される転写因子ＬｅｘＡ−
ＶＰ１６−ｈＥＲと該転写因子によって転写誘導可能なプロモーターであるＯＬｅｘＡ−
４６（Zuo J, Niu QW, Chua NH.

An estrogen receptor‑based transactivator XVE me

diates highly inducible gene exprssion in transgenic plants.

20

Plant J.2000, 24:

265‑273 参照）の組み合わせ、エクジソンで活性化される転写因子であるエクジソンレ
セプターGR Act and DBDとヘルペスウイルストランスアクチベーションドメインHecR LBD
のキメラタンパク質と該転写因子によって転写誘導可能なプロモーターＧＲＥの組み合わ
せ等が挙げられる。ただし、タンパク質生産用の宿主として植物体および植物細胞を利用
する場合においては、活性化に用いるホルモンによる宿主への悪影響が少ないという理由
からエストロジェンで活性化される転写因子ＬｅｘＡ−ＶＰ１６−ｈＥＲと該転写因子に
よって転写誘導可能なプロモーターであるＯLexA−４６の組み合わせが好ましいといえる
。
30

【００４８】
図１（ａ）に転写因子発現用ＤＮＡの一例を示す。図１（ａ）は、形質転換用ベクター
であるＴｉプラスミドｐＥＲ８（−Ｓｔｕ）の一部分を示している。同図中左から転写因
子発現用の恒常的プロモーターＰG10‑90、その下流にエストロジェンレセプターを含む融
合転写因子ＬｅｘＡ−ＶＰ１６−ｈＥＲ、その３

末端にターミネーター配列ＴE9、また

その下流に薬剤耐性マーカーとしてハイグロマイシン耐性遺伝子Ｈｙｇrがある。
【００４９】
＜転写因子発現用ＤＮＡ断片を導入する宿主細胞およびＤＮＡ断片導入方法＞
上記転写因子発現用ＤＮＡ断片が導入される宿主細胞は特に限定されるものではなく、
動物由来細胞であっても植物由来細胞であってもよい。ただし、植物由来細胞は、動物由
来細胞に比して、増殖速度が速くコンタミネーションのリスクが少ない点、培地作成費用
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が非常に安価であるという点において、植物由来細胞がより好ましい。なお、動物由来細
胞および植物由来細胞とは、細胞、組織、並びに器官も含む意味である。特に液体培地等
で培養可能な細胞（培養細胞）が好ましい。
【００５０】
また由来となる動物としては、特に限定されるものでないが、ヒト、サル、イヌ、ヒツ
ジ、ヤギ、ウサギ、マウス、ラット、モルモット、チャイニーズハムスター、ウシ、ウマ
、ブタ、メダカやゼブラフィッシュ等の魚類、カイコ、夜蛾（Spodoptera frugiperda）
等が挙げられる。一方由来となる植物としては、特に限定されるものではないが、イネ、
シロイナズナ、オオムギ、コムギ、タバコ、トマト、キュウリ、ダイズ、ジャガイモ、ト
ウモロコシ、ニチニチソウ、シロイヌナズナ、アルファルファが挙げられる。その他、枯
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草菌や乳酸菌などの菌類、酵母など単細胞生物が宿主細胞として利用できる。
【００５１】
また動物由来細胞の例としては特に限定されるものではないが、ＨｅＬａ細胞、ＣＨＯ
細胞、メラノーマ細胞、マウス３Ｔ３細胞が挙げられる。また植物由来細胞の例としては
、タバコＢＹ２細胞、ジャガイモ由来、イネ由来、サツマイモ由来、ダイズ由来、パセリ
由来、シロイヌナズナ由来、コムギ由来、トウモロコシ由来細胞、ニチニチソウ由来細胞
が挙げられる。
【００５２】
後述する実施例において、タバコＢＹ２細胞を宿主として用いている。タバコＢＹ２細
胞(Toshiyuki nagata, Yasuyuki Nemoto, and Seiichiro Hasezawa
Line as the

