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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるチタンに結合能を有するペプチド。
【請求項２】
配列番号１に示されるアミノ酸配列の２，３，６番目のアミノ酸残基のうち、いずれか
１個のアミノ酸残基がアラニン残基に置換されたアミノ酸配列からなり、かつチタンに結
合能を有するペプチド。
【請求項３】
２番目のリジン残基がアラニン残基に置換された配列番号２に示されるアミノ酸配列か
らなることを特徴とする請求項２記載のチタンに結合能を有するペプチド。
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【請求項４】
配列番号３に示されるアミノ酸配列からなるチタンに結合能を有するペプチド。
【請求項５】
配列番号３に示されるアミノ酸配列のＮ末端に、１個のアラニン残基が付加された配列
番号１５に示されるアミノ酸配列からなり、かつチタンに結合能を有するペプチド。
【請求項６】
配列番号３に示されるアミノ酸配列の２，３，６〜１２番目のアミノ酸残基のうち、い
ずれか１個のアミノ酸残基がアラニン残基に置換されたアミノ酸配列からなり、かつチタ
ンに結合能を有するペプチド。
【請求項７】
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ビオチン化されていることを特徴とする請求項１〜６のいずれか記載のチタンに結合能
を有するペプチド。
【請求項８】
チタンが、金属チタン、チタン合金又は二酸化チタンであることを特徴とする請求項１
〜７のいずれか記載のチタンに結合能を有するペプチド。
【請求項９】
請求項１〜８のいずれか記載のチタンに結合能を有するペプチドがチタンと結合したチ
タン−ペプチド複合体。
【請求項１０】
請求項１〜８のいずれか記載のチタンに結合能を有するペプチドと、機能性ペプチド又
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は機能性タンパク質との結合体であって、かつチタンに結合能を有する人工タンパク質。
【請求項１１】
機能性ペプチド又は機能性タンパク質が、チタンに結合能を有するペプチドと協働して
、二次元結晶を自己集合で形成しうるペプチド又はタンパク質であることを特徴とする請
求項１０記載の人工タンパク質。
【請求項１２】
機能性ペプチド又は機能性タンパク質が、細胞接着活性等の細胞認識活性をもつペプチ
ド配列を有するペプチド又はタンパク質であることを特徴とする請求項１０記載の人工タ
ンパク質。
【請求項１３】
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請求項１０〜１２のいずれか記載の人工タンパク質がチタンと結合したチタン−人工タ
ンパク質複合体。
【請求項１４】
請求項１〜８のいずれか記載のチタンに結合能を有するペプチドと、標識化物質若しく
はペプチドタグとの結合体、又は非ペプチド系化合物との結合体であって、かつチタンに
結合能を有するキメラタンパク質。
【請求項１５】
請求項１４記載のキメラタンパク質がチタンと結合したチタン−キメラタンパク質複合
体。
【請求項１６】
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請求項１〜８のいずれか記載のチタンに結合能を有するペプチドをその粒子表面上に提
示し、かつチタンに結合能を有するファージ。
【請求項１７】
請求項１６記載のファージがチタンと結合したチタン−ファージ複合体。
【請求項１８】
請求項１〜８のいずれか記載のチタンに結合能を有するペプチドを用いることを特徴と
するチタン表面の改質又はチタン粒子の形成方法。
【請求項１９】
請求項１０〜１２のいずれか記載のチタンに結合能を有する人工タンパク質を用いるこ
とを特徴とするチタン表面の改質、チタン粒子の形成又はチタンの整列化方法。
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【請求項２０】
請求項１４記載のチタンに結合能を有するキメラタンパク質を用いることを特徴とする
チタン表面の改質又はチタン粒子の形成方法。
【請求項２１】
請求項１６記載のチタンに結合能を有するファージを用いることを特徴とするチタンの
整列化又はチタン粒子の形成方法。
【請求項２２】
請求項１３記載のチタン−人工タンパク質複合体を有効成分とするインプラント材料。
【請求項２３】
配列番号１に示されるアミノ酸配列からなる銀に結合能を有するペプチド。
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【請求項２４】
配列番号１に示されるアミノ酸配列の２，３，６番目のアミノ酸残基のうち、いずれか
１個のアミノ酸残基がアラニン残基に置換されたアミノ酸配列からなり、かつ銀に結合能
を有するペプチド。
【請求項２５】
２番目のリジン残基がアラニン残基に置換された配列番号２に示されるアミノ酸配列か
らなることを特徴とする請求項２４記載の銀に結合能を有するペプチド。
【請求項２６】
配列番号３に示されるアミノ酸配列からなる銀に結合能を有するペプチド。
【請求項２７】
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配列番号３に示されるアミノ酸配列のＮ末端に、１個のアラニン残基が付加された配列
番号１５に示されるアミノ酸配列からなり、かつ銀に結合能を有するペプチド。
【請求項２８】
ビオチン化されていることを特徴とする請求項２３〜２７のいずれか記載の銀に結合能
を有するペプチド。
【請求項２９】
請求項２３〜２８のいずれか記載の銀に結合能を有するペプチドが銀と結合した銀−ペ
プチド複合体。
【請求項３０】
請求項２３〜２８のいずれか記載の銀に結合能を有するペプチドと、機能性ペプチド又
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は機能性タンパク質との結合体であって、かつ銀に結合能を有する人工タンパク質。
【請求項３１】
請求項３０記載の人工タンパク質が銀と結合した銀−人工タンパク質複合体。
【請求項３２】
請求項２３〜２８のいずれか記載の銀に結合能を有するペプチドと、標識化物質若しく
はペプチドタグとの結合体、又は非ペプチド系化合物との結合体であって、かつ銀に結合
能を有するキメラタンパク質。
【請求項３３】
請求項３２記載のキメラタンパク質が銀と結合した銀−キメラタンパク質複合体。
【請求項３４】
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請求項２３〜２８のいずれか記載の銀に結合能を有するペプチドをその粒子表面上に提
示し、かつ銀に結合能を有するファージ。
【請求項３５】
請求項３４記載のファージが銀と結合した銀−ファージ複合体。
【請求項３６】
請求項２３〜２８のいずれか記載の銀に結合能を有するペプチドを用いることを特徴と
する銀表面の改質又は銀粒子の形成方法。
【請求項３７】
請求項３０記載の銀に結合能を有する人工タンパク質を用いることを特徴とする銀表面
の改質、銀粒子の形成又は銀の整列化方法。
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【請求項３８】
請求項３２記載の銀に結合能を有するキメラタンパク質を用いることを特徴とする銀表
面の改質又は銀粒子の形成方法。
【請求項３９】
請求項３４記載の銀に結合能を有するファージを用いることを特徴とする銀粒子の形成
又は銀の整列化方法。
【請求項４０】
配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるシリコンに結合能を有するペプチド。
【請求項４１】
配列番号１に示されるアミノ酸配列の２，３，６番目のアミノ酸残基のうち、いずれか
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１個のアミノ酸残基がアラニン残基に置換されたアミノ酸配列からなり、かつシリコンに
結合能を有するペプチド。
【請求項４２】
２番目のリジン残基がアラニン残基に置換された配列番号２に示されるアミノ酸配列か
らなることを特徴とする請求項４１記載のシリコンに結合能を有するペプチド。
【請求項４３】
配列番号３に示されるアミノ酸配列からなるシリコンに結合能を有するペプチド。
【請求項４４】
配列番号３に示されるアミノ酸配列のＮ末端に、１個のアラニン残基が付加された配列
番号１５に示されるアミノ酸配列からなり、かつシリコンに結合能を有するペプチド。
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【請求項４５】
ビオチン化されていることを特徴とする請求項４０〜４４のいずれか記載のシリコンに
結合能を有するペプチド。
【請求項４６】
請求項４０〜４５のいずれか記載のシリコンに結合能を有するペプチドがシリコンと結
合したシリコン−ペプチド複合体。
【請求項４７】
請求項４０〜４５のいずれか記載のシリコンに結合能を有するペプチドと、機能性ペプ
チド又は機能性タンパク質との結合体であって、かつシリコンに結合能を有する人工タン
パク質。

