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(57)【要約】
ナノスケールで制御された酸化チタン等の無機薄膜や、半導体ナノ粒子等の機能性材料の
三次元構造体を提供するものである。無機基板表面に、複数の無機材料結合ペプチドを表
面に提示するフェリチンを導入し、前記フェリチンを無機基板上に単層結合させ、単層結
合した前記フェリチンに、前記無機材料結合ペプチドが結合能及び／又はバイオミネラリ
ゼーション能を有する無機材料を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーシ
ョン能を利用してバイオミネラル層を形成し、次いで（ａ）形成したバイオミネラル層表
面に、該バイオミネラル層に結合能を有する前記フェリチンを導入し、前記フェリチンを
バイオミネラル層上に単層結合させ、（ｂ）単層結合した前記フェリチン表面に、前記無
機材料を導入してバイオミネラル層を形成する、多層化操作（ａ）及び（ｂ）を、１若し
くは複数回繰り返すことにより、機能性材料の三次元構造体を製造する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
無機基板表面に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を
導入し、前記集合体を無機基板上に単層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成する
ことを特徴とする無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項２】
無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにしたファージ提示法により人工的に取
得されたペプチドであることを特徴とする請求項１記載の無機材料単層薄膜の製造方法。

10

【請求項３】
無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにした細胞表層提示法により人工的に取
得されたペプチドであることを特徴とする請求項１記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項４】
無機材料結合ペプチドが、ＲＫＬＰＤＡ（配列番号１）又はＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（
配列番号２）であることを特徴とする請求項２又は３記載の無機材料単層薄膜の製造方法
。
【請求項５】
無機材料結合ペプチドが、自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドであることを
特徴とする請求項１記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
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【請求項６】
自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、珪藻タンパク質に由来するペプチド
であることを特徴とする請求項５記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項７】
自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、自然界に存在するバイオミネラリゼ
ーションに関係したタンパク質に由来するペプチドであることを特徴とする請求項５記載
の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項８】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを融合した融合タンパク質複合体
であることを特徴とする請求項１〜７のいずれか記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
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【請求項９】
融合タンパク質複合体が、多量体タンパク質複合体であることを特徴とする請求項８記載
の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項１０】
融合タンパク質複合体が、コア・シェル構造を有するタンパク質複合体であることを特徴
とする請求項８又は９記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項１１】
融合タンパク質複合体が、高等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合体であることを
特徴とする請求項８記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項１２】
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融合タンパク質複合体が、細菌に由来する鉄貯蔵タンパク質複合体であることを特徴とす
る請求項８記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項１３】
融合タンパク質複合体が、ウイルス粒子又はウイルス外殻タンパク質複合体であることを
特徴とする請求項８記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項１４】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した化学修飾タンパク質で
あることを特徴とする請求項１〜７のいずれか記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項１５】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物であ
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ることを特徴とする請求項１〜７のいずれか記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項１６】
複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、疎水性ブロ
ックと、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した親水性ブロックとのブロ
ック共重合体であることを特徴とする請求項１５記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項１７】
複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、枝分かれの
先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したデンドリマー、又は、アー
ムの先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したスターポリマーである
ことを特徴とする請求項１５記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
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【請求項１８】
バイオミネラル層が、シリカ又はシリカ含有分子の単層であることを特徴とする請求項１
〜１７のいずれか記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項１９】
バイオミネラル層が、酸化チタンの単層であることを特徴とする請求項１〜１７のいずれ
か記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項２０】
酸化チタンが光触媒能を有することを特徴とする請求項１９記載の無機材料単層薄膜の製
造方法。
【請求項２１】
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無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示
する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質
あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミ
ネラル層として形成されていることを特徴とする無機材料単層薄膜。
【請求項２２】
無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにしたファージ提示法により人工的に取
得されたペプチドであることを特徴とする請求項２１記載の無機材料単層薄膜。
【請求項２３】
無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにした細胞表層提示法により人工的に取
得されたペプチドであることを特徴とする請求項２１記載の無機材料単層薄膜。
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【請求項２４】