Hela

Tobacco BY‑2 Cell

Cell in the Cell Biology of Higher Plants

10

International

Review of cytology, vol.132, p.p. 1‑30 (1992) 、および http://wwwriken.go.jp/r‑w
prld/info/release/press/2003/030620/ 参照)は、植物培養細胞株としては、世界中で最
も広く用いられているものであり、最も増殖速度が速いこと、遺伝子操作が容易なこと、
大量培養を容易に行うことができるという理由から採用した。
【００５３】
また、転写因子発現用ＤＮＡ断片を宿主細胞へ導入する形質転換方法は特に限定される
ものではなく、宿主細胞の種類に応じた適切な形質転換方法を用いればよい。例えば、特
別なベクター配列を有しないＤＮＡ断片を導入する場合には、エレクトロポレーション法
、パーティクルガン法、リン酸カルシウム法等を用いることができる。また植物由来細胞
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への一般的な形質転換法としては、アグロバクテリウムを用いた形質転換法（アグロバク
テリウム法）を挙げることができ、本発明でもアグロバクテリウム法を好適に用いること
ができる。ただしアグロバクテリウム法を用いて形質転換する場合には、本発明にかかる
ＤＮＡ断片を含むＴｉプラスミドを構築する必要がある。またその他プロトプラスト／ス
フェロプラスト法、リン酸カルシウム法、リポソーム法、ＤＥＡＥデキストラン法等の従
来公知の方法を好適に用いることができる。
【００５４】
ただし転写因子発現用ＤＮＡ断片は、宿主細胞のゲノムに組み込まれることが好ましい
。転写因子発現用ＤＮＡ断片がゲノムに組み込まれることにより、細胞分裂後の娘細胞に
もベクターの構成に含まれる遺伝子を確実に伝達することが可能となり、転写因子（タン
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パク質）の生産効率を維持することが可能となるからである。ゲノムは染色体（核ゲノム
）に限定されるものではなく、ミトコンドリアゲノムや葉緑体ゲノムも含まれる。
【００５５】
また転写因子発現用ＤＮＡ断片が宿主細胞に導入されたか否かを確認する方法は、特に
限定されるものではなく、公知の各種の方法を用いることができる。具体的には、各種マ
ーカーを用いればよい。例えば、宿主細胞中で欠失している遺伝子をマーカーとして用い
、このマーカーと組み換え植物ウイルス遺伝子とを含むプラスミド等を発現ベクターとし
て宿主細胞に導入する。これによってマーカー遺伝子の発現から本発明の遺伝子の導入を
確認することができる。例えば後述する実施例においては、薬剤耐性マーカー（ハイグロ
マイシン耐性遺伝子、Ｈｙｇr）を用いており、ハイグロマイシンを含有する培地中で、
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形質転換候補株を培養することにより、生育してきた細胞株を形質転換体として選抜する
ことが可能となる。その他のマーカーとしては、ビアラホス耐性マーカー、カナマイシン
耐性マーカー等が植物細胞の選抜に有効であり、ピューロマイシン耐性マーカー、ブレオ
マイシン耐性マーカー、ＸＧＰＲＴ遺伝子、ＤＨＦＲ遺伝子、チミジンキナーゼ遺伝子等
が動物細胞の選抜には有効である。さらに酵母などでは、ウラシル要求性マーカーをはじ
めとする栄養要求性マーカーを選抜に用いることができる。但しこれら形質転換体の選抜
方法は、限定されるものではなく、発現ベクターを導入する宿主等に応じて適宜選択して
用いればよい。その他、宿主細胞から調製したゲノムＤＮＡを鋳型とし、導入したタンパ
ク質（転写因子）の遺伝子全長を特異的に増幅するいわゆるジェノミックＰＣＲ法を挙げ
ることができる。この方法によって、目的タンパク質（転写因子）をコードする遺伝子が
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増幅されてくることを電気泳動法等によって確認できれば、該遺伝子の導入を確認するこ
とができる。
【００５６】
（Ａ−２）選抜工程
本形質転換体の生産方法における第２工程として、当該選抜工程がある。当該選抜工程
では、上記第一形質転換工程によって得られた形質転換体（細胞）の中から前記転写因子
を安定的に高発現する形質転換体（細胞）の選抜を行なう。すなわち転写因子の発現に最
適な宿主細胞の染色体上の位置に、該転写因子をコードする遺伝子が組み込まれた形質転
換体（細胞）を選抜（スクリーニング）する工程である。
【００５７】

