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(57)【要約】
【課題】「タグ」部分が小さく、可逆的、かつ、特異的であり、１標的分子あたりの標識
が制御可能であり、デュアルラベルが可能な標的タンパク質・ポリペプチドの標識のため
の「タグ」を単離する方法、および、そのような特徴を有する「タグ」を提供することを
、本発明の課題とする。
【解決手段】上記課題は、３種のＰＹペプチド、ｅＰＹ、Ｐ４Ｓ、および、Ｐ４Ｗをリガ
ンドとして、これらに結合するタグペプチドを、リボソームディスプレイを用いて単離す
ることによって解決した。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
配列番号１、配列番号２、および、配列番号３からなる群から選択されるアミノ酸配列を
含むリガンドに対して特異的に結合する変異タグペプチドをコードするｍＲＮＡを、出発
タグペプチドをコードする核酸配列から生成する方法であって、以下：
（ａ）出発タグペプチドをコードする核酸配列に変異を導入して、複数の変異タグペプチ
ドをコードするｍＲＮＡ集団を生成する工程；
（ｂ）インビトロでの翻訳によって、
（ｉ）変異導入によって生成されたｍＲＮＡ集団に含まれるｍＲＮＡ、
（ｉｉ）該ｍＲＮＡによってコードされる候補変異タグペプチド、および
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（ｉｉｉ）リボソーム、
の複合体を生成する工程；
（ｃ）リガンドを、（ｂ）の複合体と接触させて、リガンドと該複合体との結合体を生成
する工程；
（ｄ）該結合体を固相に固定化する工程：
（ｅ）固相に固定化した該結合体を単離する工程；
（ｆ）固相に固定化した該結合体に含まれるｍＲＮＡを単離する工程、
（ｇ）上記（ｆ）によって単離されたｍＲＮＡに変異を導入して、複数の変異タグペプチ
ドをコードするｍＲＮＡ集団を生成する工程；および、
（ｈ）上記工程（ｂ）〜（ｇ）を繰り返した後、上記工程（ｂ）〜（ｆ）を行う工程、
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を包含する方法。
【請求項２】
配列番号１、配列番号２、および、配列番号３からなる群から選択されるアミノ酸配列を
含むリガンドに対して特異的に結合する変異タグペプチドをコードするｍＲＮＡを、該候
補タグペプチドをコードする候補ｍＲＮＡの集団から単離する方法であって、以下：
（ｂ

）候補タグペプチド、該候補タグペプチドをコードするｍＲＮＡ，および、リボソ

ームを含む複合体を生成する工程；
（ｃ）リガンドを、（ｂ

）の複合体と接触させて、リガンドと複合体との結合体を生成

する工程；
（ｄ）該結合体を固相に固定化する工程：
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（ｅ）固相に固定化した該結合体を単離する工程；および、
（ｆ）固相に固定化した該結合体に含まれるｍＲＮＡを単離する工程、
を包含する方法。
【請求項３】
配列番号１、配列番号２、および、配列番号３からなる群から選択されるアミノ酸配列を
含むリガンドに対して特異的に結合する変異タグペプチドをコードするｍＲＮＡを、出発
タグペプチドをコードする核酸配列から生成する方法であって、以下：
（ａ）出発タグペプチドをコードする核酸配列に変異を導入して、複数の変異タグペプチ
ドをコードするｍＲＮＡ集団を生成する工程；
（ｂ）インビトロでの翻訳によって、
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（ｉ）変異導入によって生成されたｍＲＮＡ集団に含まれるｍＲＮＡ、
（ｉｉ）該ｍＲＮＡによってコードされる候補変異タグペプチド、および
（ｉｉｉ）リボソーム、
の複合体を生成する工程；
（ｃ

）固相に固定化したリガンドを、（ｂ）の複合体と接触させて、固相上でリガンド

と該複合体との結合体を生成する工程；
（ｅ）固相に固定化した該結合体を単離する工程；
（ｆ）固相に固定化した該結合体に含まれるｍＲＮＡを単離する工程、
（ｇ）上記（ｆ）によって単離されたｍＲＮＡに変異を導入して、複数の変異タグペプチ
ドをコードするｍＲＮＡ集団を生成する工程；および、
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（ｈ）上記工程（ｂ）〜（ｇ）を繰り返した後、上記工程（ｂ）〜（ｆ）を行う工程、
を包含する方法。
【請求項４】
配列番号１、配列番号２、および、配列番号３からなる群から選択されるアミノ酸配列を
含むリガンドに対して特異的に結合する変異タグペプチドをコードするｍＲＮＡを、該候
補タグペプチドをコードする候補ｍＲＮＡの集団から単離する方法であって、以下：
（ｂ

）候補タグペプチド、該候補タグペプチドをコードするｍＲＮＡ，および、リボソ

ームを含む複合体を生成する工程；
（ｃ

）固相に固定化したリガンドを、（ｂ

）の複合体と接触させて、リガンドと複合

体との結合体を生成する工程；
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（ｅ）固相に固定化した該結合体を単離する工程；および、
（ｆ）固相に固定化した該結合体に含まれるｍＲＮＡを単離する工程、
を包含する方法。
【請求項５】
請求項１〜４いずれか一項に記載の方法によって単離されたｍＲＮＡ。
【請求項６】
請求項５に記載のｍＲＮＡであって、配列番号２２〜３３からなる群から選択されるアミ
ノ酸配列をコードする核酸配列を含む、ｍＲＮＡ。
【請求項７】
以下の式：
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［Ａ］−［Ｂ］−[Ｃ］
または、
［Ｃ］−［Ｂ］−[Ａ］
からなる可逆的デュアルラベリングが可能なポリペプチドであって、ここで、
Ａは、配列番号２２〜２９からなる群から選択されるアミノ酸からなるペプチドであり、
Ｂは、任意のアミノ酸配列からなるペプチドであり、
Ｃは、配列番号３０〜３３からなる群から選択されるアミノ酸からなるペプチド
である、ポリペプチド。
【請求項８】
以下の式：
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［Ａ］−［Ｂ］−[Ｃ］
または、
［Ｃ］−［Ｂ］−[Ａ］
からなる可逆的デュアルラベリングが可能なポリペプチドをコードする核酸であって、こ
こで、
Ａは、配列番号２２〜２９からなる群から選択されるアミノ酸からなるペプチドであり、
Ｂは、任意のアミノ酸配列からなるペプチドであり、
Ｃは、配列番号３０〜３３からなる群から選択されるアミノ酸からなるペプチド
である、核酸。
40
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願発明は、タンパク質の可逆的ラベリング法の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
タンパク質やポリペプチドを特異的に標識することは、生化学的解析および生理学的解
析にとって重要である。標識は、標的分子であるタンパク質・ポリペプチドに対して特異
的でなければならない。また、標的分子に解析のためには、標的分子あたりの標識分子に
数を制御することが好ましい。
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【０００３】
標的分子に対する抗体は、標的分子に標識を結合される「タグ」を必要としない点にお
いて優れているが、その調製が困難である。標識分子内に放射性同位体を導入する技術も
あるが、標識分子の調製が困難であり、また、デュアルラベル（二重標識）も困難である
。
【０００４】
タンパク質を標識する従来技術としては、例えば、特定の官能基と結合を形成できる活
性基と蛍光物質などの標識試薬とが結合した標識試薬活性基と、標識する標的タンパク質
とを混合してランダムに標識する方法が存在する。この場合、前記活性基と、それと反応
できるタンパク質の官能基とが結合することで、結果として標識試薬がタンパク質に導入
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され標識が達成される。前記活性基として、アミノ基と反応するN‑ヒドロキシル スクシ
ンイミド（NHS；N‑hydroxyl succinimide）やスルフヒドリル基と反応するマレイミド（m
aleimide）などが公知である。また同様の活性基をその両端に具備する各種のクロスリン
カーを用いて、標識試薬と標的タンパク質とをクロスリンカーを介して架橋することで標
識する方法などが知られている。しかしながら、これらの方法は何れもランダムにタンパ
ク質を標識する非制御的な方法であり、そのため、１標的分子あたりの標識数が制御でき
ない。
【０００５】
特異的結合対の「タグ」配列を導入する方法も存在するが（例えば、マルトース結合タ
ンパク質（ＭＢＰ）、ＮＡＰタグ、Ｈａｌｏタグ、ならびに、非特許文献１および２）、
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これらの「タグ」は、非常にサイズが大きく、標的タンパク質・ポリペプチド自体の活性
などに悪影響を与えかねないという問題点がある。
【０００６】
標的タンパク質・ポリペプチドの標識には、「タグ」部分が小さく、可逆的、かつ、特
異的であり、１標的分子あたりの標識が制御可能であり、デュアルラベルが可能なものが
求められている。しかしながら、従来は、そのような要求を満たすラベリング法は存在し
ていなかった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
30

【０００７】
【非特許文献１】Ｔｓｕｋｉｊｉら、ＮＡＴＵＲＥ
、ＶＯＬ．５、Ｎｏ．５、ＭＡＹ

ＣＨＥＭＩＣＡＬ

ＢＩＯＬＯＧＹ

２００９、ｐｐ３４１−３４３

【非特許文献２】Ｇａｕｔｉｅｒら、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ
ｐｐ１２８‑１３６，Ｆｅｂｒｕａｒｙ

＆

Ｂｉｏｌｏｇｙ、１５，

２００８

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
「タグ」部分が小さく、可逆的、かつ、特異的であり、１標的分子あたりの標識が制御
可能であり、デュアルラベルが可能な標的タンパク質・ポリペプチドの標識のための「タ
グ」を単離する方法、および、そのような特徴を有する「タグ」を提供することを、本発

40

明の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題は、３種のＰＹペプチド、ｅＰＹ（配列番号１：ＥＹＰＰＹＰＰＰＰＹＰＳＧ
）、Ｐ４Ｓ（配列番号２：ＧＴＰＳＰＰＹＴＶＧ）、および、Ｐ４Ｗ（配列番号３：ＧＴ
ＰＷＰＰＹＴＶＧ）をリガンドとして、これらに結合するタグペプチドを、リボソームデ
ィスプレイを用いて単離することによって解決した。
【００１０】
本発明は、例えば、以下を提供する；
（項目１）
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配列番号１、配列番号２、および、配列番号３からなる群から選択されるアミノ酸配列を
含むリガンドに対して特異的に結合する変異タグペプチドをコードするｍＲＮＡを、出発
タグペプチドをコードする核酸配列から生成する方法であって、以下：
（ａ）出発タグペプチドをコードする核酸配列に変異を導入して、複数の変異タグペプチ
ドをコードするｍＲＮＡ集団を生成する工程；
（ｂ）インビトロでの翻訳によって、
（ｉ）変異導入によって生成されたｍＲＮＡ集団に含まれるｍＲＮＡ、
（ｉｉ）該ｍＲＮＡによってコードされる候補変異タグペプチド、および
（ｉｉｉ）リボソーム、
10

の複合体を生成する工程；
（ｃ）リガンドを、（ｂ）の複合体と接触させて、リガンドと該複合体との結合体を生成
する工程；
（ｄ）該結合体を固相に固定化する工程：
（ｅ）固相に固定化した該結合体を単離する工程；
（ｆ）固相に固定化した該結合体に含まれるｍＲＮＡを単離する工程、
（ｇ）上記（ｆ）によって単離されたｍＲＮＡに変異を導入して、複数の変異タグペプチ
ドをコードするｍＲＮＡ集団を生成する工程；および、
（ｈ）上記工程（ｂ）〜（ｇ）を繰り返した後、上記工程（ｂ）〜（ｆ）を行う工程、
を包含する方法。
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（項目２）
配列番号１、配列番号２、および、配列番号３からなる群から選択されるアミノ酸配列を
含むリガンドに対して特異的に結合する変異タグペプチドをコードするｍＲＮＡを、該候
補タグペプチドをコードする候補ｍＲＮＡの集団から単離する方法であって、以下：
（ｂ