無機材料結合ペプチドが、ＲＫＬＰＤＡ（配列番号１）又はＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（
配列番号２）であることを特徴とする請求項２２又は２３記載の無機材料単層薄膜。
【請求項２５】
無機材料結合ペプチドが、自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドであることを
特徴とする請求項２１記載の無機材料単層薄膜。
【請求項２６】
自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、珪藻タンパク質に由来するペプチド
であることを特徴とする請求項２５記載の無機材料単層薄膜。
【請求項２７】
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自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、自然界に存在するバイオミネラリゼ
ーションに関係したタンパク質に由来するペプチドであることを特徴とする請求項２５記
載の無機材料単層薄膜。
【請求項２８】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを融合した融合タンパク質複合体
であることを特徴とする請求項２１〜２７のいずれか記載の無機材料単層薄膜。
【請求項２９】
融合タンパク質複合体が、多量体タンパク質複合体であることを特徴とする請求項２８記
載の無機材料単層薄膜。
【請求項３０】
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融合タンパク質複合体が、コア・シェル構造を有するタンパク質複合体であることを特徴
とする請求項２８又は２９記載の無機材料単層薄膜。
【請求項３１】
融合タンパク質複合体が、高等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合体であることを
特徴とする請求項２８記載の無機材料単層薄膜。
【請求項３２】
融合タンパク質複合体が、細菌に由来する鉄貯蔵タンパク質複合体であることを特徴とす
る請求項２８記載の無機材料単層薄膜。
【請求項３３】
融合タンパク質複合体が、ウイルス粒子又はウイルス外殻タンパク質複合体であることを
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特徴とする請求項２８記載の無機材料単層薄膜。
【請求項３４】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した化学修飾タンパク質で
あることを特徴とする請求項２１〜２７のいずれか記載の無機材料単層薄膜。
【請求項３５】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物であ
ることを特徴とする請求項２１〜２７のいずれか記載の無機材料単層薄膜。
【請求項３６】
複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、疎水性ブロ
ックと、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した親水性ブロックとのブロ
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ック共重合体であることを特徴とする請求項３５記載の無機材料単層薄膜。
【請求項３７】
複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、枝分かれの
先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したデンドリマー、又は、アー
ムの先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したスターポリマーである
ことを特徴とする請求項３５記載の無機材料単層薄膜。
【請求項３８】
バイオミネラル層が、シリカ又はシリカ含有分子の単層であることを特徴とする請求項２
１〜３７のいずれか記載の無機材料単層薄膜。
【請求項３９】
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バイオミネラル層が、酸化チタンの単層であることを特徴とする請求項２１〜３７のいず
れか記載の無機材料単層薄膜。
【請求項４０】
酸化チタンが光触媒能を有することを特徴とする請求項３９記載の無機材料単層薄膜。
【請求項４１】
無機基板表面に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を
導入し、前記集合体を無機基板上に単層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成し、
次いで（ａ）形成したバイオミネラル層表面に、該バイオミネラル層に結合能を有する前
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記集合体を導入し、バイオミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して
、前記集合体をバイオミネラル層上に単層結合させ、（ｂ）単層結合した前記集合体表面
に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を
導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル
層を形成する、多層化操作（ａ）及び（ｂ）を、１若しくは複数回繰り返すことを特徴と
する機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項４２】
無機基板表面に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を
導入し、前記集合体を無機基板上に単層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機
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材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成し、
次いで形成したバイオミネラル層表面に、該バイオミネラル層に結合能を有する前記集合
体を導入し、バイオミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して、無機
ナノ粒子を担持した前記集合体をバイオミネラル層上に単層結合させ、さらに必要に応じ
て、（ｂ）単層結合した前記集合体表面に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリ
ゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリ
ゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成し、（ａ）形成したバイオミネラル層表
面に、該バイオミネラル層に結合能を有する無機ナノ粒子を担持した前記集合体を導入し
、バイオミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して、前記集合体をバ
イオミネラル層上に単層結合させる、多層化操作（ｂ）及び（ａ）を、１若しくは複数回
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繰り返すことを特徴とする機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項４３】
無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにしたファージ提示法により人工的に取
得されたペプチドであることを特徴とする請求項４１又は４２記載の機能性材料の三次元
構造体の製造方法。
【請求項４４】
無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにした細胞表層提示法により人工的に取
得されたペプチドであることを特徴とする請求項４１又は４２記載の機能性材料の三次元
構造体の製造方法。
【請求項４５】
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無機材料結合ペプチドが、ＲＫＬＰＤＡ（配列番号１）又はＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（
配列番号２）であることを特徴とする請求項４３又は４４記載の機能性材料の三次元構造
体の製造方法。
【請求項４６】
無機材料結合ペプチドが、自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドであることを
特徴とする請求項４１又は４２記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項４７】
自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、珪藻タンパク質に由来するペプチド
であることを特徴とする請求項４６記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項４８】