10

当該選抜工程における具体的選抜方法は上記第一形質転換工程で得られた形質転換体（
細胞）の中から目的とする転写因子を安定的に高発現する形質転換体を選抜する方法であ
れば特に限定されるものではない。
【００５８】
例えば、形質転換体（細胞）から発現タンパク質を抽出し、該転写因子特異抗体を用い
てその発現量を検出する方法として、ウエスタンブロット法、エライザ法、ドットブロッ
ト法等が適用可能である。また、形質転換体（細胞）から発現ＲＮＡを抽出し、該転写因
子の遺伝子配列に相補的なプローブを用いて転写因子のｍＲＮＡの発現量を検出する方法
として、例えばノーザンブロット法、ドットブロット法等が適用可能である。さらに、例
えばＲＴ−ＰＣＲ法、リアルタイムＰＣＲ法、マイクロアレイ法等によって該転写因子ｍ
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ＲＮＡの発現量を検出することも可能である。
【００５９】
（Ａ−３）第二形質転換工程
当該第二形質転換工程は、上記選抜工程により選抜された転写因子を高発現する形質転
換体（細胞）（以下転写因子高発現形質転換体（細胞）と称する）に、ＲＮＡを遺伝子と
するウイルスに任意のタンパク質をコードする遺伝子を挿入したウイルスベクターのｃＤ
ＮＡと、上記転写因子高発現形質転換体が発現する転写因子で転写誘導される転写誘導型
プロモーターとが連結されてなるタンパク質発現用ＤＮＡ断片を導入する工程である。あ
らかじめ転写因子を高発現する形質転換体に、目的とするタンパク質をコードする遺伝子
が挿入されたウイルスベクターのｃＤＮＡを導入することにより、より高確率に目的タン
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パク質を高生産する形質転換体（細胞）を生産することができる。
【００６０】
＜タンパク質発現用ＤＮＡ断片＞
本タンパク質発現用ＤＮＡ断片は、形質転換体（細胞）に任意のタンパク質を生産させ
るために使用するＤＮＡ断片であり、少なくともＲＮＡを遺伝子とするウイルスに任意の
タンパク質をコードする遺伝子を挿入したウイルスベクターのｃＤＮＡと、上記転写因子
高発現形質転換体（細胞）が発現する転写因子で転写誘導される転写誘導型プロモーター
とからなる。この他、任意のタンパク質をコードする遺伝子挿入用のクローニングサイト
（好ましくはマルチクローニングサイト）・ベクター配列・ターミネーター・薬剤耐性マ
ーカー等のＤＮＡセグメントが含まれていてもよい。かかる転写因子発現用ＤＮＡ断片の
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調製方法は、通常の遺伝子工学的手法を用いて行なえばよい。
【００６１】
転写誘導型プロモーターは、転写因子高発現形質転換体が生産する転写因子に応じて選
択すればよく、その組み合わせの一例については、（Ａ−１）第一形質転換工程の項で述
べたとおりである。
【００６２】
細胞に生産させる任意のタンパク質は特に限定されるものではなく、外来の有用タンパ
ク質であってもよく、当該植物が本来有するタンパク質であってもよい。例えば、医薬品
として利用可能なヒトのタンパク質等が好適である。
【００６３】
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ウイルスベクターとしては、ＲＮＡを遺伝子とするウイルス由来のウイルスベクターで
あれば特に限定されるものではなく、二本鎖ＲＮＡウイルス、一本鎖マイナス鎖ＲＮＡウ
イルス、一本鎖プラス鎖ＲＮＡウイルス由来のウイルスベクターを用いることができる。
中でも細胞内でｃＤＮＡから転写されたＲＮＡ自体がｍＲＮＡとして機能するという理由
から、一本鎖プラス鎖ＲＮＡを遺伝子とするウイルス由来のウイルスベクターであること
が特に好ましい。
【００６４】
また、ウイルスベクターは植物ウイルス由来のウイルスベクターに限定されるものでは
なく、動物ウイルス、ファージを含むあらゆるＲＮＡウイルス由来のウイルスベクターを
用いることが可能である。しかしながら、植物細胞に任意のタンパク質を生産させる目的
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で使用する場合には、植物ウイルス由来のウイルスベクターであることが好ましく、中で
も植物のサイレンシングを抑制する因子（サプレッサー）を持つウイルス由来のウイルス
ベクターであることが特に好ましい。サイレンシングのサプレッサーを持つウイルスベク
ターを用いることにより、増幅の後半においてもｍＲＮＡが分解される現象が生じない。
サイレンシングのサプレッサーを持つ植物ウイルスとしては、例えば、ポティ属（Potyvi
rus属）ウイルス、ククモウイルス属（Cucumovirus属）ウイルス(例えばキュウリモザイ
クウイルス（ＣＭＶ）)、ポテックスウイルス属（Potexvirus属）ウイルス（例えばジャ
ガイモＸウイルス(ＰＶＸ)）、トンブスウイルス属（Tombusvirus属）ウイルス(例えばト
マトブッシースタントウイルス（ＴＢＳＶ）、Cymbidiumu ringspot virus （ＣｙｍＲＳ
Ｖ）)、カルモウイルス属（Carmovirus属）ウイルス(例えば、Turnip crinkle virus （
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ＴＣＶ）)、トバモウイルス属（Tobamovirus属）ウイルス（例えば、タバコモザイクウイ
ルス（ＴＭＶ）、トマトモザイクウイルス（ＴｏＭＶ））が挙げられる。
【００６５】
また上記ウイルスベクターのｃＤＮＡの３