20

【請求項４８】
請求項４７記載の人工タンパク質がシリコンと結合したシリコン−人工タンパク質複合
体。
【請求項４９】
請求項４０〜４５のいずれか記載のシリコンに結合能を有するペプチドと、標識化物質
若しくはペプチドタグとの結合体、又は非ペプチド系化合物との結合体であって、かつシ
リコンに結合能を有するキメラタンパク質。
【請求項５０】
請求項４９記載のキメラタンパク質がシリコンと結合したシリコン−キメラタンパク質
複合体。
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【請求項５１】
請求項４０〜４５のいずれか記載のシリコンに結合能を有するペプチドをその粒子表面
上に提示し、かつシリコンに結合能を有するファージ。
【請求項５２】
請求項５１記載のファージがシリコンと結合したシリコン−ファージ複合体。
【請求項５３】
請求項４０〜４５のいずれか記載のシリコンに結合能を有するペプチドを用いることを
特徴とするシリコン表面の改質又はシリコン粒子の形成方法。
【請求項５４】
請求項４７記載のシリコンに結合能を有する人工タンパク質を用いることを特徴とする
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シリコン表面の改質、シリコン粒子の形成又はシリコンの整列化方法。
【請求項５５】
請求項４９記載のシリコンに結合能を有するキメラタンパク質を用いることを特徴とす
るシリコン表面の改質又はシリコン粒子の形成方法。
【請求項５６】
請求項５１記載のシリコンに結合能を有するファージを用いることを特徴とするシリコ
ン粒子の形成又はシリコンの整列化方法。
【請求項５７】
請求項１〜８のいずれか記載のチタンに結合能を有するペプチド、請求項２３〜２８の
いずれか記載の銀に結合能を有するペプチド、又は、請求項４０〜４５のいずれか記載の
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シリコンに結合能を有するペプチドを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）の探針（プローブ）とし
て使用する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、チタンに結合能を有するペプチドのスクリーニング方法や、チタン、銀及び
／又はシリコンに結合能を有するペプチドや、チタン、銀及び／又はシリコンに結合能を
有するペプチドがチタン、銀又はシリコンと結合したチタン、銀又はシリコンとペプチド
との複合体や、チタン、銀及び／又はシリコンに結合能を有するペプチドと機能性ペプチ
ド又は機能性タンパク質とが結合した人工タンパク質や、かかる人工タンパク質がチタン
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、銀又はシリコンと結合したチタン、銀又はシリコンと人工タンパク質との複合体や、チ
タン、銀及び／又はシリコンに結合能を有するペプチドと標識化物質若しくはペプチドタ
グとの結合体又は非ペプチド系化合物とが結合したキメラタンパク質や、かかるキメラタ
ンパク質がチタン、銀又はシリコンと結合したチタン、銀又はシリコンとキメラタンパク
質との複合体や、チタン、銀及び／又はシリコンに結合能を有するペプチドをその粒子表
面上に提示したファージや、かかるファージがチタン、銀又はシリコンと結合したチタン
、銀又はシリコンとファージとの複合体や、チタン、銀及び／又はシリコンに結合能を有
するペプチド，チタン、銀及び／又はシリコンに結合能を有する人工タンパク質，チタン
、銀及び／又はシリコンに結合能を有するキメラタンパク質，チタン、銀及び／又はシリ
コンに結合能を有するファージを用いるチタン、銀又はシリコン表面の改質又はチタンの
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整列化方法や、銀又はシリコン粒子の形成方法や、チタン−人工タンパク質複合体を有効
成分とするインプラント材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
１９５２年のブローネマルクによるチタンと骨が結合組織を介することなく結合するオ
ッセオインテグレーション現象の発見を契機に、１９６５年に初めて純チタン製のインプ
ラントが臨床応用された。現在に至るまで、オッセオインテグレーション現象を利用した
、インプラント治療は盛んに行われているが、チタンと骨が結合するまでに要する期間は
、３〜６ヶ月と非常に長い時間が必要になっており、その間これまでにも、この期間を短
縮するために骨親和性を高める目的で、表面仕上げに工夫をしたり、カルシウムやハイド
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ロキシアパタイトのチタン表面への蒸着や、材料にチタン合金を検討するなど、主に機械
的な材料改変であるハードマターの再設計からのアプローチは盛んに行われているが、こ
れまでのところ顕著な効果は得られていない。例えば、ハイドロキシアパタイトのような
セラミックの場合、被膜の減少や物理的性質上、負荷に弱いことが問題となる。また、合
金の場合これまで多数検討されてきたが、多くの場合、有害な組織反応を引き起こしてお
り、現在では、純チタンとその合金である、Ｔｉ６Ａｌ４Ｖが使われているに留まる。
【０００３】
また、インプラントと周囲粘膜の関係は、歯と歯肉の関係と異なり感染に対する抵抗力
が小さい瘢痕組織であると考えられている。そのため、この問題を解決するために、チタ
ン表面に抗菌剤をコートするなど、先述したハードマターの検討がなされているが、この
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ようなハードマターからのアプローチでは、インプラントと周囲粘膜との解剖学的・組織
学的な関係の改善は考慮されていない。
【０００４】
チタンは、非常に酸化されやすく、大気中・水中で直ちに二酸化物を形成する。二酸化
チタン結晶のひとつである、アナターゼ形結晶が持つ光触媒活性を利用して、ほぼすべて
の有害化学物質を分解・無害化することができるため、シックハウスガスやアセトアルデ
ヒドなどの悪臭の分解、防カビ剤の様々な用途に用いられている。しかし、アナターゼ形
結晶が利用できる波長は紫外域に限られているため、可視光域で利用できる光触媒の開発
が望まれている。
【０００５】
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その他、被験体に生体内利用するのに適した材料を、放出可能な形のオステオポンチン
と組み合わせてオステオポンチン含有インプラントを形成した状態で含む、オッセオイン
テグレーションの速度及び骨接着のパーセンテージを増加させる新規なオステオポンチン
含有インプラント（特表２００２−５００８９８号公報）や、金属化合物を結合し、分子
レベルでその配向や配列の制御を可能にした新規な蛋白質、蛋白質断片、ペプチドまたは
これらの変異体の誘導体を提供するため、蛋白質、蛋白質断片、ペプチド、またはこれら
の変異体の有する特徴的な立体構造上に、ニトリロ三酢酸構造などを有する官能基を導入
することにより、結合する金属化合物の構造を分子レベルで制御する技術（特開平１０−
３３８７００号公報）や、半導体物質に特異的に結合することができるアミノ酸オリゴマ
ーを有するように修飾された自己組織化生物分子を用いることにより、相や配置などの特
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異的な結晶的特性を有する半導体物質のナノ結晶を作製する方法（米国特許出願公開第２
００３／００７３１０４号明細書）が提案されている。
【０００６】
上記のように、インプラントの分野におけるチタン材料の高機能化を、ハードマターに
よる材料改変ではなく、チタン表面に柔軟に結合することのできるソフトマターであるタ
ンパク質などの高分子ポリマーにより行おうと考えたとき、チタン表面を特異的に認識・
結合するようなアミノ酸モチーフは天然には存在しないという問題がある。本発明の課題
は、ソフトマターによるチタン材料の高機能化を行うために必要なチタンへの結合能を持
つペプチド配列、ファージ、人工タンパク質やキメラ分子、または前記ペプチド配列と機
能性ペプチド配列を持つ、ペプチド、ファージ、人工タンパク質又はキメラ分子とチタン
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の複合体を提供することにある。具体的には、前記ペプチドと石灰化促進または骨増殖・
分化ペプチドもしくは人工タンパク質・キメラタンパク質を表面に結合した機能性チタン
インプラント材料で、オッセオインテグレーションが短期間で終了するもの、あるいは、
前記ペプチドと歯肉に高い親和性を持つペプチドもしくは人工タンパク質・キメラタンパ
ク質を表面に結合した機能性チタンインプラント材料で、細菌感染等に抵抗性の高いもの
を提供する。または、可視光領域でも光触媒能を持つような、前記ペプチドもしくは人工
タンパク質・キメラタンパク質と二酸化チタン複合体、もしくは前記複合体とクロモフォ
アのような低分子化合物との複合体を提供することや、前記のペプチドと、肌にやさしい
コラーゲン等とのキメラタンパク質・人工タンパク質を表面に結合した二酸化チタン顔料
を提供することにある。
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【０００７】
本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意研究し、金属チタンに水溶液中で、多様な
ペプチド配列をファージ粒子上に提示したファージ集団を接触させ、ファージ粒子がペプ
チド配列を介して結合したチタンを遠心操作により回収し、得られたチタンに結合したフ
ァージ粒子を大腸菌中で増殖させ、次いで、増殖させたペプチド配列をファージ粒子上に
提示したファージ集団をチタンに再度接触させるパニング操作を繰り返すことによりチタ
ンに結合するファージクローンを濃縮し、チタンを特異的に認識する、チタンに結合能を
有するペプチドを提示すると考えられるファージライブラリーを得た。
【０００８】
得られたファージライブラリーをクローン化し、提示しているアミノ酸配列を調べた。
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前記のパニング操作を繰り返すことで、特にチタンに強く結合できる配列を提示するクロ
ーンがファージライブラリー中に、多数を占めることが予想されるが、ＲＫＬＰＤＡＰＧ
ＭＨＴＷ（配列番号３で表されるアミノ酸配列からなるペプチド）を提示するファージク
ローンが４３クローン中３３クローンあり、配列番号３で表されるアミノ酸配列からなる
ペプチドを提示するファージクローンのチタンへの結合能は、配列番号１６〜３８で表さ
れるアミノ酸配列からなるペプチドを提示するファージクローンの結合能を大きく上回る
ものであることを見い出した。
【０００９】
チタンに対して、得られた配列番号３で表されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示
するクローンが、果たして提示している配列を介して結合しているかどうかを検討する必
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要がある。水晶振動子形相互作用定量装置で消散を同時に測定できるＱＣＭ−Ｄ３００（
ｑ−ｓｅｎｓｅ ＡＢ社 イエテボリ）を用いることで、配列番号３で表されるアミノ酸配
列からなるペプチドを提示するファージクローンのチタンへの結合が、提示する配列を介
して特異的に結合しているかどうかを確認することができる。ファージのように非常に長
く伸びた分子が、水晶振動子センサーに対して垂直方向に結合したとき、結合量を表す周
波数の減少に対して、消散により測定される粘弾性が極端に上昇する。また、逆に非常に
長く伸びた分子であっても、水晶振動子センサー面に水平に方向に結合したとき、周波数
の減少に対して粘弾性の極端な上昇は見られない。実際に、配列番号３で表されるアミノ
酸配列からなるペプチドを提示するファージクローンは、チタン表面に対して、垂直方向
に結合していることを示す結果を得た。水晶振動子形相互作用解析装置によるファージの
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結合様式を調べた例は、おそらく世界で初めてであり、この方法が固体表面に結合するフ
ァージの解析に非常に有用であることを同時に示した。
【００１０】
チタンは、水中でその表面は直ちに酸化され、水酸基がチタン原子に結合する。結合し
た水酸基は、二つのチタン原子間をブリッジする水酸基と、ひとつのチタン原子と結合し
たターミナルの水酸基に別れると考えられる。ブリッジの水酸基とターミナルの水酸基で
はそれぞれ極性が異なるため、異なるｐＫを持つ。ブリッジの水酸基は酸として、ターミ
ナルの水酸基は塩基として作用していると考えられている。このチタン表面に配列番号３
で表されるアミノ酸配列からなるペプチドがどのような特異性で結合しているのかを調べ
ることで、チタンとペプチドの結合を制御することが可能になる。
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【００１１】
一般にペプチドモチーフの特異性についての検討は、点変異の導入による機能に重要な
役割を果たす残基の同定、欠失変異体の解析による機能領域の絞り込みが行われる。前者
においては、アラニンスキャニングと呼ばれる一連のアラニン置換点変異体の機能解析が
しばしば行われる。電荷を持たず、メチル基がひとつだけの小さな側鎖を持つアラニンへ
の置換は、そのアミノ酸残基の側鎖の機能を損なうと考えられている。配列番号３で表さ
れるアミノ酸配列からなるペプチドを提示するファージクローンについてアラニンスキャ
ニングを行った。配列番号４〜１４で表されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示する
一連の点変異ファージクローンを作製し、それぞれのクローンのチタンへの結合能を調べ
た結果、４番目のプロリンへの点変異体の結合能は、今回調べた中で最も大きく失われた
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。プロリンは、グリシンと同じくペプチドやタンパク質の主鎖が大きく折れ曲がる役割を
している。このことから、配列番号３で表されるアミノ酸配列からなるペプチドがチタン
に結合するのに、４番目のプロリンに於ける主鎖の折れ曲がりが重要な役割を果たしてい
ることが強く示唆された。また、側鎖に電荷を持つアミノ酸のうち１番目のアルギニンと
５番目のアスパラギン酸への点変異体の結合能が著しく損なわれたことから、これらの残
基が前記したチタン表面の正負の電荷と相互作用していることが示唆された。
【００１２】
アラニンスキャニングの結果、配列番号２の前半部、配列番号１の領域が、チタンへの
結合に重要な役割を果たしていることを支持する結果が得られたので、配列番号３で表さ
れるアミノ酸配列からなるペプチドの７〜１２番目を欠失した欠失変異体、すなわち配列
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番号１で表されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示するファージクローンを作製し、
チタンへの結合能を調べた。チタンへの結合能は、欠失により影響を受けなかったことか
ら、配列番号１で表されるアミノ酸配列部分だけで十分にチタン結合能を有することが明
らかになった。
【００１３】
配列番号３のペプチド配列が、チタンに結合する際、一番目のアルギニンの側鎖の正電
荷の重要性は前記の通りであるが、同時に主鎖のアミノ末端のアミノ基と協調的に働いて
チタンに結合している可能性が残る。そこで、配列番号３で表されるアミノ酸配列につい
てアミノ末端にアラニンを挿入した挿入変異体（配列番号１５）を作製し、チタンへの結
合能を調べた。その結果チタンへの結合能の上昇が見られた。結合能の上昇の理由として
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は、配列番号３の２番目のリジンの側鎖の正電荷と主鎖のアミノ末端のアミノ基の正電荷
間の反発が、一残基のアミノ酸の挿入により減少し、配列番号１５で表されるアミノ酸配
列からなるペプチドの構造がより安定化したことによるものであると考えることができる
。また、この結果は、配列番号３で表されるアミノ酸配列からなるペプチドがチタンに結
合するのに、必ずしもアルギニンが先頭（アミノ末端）にある必要がないということを意
味する。このことは、チタンに結合するキメラタンパク質、人工タンパク質や合成ペプチ
ドなどを作製する際、配列番号１または３の配置に一次構造上の制約を全く受けないこと
を意味する重要な知見である。
【００１４】
過酸化水素処理により、チタン表面により多くの水酸基が結合することは知られている
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。また、前記の通り配列番号１，３で表されるアミノ酸配列からなるペプチドとチタン表
面の相互作用は、チタンに結合した水酸基の電荷と、配列番号１，３の一番目のアルギニ
ンの側鎖と５番目のアスパラギン酸の側鎖間の静電的相互作用によるものが支配的だと考
えられる。チタンに結合する水酸基の量を調節することができれば、チタンとペプチドの
結合量を調節することができる可能性がある。実際に、過酸化水素処理したチタンへの配
列番号３を提示するファージクローンの結合能は上昇した。このことは、過酸化水素処理
によるチタン表面への水酸基のさらなる付加により、配列番号３を提示するファージクロ
ーン、配列番号３のペプチド、およびこれを含む人工タンパク質・キメラタンパク質の結
合量を増やすことができる。また、逆にチタン表面から水酸基を除いた場合、配列番号３
で表されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示するファージクローン、配列番号３のペ
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プチド、およびこれを含む人工タンパク質・キメラタンパク質の結合量を減らすことがで
きると期待される。チタン表面から水酸基を取り除く方法としては、例えばフッ化ナトリ
ウム処理がある。これらの方法を組み合わせることで、チタンへの配列番号３を提示する
ファージクローン、配列番号３のペプチド、およびこれを含む人工タンパク質・キメラタ
ンパク質の結合量を調節することができると期待される。
【００１５】
また、チタン結合能を有するペプチドの金属材料への結合の特異性を調べたところ、チ
タン以外にも銀、シリコンに選択的に結合し、金・白金・銅・鉄・錫・亜鉛・クロム等に
は結合しないことを見い出した。この金属材料結合特異性を利用して、例えば金基盤上に
チタンでパターンニングを施し、機能性化合物、例えば半導体ナノ粒子を抱合したチタン
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結合ペプチド、およびこれを含む人工タンパク質・キメラタンパク質を加えることで、チ
タン結合ペプチドを介して機能性化合物を金基盤上にパターン化することが期待できる。
【００１６】
本発明者らは、上記知見に基づき、本発明を完成するに至った。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
すなわち本発明は、（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるチタンに結合能
を有するペプチドや、（２）配列番号１に示されるアミノ酸配列の２，３，６番目のアミ
ノ酸残基のうち、いずれか１個のアミノ酸残基がアラニン残基に置換されたアミノ酸配列
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からなり、かつチタンに結合能を有するペプチドや、（３）２番目のリジン残基がアラニ
ン残基に置換された配列番号２に示されるアミノ酸配列からなることを特徴とする上記（
２）記載のチタンに結合能を有するペプチドや、（４）配列番号３に示されるアミノ酸配
列からなるチタンに結合能を有するペプチドや、（５）配列番号３に示されるアミノ酸配
列のＮ末端に、１個のアラニン残基が付加された配列番号１５に示されるアミノ酸配列か
らなり、かつチタンに結合能を有するペプチドや、（６）配列番号３に示されるアミノ酸
配列の２，３，６〜１２番目のアミノ酸残基のうち、いずれか１個のアミノ酸残基がアラ
ニン残基に置換されたアミノ酸配列からなり、かつチタンに結合能を有するペプチドや、
（７）ビオチン化されていることを特徴とする上記（１）〜（６）のいずれか記載のチタ
ンに結合能を有するペプチドや、（８）チタンが、金属チタン、チタン合金又は二酸化チ