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自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、自然界に存在するバイオミネラリゼ
ーションに関係したタンパク質に由来するペプチドであることを特徴とする請求項４６記
載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項４９】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを融合した融合タンパク質複合体
であることを特徴とする請求項４１〜４８のいずれか記載の三次元構造体の製造方法。
【請求項５０】
融合タンパク質複合体が、多量体タンパク質複合体であることを特徴とする請求項４９記
載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項５１】
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融合タンパク質複合体が、コア・シェル構造を有するタンパク質複合体であることを特徴
とする請求項４９又は５０記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項５２】
融合タンパク質複合体が、高等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合体であることを
特徴とする請求項４９記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項５３】
融合タンパク質複合体が、細菌に由来する鉄貯蔵タンパク質複合体であることを特徴とす
る請求項４９記載の無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項５４】
融合タンパク質複合体が、ウイルス粒子又はウイルス外殻タンパク質複合体であることを
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特徴とする請求項４９記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項５５】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した化学修飾タンパク質で
あることを特徴とする請求項４１〜４８のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製
造方法。
【請求項５６】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物であ
ることを特徴とする請求項４１〜４８のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製造
方法。
【請求項５７】
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複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、疎水性ブロ
ックと、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した親水性ブロックとのブロ
ック共重合体であることを特徴とする請求項５６記載の機能性材料の三次元構造体の製造
方法。
【請求項５８】
複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、枝分かれの
先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したデンドリマー、又は、アー
ムの先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したスターポリマーである
ことを特徴とする請求項５６記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項５９】
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機能性材料が、シリカ又はシリカ含有分子の薄膜であることを特徴とする請求項４１〜５
８のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項６０】
機能性材料が、酸化チタン薄膜であることを特徴とする請求項４１〜５８のいずれか記載
の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項６１】
酸化チタンが光触媒能を有することを特徴とする請求項６０記載の機能性材料の三次元構
造体の製造方法。
【請求項６２】
機能性材料が、半導体材料又は半導体ナノ粒子であることを特徴とする請求項４１〜５８
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のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項６３】
機能性材料が、酸化金属材料又は酸化金属ナノ粒子であることを特徴とする請求項４１〜
５８のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項６４】
機能性材料が、塩化金属材料又は塩化金属ナノ粒子であることを特徴とする請求項４１〜
５８のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項６５】
三次元構造体が、配置制御三次元構造体又は多層薄膜三次元構造体であることを特徴とす
る請求項４１〜６４のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法。
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【請求項６６】
無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示
する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質
あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミ
ネラル層として形成され、さらに（ａ）形成されたバイオミネラル層表面に単層結合した
前記集合体を介して、（ｂ）前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応
の基質あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバ
イオミネラル層として形成されている、多層化構造（ａ）及び（ｂ）が、１若しくは複数
回繰り返されていることを特徴とする機能性材料の三次元構造体。
【請求項６７】
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無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示
する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質
あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミ
ネラル層として形成され、この形成されたバイオミネラル層表面に無機ナノ粒子を担持し
た前記集合体が単層結合され、さらに必要に応じて、（ｂ）結合された集合体を介して、
前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体が、無
機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミネラル層として形成さ
れ、（ａ）この形成されたバイオミネラル層表面に無機ナノ粒子を担持した前記集合体が
単層結合されている、多層化構造（ｂ）及び（ａ）が、１若しくは複数回繰り返されてい
ることを特徴とする機能性材料の三次元構造体。
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【請求項６８】
無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにしたファージ提示法により人工的に取
得されたペプチドであることを特徴とする請求項６６又は６７記載の機能性材料の三次元
構造体。
【請求項６９】
無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにした細胞表層提示法により人工的に取
得されたペプチドであることを特徴とする請求項６６又は６７記載の機能性材料の三次元
構造体。
【請求項７０】
無機材料結合ペプチドが、ＲＫＬＰＤＡ（配列番号１）又はＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（
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配列番号２）であることを特徴とする請求項６８又は６９記載の機能性材料の三次元構造
体。
【請求項７１】
無機材料結合ペプチドが、自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドであることを
特徴とする請求項６６又は６７記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項７２】