末端には、リボザイム配列が結合している

ことが好ましい。形質転換体の細胞内でｃＤＮＡから転写されるウイルスＲＮＡの３

末

端に付加されウイルスの複製能力低下の原因となるターミネーター由来の配列やポリＡ配
列を切断することができるからである。その結果ウイルスの複製能力の低下を防止するこ
とができ、目的タンパク質の高生産が可能となる。結合されるリボザイム配列は、上記３
末端に付加された余分な配列を切断できるものであればよく、特に限定されるものでは
ない。例えば、肝炎デルタウイルスのリボザイム配列（GenBank accession No. X77627他
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）またはサテライトタバコリングスポットウイルスのリボザイム配列（GenBank accessio
n No. M17439）を用いることができる。
【００６６】
また任意のタンパク質をコードする遺伝子は、ウイルスの外被タンパク質をコードする
遺伝子と置換されていることが特に好ましい。この部位に目的のタンパク質遺伝子を挿入
することによりウイルスの外被タンパク質が産生されなくなり、増幅されるウイルス遺伝
子は粒子化されず他の植物に感染することがなくなるため、ウイルスの外界への飛散とい
う問題を解消することが可能となる。
【００６７】
図１（ｂ）にタンパク質発現用ＤＮＡ断片の一例を示す。図1（ｂ）は、形質転換用ベ
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クターであるＴｉプラスミドｐＢＩＣＥＲ８−ＴｏＭＶｅｒＧ３（ＳＦ３）ＳＲｚの一部
分を示している。同図中左からエストロジェンによって活性化される融合転写因子Ｌｅｘ
Ａ−ＶＰ１６−ｈＥＲによって転写誘導されるプロモーターＯLexA−４６、その下流にレ
ポーター遺伝子としてGreen Fluorescent Protein 遺伝子（以下ＧＦＰ遺伝子と称す）を
組み込んだトマトモザイクウイルスベクターＴｏＭＶ−ＧＦＰ ｃＤＮＡ、その３

末端

にサテライトタバコリングスポットウイルスリボザイム配列Ｓ−Ｒｚ、さらに３５Ｓター
ミネーター配列３５ＳＴ、またその下流に薬剤耐性マーカーとしてカナマイシン耐性遺伝
子Ｋａｎrがある。なお、上記タンパク質発現用ＤＮＡ断片の転写因子高発現形質転換体
への導入方法は、（Ａ−１）第一形質転換工程の項で述べた方法と同様に行なえばよい。
【００６８】
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上述のごとく本形質転換体（細胞）の生産方法の最大の特徴点は、同一ベクター上に転
写因子発現用ＤＮＡ断片とタンパク質発現用ＤＮＡ断片とが挿入されたベクターを用いて
宿主細胞を形質転換していた従来法と違い、転写因子発現用ＤＮＡ断片とタンパク質発現
用ＤＮＡ断片をそれぞれ別個のベクターを用いて宿主細胞に導入していることに有る。本
形質転換体の生産方法が上記特徴点を有するメリットは、以下に示すとおりである。（ア
）ウイルスベクターおよびタンパク質の発現を制御する（影響を及ぼす）転写因子の発現
量を常に一定に保つことができる。従って、転写因子を高発現する形質転換体（細胞）を
まず生産（作出）しておき、該形質転換体を用いてさらにタンパク質発現用ＤＮＡを導入
すれば、ウイルスベクターおよび目的タンパク質を高発現する形質転換体（細胞）を容易
に取得することができる。（イ）転写因子の発現量が一定である形質転換体（細胞）に種