50

(9)

JP 4885542 B2 2012.2.29

タンであることを特徴とする上記（１）〜（７）のいずれか記載のチタンに結合能を有す
るペプチドに関する。
【００１８】
さらに本発明は、（９）上記（１）〜（８）のいずれか記載のチタンに結合能を有する
ペプチドがチタンと結合したチタン−ペプチド複合体や、（１０）上記（１）〜（８）の
いずれか記載のチタンに結合能を有するペプチドと、機能性ペプチド又は機能性タンパク
質との結合体であって、かつチタンに結合能を有する人工タンパク質や、（１１）機能性
ペプチド又は機能性タンパク質が、チタンに結合能を有するペプチドと協働して、二次元
結晶を自己集合で形成しうるペプチド又はタンパク質であることを特徴とする上記（１０
）記載の人工タンパク質や、（１２）機能性ペプチド又は機能性タンパク質が、細胞接着
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活性等の細胞認識活性をもつペプチド配列を有するペプチド又はタンパク質であることを
特徴とする上記（１０）記載の人工タンパク質や、（１３）上記（１０）〜（１２）のい
ずれか記載の人工タンパク質がチタンと結合したチタン−人工タンパク質複合体や、（１
４）上記（１）〜（８）のいずれか記載のチタンに結合能を有するペプチドと、標識化物
質若しくはペプチドタグとの結合体、又は非ペプチド系化合物との結合体であって、かつ
チタンに結合能を有するキメラタンパク質や、（１５）上記（１４）記載のキメラタンパ
ク質がチタンと結合したチタン−キメラタンパク質複合体や、（１６）上記（１）〜（８
）のいずれか記載のチタンに結合能を有するペプチドをその粒子表面上に提示し、かつチ
タンに結合能を有するファージや、（１７）上記（１６）記載のファージがチタンと結合
したチタン−ファージ複合体や、（１８）上記（１）〜（８）のいずれか記載のチタンに
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結合能を有するペプチドを用いることを特徴とするチタン表面の改質又はチタン粒子の形
成方法や、（１９）上記（１０）〜（１２）のいずれか記載のチタンに結合能を有する人
工タンパク質を用いることを特徴とするチタン表面の改質、チタン粒子の形成又はチタン
の整列化方法や、（２０）上記（１４）記載のチタンに結合能を有するキメラタンパク質
を用いることを特徴とするチタン表面の改質又はチタン粒子の形成方法や、（２１）上記
（１６）記載のチタンに結合能を有するファージを用いることを特徴とするチタンの整列
化又はチタン粒子の形成方法や、（２２）上記（１３）記載のチタン−人工タンパク質複
合体を有効成分とするインプラント材料に関する。
【００１９】
また本発明は、（２３）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなる銀に結合能を有す
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るペプチドや、（２４）配列番号１に示されるアミノ酸配列の２，３，６番目のアミノ酸
残基のうち、いずれか１個のアミノ酸残基がアラニン残基に置換されたアミノ酸配列から
なり、かつ銀に結合能を有するペプチドや、（２５）２番目のリジン残基がアラニン残基
に置換された配列番号２に示されるアミノ酸配列からなることを特徴とする上記（２４）
記載の銀に結合能を有するペプチドや、（２６）配列番号３に示されるアミノ酸配列から
なる銀に結合能を有するペプチドや、（２７）配列番号３に示されるアミノ酸配列のＮ末
端に、１個のアラニン残基が付加された配列番号１５に示されるアミノ酸配列からなり、
かつ銀に結合能を有するペプチドや、（２８）ビオチン化されていることを特徴とする上
記（２３）〜（２７）のいずれか記載の銀に結合能を有するペプチドや、（２９）上記（
２３）〜（２８）のいずれか記載の銀に結合能を有するペプチドが銀と結合した銀−ペプ
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チド複合体や、（３０）上記（２３）〜（２８）のいずれか記載の銀に結合能を有するペ
プチドと、機能性ペプチド又は機能性タンパク質との結合体であって、かつ銀に結合能を
有する人工タンパク質や、（３１）上記（３０）記載の人工タンパク質が銀と結合した銀
−人工タンパク質複合体や、（３２）上記（２３）〜（２８）のいずれか記載の銀に結合
能を有するペプチドと、標識化物質若しくはペプチドタグとの結合体、又は非ペプチド系
化合物との結合体であって、かつ銀に結合能を有するキメラタンパク質や、（３３）上記
（３２）記載のキメラタンパク質が銀と結合した銀−キメラタンパク質複合体や、（３４
）上記（２３）〜（２８）のいずれか記載の銀に結合能を有するペプチドをその粒子表面
上に提示し、かつ銀に結合能を有するファージや、（３５）上記（３４）記載のファージ
が銀と結合した銀−ファージ複合体や、（３６）上記（２３）〜（２８）のいずれか記載
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の銀に結合能を有するペプチドを用いることを特徴とする銀表面の改質又は銀粒子の形成
方法や、（３７）上記（３０）記載の銀に結合能を有する人工タンパク質を用いることを
特徴とする銀表面の改質、銀粒子の形成又は銀の整列化方法や、（３８）上記（３２）記
載の銀に結合能を有するキメラタンパク質を用いることを特徴とする銀表面の改質又は銀
粒子の形成方法や、（３９）上記（３４）記載の銀に結合能を有するファージを用いるこ
とを特徴とする銀粒子の形成又は銀の整列化方法や、（４０）配列番号１に示されるアミ
ノ酸配列からなるシリコンに結合能を有するペプチドや、（４１）配列番号１に示される
アミノ酸配列の２，３，６番目のアミノ酸残基のうち、いずれか１個のアミノ酸残基がア
ラニン残基に置換されたアミノ酸配列からなり、かつシリコンに結合能を有するペプチド
や、（４２）２番目のリジン残基がアラニン残基に置換された配列番号２に示されるアミ
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ノ酸配列からなることを特徴とする上記（４１）記載のシリコンに結合能を有するペプチ
ドや、（４３）配列番号３に示されるアミノ酸配列からなるシリコンに結合能を有するペ
プチドや、（４４）配列番号３に示されるアミノ酸配列のＮ末端に、１個のアラニン残基
が付加された配列番号１５に示されるアミノ酸配列からなり、かつシリコンに結合能を有
するペプチドや、（４５）ビオチン化されていることを特徴とする上記（４０）〜（４４
）のいずれか記載のシリコンに結合能を有するペプチドや、（４６）上記（４０）〜（４
５）のいずれか記載のシリコンに結合能を有するペプチドがシリコンと結合したシリコン
−ペプチド複合体や、（４７）上記（４０）〜（４５）のいずれか記載のシリコンに結合
能を有するペプチドと、機能性ペプチド又は機能性タンパク質との結合体であって、かつ
シリコンに結合能を有する人工タンパク質や、（４８）上記（４７）記載の人工タンパク
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質がシリコンと結合したシリコン−人工タンパク質複合体や、（４９）上記（４０）〜（
４５）のいずれか記載のシリコンに結合能を有するペプチドと、標識化物質若しくはペプ
チドタグとの結合体、又は非ペプチド系化合物との結合体であって、かつシリコンに結合
能を有するキメラタンパク質や、（５０）上記（４９）記載のキメラタンパク質がシリコ
ンと結合したシリコン−キメラタンパク質複合体や、（５１）上記（４０）〜（４５）の
いずれか記載のシリコンに結合能を有するペプチドをその粒子表面上に提示し、かつシリ
コンに結合能を有するファージや、（５２）上記（５１）記載のファージがシリコンと結
合したシリコン−ファージ複合体や、（５３）上記（４０）〜（４５）のいずれか記載の
シリコンに結合能を有するペプチドを用いることを特徴とするシリコン表面の改質又はシ
リコン粒子の形成方法や、（５４）上記（４７）記載のシリコンに結合能を有する人工タ
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ンパク質を用いることを特徴とするシリコン表面の改質、シリコン粒子の形成又はシリコ
ンの整列化方法や、（５５）上記（４９）記載のシリコンに結合能を有するキメラタンパ
ク質を用いることを特徴とするシリコン表面の改質又はシリコン粒子の形成方法や、（５
６）上記（５１）記載のシリコンに結合能を有するファージを用いることを特徴とするシ
リコン粒子の形成又はシリコンの整列化方法や、（５７）上記（１）〜（８）のいずれか
記載のチタンに結合能を有するペプチド、上記（２３）〜（２８）のいずれか記載の銀に
結合能を有するペプチド、又は、上記（４０）〜（４５）のいずれか記載のシリコンに結
合能を有するペプチドを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）の探針（プローブ）として使用する方
法に関する。
【００２０】
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本発明のチタンに結合能を有するペプチドのスクリーニング方法としては、チタンに、
異なったペプチド配列をファージ粒子上に提示（ディスプレイ）したファージ集団（ファ
ージライブラリー）を接触、好ましくは水溶液中で接触させ、ファージ粒子がペプチド配
列を介して結合したチタンを遠心操作により回収し、得られたチタンに結合したファージ
粒子を大腸菌等の菌体中で増殖させ、次いで、増殖させたペプチド配列をファージ粒子上
に提示したファージ集団をチタンに接触させるパニング操作を繰り返すことにより、チタ
ンに結合するファージクローンを濃縮するスクリーニング方法であれば特に制限されるも
のではなく、上記チタンとしては、粒子状、板状等の金属チタン、チタン合金、二酸化チ
タンなどのチタンを用いることができる。また、上記ファージライブラリーは、化学合成
したランダムＤＮＡをファージＤＮＡ（ファージミド）に挿入し、宿主大腸菌に遺伝子導
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入することでファージウィルスを形成する分子が生合成され、ウィルス粒子の外殼タンパ
ク質ｐＩＩＩのＮ末端の先にランダムペプチドが発現され、ランダム化した部分のアミノ
酸残基（−Ｘｎ−，Ｘ＝ａｎｙ ａｍｉｎｏ ａｃｉｄ）を表層に提示するファージとして
調製することもできるが、市販されているファージライブラリー（ｒａｎｄｏｍ ７ ｍｅ
ｒ，１２ ｍｅｒ，ｃｙｃｌｉｃ ７ ｍｅｒなど）を用いることもできる。
【００２１】
本発明のチタン、銀及び／又はシリコンに結合能を有するペプチドとしては、上記本発
明のチタンに結合能を有するペプチドのスクリーニング方法により得られるチタン、銀及
び／又はシリコンに結合能を有するペプチドやその変異体を挙げることができる。具体的
には、配列番号１に示されるアミノ酸配列ＲＫＬＰＤＡからなるチタン、銀及びシリコン
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に結合能を有するペプチド（Δ７−１２）や、配列番号１に示されるアミノ酸配列におい
て、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、
かつチタン、銀及び／又はシリコンに結合能を有するペプチド（Δ７−１２変異体）を、
チタン、銀及び／又はシリコンへの優れた結合能を有する点で好適に例示することができ
る。上記Δ７−１２変異体の中でも、配列番号１に示されるアミノ酸配列の１番目（Ａｒ
ｇ），４番目（Ｐｒｏ），５番目（Ａｓｐ）のアミノ酸残基が保存されているペプチドが
好ましく、２番目（Ｌｙｓ）がＡｌａに置換された配列番号２に示されるアミノ酸配列か
らなるペプチド（Ｋ２Ａ−Δ７−１２）がチタン、銀及びシリコンへの優れた結合能を有
する点で特に好ましい。
【００２２】
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また、本発明のチタン、銀及び／又はシリコンに結合能を有するペプチドとして、配列
番号３に示されるアミノ酸配列ＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷからなるチタンに結合能を有す
るペプチド（ｅ３−２−３）や、配列番号３に示されるアミノ酸配列において、１若しく
は数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつチタン、
銀及び／又はシリコンに結合能を有するペプチド（ｅ３−２−３変異体）を、チタン、銀