）候補タグペプチド、該候補タグペプチドをコードするｍＲＮＡ，および、リボソ

ームを含む複合体を生成する工程；
（ｃ）リガンドを、（ｂ

）の複合体と接触させて、リガンドと複合体との結合体を生成

する工程；
（ｄ）該結合体を固相に固定化する工程：
（ｅ）固相に固定化した該結合体を単離する工程；および、
（ｆ）固相に固定化した該結合体に含まれるｍＲＮＡを単離する工程、
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を包含する方法。
（項目３）
配列番号１、配列番号２、および、配列番号３からなる群から選択されるアミノ酸配列を
含むリガンドに対して特異的に結合する変異タグペプチドをコードするｍＲＮＡを、出発
タグペプチドをコードする核酸配列から生成する方法であって、以下：
（ａ）出発タグペプチドをコードする核酸配列に変異を導入して、複数の変異タグペプチ
ドをコードするｍＲＮＡ集団を生成する工程；
（ｂ）インビトロでの翻訳によって、
（ｉ）変異導入によって生成されたｍＲＮＡ集団に含まれるｍＲＮＡ、
（ｉｉ）該ｍＲＮＡによってコードされる候補変異タグペプチド、および
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（ｉｉｉ）リボソーム、
の複合体を生成する工程；
（ｃ

）固相に固定化したリガンドを、（ｂ）の複合体と接触させて、固相上でリガンド

と該複合体との結合体を生成する工程；
（ｅ）固相に固定化した該結合体を単離する工程；
（ｆ）固相に固定化した該結合体に含まれるｍＲＮＡを単離する工程、
（ｇ）上記（ｆ）によって単離されたｍＲＮＡに変異を導入して、複数の変異タグペプチ
ドをコードするｍＲＮＡ集団を生成する工程；および、
（ｈ）上記工程（ｂ）〜（ｇ）を繰り返した後、上記工程（ｂ）〜（ｆ）を行う工程、
を包含する方法。
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（項目４）
配列番号１、配列番号２、および、配列番号３からなる群から選択されるアミノ酸配列を
含むリガンドに対して特異的に結合する変異タグペプチドをコードするｍＲＮＡを、該候
補タグペプチドをコードする候補ｍＲＮＡの集団から単離する方法であって、以下：
（ｂ

）候補タグペプチド、該候補タグペプチドをコードするｍＲＮＡ，および、リボソ

ームを含む複合体を生成する工程；
（ｃ

）固相に固定化したリガンドを、（ｂ

）の複合体と接触させて、リガンドと複合

体との結合体を生成する工程；
（ｅ）固相に固定化した該結合体を単離する工程；および、
（ｆ）固相に固定化した該結合体に含まれるｍＲＮＡを単離する工程、
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を包含する方法。
（項目５）
項目１〜４いずれか一項に記載の方法によって単離されたｍＲＮＡ。
（項目６）
項目５に記載のｍＲＮＡであって、配列番号２２〜３３からなる群から選択されるアミノ
酸配列をコードする核酸配列を含む、ｍＲＮＡ。
（項目７）
以下の式：
［Ａ］−［Ｂ］−[Ｃ］
または、
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［Ｃ］−［Ｂ］−[Ａ］
からなる可逆的デュアルラベリングが可能なポリペプチドであって、ここで、
Ａは、配列番号２２〜２９からなる群から選択されるアミノ酸からなるペプチドであり、
Ｂは、任意のアミノ酸配列からなるペプチドであり、
Ｃは、配列番号３０〜３３からなる群から選択されるアミノ酸からなるペプチド
である、ポリペプチド。
（項目８）
以下の式：
［Ａ］−［Ｂ］−[Ｃ］
または、
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［Ｃ］−［Ｂ］−[Ａ］
からなる可逆的デュアルラベリングが可能なポリペプチドをコードする核酸であって、こ
こで、
Ａは、配列番号２２〜２９からなる群から選択されるアミノ酸からなるペプチドであり、
Ｂは、任意のアミノ酸配列からなるペプチドであり、
Ｃは、配列番号３０〜３３からなる群から選択されるアミノ酸からなるペプチド
である、核酸。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によって、「タグ」部分が小さく、可逆的、かつ、特異的であり、１標的分子あ
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たりの標識が制御可能であり、デュアルラベルが可能な標的タンパク質・ポリペプチドの
標識のための「タグ」を単離する方法、および、そのような特徴を有する「タグ」が提供
される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施例１で得られたＰ４Ｓリガンドに対して高い特異性を有する変異タ
グペプチドの配列とＷＷドメイン野生型との比較を示す。ＷＷドメイン野生型のアミノ酸
配列を「ＷＷ」で示し、得られたタグペプチドの配列をその下に示す。「ｗｗ」の下に示
す「ｆ７」、「ｆ１２」、「ｆ２７」、「ｆ２０」、「ｆ２２」、「ｆ１」、「ｆ３４」
、および、「ｆ３１」は、変異ペプチドの名称を示す。図１の右に示す、「２」、「１」
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、「１」、「３」、「５」、「４」、「２」、および、「２」は、それぞれ、野生型「ｗ
ｗ」と比較した場合の、「ｆ７」、「ｆ１２」、「ｆ２７」、「ｆ２０」、「ｆ２２」、
「ｆ１」、「ｆ３４」、および、「ｆ３１」に含まれる変異残基数を示す。
【図２】図２は、実施例３で得られたｅＰＹリガンドに対して高い特異性を有する変異タ
グペプチドの配列とＷＷドメイン野生型との比較を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明を説明する。本明細書の全体にわたり、単数形の表現は、特に言及しない
限り、その複数形の概念をも含むことが理解されるべきである。また、本明細書において
使用される用語は、特に言及しない限り、当該分野で通常用いられる意味で用いられるこ

10

とが理解されるべきである。したがって、他に定義されない限り、本明細書中で使用され
る全ての専門用語および科学技術用語は、本発明の属する分野の当業者によって一般的に
理解されるのと同じ意味を有する。矛盾する場合、本明細書（定義を含めて）が優先する
。
【００１４】
（用語の定義）
以下に本明細書において特に使用される用語の定義を列挙する。
【００１５】
本発明において「インビトロ」でのタンパク質の翻訳には、無細胞蛋白質合成系を用い
ることができる。本明細書において使用される用語「無細胞蛋白質合成系」とは、細胞を

20

処理することによって自律複製能を失った細胞由来の成分であって、蛋白質の合成が可能
な成分をいう。
【００１６】
本明細書において「単離された」生物学的因子（例えば、核酸または蛋白質など）とは
、その生物学的因子が天然に存在する生物体の細胞内の他の生物学的因子（例えば、核酸
である場合、核酸以外の因子および目的とする核酸以外の核酸配列を含む核酸；蛋白質で
ある場合、蛋白質以外の因子および目的とする蛋白質以外のアミノ酸配列を含む蛋白質な
ど）から実質的に分離または精製されたものをいう。「単離された」核酸および蛋白質に
は、標準的な精製方法によって精製された核酸および蛋白質が含まれる。したがって、単
離された核酸および蛋白質は、化学的に合成した核酸および蛋白質を包含する。

30

【００１７】
（遺伝子、蛋白質分子、核酸分子などの改変）
本明細書に記載される核酸配列は、ＤＮＡ配列で記載される場合には、対応するＲＮＡ
配列も包含される。また、ＲＮＡ配列で記載される場合には、対応するＤＮＡ配列も包含
される。
【００１８】
本明細書において、「改変体」とは、もとのポリペプチドまたはポリヌクレオチドなど
の物質に対して、一部が変更されているものをいう。そのような改変体としては、置換改
変体、付加改変体、欠失改変体、短縮（ｔｒｕｎｃａｔｅｄ）改変体、対立遺伝子変異体
などが挙げられる。そのような改変体としては、基準となる核酸分子またはポリペプチド

40

に対して、１または数個の置換、付加および／または欠失、あるいは１つ以上の置換、付
加および／または欠失を含むものが挙げられるがそれらに限定されない。
【００１９】
本明細書において、用語「タンパク質」と「ポリペプチド」とは互換可能に使用される
。
【００２０】
本明細書において使用する場合、「タグ」とは、標的タンパク質（標的ポリペプチド）
内に導入され、「リガンド」との特異的結合によって標的タンパク質（標的ポリペプチド
）と「リガンド」との複合体を形成する部分をいう。タグは、標的タンパク質のアミノ末
端、カルボキシル末端、あるいは、末端に挟まれた中央部分のいずれかに導入され得る。
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【００２１】
本明細書において、「リガンド」とは、標的タンパク質・ポリペプチドに結合した「タ
グ」に特異的に結合する分子をいう。。好ましくは、「リガンド」には、標識部分が結合
しているので、この複合体形成によって、標的タンパク質・ポリペプチドに標識部分が結
合した複合体が形成される。
【００２２】
本明細書において使用する場合、「変異タグペプチド」とは、出発材料である「タグペ
プチド」のアミノ酸配列中で、１個以上のアミノ酸残基が欠失・置換および／または付加
されたアミノ酸配列からなるペプチドをいう。
10

【００２３】
本明細書において、ポリペプチドまたはポリヌクレオチドの「置換、付加または欠失」
とは、もとのポリペプチドまたはポリヌクレオチドに対して、それぞれアミノ酸もしくは
その代替物、またはヌクレオチドもしくはその代替物が、置き換わること、付け加わるこ
とまたは取り除かれることをいう。このような置換、付加または欠失の技術は、当該分野
において周知である。
【００２４】
出発材料である「タグペプチド」から「変異タグペプチド」を調製する方法としては、
例えば、「タグペプチド」をコードする核酸配列に、１個以上の変異を導入した変異核酸
配列を調製し、得られた変異核酸配列がコードするペプチドを調製する方法が挙げられる

20

が、これに限定されない。
【００２５】
変異核酸配列の調製法としては、変異剤によるランダムな変異導入法、および、ＰＣＲ
を用いる方法が挙げられるが、これに限定されない。ＰＣＲによる変異導入法としては、
代表的には、プルーフリード機能を欠失したポリメラーゼを、特定のヌクレオチドを少な
くした条件で用いる方法（ｅｒｒｏｒ−ｐｒｏｎｅ

ＰＣＲ）のような周知の手法が挙げ

られるが、これに限定されない。
【００２６】
本明細書において「保存的（に改変された）改変体」は、アミノ酸配列および核酸配列
の両方に適用される。特定の核酸配列に関して、保存的に改変された改変体とは、同一の
または本質的に同一のアミノ酸配列をコードする核酸をいい、核酸がアミノ酸配列をコー

30

ドしない場合には、本質的に同一な配列をいう。遺伝コードの縮重のため、多数の機能的
に同一な核酸が任意の所定の蛋白質をコードする。例えば、コドンＧＣＡ、ＧＣＣ、ＧＣ
Ｇ、およびＧＣＵはすべて、アミノ酸アラニンをコードする。したがって、アラニンがコ
ドンにより特定される全ての位置で、そのコドンは、コードされたポリペプチドを変更す
ることなく、記載された対応するコドンの任意のものに変更され得る。このような核酸の
変動は、保存的に改変された変異の１つの種である「サイレント改変（変異）」である。
ポリペプチドをコードする本明細書中のすべての核酸配列はまた、その核酸の可能なすべ
てのサイレント変異を記載する。当該分野において、核酸中の各コドン（通常メチオニン
のための唯一のコドンであるＡＵＧ、および通常トリプトファンのための唯一のコドンで
あるＴＧＧを除く）が、機能的に同一な分子を産生するために改変され得ることが理解さ