10

々ウイルスベクターを含むタンパク質発現用ＤＮＡ断片を導入することで、ウイルスベク
ターの発現効率等を比較することができる。それゆえ、ウイルスベクターの改良等を容易
に行なうことができる。
【００６９】
上記本形質転換体（細胞）の生産方法によれば、転写因子をコードする遺伝子およびウ
イルスベクターをコードする遺伝子の両者が、それぞれ発現に最適な染色体上の位置に組
み込まれた形質転換体（細胞）を高確率に取得することが可能となる。
【００７０】
（Ｂ）本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体およびその利用
本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体（以下本形質転換体）は、上記本形質転換
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体の生産方法によって生産されたタンパク質生産用形質転換体（細胞）である。本形質転
換体は、転写因子をコードする遺伝子およびウイルスベクターをコードする遺伝子の両者
が、それぞれ発現に最適な染色体上の位置に組み込まれた形質転換体であるため、本形質
転換体を用いることによって、目的タンパク質を高生産することができるものといえる。
【００７１】
また本発明にかかるタンパク質の生産方法（以下本タンパク質の生産方法）は、上記本
形質転換体を用いることを特徴としている。すなわち、本タンパク質の生産方法は、目的
タンパク質をコードする遺伝子が導入された本形質転換体から目的タンパク質を回収する
ことにより行なう。さらに目的タンパク質をより大量に取得するためには、本形質転換体
の数を培養・栽培・育成等によって増加させ、増加させた本形質転換体から目的タンパク
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質を回収することにより行なうことが好ましい。本形質転換体の培養・栽培・育成条件等
は特に限定されるものではなく、本形質転換体に好適な条件を適宜選択して用いればよい
。植物由来培養細胞を培養する際の培地としては特に限定されるものではないが、無機塩
類、炭素源、ビタミン類、アミノ酸が加えられている場合がある。さらに、ココナツミル
クや酵母エキスを加えて成長を促進させる場合がある。その他、オーキシンとサイトカイ
ニン、ジベレリン、アブシジン酸、エチレン等の植物ホルモンを添加する場合がある。ま
た培養条件であるが、光、温度、通気の有無等を培養する細胞に応じて最適なものを採用
すればよい。例えば、タバコＢＹ２細胞を培養条件の一例としては、３７０ｍｇ／ｌリン
酸二水素カリウム、１ｍｇ／ｌチアミン塩酸、３％スクロース、０．２ｍｇ／ｌ ２，４
−Ｄを含むＭＳ培地を用い、暗所、２６℃、１３５回転/分で旋回振盪培養後、１／１０
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０量を一週間ごとに継代することが挙げられる。
【００７２】
また、本形質転換体の種類としては特に限定されるものではなく、植物・動物の個体で
あっても、植物・動物由来培養細胞であってもよい。ただし、迅速に大量にタンパク質を
生産するためには、形質転換体は培養可能な細胞（培養細胞）であることが好ましい。さ
らには、細胞の取り扱いのしやすさ・培地が安価である等の理由から、植物由来培養細胞
であることが好ましい。上記植物由来培養細胞としては、例えばタバコ由来ＢＹ２細胞が
挙げられる。以下に、植物由来培養細胞を本発明にかかるタンパク質の生産方法に用いる
ことの利点、特に植物個体を用いる場合との比較における利点を以下に示す。
【００７３】
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(a)植物個体を宿主とする場合と比較して、増殖速度が速く、形質転換細胞を短期間で
増殖することができる。また大規模化、大量生産も容易である。
【００７４】
(b)植物個体を宿主とする場合と比較して、生育させるための広大なスペース、施設(畑
、温室)等を必要としない。また培養装置を容易に大型化することが可能である。
【００７５】
(c)植物個体を宿主とする場合と比較して、カルスから植物個体を分化させる工程、花
を咲かせて種子をとる工程、該種子を蒔いて増殖させるという工程が無いため、形質転換
体の作成、スクリーニング、タンパク質生産の期間を著しく短縮することができる。
【００７６】
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(d)化学物質等の誘導物質によるタンパク質誘導発現を簡便に行うことができる。植物
個体を宿主とする場合は、植物個体に化学物質等を直接塗布、散布等の方法によって、該
植物個体全体に均一に投与する必要があり、非常に手間と時間がかかる。一方、植物由来
細胞を宿主とした場合は、細胞培養の際に、該誘導物質等を培地中に添加するだけで足り
、前細胞に対して、同時かつ均一に誘導をかけることが可能となる。
【００７７】
(e)植物個体は、蒸散作用等によって厳密な表面温度の管理が困難であるが、液体培地
中で生育する培養細胞の場合は、温度管理等が容易である。環境条件の変化等による種々
のストレスに感受性の高いプロモーターを用いた際に、安定的にタンパク質の生産を行う
ことが可能である。
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【００７８】
(f)種々の組織からなる植物個体とは異なり、培養細胞は均質であるため、組織特異的
な影響が無く、タンパク質の発現コントロールが容易である。
【００７９】
(g)細胞周期を高度に同調化できるため、厳密なタンパク質発現をコントロールするこ
とが可能となる。
【００８０】
(h)液体培養であるため、分泌型タンパク質を培地中に分泌させることによって、タン
パク質の回収、精製が容易である。また、目的タンパク質が、分泌型タンパク質でない場
合であっても、分泌型のタグを目的タンパク質に付加することによって、同様の効果が得
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られる。
【００８１】
(i)植物個体と異なり、培養細胞は生育に光を必要としないため、照明設備、および照
明にかかるコストを削減することが可能である。また、光に感受性なタンパク質を発現さ
せる場合にも有利である。
【００８２】
(j)培地中に種々の化学物質等を添加することによって、生産するタンパク質を化学修
飾することが可能である。例えば、放射性同位元素を添加することによって、放射性標識
がされたタンパク質を容易に作成することが可能となる。
【００８３】
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(k)形質転換体が外界に漏出した場合であっても、植物個体とは異なり自生することが
できず、死滅するために安全である。このことにより、植物個体、種子、花粉等の飛散防
止、安全性試験、遺伝子組み換え生物に対するリスク管理に要する設備、費用、時間が軽
減できる。
【００８４】
（Ｃ）本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産キット
本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産キット（以下、本キットと称する）
は、上記本形質転換体の生産方法を行なうためのキットである。本キットを構成するもの
については特に限定されるものではないが、転写因子をコードする遺伝子と転写因子発現
用プロモーターとが連結されてなる転写因子発現用ＤＮＡ断片、および／またはＲＮＡを
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遺伝子とするウイルスに任意のタンパク質をコードする遺伝子を挿入したウイルスベクタ
ーのｃＤＮＡと、上記転写因子で転写誘導される転写誘導型プロモーターとが連結されて
なるタンパク質発現用ＤＮＡ断片により構成されていることが好ましい。具体的には本キ
ットが、転写因子発現用ＤＮＡ断片の一例であるｐＥＲ８（−Ｓｔｕ）、および／または
タンパク質発現用ＤＮＡ断片の一例であるｐＢＩＣＥＲ８−ＴｏＭＶｅｒＧ３（ＳＦ３）
ＳＲｚにより構成されている例が挙げられる。
【００８５】
本キットの利用者は、（ａ）転写因子発現用ＤＮＡ断片を適当な宿主細胞に導入する工
程、（ｂ）その形質転換体の中から転写因子を高発現する形質転換体を選抜する工程、（
ｃ）該形質転換体に目的タンパク質をコードする遺伝子が挿入されているタンパク質発現
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用ＤＮＡ断片を導入する工程を経てタンパク質生産用形質転換体が得られることとなる。
なお本キットに含まれる転写因子発現用ＤＮＡ断片に目的タンパク質をコードする遺伝子
を挿入する方法は、遺伝子工学的手法により行なえばよい。
【００８６】
さらに本キットは、上記転写因子高発現形質転換体および／またはタンパク質発現用Ｄ
ＮＡ断片により構成されていることが好ましい。より具体的には後述する実施例において
取得した転写因子高発現形質転換体の一例である転写因子高発現タバコＢＹ２細胞ＥＲ８
−２０、および／またはタンパク質発現用ＤＮＡ断片の一例であるｐＢＩＣＥＲ８−Ｔｏ
ＭＶｅｒＧ３（ＳＦ３）ＳＲｚにより構成されている例が挙げられる。
20