及び／又はシリコンへの優れた結合能を有する点で好適に例示することができる。上記ｅ
３−２−３変異体としては、１〜５番目及び７〜１２番目のアミノ酸残基がそれぞれＡｌ
ａに置換された配列番号４〜１４に示されるアミノ酸配列からなるペプチド（Ｒ１Ａ，Ｋ
２Ａ，Ｌ３Ａ，Ｐ４Ａ，Ｄ５Ａ，Ｐ７Ａ，Ｇ８Ａ，Ｍ９Ａ，Ｈ１０Ａ，Ｔ１１Ａ，Ｗ１２
Ａ）や、ｅ３−２−３のＮ末端にＡｌａが付加・挿入された配列番号１５に示されるアミ
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ノ酸配列からなるペプチド（Ａｌａ ｉｎｓｅｒｔ）を挙げることができる。Ａｌａ ｉｎ
ｓｅｒｔは、チタン、銀及び／又はシリコンへの優れた結合能を有する点で特に好ましい
。
【００２３】
また、本発明のチタンに結合能を有するペプチドとして、ｅ３−２−３同様に、１２残
基の直線状ランダムペプチドを提示するＤ１２ライブラリー（Ｎｅｗ Ｅｎｇｌａｎｄ Ｂ
ｉｏｌａｂｓ社、Ｂｅｖｅｒｌｙ）由来の配列番号１６〜２４に示されるアミノ酸配列か
らなるペプチドや、配列番号１６〜２４に示されるアミノ酸配列において、１若しくは数
個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつチタンに結合
能を有するペプチドを例示することができる。
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【００２４】
さらに、本発明のチタンに結合能を有するペプチドとして、７残基の環状ランダムペプ
チドを提示するＣ７Ｃライブラリー（Ｎｅｗ Ｅｎｇｌａｎｄ Ｂｉｏｌａｂｓ社）由来の
配列番号２５〜３８に示されるアミノ酸配列からなるペプチドや、配列番号２５〜３８に
示されるアミノ酸配列において、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加さ
れたアミノ酸配列からなり、かつチタンに結合能を有するペプチドを例示することができ
る。
【００２５】
ここで、アミノ酸の「置換、欠失若しくは付加」の程度及びそれらの位置などは、改変
されたペプチドが、配列番号１や３で示されるアミノ酸配列からなるペプチドと同様に、
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チタン、銀及び／又はシリコンに結合能を有する同効物であればすべて本発明に包含され
る。
【００２６】
また、チタンとしては、金属チタン、チタン合金、不定形二酸化チタン、二酸化チタン
アナターゼ結晶、二酸化チタンルチル結晶、二酸化チタンブルカイト結晶を例示すること
ができる。
【００２７】
上記本発明のチタンに結合能を有するペプチド群（以下、これらペプチドを「本件チタ
ン結合ペプチド」という）、銀に結合能を有するペプチド群（以下、これらペプチドを「
本件銀結合ペプチド」という）、シリコンに結合能を有するペプチド群（以下、これらペ
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プチドを「本件シリコン結合ペプチド」という）は、そのアミノ酸配列に従って、一般的
な化学合成法により製造することができる。そして、化学合成法には、通常の液相法及び
固相法によるペプチド合成法が包含される。かかるペプチド合成法は、より詳しくは、ア
ミノ酸配列情報に基づいて、各アミノ酸を１個ずつ逐次結合させ鎖を延長させていくステ
ップワイズエロゲーション法と、アミノ酸数個からなるフラグメントを予め合成し、次い
で各フラグメントをカップリング反応させるフラグメント・コンデンセーション法とを包
含する。本発明のペプチドの合成は、そのいずれによることもできる。
【００２８】
上記ペプチド合成に採用される縮合法も、公知の各種方法に従うことができる。その具
体例としては、例えばアジド法、混合酸無水物法、ＤＣＣ法、活性エステル法、酸化還元
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法、ＤＰＰＡ（ジフェニルホスホリルアジド）法、ＤＣＣ＋添加物（１−ヒドロキシベン
ゾトリアゾール、Ｎ−ヒドロキシサクシンアミド、Ｎ−ヒドロキシ−５−ノルボルネン−
２，３−ジカルボキシイミド等）、ウッドワード法等を例示できる。これら各方法に利用
できる溶媒もこの種ペプチド縮合反応に使用されることがよく知られている一般的なもの
から適宜選択することができる。その例としては、例えばジメチルホルムアミド（ＤＭＦ
）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、ヘキサホスホロアミド、ジオキサン、テトラヒ
ドロフラン（ＴＨＦ）、酢酸エチル等及びこれらの混合溶媒等を挙げることができる。
【００２９】
上記ペプチド合成反応に際して、反応に関与しないアミノ酸やペプチドにおけるカルボ
キシル基は、一般にはエステル化により、例えばメチルエステル、エチルエステル、第三
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級ブチルエステル等の低級アルキルエステル、例えばベンジルエステル、ｐ−メトキシベ
ンジルエステル、ｐ−ニトロベンジルエステルアラルキルエステル等として保護すること
ができる。また、側鎖に官能基を有するアミノ酸、例えばＴｙｒの水酸基は、アセチル基
、ベンジル基、ベンジルオキシカルボニル基、第三級ブチル基等で保護されてもよいが、
必ずしもかかる保護を行う必要はない。更に例えばＡｒｇのグアニジノ基は、ニトロ基、
トシル基、２−メトキシベンゼンスルホニル基、メチレン−２−スルホニル基、ベンジル
オキシカルボニル基、イソボルニルオキシカルボニル基、アダマンチルオキシカルボニル
基等の適当な保護基により保護することができる。上記保護基を有するアミノ酸、ペプチ
ド及び最終的に得られる本件チタン結合ペプチド等におけるこれら保護基の脱保護反応も
また、慣用される方法、例えば接触還元法や、液体アンモニア／ナトリウム、フッ化水素
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、臭化水素、塩化水素、トリフルオロ酢酸、酢酸、蟻酸、メタンスルホン酸等を用いる方
法等に従って、実施することができる。
【００３０】
その他、本件チタン結合ペプチド等は、本件チタン結合ペプチド等をコードするＤＮＡ
の塩基配列情報により、遺伝子工学的手法を用いて常法により調製することもできる。こ
のようにして得られる本件チタン結合ペプチド等は、通常の方法に従って、例えばイオン
交換樹脂、分配クロマトグラフィー、ゲルクロマトグラフィー、アフィニティークロマト
グラフィー、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）、向流分配法等のペプチド化学の
分野で汎用されている方法に従って、適宜その精製を行うことができる。
【００３１】
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また、本件チタン結合ペプチド、本件銀結合ペプチド、本件シリコン結合ペプチドとし
て、化学修飾がなされたペプチドを有利に用いることができる。かかる化学修飾としては
、官能基を有するアミノ酸への置換からなる化学修飾や、リンカーとの結合を容易に形成
させるための化学修飾を挙げることができるが、化学修飾によりチタン、銀、シリコンへ
の結合能が低下しない修飾が好ましい。例えば、上記リンカーとの結合を容易に形成させ
るための化学修飾としては、ビオチンのＮ−ハイドロキシサクシイミドエステル体を用い
て、ペプチドのアミノ基へのビオチンの共有結合を挙げることができる。かかるペプチド
のビオチン化により、後述するキメラ分子を容易に作製することができる。
【００３２】
本発明のチタン、銀、シリコンに結合能を有する人工タンパク質としては、本件チタン
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結合ペプチド、本件銀結合ペプチド、又は本件シリコン結合ペプチドと、機能性ペプチド
又は機能性タンパク質との結合体からなるものであれば特に制限されるものではなく、上
記機能性ペプチド又はタンパク質の機能としては、αヘリックス形成等の二次構造を形成
しやすい機能、石灰化促進機能、骨増殖分化誘導機能、クロモフォア結合機能、コラーゲ
ン結合機能、細胞接着機能、細胞外へタンパク質を局在化させる機能、特定の細胞内小器
官（ミトコンドリア、葉緑体、ＥＲなど）にターゲットする機能、細胞膜に埋め込まれる
機能、アミロイド繊維形成機能、繊維性タンパク質の形成機能、タンパク質性ゲル形成機
能、タンパク質性フィルム形成機能、単分子膜形成機能、二次元結晶を自己集合で形成し
うる等の自己集合機能、粒子形成機能、他のタンパク質の高次構造形成を補助する機能、
ウィルス等の中和抗体を誘導する抗原機能、免疫賦活化する機能（Ｎａｔｕｒｅ Ｍｅｄ
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ｉｃｉｎｅ，３：１２６６−１２７０，１９９７）、細胞増殖を促進又は抑制する機能、
癌細胞を特異的に認識する機能、プロテイン・トランスダクション機能、細胞死誘導機能
、抗原決定残基呈示機能、金属結合機能、補酵素結合機能、触媒活性機能、蛍光発色活性
機能、特定の受容体に結合してその受容体を活性化する機能、信号伝達に関わる特定の因
子に結合してその働きをモジュレートする機能、タンパク質，ＤＮＡ，ＲＮＡ，糖などの
生体高分子を特異的に認識する機能などを挙げることができる。これらの人工タンパク質
は、チタンに結合能を有するペプチドに機能性ペプチド又は機能性タンパク質を、アミノ
酸レベルで、あるいはＤＮＡレベルで直接的又は間接的に連結することにより作製するこ
とができる。ＤＮＡレベルで作製する際には、本発明者らにより提案されている「高分子
マイクロ遺伝子重合体の作成方法」（特許第３４１５９９５号公報）や「多機能塩基配列
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及びそれを含む人工遺伝子」（特開２００１−３５２９９０号公報）に開示された人工タ
ンパク質の設計技術を有利に用いることができる。
【００３３】
上記機能性ペプチド又は機能性タンパク質の中でも、例えば、チタン、銀又はシリコン
に結合能を有するペプチドと協働して、二次元結晶を自己集合で形成しうるペプチド又は
タンパク質を用いると、その二次元結晶に沿ってチタン、銀又はシリコンをナノスケール
できれいに整列化することができる人工タンパク質を構築することができる。かかるチタ
ン、銀又はシリコンに結合能を有するペプチドと協働して、二次元結晶を自己集合で形成
しうるペプチド又はタンパク質として、ウィルス（例えば、アデノウィルス、ロタウィル
ス、ポリオウィルス、ＨＫ９７、ＣＣＭＶ等）、フェリチンやアポフェリチンのようなフ
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ェリチンファミリー、ＤｐｓＡタンパク質やＭｒｇＡタンパク質を挙げることができる。
その他の、二次元結晶を自己集合で形成しうるペプチド又はタンパク質としては、人工的
に設計された繰り返し性に富む人工タンパク質などを挙げることができる。また、タンパ
ク質の二次元結晶を作製する方法としては、タンパク質溶液を水面上に単分子膜で展開さ
せた後、固体基板に吸着させる方法などを例示することができる。
【００３４】
また、上記機能性ペプチド又は機能性タンパク質の中でも、例えば、細胞接着活性等の
細胞認識活性をもつペプチド配列を有するペプチド又はタンパク質を用いると、チタン、
銀又はシリコンと細胞を同時に認識する複合活性をもつ人工タンパク質を得ることができ
る。かかる細胞接着活性等の細胞認識活性をもつペプチド配列を有するペプチド又はタン
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パク質としては、各種リガンド、モノクローナル抗体やその可変領域、１本鎖抗体等を例
示することができる他、上記のような天然タンパク質に限らず、細胞接着活性を有するペ
プチドを含む人工タンパク質を挙げることができる。
【００３５】
本発明のチタン、銀又はシリコンに結合能を有するキメラタンパク質としては、本件チ
タン結合ペプチド、本件銀結合ペプチド、又は本件シリコン結合ペプチドと、単独又は他
の物質と反応することにより検出可能なシグナルをもたらすことができる標識化物質又は
ペプチドタグとの結合体からなるキメラ分子を挙げることができる。上記標識化物質とし
ては、酵素、蛍光物質、化学発光物質、放射性同位体、抗体のＦｃ領域、等を挙げること
ができ、具体的には、ペルオキシダーゼ（例えば、ｈｏｒｓｅｒａｄｉｓｈ ｐｅｒｏｘ