40

れる。したがって、ポリペプチドをコードする核酸の各サイレント変異は、記載された各
配列において暗黙に含まれる。好ましくは、そのような改変は、ポリペプチドの高次構造
に多大な影響を与えるアミノ酸であるシステインの置換を回避するようになされ得る。こ
のような塩基配列の改変法としては、制限酵素などによる切断、ＤＮＡポリメラーゼ、Ｋ
ｌｅｎｏｗフラグメント、ＤＮＡリガーゼなどによる処理等による連結等の処理、合成オ
リゴヌクレオチドなどを用いた部位特異的塩基置換法（特定部位指向突然変異法；Ｍａｒ
ｋ

Ｚｏｌｌｅｒ

ａｎｄ

Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｓｍｉｔｈ，Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｉｎ

Ｅｎ

ｚｙｍｏｌｏｇｙ，１００，４６８−５００（１９８３））が挙げられるが、この他にも
通常分子生物学の分野で用いられる方法によって改変を行うこともできる。
【００２７】
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本明細書中において、機能的に等価なポリペプチドを作製するために、アミノ酸の置換
のほかに、アミノ酸の付加、欠失、または修飾もまた行うことができる。アミノ酸の置換
とは、もとのペプチドを１つ以上、例えば、１〜１０個、好ましくは１〜５個、より好ま
しくは１〜３個のアミノ酸で置換することをいう。アミノ酸の付加とは、もとのペプチド
鎖に１つ以上、例えば、１〜１０個、好ましくは１〜５個、より好ましくは１〜３個のア
ミノ酸を付加することをいう。アミノ酸の欠失とは、もとのペプチドから１つ以上、例え
ば、１〜１０個、好ましくは１〜５個、より好ましくは１〜３個のアミノ酸を欠失させる
ことをいう。アミノ酸修飾は、アミド化、カルボキシル化、硫酸化、ハロゲン化、短縮化
、脂質化（ｌｉｐｉｄａｔｉｏｎ）、ホスホリル化、アルキル化、グリコシル化、リン酸
化、水酸化、アシル化（例えば、アセチル化）などを含むが、これらに限定されない。置

10

換、または付加されるアミノ酸は、天然のアミノ酸であってもよく、非天然のアミノ酸、
またはアミノ酸アナログでもよい。天然のアミノ酸が好ましい。
【００２８】
本明細書において使用される用語「ペプチドアナログ」または「ペプチド誘導体」とは
、ペプチドとは異なる化合物であるが、ペプチドと少なくとも１つの化学的機能または生
物学的機能が等価であるものをいう。したがって、ペプチドアナログには、もとのペプチ
ドに対して、１つ以上のアミノ酸アナログまたはアミノ酸誘導体が付加または置換されて
いるものが含まれる。ペプチドアナログは、その機能が、もとのペプチドの機能（例えば
、ｐＫａ値が類似していること、官能基が類似していること、他の分子との結合様式が類
似していること、水溶性が類似していることなど）と実質的に同様であるように、このよ

20

うな付加または置換がされている。そのようなペプチドアナログは、当該分野において周
知の技術を用いて作製することができる。したがって、ペプチドアナログは、アミノ酸ア
ナログを含むポリマーであり得る。
【００２９】
本発明のポリペプチドがポリマーに結合している、化学修飾されたポリペプチド組成物
は、本発明の範囲に包含される。このポリマーは、水溶性であり得、水溶性環境（例えば
、生理学的環境）でこの蛋白質の沈澱を防止し得る。適切な水性ポリマーは、例えば、以
下からなる群より選択され得る：ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、モノメトキシポリ
エチレングリコール、デキストラン、セルロース、または他の炭水化物に基づくポリマー
、ポリ（Ｎ−ビニルピロリドン）ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールホ

30

モポリマー、ポリプロピレンオキシド／エチレンオキシドコポリマー、ポリオキシエチル
化ポリオール（例えば、グリセロール）およびポリビニルアルコール。この選択されたポ
リマーは、通常は改変され、単一の反応性基（例えば、アシル化のための活性エステルま
たはアルキル化のためのアルデヒド）を有し、その結果、重合度は制御され得る。ポリマ
ーは、任意の分子量であり得、そして、このポリマーは分枝状でも分枝状でなくてもよく
、そしてこのようなポリマーの混合物はまた、使用され得る。この化学修飾された本発明
のポリマーは、治療用途に決定付けられる場合、薬学的に受容可能なポリマーが使用する
ために選択される。
【００３０】
このポリマーがアシル化反応によって改変される場合、このポリマーは、単一の反応性

40

エステル基を有するべきである。あるいは、このポリマーが還元アルキル化によって改変
される場合、このポリマーは単一の反応性アルデヒド基を有するべきである。好ましい反
応性アルデヒドは、ポリエチレングリコール、プロピオンアルデヒド（このプロピオンア
ルデヒドは、水溶性である）または、そのモノＣ１〜Ｃ１０の、アルコキシ誘導体もしく
はアリールオキシ誘導体である（例えば、米国特許第５，２５２，７１４号（これは、本
明細書中で全体が参考として援用される）を参照のこと）。
【００３１】
本発明において、「ポリヌクレオチドアナログ」、「核酸アナログ」は、ポリヌクレオ
チドまたは核酸とは異なる化合物であるが、ポリヌクレオチドまたは核酸と少なくとも１
つの化学的機能または生物学的機能が等価であるものをいう。したがって、ポリヌクレオ
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チドアナログまたは核酸アナログには、もとのペプチドに対して、１つ以上のヌクレオチ
ドアナログまたはヌクレオチド誘導体が付加または置換されているものが含まれる。
【００３２】
本明細書において使用される核酸分子は、発現されるポリペプチドが天然型のポリペプ
チドと実質的に同一の活性を有する限り、上述のようにその核酸の配列の一部が欠失また
は他の塩基により置換されていてもよく、あるいは他の核酸配列が一部挿入されていても
よい。あるいは、５

末端および／または３

末端に他の核酸が結合していてもよい。ま

た、ポリペプチドをコードする遺伝子をストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、
そのポリペプチドと実質的に同一の機能を有するポリペプチドをコードする核酸分子でも
よい。このような遺伝子は、当該分野において公知であり、本発明において利用すること

10

ができる。
【００３３】
（変異型ポリペプチドの作製方法）
本発明のポリペプチドのアミノ酸の欠失、置換もしくは付加（融合を含む）は、周知技
術である部位特異的変異誘発法により実施することができる。かかる１もしくは数個のア
ミノ酸が欠失、置換もしくは付加は、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
ｏｒａｔｏｒｙ
ｇ

Ｍａｎｕａｌ，Ｓｅｃｏｎｄ

Ｈａｒｂｏｒ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ
ｔ

ｉｎ

ｉｃ

Ａｃｉｄｓ

＆

Ｌａｂ

Ｓｐｒｉｎ

Ｐｒｅｓｓ（１９８９）、Ｃｕｒｒｅｎｔ

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

１〜３８，ＪｏｈｎＷｉｌｅｙ

Ｃｌｏｎｉｎｇ，Ａ

Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｃｏｌｄ

Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎ

Ｓｏｎｓ（１９８７−１９９７）、Ｎｕｃｌｅ

20

Ｒｅｓｅａｒｃｈ，１０，６４８７（１９８２）、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ

ｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．，ＵＳＡ，７９，６４０９（１９８２）、Ｇｅｎｅ，３４，３１
５（１９８５）、Ｎｕｃｌｅｉｃ

Ａｃｉｄｓ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ，１３，４４３１（１

９８５）、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ

ＵＳＡ，８２，４８８（１９８５）

、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．，ＵＳＡ，８１，５６６２（１９８４）、Ｓ
ｃｉｅｎｃｅ，２２４，１４３１（１９８４）、ＰＣＴ

ＷＯ８５／００８１７（１９８

５）、Ｎａｔｕｒｅ，３１６，６０１（１９８５）等に記載の方法に準じて調製すること
ができる。
【００３４】
30

（合成化学）
本明細書におけるペプチド、化学物質、低分子などの因子は、合成化学技術を用いて合
成することができる。そのような合成化学技術は、当該分野において周知の技術を用いる
ことができる。そのような周知技術としては、例えば、
ｎｔｓ

ｆｏｒ

ｎｔｓ

ｆｏｒＯｒｇａｎｉｃ

ｎ

Ｗｉｌｅｙ

Ｆｉｅｓｅｒｓ

ＯｒｇａｎｉｃＳｙｎｔｈｅｓｉｓ
＆

Ｓｏｎｓ

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ）
Ｉｎｃ

Ｒｅａｇｅ

（Ｆｉｅｓｅｒ
Ｔｓｅ−Ｌｏｋ

ｓ

Ｒｅａｇｅ
Ｈｏ，Ｊｏｈ

（２００２）などを参照することができる。

【００３５】
（従来法ＰＵＲＥシステムによる無細胞蛋白質合成系の調製）
本発明による改善された無細胞蛋白質合成系は、従来の無細胞蛋白質合成系に特定の蛋
白質を追加および／または除去することによって調製可能である。従来の無細胞蛋白質合

40

成系の調製法は、以下のとおりである。
【００３６】
ＰＵＲＥシステムは、例えば、特開２００３−１０２４９５に記載の方法によって調製
することが可能である。
【００３７】
（１：大腸菌のリボソーム調製とＳ１００の抽出）
増殖期中間のE.coli A19株の細胞300 gをアルミナ摩砕する。摩砕した細胞を緩衝液Ａ
（pH 7.6の10mM HEPES‑KOH(ヘペス‑水酸化カリウム)、10 mMMgCl2(塩 化マグネシウム)、
50 mM KCl(塩化カリウム)、1 mM DTT(ジチオトレイトール)）に懸濁し、アルミナと細胞
破砕物を遠心分離（30,000g、４℃で１時間）して除く。得られる上清画分に終濃度が1
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μg/mlになるようにDNase(デオキシリボンクレアーゼ)を加えた後、４℃で４時間遠心（1
00,000g）する。得られる上清画分をS100とする。また、ペレットは緩衝液Ａに懸濁しリ
ボソームの粗抽出液とする。このリボソーム粗抽出液を６から３６％の ショ糖密度勾配
にかけ強く結合した(tight‑coupled)リボソーム画分を得る。このtight‑coupledリボソー
ム画分を100,000g回転で遠心分離し、そのペレットをリボソーム緩衝液(pH 7.6の20 mMHE
PES‑KOH、6 mM MgOAc、30 mM NH4Cl、7mM β‑mercaptoethanol(メルカプトエタノール))
に懸濁しtight‑coupledリボソームを調製する。
【００３８】
（２：開始因子、延長因子、終結因子の高発現用プラスミドの構築）
大腸菌A19より抽出したゲノムを鋳型としてEF‑Tuの遺伝子をコードする遺伝子配列をPC
R法により増幅し、５