【００８７】
転写因子高発現形質転換体が既に取得されているため、本キットの利用者は（ｃ）のみ
を行なえばよく、より迅速かつ簡便にタンパク質生産用形質転換体を得ることができる。
【００８８】
この他本キットには、例えば、細胞、培地、制限酵素、修飾酵素類、転写誘導用化学物
質（ステロイドホルモン、エストロジェン等）、培養フラスコ、アグロバクテリウム（植
物細胞の場合）等が含まれていてもよい。
【００８９】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
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得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【００９０】
以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるもの
ではない。
【００９１】
（実施例１：ＧＦＰ生産用形質転換タバコＢＹ２細胞の生産）
〔転写因子発現用ＤＮＡ断片導入用ベクターの構築〕
転写因子発現用ＤＮＡ断片を宿主細胞（タバコＢＹ２細胞）に導入するためのベクター
（以下転写因子発現用ＤＮＡ断片導入用ベクターと称する）として、ＴｉプラスミドｐＥ
Ｒ８（−Ｓｔｕ）を用いた。ｐＥＲ８（−Ｓｔｕ）は、恒常的プロモーターＰG10‑90の下
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流にエストロジェンレセプターを含む融合転写因子ＬｅｘＡ−ＶＰ１６−ｈＥＲをコード
する遺伝子、ターミネーターＴE9を連結し、さらに薬剤耐性マーカーとしてハイグロマイ
シン耐性遺伝子（Ｈｙｇr）を組み込んで構築した。図１(ａ)にｐＥＲ８（−Ｓｔｕ）の
構造を模式図として示した。
【００９２】
〔タンパク質発現用ＤＮＡ断片導入用ベクターの構築〕
ＴｏＭＶの外被タンパク質をコードする遺伝子を、ＧＦＰをコードする遺伝子（以下、
ＧＦＰ遺伝子と称する）で置換したＴｏＭＶ変異体を用いた。形質転換用ベクターとして
エストロジェンで転写誘導可能なプロモーターＯLexA−４６を有するＴｉプラスミドを用
い、ＯLexA−４６の下流にＴｏＭＶ変異体のｃＤＮＡを連結し、さらにその３