10

ｉｄａｓｅ）、アルカリフォスファターゼ、β−Ｄ−ガラクトシダーゼ、グルコースオキ
シダーゼ、グルコース−６−ホスフェートデヒドロゲナーゼ、アルコール脱水素酵素、リ
ンゴ酸脱水素酵素、ペニシリナーゼ、カタラーゼ、アポグルコースオキシダーゼ、ウレア
ーゼ、ルシフェラーゼ若しくはアセチルコリンエステラーゼ等の酵素、フルオレスセイン
イソチオシアネート、フィコビリタンパク、希土類金属キレート、ダンシルクロライド若
しくはテトラメチルローダミンイソチオシアネート等の蛍光物質、３Ｈ、１４Ｃ、１２５
Ｉ等の放射性同位体、化学発光物質を挙げることができる。また、ペプチドタグとしては
、ＨＡ、ＦＬＡＧ、Ｍｙｃ等のエピトープタグや、ＧＳＴ、マルトース結合タンパク質、
ビオチン化ペプチド、オリゴヒスチジン（Ｈｉｓ）等の親和性タグなどの従来知られてい
るペプチドタグを具体的に例示することができる。例えば、ＨｉｓタグとＮｉ−ＮＴＡの

20

親和性を利用すると、チタン・ペプチドあるいはタンパク質複合体を容易に精製すること
ができる。
【００３６】
また、本発明のチタン、銀、又はシリコンに結合能を有するキメラタンパク質としては
、本件チタン結合ペプチド、本件銀結合ペプチド、又は本件シリコン結合ペプチドと、非
ペプチド系化合物との結合体からなるキメラ分子を挙げることができる。上記非ペプチド
系化合物のうち、非ペプチド系低分子化合物としては、フルオレセイン、ローダミン等の
蛍光色素、クロラムフェニコール、アンピシリン等の抗生物質を、非ペプチド系高分子化
合物としては、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラスビーズ、シリカゲ
ル、多糖類（誘導体を含む）、ポリエチレングリコール等のポリアルキレングリコールを

30

具体的に例示することができる。
【００３７】
本発明のチタン、銀、又はシリコンに結合能を有するファージとしては、本件チタン結
合ペプチド、本件銀結合ペプチド、又は本件シリコン結合ペプチドをその粒子表面上に提
示するファージであればどのようなものでもよく、かかるチタン、銀、又はシリコンに結
合能を有するファージは、前記のスクリーニングの過程で、チタン分子、銀分子、又はシ
リコン分子に強く結合したペプチド提示ファージを、その他のファージ集団から分離する
ことにより、チタン、銀、又はシリコンに結合するファージクローンとして得られる他、
本件チタン結合ペプチド、本件銀結合ペプチド、又は本件シリコン結合ペプチドをコード
するＤＮＡを常法によりファージミドベクターに組み込んで大腸菌等の宿主細胞を形質転

40

換し、ヘルパーファージを感染させることで得ることもできる。一般的にＭ１３やｆｄな
どの繊維状ファージは、高濃度の状態では液晶状態となり、規則的な整列構造をとること
から、チタンを認識するペプチドファージを液晶状態にすることにより、チタンを認識す
るペプチドが規則的にナノスケールで配列した状態をつくることができる。ここにチタン
を接触させると、ペプチドのチタン認識能力により、チタンを整列させることができる。
【００３８】
本発明のチタン、銀又はシリコンとペプチドとの複合体や、チタン、銀又はシリコンと
人工タンパク質との複合体や、チタン、銀又はシリコンとキメラタンパク質との複合体や
、チタン、銀又はシリコンとファージとの複合体としては、上記本発明のチタン、銀及び
／又はシリコンに結合能を有するペプチドや、上記本発明のチタン、銀及び／又はシリコ
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ンに結合能を有する人工タンパク質や、上記本発明のチタン、銀及び／又はシリコンに結
合能を有するキメラタンパク質や、上記本発明のチタン、銀及び／又はシリコンに結合能
を有するファージが、チタン、銀又はシリコンにイオン結合、パイ電子結合、ファンデル
ワールス結合、疎水結合などの弱い結合のいずれか、あるいは組み合わせにより結合した
複合体を挙げることができる。特に、チタン−人工タンパク質複合体は、インプラント材
料，光触媒，顔料等として有利に用いることができる。
【００３９】
チタン結合ペプチドを融合した骨分化を促進するサイトカイン、例えばＢＭＰをチタン
製インプラント材にチタン結合ペプチドを介して結合したものを用いることで、チタンイ
ンプラント近傍における積極的な骨化が起こることにより、オッセオインテグレーション

10

の期間が短縮できることが期待される。また、チタン結合ペプチドを人工的に融合したハ
イドロキシアパタイトのバイオミネラリゼーションを促進するペプチドあるいはタンパク
質を、チタン製インプラント材にチタン結合ペプチドを介して結合したものを用いること
で、チタンインプラント表面の石灰化が促進され、オッセオインテグレーションの期間が
短縮できることが期待される。あるいは、チタン結合ペプチドを人工的に融合した抗菌作
用を持つペプチドあるいはタンパク質あるいは化合物を、チタン製インプラント材にチタ
ン結合ペプチドを介して結合したものを用いることで、オッセオインテグレーション中の
感染症を低減することができる。さらに、チタン結合ペプチドを融合したコラーゲンをチ
タン製インプラント材にチタン結合ペプチドを介して結合することで、これまでの人工歯
根では見られない、人工歯根に対し垂直にコラーゲン繊維が結合したような構造を構築す

20

ることができる。これは、強い力がかかったとき、本来の歯が持つ力を分散させるメカニ
ズムを模倣しており、これにより人工歯根に対して強い力がかかったときに、従来の人工
歯根よりも高い安定性を持つことができる。
【００４０】
このチタン結合ペプチドは、同時に銀にも結合することができるので、例えば、チタン
結合ペプチドを融合したコラーゲンを、酸化チタン顔料と銀に結合させた化粧品は、高い
抗菌作用を付与することができる。
【００４１】
さらに、本発明の本件チタン結合ペプチドを用いるチタン表面の改質方法や、本件チタ
ン結合ペプチドと結合した本発明の人工タンパク質を用いるチタン表面の改質、チタン粒

30

子の形成又はチタンの整列化方法や、本件チタン結合ペプチドと結合した本発明のキメラ
タンパク質を用いるチタン表面の改質又はチタン粒子の形成方法や、本件チタン結合ペプ
チドを粒子表面上に提示した本発明のファージを用いるチタンの整列化又はチタン粒子の
形成方法によると、チタン表面の性状やチタンの物性を改善することができ、特にタンパ
ク質の自己集合能を利用した酸化チタンのパターンニングによる、ナノスケールのデバイ
ス開発も可能となる。
【００４２】
また、本件銀結合ペプチドや本件シリコン結合ペプチドを用いる銀表面やシリコン表面
の改質又は銀粒子やシリコン粒子の形成方法や、本件銀結合ペプチドや本件シリコン結合
ペプチドと結合した本発明の人工タンパク質を用いる銀表面やシリコン表面の改質又は銀

40

粒子やシリコン粒子の形成、銀又はシリコンの整列化方法や、本件銀結合ペプチドや本件
シリコン結合ペプチドと結合した本発明のキメラタンパク質を用いる銀表面やシリコン表
面の改質又は銀粒子やシリコン粒子の形成方法や、本件銀結合ペプチドや本件シリコン結
合ペプチドを粒子表面上に提示した本発明のファージを用いる銀粒子やシリコン粒子の形
成、銀又はシリコンの整列化方法によると、銀表面やシリコン表面の性状や銀・シリコン
の物性を改善することができる。
【００４３】
特に、チタン表面や銀表面やシリコン表面の改質により、生物が自身の体の内外に鉱物
（無機化合物）を作り出す生体鉱物形成能（ｂｉｏｍｉｎｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎ）を付
与することができる。
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【００４４】
また、本件チタン結合ペプチドや本件銀結合ペプチドや本件シリコン結合ペプチドを原
子間力顕微鏡（ＡＦＭ）の探針（プローブ）として用いることにより、固体材料表面を水
溶液中で分析することが可能となる。例えば、本件チタン結合ペプチド、あるいはチタン
結合ペプチド融合人工タンパク質・キメラタンパク質を、原子間力顕微鏡の探針に、例え
ば金・チオール結合で固層化する。探針を、チタン・銀・シリコンの基盤に近付けること
で、チタン結合ペプチドと基盤の間に相互作用が生じ、今度は探針を離すことで相互作用
が切断される。その時に発生する張力を測定することができる。また、探針を二次元にス
キャンすることで、基盤表面とチタン結合ペプチドの結合力を指標とした、フォースマッ
プを作製することができる。作製したフォースマップをもとに、パターンニングに適した

10

、材料および結晶面の選択などの幅が広がる。
【００４５】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの
例示に限定されるものではない。
【実施例１】
【００４６】
粒径１５０μＭのチタン粒子１０ｍｇ（住友チタニウム、兵庫）を、１．５ｍｌエッペ
ンドルフチューブに入れ、５００μｌの５０ｍＭトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタ
ン（以下、トリス（キシダ化学、大阪））塩酸緩衝液ｐＨ７．５、１５０ｍＭ塩化ナトリ
ウム（和光純薬、大阪）溶液（以下ＴＢＳ）に、０．１％ウシ血清アルブミン（以下、Ｂ

20

ＳＡ）０．１％ Ｐｏｌｙｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅｓｏｒｂｉｔａｎ ｍｏｎｏｌａｕｒａ
ｔｅ（以下、Ｔｗｅｅｎ−２０（シグマ社、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ））を添加した溶液で、二
回洗浄した。チタン粒子の洗浄は、卓上遠心機Ｈ１３００（コクサン）１３，０００ｒｐ
ｍ，５秒の遠心操作により、チタン粒子を沈澱させ、上清を取り除くことで行った。洗浄
後、ファージの非特異的吸着をブロッキングするために、さらに１ｍｌ同溶液で３０分間
、室温で、回転撹拌機ｒｏｔａｔｏｒ ＲＴ−５０（タイテック社）を用いて回転撹拌し
た。
【００４７】
卓上遠心機Ｈ１３００（コクサン）１３，０００ｒｐｍ，５秒の遠心操作により、チタ
ン粒子を沈澱させ、上清を取り除いた後、ペプチド提示ファージライブラリー、１２残基