端にEcoRI、３

10

端にBglIIが認識する配列をもったDNA断片を得る

。得られるDNA断片をあらかじめEcoRI及びBglIIで切断したプラスミドpQE60（QIAGEN社製
）に挿入し、C末端にHistag（ヒスタグ）が融合したEF‑Tuを高発現させるためのベクター
を得る。得られるベクターでE.coli BL21/ｐREP4を形質転換する。その他延長因子及び開
始因子、終結因子を高発現するベクターも同様の手法で構築する。
【００３９】
（３：アミノアシルｔRNAシンテターゼ(ARS)、メチオニンｔRNAフォルミラーゼ(MTF)
の高発現用プラスミドの構築）
大腸菌A19より抽出したゲノムを鋳型としてアラニルｔRNAシンテターゼの遺伝子をコー
ドする遺伝子配列をPCR法により増幅し、５

端にSphI、３

端にHindIIIが認識する配列

20

をもったDNA断片を得る。得られるDNA断片をあらかじめSphI及びHindIIIで切断したプラ
スミドpQE30（QIAGEN社製）に挿入し、N末端にHis tag（ヒスタグ）が融合したアラニル
ｔRNAシンセターゼを高発現させるためのベクターを得る。得られるベクターでE.coliBL2
1/ｐREP4を形質転換する。その他のARS及びMTFを高発現するベクターも同様の手法で構築
する。表１に使用したベクター、制限酵素、his tag の位置を示す。なお、表１における
プラスミドのｐQEシリーズはE.coliBL21／ｐREP４の、pETシリーズはE.coli BL21／DE3の
形質転換に用いられる。
【００４０】
（４：T7ＲＮＡポリメラーゼの高発現用プラスミドの構築）
T7 ファージより抽出したゲノムを鋳型としてT7RNAポリメラーゼの遺伝子をコードする
遺伝子配列をPCR法により増幅し、５

端にBamHI、３

30

端にPstIが認識する配列をもった

DNA断片を得る。得られるDNA断片をあらかじめBamHI及びPstIで切断したプラスミドpQE30
（QIAGEN 社製）に挿入し、N末端にHistag（ヒスタグ）が融合したT7RNAポリメラーゼを
高発現させるためのベクターを得る。得られるベクターでE.coli BL21/ｐREP4を形質転換
する。
【００４１】
（５：ヌクレオシドジフォスフェートキナーゼ(NDK) 及び他の酵素類の高発現用プラ
スミドの構築）
大腸菌A19より抽出したゲノムを鋳型としてNDKの遺伝子をコードする遺伝子配列をPCR
法により増幅し、５

端にBamHI、３

端にHindIIIが認識する配列をもったDNA断片を得
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る。得られるDNA断片をあらかじめBamHI及びHindIIIで切断したプラスミドpQE30（QIAGEN
）に 挿入し、N末端にHistag（ヒスタグ）が融合したNDKを高発現させるためのベクター
を得る。得られるベクターでE.coli BL21/ｐREP4を形質転換する。なお、21頁の(4−1)及
び(4−2)で例示した、NDK以外のの酵素類に対するプラスミドも、所望により、同様にし
て構築することができる。
【００４２】
（６：開始因子、延長因子、終結因子の高発現と精製）
His tagが付されたEF‑Tu(EF‑Tu*)を高発現させるために、上記「２：開始因子、延長因
子、終結因子の高発現用プラスミドの構築」で得られる形質転換体BL21/pREP4細胞を６リ
ットルのLB培地で細胞懸濁度OD660が0.7になるまで培養する。この培養液に終濃度が0.1
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mMになるようにIPTG（イソプロピル−１−チオ−β−Ｄ−ガラクトシド; isopropyl‑1‑th
io‑β‑D‑galactoside）を添加し、さらに３７℃で４時間培養する。この培養液を遠心分
離し、得られる細胞を懸濁緩衝液（pH 7.6の50 mM HEPES‑KOH、1 M NH4Cl、10 mM MgCl2
、0.3mg/mlリゾチーム、0.1 % Triton X‑100、0.2 mM PMSF (フェニルメタンスルホニル
フルオリド;phenylmethanesulfonyl)、6 mM β‑mercaptoethanol）に懸濁する。この懸濁
液を超音波処理し、細胞を破壊する。超音波処理した懸濁液を４℃で１時間遠心分離（10
0,000 g）し、細胞破砕物を除く。得られる上清画分をNi2+でプレチャージされた10 mlの
Hi‑Trap chelatingカラム（ファルマシア社製）に供し、10mMのimidazole（イミダゾール
）を含む100 mlのHT緩衝液（pH 7.6の50mM HEPES‑KOH、1 M NH4Cl、10mM MgCl2）で洗浄
する。HT緩衝液に含まれるimidazole濃度を10から400 mMまで直線的に勾配をつけて、EF‑

10

Tu*をカラムから溶出する。精製されたEF‑Tu*を含む画分を合わせて、Stock緩衝液（pH7.
6の50 mM HEPES‑KOH、100 mM KCl、10 mM MgCl2、30 % glycerol（グリセロール））で透
析する。精製したEF‑Tu*の濃度はBio‑Rad社のProteinAssay Kitを用いてBSA（ウシ血清ア
ルブミン）を基準に作成した標準曲線から算出する。精製したEF‑Tu*は1mlずつ小分けし
て液体窒素で急冷凍した後−８０℃で保存する。その他のHistagが付された延長因子及び
開始因子、終結因子も同様の手法で精製を行う。His tagが付された各因子の12％SDS‑PAG
Eによる分離(クマシーブリリアントブルーで染色)を行う。
【００４３】
得られる、Histagが付された開始因子IF1、IF2及びIF3の活性と至適濃度をDHFR ｍRNA
インビトロ翻訳系(後記「１７：終結因子とリボソーム再生因子の活性」)を用いて測定す
*

*

20

*

る。即ち、Histagが付された開始因子の活性は、IF1 、IF2 及びIF3 が共に存在する系を
ポジティブコントロールとし、各開始因子を欠如させた系で30分間の培養を行い、生成し
たDHFRの相対的活性で比較する。ポジティブコントロールを100とした時、何れの因子が
欠如してもDHFRの生成は2分の1以下であり、IF1*、IF2*及びIF3*が何れも活性を有するこ
とを確認する。また、Histagが付された開始因子の至適濃度は、他の条件を一定にしたイ
ンビトロ の系で、各開始因子の濃度を変えて翻訳を行い、生成したDHFRの相対活性で測
定する。
【００４４】
（７：Histagが付されたARS及びMTFの高発現と精製）
His tagが付されたSertRNAシンテターゼ(以下において、His tagが付されていることを

30

*

、「 」で示す)を高発現させるための形質転換体BL21/DE3細胞を2リットルのLB培地で細
胞懸濁度OD660が0.7になるまで培養する。この培養液に終濃度が0.1 mMになるようにIPTG
（イソプロピル−１−チオ−β−Ｄ−ガラクトシド）を添加し、さらに３７℃で４時間培
養する。この培養液を遠心分離し、得られる細胞を懸濁緩衝液（pH7.6の50 mM HEPES‑KOH
、1 M NH4Cl、10 mM MgCl2、0.3 mg/ml リゾチーム、0.1% Triton X‑100、0.2 mM PMSF (
フェニルメタンスルホニルフルオリド; phenylmethanesulfonyl)、6 mM β‑mercaptoetha
nol）に懸濁する。この懸濁液を超音波処理し、細胞を破壊する。超音波処理した懸濁液
を４℃で１時間遠心分離（100,000 g）し、細胞破砕物を除く。得られる上清画分をNi2+
でプレチャージされた10 mlのHi‑Trap chelatingカラム（ファルマシア社製）に供し、10
mMのimidazole（イミダゾール）を含む100 mlのHT緩衝液（pH 7.6の50 mM HEPES‑KOH、1
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M NH4Cl、10mM MgCl2）で洗浄する。HT緩衝液に含まれるimidazole濃度を10から400 mMま
で直線的に勾配をつけて、Ser tRNAシンセターゼ*をカラムから溶出する。精製されたSer
tRNAシンセターゼ*を含む画分を合わせて、Stock緩衝液（pH 7.6の50 mMHEPES‑KOH、100
mM KCl、10mM MgCl2、30 % glycerol（グリセロール））で透析する。精製したSer tRNA
シンセターゼ*の濃度はBio‑Rad社のProteinAssay Kitを用いてBSA（ウシ血清アルブミン
）を基準に作成した標準曲線から算出する。精製したSer tRNAシンセターゼ*は1mlずつ小
分けして液体窒素で急冷凍した後−８０℃で保存する。
【００４５】
その他のARS*、MTF*も同様の手法で高発現させ、精製を行う。12％SDS‑PAGE により分
離されクマシーブリリアントブルーで染色する。His−tagが付された各因子及び酵素が高
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純度で得られることがわかる。
【００４６】
（８：His−tagが付されたT7RNAポリメラーゼの高発現と精製）
His−tagが付されたT7ＲＮＡポリメラーゼ(以下において、Histagが付されていること
を、「*」で示す)を高発現させるための形質転換体BL21/pREP4細胞を６リットルのLB培地
で細胞懸濁度OD660が0.7になるまで培養する。この培養液に終濃度が0.1 mMになるように
IPTG（イソプロピル−１−チオ−β−Ｄ−ガラクトシド）を添加し、さらに３７℃で４時
間培養する。この培養液を遠心分離し、得られる細胞を懸濁緩衝液（pH 7.6の50 mM HEPE
S‑KOH、1M NH4Cl、10mM MgCl2、0.3mg/ml リゾチーム、0.1 % Triton X‑100、0.2 mM PMS
F (フェニルメタンスルホニルフルオリド;phenylmethanesulfonyl)、6 mM β‑mercaptoet
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hanol）に懸濁する。この懸濁液を超音波処理し、細胞を破壊する。超音波処理した懸濁
液を４℃で１時間遠心分離（100,000 g）し、細胞破砕物を除く。得られる上清画分をNi2
+

でプレチャージされた10 mlのHi‑Trap chelatingカラム（ファルマシア社製）に供し、1

0mMのimidazole（イミダゾール）を含む100 mlのHT緩衝液（pH 7.6の50 mM HEPES‑KOH、1
M NH4Cl、10mMMgCl2）で洗浄する。HT緩衝液に含まれるimidazole濃度を10から400 mMま
で直線的に勾配をつけて、T7ＲＮＡポリメラーゼ*をカラムから溶出する。精製されたT7
ＲＮＡポリメラーゼ*を含む画分を合わせて、Stock緩衝液（pH7.6の50 mM HEPES‑KOH、10
0 mM KCl、10 mM MgCl2、30 % glycerol（グリセロール））で透析する。精製したT7ＲＮ
Ａポリメラーゼ*の濃度はBio‑Rad社のProteinAssayKitを用いてBSA（ウシ血清アルブミン
）を基準に作成した標準曲線から算出する。精製したT7ＲＮＡポリメラーゼ*は1mlずつ小

20

分けして液体窒素で急冷凍した後−８０℃で保存する。
【００４７】
（９：Histagが付されたNDK、その他酵素類の高発現と精製）
His tagが付されたNDK(以下において、Histagが付されていることを、「*」で示す)を
高発現させるための形質転換体BL21/pREP4細胞を2リットルのLB培地で細胞懸濁度OD660が
0.7になるまで培養する。この培養液に終濃度が0.1 mMになるようにIPTG（イソプロピル
−１−チオ−β−Ｄ−ガラクトシド; isopropyl‑1‑thio‑β‑D‑galactoside）を添加し、
さらに３７℃で４時間培養する。この培養液を遠心分離し、得られる細胞を懸濁緩衝液（
pH 7.6の50 mM HEPES‑KOH、1 M NH4Cl、10 mM MgCl2、0.3mg/ml リゾチーム、0.1 % Trit
on X‑100、0.2 mM PMSF (フェニルメタンスルホニルフルオリド;phenylmethanesulfonyl)