末端にサ
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テライトタバコリングスポットウイルスのリボザイム配列Ｓ‑Ｒｚ、３５Ｓターミネータ
ー（３５ＳＴ）、カナマイシン耐性遺伝子（Ｋａｎr）を組み込んだタンパク質発現用Ｄ
ＮＡ断片を宿主細胞（タバコＢＹ２細胞）に導入するためのベクター（以下タンパク質発
現用ＤＮＡ断片導入用ベクターと称する）ｐＢＩＣＥＲ８−ＴｏＭＶｅｒＧ３（ＳＦ３）
ＳＲｚを構築した。図１（ｂ）に、ｐＢＩＣＥＲ８−ＴｏＭＶｅｒＧ３（ＳＦ３）ＳＲｚ
の構造を模式図として示した。
【００９３】
〔第一形質転工程：転写因子発現用ＤＮＡ断片の宿主細胞への導入〕
転写因子発現用ＤＮＡ断片導入用ベクターｐＥＲ８（−Ｓｔｕ）を、タバコＢＹ２細胞
にアグロバクテリウム法により導入した。まずｐＥＲ８（−Ｓｔｕ）をエレクトロポレー
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ション法によってAgrobacterium Tumefacience EHA105系統に導入した。これをカナマイ
シン（５０ｍｇ／ｌ）を含むＡＢ sucrose培地で前培養した。次にタバコＢＹ２細胞と混
合してシャーレに移し、２６℃、暗所で４２〜４８時間静置してタバコＢＹ２細胞を形質
転換した。タバコＢＹ２細胞用培地にて洗浄した後、カルベニシリン（１００ｍｇ／ｌ）
およびハイグロマイシン（２０ｍｇ／ｌ）を含むタバコＢＹ２細胞用固形培地に広げ、形
質転換タバコＢＹ２細胞ＥＲ８を増殖させた。
【００９４】
〔選抜工程：転写因子高発現形質転換体の選抜〕
形質転換タバコＢＹ２細胞ＥＲ８のうち、２６の細胞ラインをノーザンブロット法に供
し、転写因子の発現量の高い３つの細胞ラインを選抜した。ここで「細胞ライン」とは、
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形質転換細胞を増殖させることにより形成された個々のコロニーのことを意味する。
【００９５】
〔第二形質転換工程：タンパク質発現用ＤＮＡ断片の導入〕
上記で得られた３つの転写因子高発現タバコＢＹ２細胞ライン（ＥＲ８−１７、ＥＲ８
−２０、ＥＲ８−３２）各々に、ウイルスベクターｐＢＩＣＥＲ８−ＴｏＭＶｅｒＧ３（
ＳＦ３）ＳＲｚをアグロバクテリウム法により導入し形質転換細胞を得た。
【００９６】
〔ＧＦＰの誘導発現〕
上記で得られた各形質転換細胞を１／１００量になるよう継代し、継代培養後７日間前
培養した細胞を、エストロジェンの終濃度が０．０１ｍＭとなるように加えた培地に１／
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２０量になるように移した。さらに４８時間培養した後、実体型蛍光顕微鏡装置（オリン
パス社製）および正立型蛍光顕微鏡装置（ニコン社製）で細胞を観察した。
【００９７】
結果は、各細胞ラインにおいて、ＧＦＰ蛍光が認められる細胞と認められない細胞をそ
れぞれ計数して発現率を算出し、１％以上の細胞でＧＦＰ蛍光が認められる細胞ラインを
ＧＦＰの高発現細胞ラインとした。
【００９８】
表１に各転写因子高発現タバコＢＹ２細胞ラインから得られた形質転換細胞について、
ＧＦＰの高発現細胞ラインの得られる割合を示す。なお表１は、ＥＲ８−１７、ＥＲ８−
２０、ＥＲ８−３２のみの結果を示す。
【００９９】
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【表１】

10
【０１００】
その結果、各転写因子高発現タバコＢＹ２細胞ラインのうち、ＥＲ８−２０を用いた場
合に、ＧＦＰの高発現細胞ラインが得られる割合が３３％と最も高くなった。
【０１０１】
さらに各転写因子高発現タバコＢＹ２細胞ラインについて、目的タンパク質としてＧＰ
ＦにＭＰＴ(movement protein tag)を付加した融合タンパク質を用いたタンパク質発現用
ＤＮＡ断片を導入し、上記と同様にしてＧＦＰの高発現細胞ラインが得られる割合を検討
した。
【０１０２】
その結果を表２に示す。なお表２は、ＥＲ８−２０、ＥＲ８−１７のみの結果を示す。
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【０１０３】
【表２】
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【０１０４】
その結果、前実験と同様、ＥＲ８−２０を用いた場合にＧＦＰの高発現細胞のラインが
得られる割合が３２％と最も高くなった。よって転写因子高発現タバコＢＹ２細胞ライン
ＥＲ８−２０に、タンパク質発現用ＤＮＡ断片を導入すれば、目的タンパク質を高発現す
る形質転換細胞を高確率で得られるということがわかった。また目的タンパク質を変更し
ても同様の結果が得られたことから、転写因子高発現タバコＢＹ２細胞ラインＥＲ８−２
０に対して、種々のタンパク質をコードする遺伝子が挿入された発現用ＤＮＡ断片を導入
しても、目的タンパク質高発現形質転換細胞を高確率に取得することができるといえる。
【０１０５】
（実施例２：ＧＦＰ生産用形質転換タバコＢＹ２細胞を用いたエストロジェンによるＧ
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ＦＰの誘導発現）
実施例1において、転写因子高発現タバコＢＹ２細胞ラインＥＲ８−２０を形質転換し
て取得したＧＦＰ高発現細胞（Ｅ１１３株）を用いて、ＧＦＰのエストロジェンによる誘
導発現を試みた。
【０１０６】
〔方法〕
Ｅ１１３株を１／１００量になるよう継代し、継代培養後０日間から６日間前培養した
。前培養を０日間、１日間、２日間、３日間、４日間、５日間、６日間行なったＥ１１３
株の培養液に対して、エストロジェンを終濃度０．０１ｍＭ添加しＧＦＰの誘導発現を行
なった。
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【０１０７】
エストロジェン添加後４８時間のＥ１１３株から全ＲＮＡを抽出し、ノーザンブロット
法によりＴｏＭＶに特異的なＲＮＡを検出した。解析には、ＴｏＭＶの３