30

の直線状ランダムペプチドを提示するＤ１２ライブラリー（Ｎｅｗ Ｅｎｇｌａｎｄ Ｂｉ
ｏｌａｂｓ社、Ｂｅｖｅｒｌｙ）、１．７ｘ１０１１プラーク形成単位（以下、ｐｆｕ）
もしくは、７残基の環状ランダムペプチドを提示するＣ７Ｃライブラリー（Ｎｅｗ Ｅｎ
ｇｌａｎｄ Ｂｉｏｌａｂｓ社）２．０ｘ１０１１ｐｆｕを含む１ｍｌ ＴＢＳ，０．１％
ＢＳＡ，０．１％ Ｔｗｅｅｎ−２０溶液を加え、二時間、室温で回転撹拌機ｒｏｔａｔ
ｏｒ ＲＴ−５０を用いて回転撹拌した。
【００４８】
卓上遠心機Ｈ１３００（コクサン）１３，０００ｒｐｍ，５秒の遠心操作により、上清
を取り除き、１ｍｌ ＴＢＳ，０．１％ Ｔｗｅｅｎ−２０溶液で１０回洗浄した。洗浄は
、８，０００×ｇ，５秒の遠心操作により、チタン粒子を沈澱させることで行った。洗浄

40

溶液を取り除いた後、１ｍｌの０．２Ｍ グリシン（和光純薬）・塩酸緩衝液ｐＨ２．２
を加え、１０分間、室温でタイテック社製ｒｏｔａｔｏｒ ＲＴ−５０を用いて回転撹拌
することでチタンに結合したファージを溶出した。遠心操作により、チタンを沈澱させ、
上清を別の１．５ｍｌエッペンドルフチューブに移し、さらに１５０μｌの１Ｍ トリス
・塩酸緩衝液ｐＨ９．１を添加することで中和した後に、溶液中のファージの力価（単位
溶液あたりのプラーク形成能力）を常法（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｃｌｏｎｉｎｇ Ｔｈｉｒ
ｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｃｏｌｄ Ｓｐｒｉｎｇ Ｈａｒｂｏｒ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｐｒ
ｅｓｓ）に従い測定した。
【００４９】
上記の操作で得られたファージ溶出液をＬＢ培地２０ｍｌ中で対数増殖中の大腸菌ＥＲ
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ｌａｃＩｑ△（ｌａｃＺ）Ｍ１５ ｐｒｏＡ＋Ｂ＋ｚｚｆ：：Ｔｎ１０

（ＴｅｔＲ）ｆｈｕＡ２ ｓｕｐＥ ｔｈｉ△（ｌａｃ−ｐｒｏＡＢ）△（ｈｓｄＭＳ−ｍ
ｃｒＢ）５（ｒｋ−ｍｋ−ＭｃｒＢＣ−）］に感染させ、振とう培養機（ＢＲ４０−ＬＦ
、タイテック社）を用い３７℃で激しく撹拌しながら６時間インキュベートした。ファー
ジ感染菌培養液を遠心チューブ（５０ｍｌ、ベックマン、カルフォルニア）に移して、ベ
ックマン遠心機（ベックマン、ＪＡ−１２ローター）を用い４℃、１０分、１０，０００
ｒｐｍで遠心してＥＲ２７３８株を取り除く操作を２度行い、上清のファージ液を別のチ
ューブに移した。ファージ液に３．５ｍｌ（１／６量）の２０％ Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅ
ｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ６０００（以下ＰＥＧ６０００、Ｆｌｕｋａ社、Ｂｕｃｈｓ）、２．
５Ｍ 塩化ナトリウム溶液を加え、テストチューブミキサー、ＴＭ２５２（イワキ）によ

10

り良く撹拌して４℃、１２時間インキュベートして、ファージを沈殿させた。
【００５０】
沈殿したファージをベックマン遠心機で４℃、１０分、１０，０００ｒｐｍで遠心して
回収した。ファージ沈殿を、更に４，０００ｒｐｍ、１分で遠心し少量残っている上清を
完全に取り除いた。得られたファージ沈殿に、１ｍｌのＴＢＳを加え、氷上で冷却した後
に、穏やかにファージを懸濁した。このファージ懸濁液を、１．５ｍｌエッペンドルフチ
ューブに移し、微量高速遠心機（ＡＴ２０１８Ｍローター、クボタ社）を用い５分、１５
，０００ｒｐｍで遠心して上清を別のチューブに移し、懸濁されない残渣を取り除いた。
ファージ液に再度、２００μｌの２０％ＰＥＧ６０００、２．５Ｍ 塩化ナトリウム溶液
を加えてミキサーで良く撹拌し、氷上で１時間インキュベートしてファージを沈殿させた

20

。次に、微量高速遠心機により１０分、１５，０００ｒｐｍで遠心してファージ沈殿を回
収した。得られたファージ沈殿に２００μｌの０．０２％アジ化ナトリウム（和光純薬、
大阪）、ＴＢＳを加えて完全に懸濁させた。懸濁できない残渣を微量高速遠心機により５
分、１５，０００ｒｐｍで遠心し取り除いた。得られた濃縮ファージ液の力価を求めた。
【００５１】
上記に示すような標的分子（この場合チタン）へのファージの結合、洗浄、回収、大腸
菌による増幅といった一連の作業はパニング操作と呼ばれている。パニング操作を繰り返
すことにより、標的分子へ特異的に強く結合するファージクローンを濃縮していくことが
可能である。この場合も、１回目のパニング操作後、一度大腸菌で増やしたファージを用
いて、再度、チタンに対する結合、洗浄、回収、増殖の２回目以降のパニング操作を繰り

30

返していった。２回目以降のパニング操作実験条件で、１回目の操作と異なるのは以下の
通りであった。すなわち、２回目以降のパニング操作で加えるファージの力価を、Ｄ１２
ライブラリー・Ｃ７Ｃライブラリーともに２．０ｘ１０１１、３回目は、Ｄ１２ライブラ
リー・Ｃ７Ｃライブラリーともに２．０ｘ１０１０、４回目は、Ｄ１２ライブラリーでは
、４．３ｘ１０９、Ｃ７Ｃライブラリーでは、２．０ｘ１０１０となるように調製した。
濃縮ファージを懸濁する溶液とチタンの反応溶液、及び、その洗浄溶液中のＴｗｅｅｎ−
２０濃度を２回目のパニング操作時で０．１％、３回目のパニング操作時で、０．３％、
４回目のパニング操作で０．５％とした。
【００５２】
Ｄ１２ライブラリーを用いたパニング実験のインプット力価（標的分子に加えたファー

40

ジ力価）とアウトプット力価（洗浄後の標的分子から溶出されたファージ力価）の比の値
の変化を図１に、またＣ７Ｃライブラリーでのパニング実験のインプット力価とアウトプ
ット力価の比の値の変化を図２に示す。
【００５３】
Ｄ１２ライブラリー、Ｃ７Ｃライブラリーで３ラウンド目に得られたファージを、それ
ぞれ常法（Ｐｈａｇｅ Ｄｉｓｐｌａｙ Ａ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｍａｎｕａｌ，Ｃｏｌ
ｄ Ｓｐｒｉｎｇ Ｈａｒｂｏｒ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｐｒｅｓｓ，２００１）に従いク
ローン化し、その提示ペプチド部分の塩基配列を決定した。塩基配列の決定には提示ペプ
チド領域から９６塩基下流に位置する塩基配列の相補鎖に相当するプライマー［−９６ｇ
ＩＩＩ シーケンシングプライマー（５

−Ｈ０ＣＣＣＴＣＡＴＡＧＴＴＡＧＣＧＴＡＡ
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）（配列番号３９）、ＮＥＢ社、Ｂｅｖｅｒｌｙ］を用いて、ダイデオキシタ

ーミネイト法により決定した（ＣＥＱ ＤＴＣＳ Ｑｕｉｃｋ ｓｔａｒｔｋｉｔ、ベック
マン社、カルフォルニア）。反応産物の泳動とデータ解析には、オートキャピラリーシー
ケンサー（ＣＥＱ２０００、ベックマン）を用いた。
【００５４】
決定した塩基配列から予想される提示ペプチド配列を、Ｄ１２ライブラリーについては
図３（配列番号３，１６〜２４）に、Ｃ７Ｃライブラリーについては図４（配列番号２５
〜３８）にそれぞれ示す。
【００５５】
この中で、Ｄ１２ライブラリーから得られたｅ３−２−３ファージの提示するペプチド

10

配列、ＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（配列番号３）は、調べた４３個のクローンの中には同
じ配列をもつものが３３個あった。特定のファージクローンが集団中の大多数を占めるよ
うになることの理由の１つに、そのファージクローンが標的分子に対して強い結合能力を
もつことがあげられる。
【００５６】
図３（配列番号３，１６〜２４）、図４（配列番号２５〜３８）で示したペプチドを提
示するファージをクローン化し、クローン化状態でのチタンに対する結合能力を以下に示
すように評価した。
【実施例２】
【００５７】

20

実施例１で得られたファージクローンを用い、チタンに対する結合能力を次のような実
験から評価した。実施例１で示したパニング操作と同じ方法で行った。実施例１と異なる
のは、チタンとファージクローンの撹拌時間が１時間であること、各溶液中のＴｗｅｅｎ
２０の濃度が０．５％、ＢＳＡの濃度が１％で行ったこと、加えたファージの力価を、Ｄ
１２由来のクローンは１０９ｐｆｕ、Ｃ７Ｃ由来のクローンは１０１１ｐｆｕで実施した
。各ファージクローンのチタンに対する結合能を図５にまとめた。
【実施例３】
【００５８】
実施例２で、特にチタンと強く結合したクローン（配列番号３のペプチドを提示）につ
いて、水晶発振子形生体分子相互作用解析装置であるＱＣＭ−Ｄ３００（ｑ−ｓｅｎｓｅ

30

ＡＢ社、イェテボリ）による測定でチタン表面とファージの結合様式を調べた。
【００５９】
水晶発振子には、ＱＣＭ−Ｄ３００純正品のチタンセンサーを用いた。温度は２４．９
９℃に設定し、実測値は、２４．６８℃から２４．７０℃付近であった。ＢＳＡでセンサ
ーをブロッキングする条件とブロッキングしない条件で測定した。ＢＳＡでブロッキング
を行わないときは、ＴＢＳで基準値を測定した後、ファージの力価が１０１０ｐｆｕ／ｍ
ｌとなるように調整したファージ溶液を引き続き測定した。ＢＳＡでブロッキングを行う
ときは、ＴＢＳで基準値を測定した後、ＴＢＳ、０．１％ ＢＳＡで約１０分間インキュ
ベートしてブロッキングを行い、再びＴＢＳで遊離のＢＳＡを洗浄した後、ファージの力
価が１０１１ｐｆｕ／ｍｌとなるように調整したファージ溶液で引き続き測定した。その

40

結果を、図６に示す。
【００６０】
図６に示す結果から、ＢＳＡ非存在下で、センサーにファージクローンが結合したこと
は周波数の変化から明らかであるが、粘弾性はそれほど大きく上昇はしないことから、図
７（下）に示すようにファージがチタン表面と水平に、固く結合していると考えられる。
一方、ＢＳＡでセンサーをブロックした時、センサーに結合するファージ量は少ないこと
が周波数の変化量が小さいことから分かるが、一方、粘弾性は大幅に上昇する。これらの
結果は、図７（上）に示すように、ファージがチタン表面に対して、提示したペプチド領
域でおもに結合し、その他のファージ粒子部分はチタンとは結合することなく溶液中に存
在する形で結合していることを示唆する。一方、コントロールのファージでは、ＢＳＡ非
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存在下におけるチタン表面への非特異的吸着は同様に見られるが、ＢＳＡでブロッキング
を行ったときには、粘弾性の上昇は見られない。
【実施例４】
【００６１】
実施例２で、特にチタンと強く結合したクローン（配列番号３）について、側鎖にメチ
ル基をひとつしか持たないアラニンに置換した点変異体を作製し、各変異体ファージのチ
タンに対する結合能の変化を調べた。点変異体は、提示配列の６番目にアラニンがあるた
め、６番目残基を除いた残りの全ての残基について作製した。点変異体の作製は、Ｋｕｎ
ｋｅｌ法（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｃｌｏｎｉｎｇ Ｔｈｉｒｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｃｏｌｄ
Ｓｐｒｉｎｇ Ｈａｒｂｏｒ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｐｒｅｓｓ）により行った。点変異