30

、6 mM β‑mercaptoethanol）に懸濁する。この懸濁液を超音波処理し、細胞を破壊する
。超音波処理した懸濁液を４℃で１時間遠心分離（100,000 g）し、細胞破砕物を除く。
得られる上清画分をNi2+でプレチャージされた10 mlのHi‑Trapchelatingカラム（ファル
マシア社製）に供し、10mMのimidazole（イミダゾール）を含む100 mlのHT緩衝液（pH 7.
6の50 mM HEPES‑KOH、1 M NH4Cl、10mM MgCl2）で洗浄する。HT緩衝液に含まれるimidazo
le濃度を10から400 mMまで直線的に勾配をつけて、NDK*をカラムから溶出する。精製され
たNDK*を含む画分を合わせて、Stock緩衝液（pH7.6の50 mM HEPES‑KOH、100 mM KCl、10
mM MgCl2、30% glycerol（グリセロール））で透析する。精製したNDK*の濃度はBio‑Rad
社のProteinAssay Kitを用いてBSA（ウシ血清アルブミン）を基準に作成した標準曲線か
ら算出する。精製したNDK*は1mlずつ小分けして液体窒素で急冷凍した後−８０℃で保存

40

する。21頁(4−1)及び(4−2)に例示した、その他の酵素類についても、所望により、Hist
agが付された形の酵素類として同様にして得られる。
【００４８】
（10：DHFRの遺伝子構築とmRNAの調製）
E.coli 由来のDHFR（dihydrofolatereductase；ジヒドロ葉酸レダクターゼ）遺伝子の5
'末端にHindIII、3'末端にBam HI配列を加えPCRで増幅する。この増幅された遺伝子は、
リボソーム結合部の上流に、バクテリオファージT7gene 10由来のエプシロン配列(epsilo
n sequence)及びそれに引き続くSD（Shine‑Dalgarno；シャイン−ダルガノ）配列を有す
るT7プロモーターを含んでいた。このDNA断片をプラスミドベクターpUC18（宝酒造）に組
み込んだ。このプラスミドをSmaIで処理した後、His tagが付されたT7RNAポリメラーゼを
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用いたランオフ転写(run‑off transcription)や転写・翻訳型（transcription/translati
on）インビトロ翻訳反応に鋳型として用いる。インビトロの転写反応4２℃で３時間行う
。この反応液1ml中の組成はpH 7.8のHEPES‑KOH 40M、20 mM MgCl2、1 mM spermidine（ス
ペリミジン）、5 mMDTT、各2 mM のATP、UTP、CTP及びGTP、20 μgのSma Iで処理された
鋳型プラスミド、50 μg BSA、1.78 unitsPPiase（pyrophosphatase；ピロホスファター
ゼ）、10 μgの精製され、His tagが付されたT7 RNAポリメラーゼである。この反応を終
了させるために終濃度が50mMになるようにEDTA（ethylenedinitro‐lotetraacetic acid
；エチレンジニトロロ四酢酸）を加える。得られるmRNAはフェノール/クロロホルム抽出
を行った後、エタノールで沈殿させ、RNA精製キット（QIAGEN社製）を用いてメーカーの
推奨する方法に従って精製を行う。

10

【００４９】
（11：MFLmRNAの構築）
DNA 配列AUGUUCUUGUAA（配列番号４）（翻訳するとfMet‑Phe‑Leu‑Stop；ホルミルメチ
オニン−フェニルアラニン−ロイシン−停止コドンになる。以下、MFLと略記する）を、M
FLmRNAの鋳型とするために以下に示すような方法で構築する。オリゴヌクレオチドＡ；5'
‑TAtgttcttgtaac（配列番号５）とオリゴヌクレオチドＢ；5'‑TCGAgttacaagaaca（配列番
号６）をアニールさせNde I配列とXho I配列を含む二本鎖DNAを構築し、T7ターミネータ
ーを含むプラスミドベクターpET29a（Novagen）のNdeIとXho I部位へ連結する。得られる
プラスミドは上述のDHFR遺伝子を同様に転写させる。
【００５０】

20

（12：Histagが付されたアミノアシルtRNAシンテターゼ活性）
His tagが付されたARS（アミノアシルtRNAシンテターゼ）活性測定を、以下に示す通り
に行う。反応溶液50μlはpolymix緩衝液（翻訳実験の項を参照のこと）に1 mM ATP、2.8
A260 unit tRNAmix（Boehringer社製）、各50μMのラベルされたアミノ酸、そして精製さ
れた各His tagが付されたARSを含んだものを用いる。反応は３７℃で行い、放射性アミノ
アシルtRNAを3MMろ紙に沈殿させ5%のトリクロロ酢酸で洗浄した後、放射能を測定する。
活性1 unitは、37℃で1分間に1pmolのアミノアシルtRNAの形成を触媒した酵素量で表する
。
【００５１】
（13：Histagが付されたメチオニルtRNAトランスホルミラーゼ活性）

30

His tagが付されたMTF（メチオニルtRNAトランスホルミラーゼ／以下において、Histag
が付されていることを、「*」で示す）活性は以下に示す通りに行う。反応溶液50 μlはp
olymix緩衝液（翻訳実験の項を参照のこと）に1mM ATP、2.8 A260 unit tRNAmix（Boehri
nger）、各50 μMの[3H]ラベルされたメチオニン、0.5μg 10‑formyl‑5,6,7,8,‑tetrahyd
roforic acid（テトラヒドロ葉酸）、3000 units MetRS（メチオニルtRNAシンテターゼ）
、そしてMTF*を含んだものを用いる。反応は３７℃で行い、ホルミル化されていないメチ
オニルtRNAは緩衝液（0.175M CuSO4、pH 7.5の0.5 M Tris‑HCl）中で３０℃、8分間脱ア
シル化させた。放射性ホルミルメチオニルtRNAを3MMろ紙に沈殿させ5%のトリクロロ酢酸
で洗浄した後、放射能を測定する。活性1 unitは1分間に1 pmolのホルミルメチオニルtRN
Aの形成を触媒した酵素量で表する。
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【００５２】
（14：翻訳実験（一般的方法））
翻訳用の混合液（50μl）はJelencら（1979）やWagnerら（1982）の用いたPolymix緩衝
液を改良したもので調製する。Polymix緩衝液の組成は5 mMmagnesium acetate（酢 酸マ
グネシウム）、pH 7.3の5 mM potassium phosphate（リン酸カリウム）、95 mMpotassium
glutamate（グルタミン酸カリウム）、5 mM ammonium chloride（塩化アンモニウム）、
0.5 mM calciumchloride（塩化カルシウム）、1 mM spermidine、8 mM putrescine（プト
レッシン）、1 mM DTTである。反応液の組成は1mM ATP、1 mM GTP、10 mM creatine phos
phate（クレアチンリン酸）、2.8 A260 unittRNA mix、0.5 μg 10‑formyl‑5,6,7,8,‑tet
rahydrophilic acid、0.1 mM各アミノ酸、因子混合物（後述）である。転写・翻訳型で反
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応を行わせる場合には、上記の反応液に1mM NTPと4 mM magnesium acetateを添加する。
因子・酵素混合物の組成は12 pmolリボソーム、1 μg IF1*、2μg IF2*、0.75 μg IF3*
、1 μg EF‑G*、2 μg EF‑T*u、1μg EF‑Ts*、0.5 μg RF1*、0.5μg RF3*、0.5 μg RRF
*

、30‑300units各ARS*あるいはMTF*、0.2 μg creatine kinase (CK；クレアチンキナー

ゼ)、0.15μg myokinase（MK；ミオキナーゼ）、0.054μg nucleoside diphosphate kina
se*（NDK；ヌクレオシド二リン酸キナーゼ）である。転写・翻訳型で反応を行う場合には
、上記の反応液に1.78units PPiaseと0.5 μg T7 RNAポリメラーゼ*を添加する。以上の
因子、酵素の表示において「*」は、それ等がHis‑tagが付されたものであることを示す。
反応液を３７℃で５分間インキュベートし、その後、DNAやRNAなどの鋳型を加え、反応を
開始する。翻訳の反応は３７℃で行なわれる。反応後、リボソームは高分子量であるの

10

でそれをまず100kDa以下の物質を通す限外ろ過膜に通し、除去する。その後限外ろ過膜を
通った成分をNiカラムに通し、ヒスタグヒュ‑ジョンタンパク質の除去を行う。Niカラム
を素通りする成分は高純度の翻訳産物であり、SDS‑PAGEで1本のバンドを示す。なお、以
下の実施例において、比較のために使用するS30システムはPromega社から購入したものを
使用 し、メーカーの推奨する方法に従って翻訳を行う。
【００５３】
（15：種々の蛋白質の発現）
His−tagが付された各反応系構成成分の活性を確認した後、これ等酵素及びHis−tagが
付されたT7RNAポリメレースを用いて、「14：翻訳実験（一般的方法）」記載の通りにイ
ンビトロ 蛋白合成系を構築する。この合成系により、大腸菌のDHFR、λリゾチーム(λly
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sozyme)、グリーン蛍光蛋白(GFP)、グルタチオントランスフェラーゼ(GST)及びT7 gene10
蛋白の全長ポリペプチドを合成し、夫々の生成量を測定する。この合成系が翻訳に必要な
総ての成分を含んでいることが 明らかである。
【００５４】
（16：Poly(U) − poly (Phe)合成）
Poly (U)− poly (Phe)のインビトロ反応系における合成は以下に示した通りに行う。
反応液は1 mM ATP、1mM GTP、10 mM creatinephosphate、2.8 A260 units tRNAmix、1 mM
[14C]でラベルされたフェニルアラニン、因子混合物を含むpolymix緩衝液を用いる。因
子混合物の組成は12pmolリボソーム、1 μg EF‑G*、2μg EF‑Tu*、1μg EF‑Ts*、60units
PheRS*、0.2μg creatine kinase (CK)、0.15μg myokinase (MK)、0.054μgnucleoside
*

diphosphate kinase
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*

(NDK) である。なお、因子、酵素の表示において「 」は、それ等

がHis‑tagの付されたものであることを示す。反応液を３７℃で５分間インキュベートし
た後、5μgのpoly (U) を加え、反応を開始する。Poly(Phe)を経時的に8 μlずつサンプ
リングし、10 %のトリクロロ酢酸で3MMろ紙上に沈殿させた。アミノアシルtRNAを８５℃
で脱アシル化させ10 %トリクロロ酢酸で洗浄し、放射能を測定し、目的物の生成を確認す
る。
【００５５】
更に、上記反応系によるpoly (Phe)の生成を、S100抽出物を用いた翻訳系によるpoly (
Phe)の生成と比較する。S100抽出物を用いた翻訳系では反応が20分後に停止したが、この
ＰＵＲＥシステムの系では40分経過後においてなお反応が進行する。
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【００５６】
（17：終結因子とリボソーム再生因子の活性）
終結因子（RF1*、RF3*とRRF*／「*」は、Histagが付されていることを示す）の活性は
、改良を加えたPavlovら（1997）の方法に基づき測定する。翻訳反応液(50μl)は翻訳実
験に用いたpolymix緩衝液を元に調製する。反応液の組成は1mMATP、1 mM GTP、2.8 A260
unit tRNA mix、1 mM フェニルアラニン及びロイシン、[35S]放射性メチオニンを用いて
調製した50pmolのformylmethionyl‑tRNA、His tagが付された因子・酵素混合物（後述）
である。因子・酵素混合物の組成は12 pmol リボソーム、1 μg IF1*、2μg IF2*、0.75
μg IF3*、1 μg EF‑G*、2 μg EF‑Tu*、1μg EF‑Ts*、0.5 μg RF1*、0.5 μg RF3*、0.
5 μg RRF*、50unitのPheRS*と300 unitのLeuRS*である。この因子・酵素混合物からRF1*
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、RF3*、RRF*を目的に応じてそれぞれ除いた反応液を用意し反応を行う。反応液を３７℃
でプレインキュベーションした後に1 μgのMFL mRNAを加えて翻訳反応をスタートさせた
後、この反応液から経時的に5μlずつサンプリングし、等量の1 N HClに加えて反応を止
めた。さらにこれに200 μlの酢酸エチルを加えてトリペプチド（fMFL）を溶出させ、液
体シンチレーションカウンターを用いて放射能を測定する。
【００５７】
得られる、終結因子RF1*、RF3*及びRRF*の活性を、fMet‑Phe‑Leu‑Stop(fMFL)をコード
する合成ｍRNAのインビトロ翻訳系を用いて測定する。
【００５８】
（18：DHFRの合成）