非翻訳領域約

２００塩基に相補的なＲＮＡプローブを用いた。プローブのラベリングは、ロシュ・ディ
アグノスティック社のDIG RNA Labeling Kitを用いて行なった。検出には、同社のDIG Lu
minescent Ditection KitおよびCDP−Starを用い、それぞれキットのマニュアルに従って
行なった。
【０１０８】
また、エストロジェン添加後４８時間のＥ１１３株から全タンパク質を抽出し、ウエス
タンブロット法によりＧＦＰの検出を行なった。各レーン５μｇのタンパク質をロードし
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、シグナルの検出にはＧＦＰ特異抗体を用いた。その他の方法については、ウエスタンブ
ロットの標準法に準じて行なった。
【０１０９】
〔結果〕
ノーザンブロット法によるＴｏＭＶ特異的ＲＮＡの検出結果を図２（ａ）に示した。図
２（ａ）の左から７レーンは、エストロジェンによる転写誘導を行なわなかった場合の結
果（エストロジェン（−））を示し、残りの７レーンは、エストロジェンによる転写誘導
を行った場合の結果（エストロジェン（＋））を示している。図２（ａ）の結果から、エ
ストロジェンによるＴｏＭＶの明らかな転写誘導が確認された。特に０日間・１日間・２
日間・３日間・４日間前培養した場合において、ＴｏＭＶに特異的なゲノムＲＮＡおよび
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サブゲノムＧＦＰメッセンジャーＲＮＡが検出できた。なお、図２（ａ）下図にリボゾー
ムＲＮＡを検出した結果を示し、リボゾームＲＮＡ量に差がないことを確認している。
【０１１０】
一方図２（ｂ）はウエスタンブロット法によるＧＦＰの検出結果である。図２（ｂ）の
左から７レーンは、エストロジェンによる転写誘導を行なわなかった場合の結果（エスト
ロジェン（−））を示し、残りの７レーンは、エストロジェンによる転写誘導を行った場
合の結果（エストロジェン（＋））を示している。また同図中、右端のレーンにＧＦＰの
精製標品５０ｎｇをマーカーとして示している。図２（ｂ）の結果から、エストロジェン
によるＧＦＰの誘導発現が確認された。特に０日間・１日間・２日間・３日間・４日間前
培養した場合において、強いＧＦＰシグナルを検出した。この結果は図２（ａ）のＴｏＭ
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Ｖ特異的ＲＮＡの結果とリンクするものであり、ＴｏＭＶベクターは単なる遺伝子挿入の
手段というよりは、ＴｏＭＶベクターの増殖およびｍＲＮＡ増幅の手段であると考えられ
た。すなわち、図２（ａ）に示されたＴｏＭＶベクターＲＮＡの発現および複製、それに
伴ったサブゲノムＧＦＰメッセンジャーＲＮＡの発現増加が、図２（ｂ）に示されたＧＦ
Ｐの発現量に反映していると考えられる。
【０１１１】
以上説示したごとく、第一形質転換工程および選抜工程によって転写因子高発現形質転
換体（タバコＢＹ２細胞）を取得（生産）しておき、当該転写因子高発現形質転換体にタ
ンパク質生産用ＤＮＡ断片を第二形質転換工程により導入すれば、ウイルスベクターを高
効率で転写誘導し、目的タンパク質を高生産するタンパク質生産用形質転換体を高効率（
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高確率）で生産（作出）することができる。したがって、本発明にかかるタンパク質生産
用形質転換体の生産方法、本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体、本発明にかかる
タンパク質生産方法、本発明にかかるタンパク質生産用形質転換体の生産キットによれば
、高効率にウイルスベクターを誘導発現できるタンパク質生産用形質転換体を生産する時
間、費用、労力が著しく軽減され、有用タンパク質の高生産がより容易になるといえる。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
本発明により、効率よく、かつ、安価、安全に有用タンパク質を大量生産することが可
能となり、得られたタンパク質は医薬、化学工業、食品工業をはじめとする広範な分野で
有効に利用できる。さらには、本発明にかかる形質転換体に導入されたベクター、宿主細
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胞等をタンパク質生産キットとして市販することも可能となるので、実験・研究用の試薬
産業等にも応用することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】（ａ）は転写因子発現用ＤＮＡ断片導入用ベクターｐＥＲ８（−Ｓｔｕ）の構造
を示す模式図であり、（ｂ）はタンパク質発現用ＤＮＡ断片導入用ベクターｐＢＩＣＥＲ
８−ＴｏＭＶｅｒＧ３（ＳＦ３）ＳＲｚの構造を示す模式図である。
【図２】（ａ）は実施例２においてエストロジェンによるＴｏＭｖ特異的ＲＮＡの転写誘
導をノーザンブロット法により確認した写真図であり、（ｂ）は実施例２においてエスト
ロジェンによるＧＦＰの誘導発現をウエスタンブロット法により確認した写真図である。

【図１】

【図２】
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