10

体作製に用いた合成ＤＮＡを図８（配列番号４０〜５０）に示す。点変異の導入の確認は
、ファージＤＮＡの塩基配列を決定することにより確認した。ＤＮＡシークエンスは、実
施例１と同様に行った。得られた点変異体のチタンへの結合能の測定は、加えたファージ
量を１０１０ｐｆｕに合わせた、実施例２に示す方法で行った。各点変異体のチタンに対
する結合能を図９にまとめた。
【００６２】
図９に示す結果から、１番目のアルギニン、５番目のアスパラギン酸の側鎖の電荷が、
チタンとの結合に重要な役割を果たしていると考えられる。また、４番目のプロリンの変
異体の結果から、４番目のプロリンに於けるペプチドの主鎖の折れ曲がりが、非常に重要
であることが示唆される。

20

【実施例５】
【００６３】
実施例４の結果から、チタンとの結合に主に重要なのは配列番号３のアミノ端部分に集
中している。そこで、カルボキシル端側の７番目から１２番目までを欠失した変異体を作
製し、チタンへの結合能の変化を調べた。また、実施例４で結合能が上昇した、２番目の
リジンをアラニンに置換した変異体についても同様の欠失変異体を作製し、チタンへの結
合能の変化を調べた。
【００６４】
欠失変異体は、図１０に模式的に示した方法で作製した。各ファージクローンの二本鎖
ＤＮＡ（以下ＲＦ）を、ＱＩＡＧＥＮ ｋｉｔを用いて調製した。得られたＲＦを鋳型に
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してＰＣＲを行った。この時に用いたプライマー（図８、配列番号５１〜５３）には、５
側に制限酵素ＢａｍＨＩ切断サイトとＢａｍＨＩで切断が可能になるように、さらに５
側に３残基のポリＧ配列を付加した。試薬は、ＥｘｐａｎｄＴＭ Ｌｏｎｇ Ｔｅｍｐｌ
ａｔｅ ＰＣＲ Ｓｙｓｔｅｍ（ベーリンガー）を用いて行い、反応は、ポリメラーゼ １
μｌ、添付の１０ｘ緩衝液２ １０μｌ、２．５ｍＭ ｄＮＴＰｓ ８μｌ、プライマー各
１００ｐｍｏｌｅ／μｌを１μｌずつ、ＲＦ ０．５μｌを含む１００μｌ溶液で行った
。ＰＣＲの反応は、９４℃、３０秒、６０℃、３０秒、７２℃、６分を３０サイクル行っ
た。また、サイクルの前に９４℃、５分間プレヒートを行い、サイクル後に７２℃、７分
間インキュベートした。ＰＣＲ反応後、生成物を１％アガロースゲル電気泳動により分離
し、目的の大きさである７ｋｂ付近のバンドをＵＶ下で切り出し、ＧｅｎｅｃｌｅａｎＩ

40

Ｉ ｋｉｔ（フナコシ）を用いて、添付のプロトコルに従い精製した。精製したＤＮＡを
、制限酵素ＢａｍＨＩ（ベーリンガー）で２時間、３０℃でインキュベート後、エタノー
ル沈澱によりＢａｍＨＩを失活させ、ＤＮＡを乾燥した。乾燥したＤＮＡを、４μｌの滅
菌水、５μｌの２ｘライゲーションバッファー（プロメガ）に溶解した後、１μｌ Ｔ４
ＤＮＡライゲース（ロシュ）を加え、室温３０分間ライゲーション反応を行い自己閉環さ
せた。反応溶液に対して、１００μｌの実施例１に記載の大腸菌ＥＲ２７３８株のコンピ
テントセルを加え、氷上で３０分間静置した後、４２℃、４０秒ヒートショックを加えた
あと、すぐに３分間氷上に置いた。その後、８００μｌのＳＯＣ培地を添加し、３７℃で
３時間激しく震盪培養した後、１，１０，１００μｌを、対数増殖期のＥＲ２７３８株２
００μｌと混合し、５分間静地した。その後、常法（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｃｌｏｎｉｎ
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ｇ Ｔｈｉｒｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｃｏｌｄ Ｓｐｒｉｎｇ Ｈａｒｂｏｒ Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｙ Ｐｒｅｓｓ）に従いクローン化した。欠失の導入の確認は、ファージＤＮＡの配
列をシークエンスすることにより確認した。ＤＮＡシークエンスは、実施例１と同様に行
った。得られた欠失変異体のチタンへの結合能の測定は、加えたファージ量を１０１０ｐ
ｆｕに合わせて、実施例２に示す方法で行った。両欠失変異体のチタンに対する結合能を
図１１にまとめた。図１１から、チタンに結合する配列番号１で示されるペプチドを提示
するファージクローンは、前半部の１−６番目だけでも、同じ強さで結合することが分か
った。
【実施例６】
10

【００６５】
実施例４の結果、配列番号１の最初のアルギニンの側鎖の正電荷がチタンへの結合に重
要な役割を果たしていることが分かった。しかし、このアルギニンは、アミノ末端に位置
するので、主鎖の端に正に帯電したアミノ基を持つ。この正電荷が、側鎖の正電荷と強調
できに働いている可能性を検討するために、アラニンを、アルギニンの前に挿入した挿入
変異体を作製し、チタン結合能への影響を調べた。
【００６６】
挿入変異体の作製は、アニーリング条件を除いて実施例４と同じ方法で行った。アニー
リングは、８５℃、１０分間、４８℃、１５分間の後、ヒートブロック（ＡＬＢ１２１，
ＩＷＡＫＩ）のスイッチを切り、室温に下がるまでそのまま放置して行った。用いたプラ
イマーの配列（配列番号５４）を図８に示す。挿入変異の導入の確認は、ファージＤＮＡ

20

の配列をシークエンスすることにより確認した。ＤＮＡシークエンスは、実施例１と同様
に行った。得られた挿入変異体のチタンへの結合能の測定は、加えたファージ量を１０１
０

ｐｆｕに合わせて、実施例２に示す方法で行った。挿入変異体のチタンに対する結合能

を図１１に示す。
【００６７】
実施例６の結果は、配列番号１５がチタンに結合するのに、必ずしもアルギニンが先頭
にある必要がないということを示している。このことは、チタンに結合するキメラタンパ
ク質、人工タンパク質や合成ペプチドなどを作製する際、配列番号１や３の配置に制限を
受けないことを意味する重要な知見である。
30

【実施例７】
【００６８】
実施例３〜６の結果から、配列番号３で示されるペプチドを提示するファージクローン
は、チタン原子に結合した水酸基が荷電したものと結合していると考えられる。そこで、
チタン表面に結合する水酸基を増やすために、過酸化水素処理を行ったチタン粒子に対す
る、配列番号３で示されるペプチドをを提示するファージクローンの結合能を調べた。
【００６９】
チタン粒子（粒子系１５０ｍｍ以下、住友チタニウム）１０ｍｇをエッペンドルフチュ
ーブにとり、３％の過酸化水素（和光純薬）を１ｍｌ加えた後、それぞれ、１２０℃、８
０℃、室温（ｒｔ）で１時間インキュベートした後、ＴＢＳで二回洗浄した後に、配列番
号３で示されるペプチドを提示するファージクローンの結合能の測定を、加えるファージ

40

１０

量を１０

ｐｆｕに合わせて、実施例２に示す方法で行った。過酸化水素処理による、

ファージ結合能への影響の結果を図１２に示す。
【００７０】
実施例７の結果から分かることは、過酸化水素処理により、配列番号３で示されるペプ
チドを提示するファージクローンの結合量が増やすことができることで、このことから、
チタン表面の状態を変えることで、ファージの結合量をコントロールできる可能性が示唆
される。
【実施例８】
【００７１】
配列番号３で示されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示するファージクローンの金
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属材料への結合の特異性を検討するために、金（純度＞９９．９％ 粒系＜１５０μｍ）
・銀（純度＞９９．９％ 粒系＜７５μｍ）・銅（純度＞９９％ 粒系７５−１５０μｍ）
・白金（純度＞９９．９％ 粒系＜７５μｍ）・鉄（純度＞９９．９％ 粒系１５０μｍ）
・錫（純度＞９９．９％ 粒系＜１５０μｍ）・亜鉛（純度＞９９．９％ 粒系１５０μｍ
）・クロム（純度＞９８％ 粒系１０μｍ）・コバルト（純度＞９９％ 粒系＜７５μｍ）
・シリコン（純度＞９９％ 粒系＜１５０μｍ）（高純度化学研究所・埼玉）各１０ｍｇ
に対して、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示するファージクロ
ーン１０１０ｐｆｕ／ｍｌを用いて、実施例２と同じ方法で各金属への結合能を調べた。
その結果を図１３にまとめた。図１３に示される結果から、配列番号２で示されるアミノ
酸配列からなるペプチドを提示するファージクローンはチタンのみならず銀やシリコンに

10

も結合することがわかった。
【実施例９】
【００７２】
配列番号３で示されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示するファージクローンの銀
やシリコンへの結合様式、配列特異性がチタンに結合する場合と同様であるかどうか確か
めるために、実施例４で使用した配列番号４，５，７，８のアラニン置換変異ファージの
銀・シリコンへの結合能を実施例２に示す方法でおこなった。その結果を図１４にまとめ
た。図１４に示される結果から、各アラニン置換による銀・シリコン結合能への影響は、
チタンのときと同じ傾向を示した。このことから、配列番号３を提示するファージクロー
ンは、チタンに結合するときと同じ分子機構・配列特異的に銀・シリコンに結合すること

20

が示唆された。
【実施例１０】
【００７３】
配列番号３で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドが、チタン表面に結合するこ
とを確認するために、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドのチタン
粒子に対する結合能を調べた。実施例１で用いたチタン粒子１０ｍｇをエッペンドルフチ
ューブにとり、５０ｍＭ ＨＥＰＥＳ−ＮａＯＨ、１５０ｍＭ ＮａＣｌで二回洗浄した後
に、１００μｌの配列番号３の合成ペプチド５〜４０μＭを添加し、２時間、室温で回転
撹拌機ｒｏｔａｔｏｒ ＲＴ−５０（タイテック社）を用いて回転撹拌した。卓上遠心機
Ｈ１３００（コクサン 東京）１３，０００ｒｐｍ、５秒の遠心操作により、上清を回収
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し、フルオロアルデヒド（ピアス社 ロックフォード イリノイ）と混合し、分光蛍光光度
計（日本分光 東京）を用いて、励起波長３４２ｎｍ、蛍光波長４３７ｎｍから、上清中
のペプチド濃度からチタンへの結合量を求めた。チタンの比表面積は密度と平均粒子系か
ら求めた。また、同じ方法で実施例１３で用いたシリコン・錫についても配列番号２で示
されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドの結合能を調べた。得られた結果に対してＬａ
ｎｇｍｕｉｒ吸着等温式を用いてフィッティングをおこない、最大吸着量・解離定数を求
めた結果を表１にまとめた。
【００７４】
【表１】
40

【実施例１１】
【００７５】
無機材料結合ペプチドは、多くの場合その標的材料のバイオミネラリゼーション能を有
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する。そこで、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドの銀のバイオミ
ネラリゼーション能を以下の方法により調べた。ＴＢＳに溶解した配列番号３で示される
アミノ酸配列からなる合成ペプチド０．１〜０．４ｍＭに、硝酸銀水溶液を終濃度０．１
ｍＭになるように添加し、２５℃で４８時間インキュベートした後、遠心操作により生成
した銀を回収した。回収した銀を、蒸留水でよく洗浄した後、透過型電子顕微鏡で観察を
おこなったその結果を、図１５にまとめた。図１５に示される結果から、約５００ｎｍの
大きさの結晶性の粒子が配列番号３で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドにより
生成されることが分かった。
【実施例１２】
【００７６】