10

このＰＵＲＥシステムのインビトロ 翻訳系及びS−30抽出物を用いた翻訳系の夫々によ
り、[35S] でラベルされたメチオニンを含むDHFRを合成する。生成物を12%のSDS‑PAGE(so
dium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis；SDSポリアクリルアミドゲ
ル電気泳動)で分離させ、BAS‑1000system（Fuji film）で検出し、放射能を測定する。一
方、DHFRの活性は以下に示した方法で測定する。pH 7.0の50 mMpotassiumphosphate緩衝
液、50 μM DHF（dihydrofolic acid；ジヒドロ葉酸）、60 μM NADPH（reducednicotina
mide adnine dinucleotide phosphate；還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリ
ン酸）を含む反応液中、３０℃で反応させ、A340減少値を１分ごとに測定する。
【００５９】
このＰＵＲＥシステムのインビトロ 翻訳系においては、反応が120分経過後においても
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進行しているのに対し、S−30抽出物を用いた翻訳系においては20分でDHFRの生成量がピ
ークに達している。
【００６０】
反応系におけるエネルギー消費を調べるために、このＰＵＲＥシステムのインビトロ
翻訳系と、S‑30抽出物を用いた翻訳系とを対比しながら、ヌクレオシド三リン酸の加水分
解の測定を以下に示す通りに行う。DHFRを鋳型とし、[α‑32P]ATPあるいはGTPを含む反応
液を用い、３７℃で翻訳実験を行う。この反応液から経時的に2 μlずつサンプリングし1
50 μlの10 % ギ酸に加える。PolyethyleneimineTLC plateに反応液をスポットし、pH 3.
75のpotassium phosphate緩衝液 0.75Mを用いて反応生成物を展開する。このTLCplateを
風乾した後ラップで覆い、オートラジオグラフをとる。S‑30の系では、ATPの量が時間の
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経過と共に減少するのに対し、このＰＵＲＥシステムの系では、ほぼ一定の水準を保つ。
【００６１】
生成したDHFRを精製するために、100ｋDa以下の物質を通す限外ろ過膜を用いてリボソ
ームを除去する。次いで、総てのHis−tagが付された反応系構成成分をニッケルカラムを
通して除去する。ニッケルカラムを通す前の反応混合物と、ニッケルカラムを通して得ら
れる生成物を、12%SDS‑PAGE ゲル上に展開し、クマシーブルーで染色する。
【００６２】
（19：バリルサプレッサーtRNAによるバリン残基の導入（非天然アミノ酸導入のモデ
ル））
His tagが付されたRF1(以下、Histagが付されていることを、「*」で示す)の代わりにR
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*

F2 を終結因子として用いたこのＰＵＲＥシステムのインビトロ翻訳系において、化学的
に合成したバリルサプレッサーtRNAを用いて37番残基のアスパラギン(ATAコドン)をUAGコ
ドンに置換したDHFRの鋳型を翻訳させる。その結果RF1*を含むサンプルでは37番目の残基
で終結反応が行われ途中で止まったタンパク質ができるのに対し、RF1*を除くと(RF2は含
まない)途中で切れたタンパク質のバンドが薄くなる。さらにここにRF2*を導入すると通
常のDHFRと同様の位置にタンパク質が生産されるようになる。このことからサプレッサー
tRNAに結合したバリン残基がDHFRの37番目に導入されたことが確かめられる。
【００６３】
（無細胞蛋白質合成系）
本明細書において用いる無細胞蛋白質合成系の組成は、限定されることはないが、代表
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【００６４】
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【表１−１】
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【００６５】
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【表１−２】
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1)Shimizuら（(2001) Nat. Biotechnol 19: 751‑755.）の手法に従って精製
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2)Kazutaら（(2008) Mol Cell Proteomics 7:1530‑1540）の手法に従って精製
3)Ohashiら（(2007) Biochem Biophys Res Commun 352: 270‑276.）の手法に従って精
製
4) SigmaAldrich Japanより購入
5) WakoChemicals, Japanより購入
6) SigmaAldrichの製品
7) RocheDiagnosticsより購入した大腸菌ＭＲＥ600株のｔＲＮＡ.
8)Nacalai tesqueの製品。
【００６６】
10
本明細書における「リボソームディスプレイ法」には、例えば、上記無細胞蛋白質合成
系でのタンパク質翻訳において生成されるリボソームとｍＲＮＡと翻訳されたペプチドと
の複合体を用いることができる。
【００６７】
本発明の、リガンドに対して特異的に結合する変異タグペプチドをコードするｍＲＮＡ
の単離は、好ましくは、配列番号１、配列番号２、配列番号３からなる群から選択される
アミノ酸配列を含むリガンドを用いて行われる。本発明において変異タグペプチドは、出
発タグペプチドに変異を導入することによって得られる。代表的な出発タグペプチドのア
ミノ酸配列は、ＷＷドメインの野生型アミノ酸配列であり、例えば、配列番号７の核酸配
列（ATGGGTGGTTCTATGTCTTTTGAGATTCCTGATGATGTACCTCTGCCAGCAGGTTGGGAGATGGCAAAGACATCTT
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CTGGTCAGCGCTACTTCCTGAATCACATCGATCAGACAACAACATGGCAGGACCCGCGCAAGGCCATGCTGTCCCAGATG
AACGTCACAGCCCCGACCAGTGGA）によってコードされる。出発タグペプチドをコードする核酸
配列への変異導入は、ＰＣＲなどの種々の周知の方法によって行われる。
【００６８】
出発タグペプチドの変異体である変異タグペプチドをコードする核酸が得られた後、そ
の核酸がＤＮＡである場合には、転写によってＲＮＡを調製する。ＤＮＡからのＲＮＡの
転写は、種々の周知のインビトロ転写によって行われる。変異タグペプチドをコードする
ＲＮＡ（ｍＲＮＡ）の集団が得られると、それを、インビトロでの翻訳に供することによ
って、（ｉ）変異導入によって生成されたｍＲＮＡ集団に含まれるｍＲＮＡ、（ｉｉ）該
ｍＲＮＡによってコードされる候補変異タグペプチド、および、（ｉｉｉ）リボソーム、
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の複合体を形成する。インビトロでの翻訳には、代表的には、無細胞蛋白質合成系を用い
る。
【００６９】
インビトロ翻訳によって生成された上記（ｉ）、（ｉｉ）、および、（ｉｉｉ）の複合
体を、リガンドと接触させて結合体を形成する。リガンドは、固定化のための部分（例え
ば、アビジンを有する固相に固定化するためのビオチン）を含む。
【００７０】
この結合体を、リガンドが含む固定化のための部分を介して、固相に固定化する。固相
としては、プレート、メンブレンおよびビーズが挙げられるが、これに限定されない。リ
ガンドと結合していない複合体は、固相に固定化しないため、例えば、結合体の固相への
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固定化の後に液相を除去することによって、固相に固定化した結合体を単離することがで
きる。
【００７１】
固相に固定化した結合体からＲＮＡを単離することによって、目的のＲＮＡを単離する
ことが可能となる。この単離は、結合体から物理的にＲＮＡを単離してもよく、あるいは
、結合体をＰＣＲに供して、ＲＮＡの核酸配列を増幅してもよい。
【００７２】
このようにして得られたＲＮＡを、さらなる、変異導入および単離のための出発材料と
してもよい。
【００７３】

50

(21)

JP 2011‑139640 A 2011.7.21

一つの局面では、複数のＲＮＡを含む集団が入手可能である場合には、変異誘発をする
ことなく、その集団を用いて、上記のインビトロ翻訳に供して、目的のＲＮＡを単離して
もよい。
【００７４】
別の局面では、予めリガンドを固相に固定化した後、上記（ｉ）、（ｉｉ）、および、
（ｉｉｉ）の複合体を接触させてもよい。
【００７５】
上記手法によって単離された配列は、例えば、配列番号２２〜３３からなる群から選択
されるアミノ酸配列をコードする核酸配列を含む、配列である。
10

【００７６】
（本発明のタグを用いるタンパク質のラベリング）
本発明のタグは、リガンド特異的であることから、例えば、標的タンパク質・ポリペプ
チドのＮ末端とＣ末端のそれぞれに、別のタグを融合することにより、標的タンパク質・
ポリペプチドのＮ末端とＣ末端のそれぞれに別のリガンドを結合させることが可能となる
。Ｎ末端に融合したタグに結合するリガンド、および、Ｃ末端に融合したタグに結合する
リガンドの各を異なる標識部分で標識することによって、タンパク質・ポリペプチドのデ
ュアルラベルが可能となる。
【００７７】
また、本発明のタグとリガンドとの結合は、ＤＴＴのような還元剤で切断可能であるこ
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とから、本発明のタグとリガンドを用いた標識は、可逆的である。
【実施例】
【００７８】
（実施例１：Ｐ４Ｓリガンドに対して高い特異性を有する変異タグペプチドの単離）
（リガンドの合成）
選択及び結合実験には３種のＰＹペプチド（ｅＰＹ：配列番号１
ＹＰＳＧ、Ｐ４Ｓ：配列番号２

ＥＹＰＰＹＰＰＰＰ

ＧＴＰＳＰＰＹＴＶＧ、Ｐ４Ｗ：配列番号３

ＧＴＰＷ

ＰＰＹＴＶＧ）をリガンドとして使用した。ペプチド合成はジーンデザイン社（大阪）が
標準的なＦｍｏｃ法によって行った。さらに、ペプチド配列のＮ末端ビオチン化をリンカ
ー配列中にＳＳ結合を含むＥＺ−ｌｉｎｋ

Ｓｕｌｆｏ−ＮＨＳ−ＳＳ−ｂｉｏｔｉｎ試

薬（Ｐｉｅｒｃｅ，

ＩＬ）、及びＳＳ結合を含まないＥＺ−ｌｉ

Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，

ｎｋ

Ｓｕｌｆｏ−ＮＨＳ−ＬＣ−ｂｉｏｔｉｎ試薬（Ｐｉｅｒｃｅ，

ｄ，

ＩＬ）によって行った。これを逆相ＨＰＬＣで精製し、ＭＡＬＤＩ−ＴＯＦ質量分
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Ｒｏｃｋｆｏｒ