10

配列番号３で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドのシリコンのバイオミネラリ
ゼーション能を以下の方法により調べた。ＴＢＳあるいはＰＢＳに溶解した配列番号３で
示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチド２−１２ｍｇ／ｍｌに、１ｍＭ ＨＣｌで終
濃度０．１Ｍになるように希釈した１／１０容量のテトラメトキシシラン（信越化学 東
京）を添加し、５分間室温で静置したあと、遠心操作により生成したシリカを回収した。
回収したシリカを、蒸留水でよく洗浄し、２０μｌの０．５Ｎ ＮａＯＨ、９８℃ ３０分
間インキュベートにより溶解、蒸留水で１００〜５００倍に希釈した溶液２５０μｌに、
１０μｌの１０倍希釈・有害金属測定用硫酸、１０μｌの１０％モリブデンサンアンモニ
ウム水溶液を添加し、２５℃で１０分間インキュベートした後、３８５ｎｍの吸光度から
生成シリカ量の定量をおこなった。その結果を図１６に、また生成したシリカの形態を透

20

過型電子顕微鏡・走査型電子顕微鏡で観察した結果を図１７にそれぞれまとめた。これら
の結果から、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドは、シリカ粒子の
バイオミネラリゼーション能を持つことが分かった。
【実施例１３】
【００７７】
配列番号１で示されるアミノ酸配列からなるペプチドの配列を持つ融合タンパク質が、
チタン結合能を獲得することを示すために、配列番号１をフェリチンタンパク質に融合し
た融合タンパク質（以下ＴＢＦ）を作製した。ＴＢＦを発現するためのプラスミド構築は
、図１８に模式的に示した方法によりおこなった。すなわち、配列番号１で示されるアミ
ノ酸配列からなるペプチド融合組換えフェリチン発現ベクターは、ウマリコンビナントフ
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ェリチン発現ベクターであるｐＭＫ２／ｆｅｒｒｉｔｉｎを制限酵素ＢａｍＨＩとＳａｃ
Ｉで切断し、アニーリングした配列番号５５及び５６に示される合成ＤＮＡを挿入し、次
にＢａｍＨＩで切断した。そこに、ｐＭＫ２／ｆｅｒｒｉｔｉｎをＢａｍＨＩで切断した
ときに生じる短いＤＮＡ断片を挿入し作製した。
【００７７】
構築したＴＢＦ発現プラスミドを大腸菌ＸＬＩ−ｂｌｕｅ株に常法（Ｍｏｌｅｃｕｌａ
ｒ Ｃｌｏｎｉｎｇ Ｔｈｉｒｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｃｏｌｄ Ｓｐｒｉｎｇ Ｈａｒｂｏｒ
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｐｒｅｓｓ）に従い形質転換した。形質転換した菌株を、５ｍｌ
１００μｇ／ｍｌカルベニシリン含有ＬＢ培地で１６−２０時間、３７℃で前培養の後、
５００ｍｌ １００μｇ／ｍｌカルベニシリン含有ＬＢ培地に植え継ぎ、さらに１６−１

40

８時間、３７℃で培養をおこなった。遠心操作により大腸菌を集菌したあと、５０ｍＭ
ＴｒｉｓＨＣｌ ｐＨ８．０緩衝液で菌体を洗浄したあと、１ ｌｉｔｅｒの培養菌体あた
り２０ｍｌの５０ｍＭ ＴｒｉｓＨＣｌ ｐＨ８．０緩衝液で菌体をよく分散させた後、超
音波破砕装置Ｓｏｎｉｆｅｒ ２５０（Ｂｒａｎｓｏｎ社製 ダンバリー、コネティカット
）、微量チップ、出力７、ｄｕｔｙ ｃｙｃｌｅ ５０％で２分間破砕した後、氷冷、２分
間破砕、氷冷を繰り返し菌体を良く破砕した。破砕後、遠心操作により可溶性画分を回収
し、７０℃、１５分間温浴し、室温に放置して徐々に冷ました後、遠心操作により上清を
回収した。回収した溶液を、陰イオン交換担体であるＱ−ＳｅｐｈａｒｏｓｅＨＰ（Ａｍ
ｅｒｓｈａｍ ピスカタウェイ、ニュージャージー）を用いたカラムクロマトグラフィー
による精製をおこなった。０−４００ｍＭの塩化ナトリウムのグラジエントによりＴＢＦ

50

(23)

JP 4885542 B2 2012.2.29

を溶出した。溶出したＴＢＦを限外ろ過により濃縮した後、Ｓｅｐｈａｃｒｙｌ Ｓ−４
００（Ａｍｅｒｓｈａｍ ピスカタウェイ、ニュージャージー）を担体に用いたゲルろ過
クロマトグラフィーにより、ＴＢＦの２４量体の溶出ピークを回収した。
【００７８】
このＴＢＦのチタンへの結合能を、実施例３で用いたＱＣＭによりおこなった。対照と
して配列番号１以外のチタンへの結合の寄与を、配列番号１で示されるアミノ酸配列から
なるペプチドを含まない組換えフェリチンタンパク質（ｆｅｒ０）のチタンへの結合も調
べた。その結果を図１９に示す。図１９に示される結果から、ＴＢＦはｆｅｒ０よりも強
くチタンに結合することが分かり、配列番号１で示されるアミノ酸配列からなるペプチド
を含む融合タンパク質のチタンへの親和性が大幅に上昇することが示された。

10

【産業上の利用可能性】
【００７９】
本発明によると、例えば、オッセオインテグレーション期間を短縮するチタンインプラ
ント材料、歯を擬態することで細菌感染に抵抗性の高いチタンインプラント材料などの医
療分野、可視光域でも利用可能な光触媒能をもつ酸化チタン材料など、ナノバイオテクノ
ロジー、材料工学、半導体、医薬品、化粧品などに有利に用いることができるチタン複合
体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】第１図はＤ−１２ファージライブラリーを用いた、チタン粒子へのパニングの結

20

果を示す写真である。縦軸は、溶出されてきたファージの力価を加えたファージの力価で
割った値を、対数で表したもの、横軸の数字は、パニングの回数を表す。
【図２】第２図は、Ｃ７Ｃファージライブラリーを用いた、チタン粒子へのパニングの結
果を示す写真である。縦軸は、溶出されてきたファージの力価を加えたファージの力価で
割った値を、対数で表したもの、横軸の数字は、パニングの回数を表す。
【図３】第３図は、Ｄ−１２ライブラリーを用いて、チタン粒子に対してパニングを３回
繰り返した後に得られたクローンが提示するペプチドのアミノ酸配列を示す写真である。
一番左はクローンの名前、その横に提示配列をアミノ酸一文字表記にて示してある。
【図４】第４図は、Ｃ７Ｃライブラリーを用いて、チタン粒子に対してパニングを３回繰
り返した後に得られたクローンが提示するペプチドのアミノ酸配列を示す写真である。一
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番左はクローンの名前、その横に提示配列をアミノ酸一文字表記にて示してある。なお、
ここで示したアミノ酸配列には、両端に、Ｃ７Ｃライブラリーの提示配列が環状になるた
めに必要なチオール基を持つシステイン残基を含んでいる。
【図５】第５図は、クローン化したファージのチタンへの結合能を調べた結果を示す写真
である。縦軸は、溶出されてきたファージの力価を加えたファージの力価で割った値を、
対数で表したもの、横軸は、図３、図４中に示す各ファージクローンを表す。
【図６】第６図は、水晶発振子形生体分子相互作用解析装置ＱＣＭ−Ｄ３００を用いた配
列番号３で示されるペプチドを提示するファージクローンのチタン表面への結合状態の解
析結果を示す写真である。
【図７】第７図は、チタン製水晶発振子センサー上へのファージの結合状態の模式図の写
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真である。ＱＣＭ−Ｄ３００を用いたチタン表面へのファージクローンの結合を模式的に
表した。上が、ＢＳＡでセンサーをブロッキングしたときの結合状態、下は、ブロッキン
グをしなかったときの結合状態を示している。
【図８】第８図は、実施例で用いたプライマーの塩基配列を示す写真である。この図の最
初の段落の左に記されている「アルファベット−数字−アルファベット」は、そのプライ
マーを使って作製した変異体の名前が書かれている。名前の由来は、ｅ３−２−３の配列
をアミノ酸一文字表記、そのアミノ酸残基のアミノ端からの位置を数字で表し、最後のＡ
は、アラニンに置換したことを意味する。例としてＰ４Ａをあげると、配列番号３のＮ末
端から４番目のプロリンをアラニンに置換するのに用いたプライマーのことである。次に
、Δ７−１２Ｆ、Δ７−１２Ｒ、Ｋ２ＡΔ７−１２Ｒは、実施例５に説明する欠失変異体
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作製に用いたプライマーである。それぞれ、Δ７−１２ＦとΔ７−１２Ｒの組み合わせ、
Δ７−１２ＦとＫ２ＡΔ７−１２Ｒの組み合わせでＰＣＲに用いた。Ａｌａ ｉｎｓｅｒ
ｔは、実施例６に説明する挿入変異体作製に用いたプライマーである。
【図９】第９図は、点変異が及ぼす配列番号４〜１４で示されるペプチドを提示するファ
ージクローンのチタンへの結合能への影響を調べた結果を示す写真である。縦軸は、配列
番号４〜１４で示されるペプチドを提示するファージのチタンへの結合能を１としたとき
の点変異体の結合能の値を対数で表したもの、横軸は、各点変異体を表す。
【図１０】第１０図は、ＰＣＲ法を用いた欠失変異体作製法の模式図の写真である。
【図１１】第１１図は、欠失変異と挿入変異が及ぼす配列番号２と１５で示されるペプチ
ドを提示するファージクローンのチタンへの結合能への影響を調べた結果を示す写真であ
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る。縦軸は、配列番号１で示されるペプチドを提示するファージクローンのチタンへの結
合能を１としたときの点変異体の結合能の値を表したもの、横軸は、欠失および挿入変異
体を表す。
【図１２】第１２図は、チタン粒子の過酸化水素処理によるファージ結合能への影響の結
果を示す写真である。
【図１３】第１３図は、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示する
ファージの各種金属への結合能を調べた結果を示す写真である。縦軸は、配列番号３で示
されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示するファージの結合量を、提示配列を持たな
いファージの結合量で割った値であり、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなるペプ
チドによる結合の寄与を表している。銅と鉄は、どちらのファージも結合量が検出限界以
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下であった。
【図１４】第１４図は、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなるペプチドにおけるア
ラニン置換変異がチタン・銀・シリコンへの結合に及ぼす影響を調べた結果を示す写真で
ある。縦軸は、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなるペプチドを提示するファージ
の結合量を１として規格化した値を表す。
【図１５】第１５図は、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドのバイ
オミネラリゼーションにより生成された銀粒子の電子顕微鏡像と電子線回折パターンを示
す写真である。
【図１６】第１６図は、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドのバイ
オミネラリゼーションにより生成されたシリカ量とペプチド濃度との関係を示す写真であ
る。白抜き記号と点線部のペプチド濃度条件下では、ゲル状のシリカが形成され、黒塗り
記号と実線部のペプチド濃度条件下では、粒子状のシリカが形成される。
【図１７】第１７図は、配列番号３で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドのバイ
オミネラリゼーションにより生成されたシリカ粒子の透過型電子顕微鏡像と走査型電子顕
微鏡像を示す写真である。
【図１８】第１８図は、配列番号１で示されるアミノ酸配列からなるペプチドを融合した
フェリチン発現ベクター構築の模式図の写真である。
【図１９】第１９図は、配列番号１で示されるアミノ酸配列からなるペプチドを融合した
組換えフェリチンのチタン表面への結合結果を示す写真である。
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