析により確認した。
【００７９】
（鋳型ＤＮＡの作製）
ＷＷドメイン野生型をコードする配列番号７（ＡＴＧＧＧＴＧＧＴＴＣＴＡＴＧＴＣＴ
ＴＴＴＧＡＧＡＴＴＣＣＴＧＡＴＧＡＴＧＴＡＣＣＴＣＴＧＣＣＡＧＣＡＧＧＴＴＧＧＧ
ＡＧＡＴＧＧＣＡＡＡＧＡＣＡＴＣＴＴＣＴＧＧＴＣＡＧＣＧＣＴＡＣＴＴＣＣＴＧＡＡ
ＴＣＡＣＡＴＣＧＡＴＣＡＧＡＣＡＡＣＡＡＣＡＴＧＧＣＡＧＧＡＣＣＣＧＣＧＣＡＡＧ
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ＧＣＣＡＴＧＣＴＧＴＣＣＣＡＧＡＴＧＡＡＣＧＴＣＡＣＡＧＣＣＣＣＧＡＣＣＡＧＴＧ
ＧＡ）を含むＤＮＡ、および、Ｗ１７Ｆ変異体をコードする配列番号９を含むＤＮＡ（Ａ
ＴＧＧＧＴＧＧＴＴＣＴＡＴＧＴＣＴＴＴＴＧＡＧＡＴＴＣＣＴＧＡＴＧＡＴＧＴＡＣＣ
ＴＣＴＧＣＣＡＧＣＡＧＧＴＴＴＣＧＡＡＡＴＧＧＣＡＡＡＧＡＣＡＴＣＴＴＣＴＧＧＴ
ＣＡＧＣＧＣＴＡＣＴＴＣＣＴＧＡＡＴＣＡＣＡＴＣＧＡＴＣＡＧＡＣＡＡＣＡＡＣＡＴ
ＧＧＣＡＧＧＡＣＣＣＧＣＧＣＡＡＧＧＣＣＡＴＧＣＴＧＴＣＣＣＡＧＡＴＧＡＡＣＧＴ
ＣＡＣＡＧＣＣＣＣＧＡＣＣＡＧＴＧＧＡ）をｐＱＥ３０（Ｑｉａｇｅｎ）由来のｐＲＤ
−ｄｕｍＮ２−２プラスミドのＮｃｏＩ／ＢａｍＨＩ制限酵素サイト間に挿入し、ｐＲＤ
−ＷＷ及びｐＲＤ−Ｗ１７Ｆプラスミドを作製した。次に、野生型とＷ１７Ｆ変異体のラ
ンダム突然変異ライブラリを作製するために、ｐＲＤ−ＷＷとｐＲＤ−Ｗ１７Ｆプラスミ
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ドを同じ濃度になるよう混合し、これを鋳型としてΔＴｔｈ

ＤＮＡ

ｐｏｌｙｍｅｒａ

ｓｅ（Ｔｏｙｏｂｏ，Ｏｓａｋａ，Ｊａｐａｎ）を用いたｅｒｒｏｒ−ｐｒｏｎｅ

ＰＣ

Ｒを行った。鋳型濃度は１ｐｇ／μｌ、ｄＮＴＰ濃度はｄＡＴＰ：２ｍＭ、ｄＴＴＰ：１
０ｍＭ、ｄＧＴＰ：２ｍＭ、ｄＣＴＰ：１０ｍＭであり、プライマーとしてＷＷ＿ＲＤｆ
（配列番号１１：ＧＧＡＴＣＴＧＧＴＴＣＣＡＴＧＧＧＴＧＧ）およびＷＷ＿ＲＤｒ（配
列番号１２：ＧＣＣＡＣＣＧＧＡＴＣＣＡＣＴＧＧＴＣＧ）を用いた。このＰＣＲ産物を
再びｐＲＤ−ｄｕｍＮ２−２プラスミドのＮｃｏＩ／ＢａｍＨＩ制限酵素サイト間に挿入
した。配列解析のために、このプラスミドを用いて大腸菌株ＸＬ１０−ＧＯＬＤを形質転
換し、アンピシリンを含むＬＢプレートに植菌した。ここから３２クローンを選び、ＳＤ
Ａ−ｐｑｅプライマー（配列番号１３：

ＡＧＡＣＣＡＣＡＡＣＧＧＴＴＴＣＣＣＴＣＴ

10

ＡＧＡＡＡＴＡＡＴＴＴＴＧＴＴＴＡＡＣＴＴＴＡＡＧＡＡＡＧＡＧＧＡＧＡＡＡＴＴＡ
ＡＣＴＡＴＧＡＧ）およびｐｑｅ１−プライマー（配列番号１４：ＧＡＴＣＴＡＴＣＡＡ
ＣＡＧＧＡＧＴＣＣＡＡＧＣＴＣＡ）を用いてコロニーＰＣＲを行った後、ｐＤ＿８９＿
Ｒプライマー（配列番号１５：ＣＣＡＧＡＧＣＡＣＡＴＣＣＴＣＡＴＡＡＣＧＧ）を用い
て配列解析を行った。次に、インビトロ転写の鋳型作製のために、先のプラスミドを鋳型
として、ＳＤＡ−ｐｑｅプライマーおよびｐｑｅ１−プライマーを用いてＰＣＲを行い、
さらにＴ７Ｂプライマー（配列番号１６：ＡＴＡＣＧＡＡＡＴＴＡＡＴＡＣＧＡＣＴＣＡ
ＣＴＡＴＡＧＧＧＡＧＡＣＣＡＣＡＡＣＧＧ）およびＴ３ｔｅ＿ｐＤ−プライマー（配列
番号１７：ＣＧＧＣＣＣＡＣＣＣＧＴＧＡＡＧＧＴＧＡＧＣＣ）を用いてＰＣＲを行った
。その結果、図のような遺伝子配列を得た（ｆｉｇ）。得られたＰＣＲ産物を鋳型として
、Ｔ７

ＲＮＡ

20

ポリメラーゼ（ＴａＫａＲａ）を用いたインビトロ転写を行い、ｍＲＮ

Ａを合成した。これをＲＮｅａｓｙ精製キット（Ｑｉａｇｅｎ）で精製し、変性アガロー
スゲル電気泳動で確認後、インビトロ翻訳の鋳型とした。なお、全てのＰＣＲはＥｘＴａ
ｑ

ＤＮＡポリメラーゼ（ＴａＫａＲａ）を用いて行った。

【００８０】
（リボソームディスプレイ法）
再構成無細胞翻訳系ＰＵＲＥシステムを用いてインビトロ翻訳を行なった。ＰＵＲＥシ
ステムは、全因子の調整を行い、従来のものより翻訳合成量が改良されたものを使用した
。翻訳反応は、５０μｌ反応液中に鋳型ｍＲＮＡ

２μｇを加え、３７°Ｃで３０分間行

なった。翻訳反応を停止させるために、０．５％

ＢＳＡ、２．５ｍｇ／ｍｌ

ｒｉｎ、５μＭ
０

ｍＭ

ビオチン化リガンドを含む、氷冷却した洗浄バッファ（ＷＢＫＴ：

Ｔｒｉｓ−Ａｃ，

（ＯＡｃ）２；

ｈｅｐａ

２５０ｍＭ

ｐＨ７．４；
ＫＣｌ；

１５０ｍＭ

０．１％

ＮａＣｌ；５０

Ｔｗｅｅｎ

ｍＭ

30

５
Ｍｇ

２０）を翻訳反応溶液

の９倍量加えた。これ以後の操作は、全て自動磁性粒子プロセッサ（ｋｉｎｇｆｉｓｈｅ
ｒ，

ｔｈｅｒｍｏ）を用いて４°Ｃで行った。まず、翻訳反応終了溶液１００μｌを専

用プレート（ｔｈｅｒｍｏ）に移し、リガンドと１時間反応させた。次に、ＷＢＫＴでよ
く洗ったストレプトアビジン磁性粒子（Ｄｙｎａｂｅａｄｓ
ａｖｉｄｉｎ

Ｃ１，

Ｓｔｒｅｐｔ

Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）５０μｌを反応液に加えて３０分間振盪

した。その後、洗浄のために、２００μｌ
振盪を３回行なった。最後に、５０ｍＭ
ｍｙｃｅｓ

ＭｙＯｎｅ

ＷＢＫＴで１分間振盪を２回、さらに５分間

ｃｅｒｅｖｉｅｃｉａｅ

ＤＴＴ、及び５０μｇ／ｍｌ
ＲＮＡを含むＷＢＫＴ

Ｓａｃｃａｒｏ

40

１００μｌにビーズを加

え３０分間振盪し、Ｓ−Ｓ結合を切断することでリボソーム複合体を特異的に回収した。
回収されたリボソーム複合体溶液（溶出液）中のｍＲＮＡ量は、ＳＹＢＲ
用いた定量ＲＴ−ＰＣＲ（ＳｕｐｅｒＳｃｒｉｐｔ
−Ｓｔｅｐ

ｑＲＴ−ＰＣＲ

ｋｉｔ，

ＩＩＩ

Ｇｒｅｅｎを

Ｐｌａｔｉｎｕｍ

Ｏｎｅ

Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）により定量した。プラ

イマーとしてｐＤ＿８９＿Ｆ（配列番号１８：ＴＴＧＧＣＡＴＴＣＴＴＧＣＧＧＴＴＧＣ
ＴＧ）およびプライマーｐＤ＿８９＿Ｒ（配列番号１５：ＣＣＡＧＡＧＣＡＣＡＴＣＣＴ
ＣＡＴＡＡＣＧＧ）を使用し、溶出液は１００倍希釈し反応液２０μｌ中に２μｌ加え、
その他ＰＣＲ条件は製造業者のマニュアルに従った。蛍光検出はＭｘ３００５Ｐ（Ｓｔｒ
ａｔａｇｅｎｅ）により行った。次に、溶出液中のｍＲＮＡをＲＮｅａｓｙ（Ｑｉａｇｅ
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ＲＴ−ＰＣＲ

ｋｉｔ，Ｑｉａｇｅ

ｎ）により増幅した。プライマーとしてＴ７Ｂプライマー（配列番号１６：ＡＴＡＣＧＡ
ＡＡＴＴＡＡＴＡＣＧＡＣＴＣＡＣＴＡＴＡＧＧＧＡＧＡＣＣＡＣＡＡＣＧＧ）およびＴ
３ｔｅ＿ｐＤ−プライマー（配列番号１７：ＣＧＧＣＣＣＡＣＣＣＧＴＧＡＡＧＧＴＧＡ
ＧＣＣ）を使用し、その他ＰＣＲ条件は全て製造業者のマニュアルに従った。ＰＣＲ産物
はアガロースゲル電気泳動で確認後、ゲル回収（ＱＩＡｑｕｉｃｋ
ｃｔｉｏｎ

ｋｉｔ，

ｇｅｌ

ｅｘｔｒａ

Ｑｉａｇｅｎ）により精製した。これを次のラウンドのインビト

ロ転写の鋳型とした。
【００８１】
10

（ＲＩ結合アッセイ）
Ｐ４Ｓペプチドに対する選択ラウンドを５回繰り返した後に得られたＤＮＡプールを鋳
型として、ｐｅｎｔａＨｉｓ＿ｆプライマー（配列番号１９：ＧＡＴＣＧＣＡＴＣＡＣＣ
ＡＴＣＡＣＣＡＴ）およびｒｓｒＩＩ−ＲＴプライマー（配列番号２０：ＴＴＣＣＧＧＣ
ＡＡＡＣＧＣＧＧＴＣＣＧ）を用いてＰＣＲを行った。ＰＣＲ産物をＮｃｏＩ／ＢａｍＨ
Ｉ制限酵素で処理し、ｐＱＥ−ｐＤＮＢベクターに挿入した。配列解析のために、このプ
ラスミドを用いて大腸菌株ＸＬ１０−ＧＯＬＤを形質転換し、アンピシリンを含むＬＢプ
レートに植菌した。ここから３２クローン選び、ＳＤＡ−ｐｑｅプライマー（配列番号１
３：

ＡＧＡＣＣＡＣＡＡＣＧＧＴＴＴＣＣＣＴＣＴＡＧＡＡＡＴＡＡＴＴＴＴＧＴＴＴ

ＡＡＣＴＴＴＡＡＧＡＡＡＧＡＧＧＡＧＡＡＡＴＴＡＡＣＴＡＴＧＡＧ）およびｐｑｅ１
−プライマー（配列番号１４：ＧＡＴＣＴＡＴＣＡＡＣＡＧＧＡＧＴＣＣＡＡＧＣＴＣＡ

20

）を用いてコロニーＰＣＲを行った後、ｐｅｎｔａＨｉｓ＿ｆプライマーを用いて配列解
析を行った。さらに、コロニーＰＣＲ産物を鋳型として、Ｔ７Ｂ（配列番号１６：ＡＴＡ
ＣＧＡＡＡＴＴＡＡＴＡＣＧＡＣＴＣＡＣＴＡＴＡＧＧＧＡＧＡＣＣＡＣＡＡＣＧＧ）お
よびｗｗｓｔｏｐプライマー（配列番号２１：ＧＡＧＴＣＣＡＡＧＣＴＣＡＧＣＴＡＡＴ
ＴＡＡＧＣＴ）によりＰＣＲを行いカラム精製（Ｑｉａｑｕｉｃｋ
ｉｃａｔｉｏｎ

ＰＣＲ

ｐｕｒｉｆ

ｋｉｔ，Ｑｉａｇｅｎ）した。こうして、選択クローンのインビトロ転

写・翻訳反応の鋳型を得た。
【００８２】
インビトロ転写・翻訳反応を０．４μＭ［３５Ｓ］メチオニン（ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅ
ｒ）、及び３０μＭ

非放射能性メチオニンを含むＰＵＲＥシステムで行うことにより、

翻訳タンパク質を放射能ラベルした。翻訳反応は、５０μｌ反応液に鋳型ＤＮＡ
μｇを加え、３７°Ｃで１時間行った。翻訳反応液に０．１
ｈｅｐａｒｉｎ、５μＭ

０．２

ｍｇ／ｍｌになるようＲＮ

ａｓｅＡを加え、３７°Ｃで１０分間反応させた後、０．５％
ｌ

30

ＢＳＡ、２．５ｍｇ／ｍ

ビオチン化Ｐ４Ｓリガンドを含む、氷冷却したＷＢＫＴバ

ッファを翻訳反応溶液の９倍量加えた。その後、前述と同様に自動磁性粒子プロセッサを
用いてパニングを行った。得られた溶出液５０μｌを５ｍｌシンチレーション液（Ｕｌｔ
ｉｍａ

Ｇｏｌｄ

ＭＶ，

ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ）中に溶解した後、液体シンチレー

ション計測器（Ａｌｏｍａ）で放射能を測定した。
【００８３】
その結果、ＷＷドメイン野生型よりも優れた結合能を有するタグペプチドが８つ得られ

40

た（結合親和性の高い順に、ｆ７：配列番号２２、ｆ１２：配列番号２３、ｆ２７：配列
番号２４、ｆ２０：配列番号２５、ｆ２２：配列番号２６、ｆ１：配列番号２７、ｆ３４
：配列番号２８、および、ｆ３１：配列番号２９）。これら得られた変異タグペプチドの
配列とＷＷドメイン野生型との比較を図１に示す。
【００８４】
図１の結果から、ＷＷ配列の末端に生じたＣｙｓへの変異がＰ４Ｓリガンドに対する結
合能向上をもたらしたと考えられる。
【００８５】
（実施例２：Ｐ４Ｓリガンドに対して高い特異性を有する変異タグペプチドの評価）
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実施例１のＲＩ結合アッセイの結果、最も高い結合能を示した選択クローンｆ７、及び
野生型のＲＩ結合アッセイをリガンド及び溶出法を様々に変えて行った。それぞれのＤＮ
Ａ鋳型を用いて、インビトロ転写・翻訳反応を前述と同様にＰＵＲＥシステム中で行った
。続く結合反応に用いるビオチン化ＰＹリガンドには、３種類のペプチド配列（ｅＰＹ，
Ｐ４Ｓ，Ｐ４Ｗ）に対して、リンカー配列中にＳＳ結合を含むものと含まないもの計６種
類を使用した。また、パニング最後の溶出には、これまでと同様の５０ｍＭ
、変性剤として２Ｍ

ＤＴＴ及び

グアニジウムチオシアネートによる溶出を行った。放射能測定は、

これら２通りの溶出液、及び溶出直前の最終洗浄液の３種を用いた。
【００８６】
10

（ウェスタンブロッティングによる結合アッセイ）
選択クローンｆ７のＤＮＡ鋳型を用いて、インビトロ転写・翻訳反応をＰＵＲＥシステ
ム中で行った。鋳型ＤＮＡは、ＲＩ結合アッセイで用いたものを使用した。翻訳反応は、
５０μｌ反応液に鋳型ＤＮＡ
った。その後、０．５％

０．２μｇを加え、４°Ｃあるいは、３７°Ｃで１時間行

ＢＳＡ、２．５ｍｇ／ｍｌ

ｈｅｐａｒｉｎ、５μＭ

ビオチ

ン化Ｐ４Ｓリガンドを含む、氷冷却したＷＢＫＴバッファを翻訳反応溶液の９倍量加える
ことにより反応を停
止させ、４°Ｃでそのまま１時間リガンドと反応させた。反応後、５０ｍＭ

ＤＴＴを含

む、あるいは含まないＳＤＳサンプルバッファを加え、５分間熱変性の後、ＳＤＳ−ＰＡ
ＧＥを行った。続いて、Ｓｔｒｅｐｔａｖｉｄｉｎ−ＨＲＰ

ｃｏｎｊｕｇａｔｅを用い

たウェスタンブロッティングを行った。その結果、ｆ７タグとリガンドとの結合はＳＤＳ

20

では解離しない強固な結合であったが、ＤＴＴによって解離した。
【００８７】
次に、選択クローンｆ７のウェスタンブロッティングによる結合アッセイをリガンドを
様々に変えて行った。リガンドには、３種類のＳＳ結合を含むビオチン化ペプチド配列（
ｅＰＹ，Ｐ４Ｓ，Ｐ４Ｗ）、及びビオチン化Ｐ４Ｓペプチド中のＳＳ結合をＤＴＴで予め
切断したもの計４種類を使用した。４℃での結合では、ｆ7タグは、Ｐ４Ｓリガンドにの
み結合した。３７℃での結合では、ｆ７タグは、Ｐ４Ｓリガンドに強く結合したが、Ｐ4
Ｗリガンドには、結合しなかった。ｆ７タグのｅＰＹリガンドへの結合は、弱いながら検
出可能であった。
【００８８】

30

この結果から、本発明の方法によって、リガンド特異的なタグが単離可能なことが実証
される。そのため、本発明の方法およびタグを用いて、タンパク質・ポリペプチドのデュ
アルラベリングが可能である。
【００８９】
（実施例３：ｅＰＹリガンドに対して高い特異性を有する変異タグペプチドの単離）
実施例１と同様の方法を用いて、ｅＰＹリガンドに対して高い特異性を有する変異タグ
ペプチドを単離することが可能である。具体的には、実施例１では、Ｐ４Ｓペプチドに対
する選択ラウンドを５回繰り返したが、本実施例では、Ｐ４Ｓペプチドの替わりにｅＰＹ
ペプチドを用いた。その結果、Ｙ１６タグペプチド（配列番号３０）、Ｙ１１タグペプチ

40

ド（配列番号３１）、Ｙ１９タグペプチド（配列番号３２）、および、Ｙ１８タグペプチ
ド（配列番号３３）が得られた。得られた配列と、ＷＷドメイン野生型配列およびペプチ
ドｆ９の配列を図２に示す。
【００９０】
（実施例４：Ｐ４Ｓリガンドに対して高い特異性を有する変異タグペプチドの評価）
実施例２のウェスタンブロッティングによる結合アッセイと同様の実験を、Ｙ１６タグ
ペプチド、Ｙ１１タグペプチド、Ｙ１９タグペプチド、および、Ｙ１８タグペプチドにつ
いて行った。結合させるリガンドとしては、ｅＰＹリガンド、Ｐ４Ｓリガンド、および、
Ｐ４Ｗリガンドを用いた。その結果、Ｐ４Ｓリガンドを用いて取得されたＹ１６タグペプ
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チド、Ｙ１１タグペプチド、Ｙ１９タグペプチド、および、Ｙ１８タグペプチドは、ｅＰ
Ｙリガンドに対してのみ結合しビオチン化されたが、Ｐ４ＳリガンドおよびＰ４Ｗリガン
ドのいずれにも結合しなかった。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
本発明によって、「タグ」部分が小さく、可逆的、かつ、特異的であり、１標的分子あ
たりの標識が制御可能であり、デュアルラベルが可能な標的タンパク質・ポリペプチドの
標識のための「タグ」を単離する方法、および、そのような特徴を有する「タグ」が提供
される。
【配列表フリーテキスト】

10

【００９２】
配列番号１：ｅＰＹペプチドのアミノ酸配列
配列番号２：Ｐ４Ｓペプチドのアミノ酸配列
配列番号３：Ｐ４Ｗペプチドのアミノ酸配列
配列番号４：MFLmRNAの核酸配列
配列番号５：オリゴヌクレオチドＡの核酸配列
配列番号６：オリゴヌクレオチドＢの核酸配列
配列番号７：野生型ＷＷドメインをコードする核酸配列
配列番号８：野生型ＷＷドメインのアミノ酸配列
配列番号９：Ｗ１７Ｆ変異体をコードする核酸配列
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配列番号１０：Ｗ１７Ｆ変異体のアミノ酸配列
配列番号１１：ＷＷ＿ＲＤｆプライマー
配列番号１２：ＷＷ＿ＲＤｒプライマー
配列番号１３：ＳＤＡ−ｐｑｅプライマー
配列番号１４：ｐｑｅ１プライマー
配列番号１５：ｐＤ＿８９＿Ｒプライマー
配列番号１６：Ｔ７Ｂプライマー
配列番号１７：Ｔ３ｔｅ＿ｐＤプライマー
配列番号１８：ｐＤ＿８９＿Ｆプライマー
配列番号１９：ｐｅｎｔａＨｉｓ＿ｆプライマー
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配列番号２０：ｒｓｒＩＩ−ＲＴプライマー
配列番号２１：ｗｗｓｔｏｐプライマー
配列番号２２：ｆ７タグペプチド
配列番号２３：ｆ１２タグペプチド
配列番号２４：ｆ２７タグペプチド
配列番号２５：ｆ２０タグペプチド
配列番号２６：ｆ２２タグペプチド
配列番号２７：ｆ１タグペプチド
配列番号２８：ｆ３４タグペプチド
配列番号２９：ｆ３１タグペプチド
配列番号３０：Ｙ１６タグペプチド
配列番号３１：Ｙ１１タグペプチド
配列番号３２：Ｙ１９タグペプチド
配列番号３３：Ｙ１８タグペプチド
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【図１】

【図２】

【配列表】
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