自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、珪藻タンパク質に由来するペプチド
であることを特徴とする請求項７１記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項７３】
自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、自然界に存在するバイオミネラリゼ
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ーションに関係したタンパク質に由来するペプチドであることを特徴とする請求項７１記
載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項７４】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを融合した融合タンパク質複合体
であることを特徴とする請求項６６〜７３のいずれか記載の三次元構造体。
【請求項７５】
融合タンパク質複合体が、多量体タンパク質複合体であることを特徴とする請求項７４記
載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項７６】
融合タンパク質複合体が、コア・シェル構造を有するタンパク質複合体であることを特徴
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とする請求項７４又は７５記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項７７】
融合タンパク質複合体が、高等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合体であることを
特徴とする請求項７４記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項７８】
融合タンパク質複合体が、細菌に由来する鉄貯蔵タンパク質複合体であることを特徴とす
る請求項７４記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項７９】
融合タンパク質複合体が、ウイルス粒子又はウイルス外殻タンパク質複合体であることを
特徴とする請求項７４記載の機能性材料の三次元構造体。
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【請求項８０】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した化学修飾タンパク質で
あることを特徴とする請求項６６〜７３のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項８１】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物であ
ることを特徴とする請求項６６〜７３のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項８２】
複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、疎水性ブロ
ックと、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した親水性ブロックとのブロ
ック共重合体であることを特徴とする請求項８１記載の機能性材料の三次元構造体。
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【請求項８３】
複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、枝分かれの
先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したデンドリマー、又は、アー
ムの先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したスターポリマーである
ことを特徴とする請求項８２記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項８４】
機能性材料が、シリカ又はシリカ含有分子の薄膜であることを特徴とする請求項６６〜８
３のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項８５】
機能性材料が、酸化チタン薄膜であることを特徴とする請求項６６〜８３のいずれか記載
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の機能性材料の三次元構造体。
【請求項８６】
酸化チタンが光触媒能を有することを特徴とする請求項８５記載の機能性材料の三次元構
造体。
【請求項８７】
機能性材料が、半導体材料又は半導体ナノ粒子であることを特徴とする請求項６６〜８３
のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項８８】
機能性材料が、酸化金属材料又は酸化金属ナノ粒子であることを特徴とする請求項６６〜
８３のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。
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【請求項８９】
機能性材料が、塩化金属材料又は塩化金属ナノ粒子であることを特徴とする請求項６６〜
８３のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項９０】
三次元構造体が、配置制御三次元構造体又は多層薄膜三次元構造体であることを特徴とす
る請求項６６〜８９のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用した、無機材料
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単層薄膜及びその製造方法、並びに、機能性材料の三次元構造体及びその製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
無機材料に特異的に結合する人工ペプチドとしては、１９９２年にブラウン（S. Brown
）による酸化鉄（Ｆｅ２Ｏ３）結合ペプチドの取得が報告された（例えば、非特許文献１
参照）。以後、それまで自然界で生物が利用してこなかった無機材料に結合する人工ペプ
チドの取得が相次いでおこなわれ、２０００年にはベルシャー（A. M. Belcher）により
砒化ガリウム（ＧａＡｓ）結合人工ペプチド（例えば、非特許文献２参照）、炭酸カルシ
ウム（ＣａＣＯ３）結合人工ペプチドが報告された（例えば、非特許文献２参照）。また
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、詳細な反応機構はまだ分かっていないが、無機材料結合人工ペプチドはその標的材料に
対するバイオミネラリゼーション能を持つことが知られている。
【０００３】
一方、自然界で生物が利用している無機材料、例えば珪藻の珪素骨格や貝の炭酸カルシ
ウムの殻、我々人間の歯や骨などからみつけられた無機材料結合ペプチドモチーフも、人
工ペプチドと同様にその標的材料に対するバイオミネラリゼーション能を有することが知
られており、無機材料に結合するペプチドは、一般的に標的材料への結合能と同時にバイ
オミネラリゼーション能をもつ多機能ペプチドであると考えられる。
【０００４】
本発明者らは、チタンに結合する人工ペプチドＴＢＰ−１（ＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ
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；配列番号２）を、ファージ提示法により単離している（例えば、非特許文献３参照）。
ＴＢＰ−１は、チタン以外にも銀・シリコンへの結合能を有するが、金・プラチナ・銅・
クロム・鉄・すず・亜鉛には結合せず、高い結合特異性が見られる。またＴＢＰ−１は、
銀あるいはシリカのバイオミネラリゼーション能を有しており、やはり多機能ペプチドで
あることが示されている（例えば、非特許文献４参照）。
【０００５】
これら無機材料結合ペプチドを利用して、ナノスケールの機能性分子配置制御技術の確
立に向けた取り組みがなされている。主に次のふたつの方法について研究されている。ひ
とつは無機材料結合ペプチドが持つ結合特異性を利用した、「ダイレクトパターンニング
」と呼ばれる基盤を複数種の無機材料で修飾を施し、特定の無機材料修飾部位だけに目的
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の機能性分子を２次元に配置させる方法である。ふたつ目は、周期構造あるいは規則的な
構造を持つ分子足場に無機材料結合ペプチドを共役させることで、無機材料結合ペプチド
をパターン化する。この足場上で機能性分子の「バイオミネラリゼーション」反応を起こ
すことで、機能性分子を配置制御するという方法である。これら両者とも盛んに研究され
ている。
【０００６】
一方、フェリチンタンパク質は、「必須の金属であるが、毒性も同時に備えもつ『鉄』
原子」を生体内で貯蔵するタンパク質として、古くから知られている。フェリチンあるい
はフェリチン様タンパク質は動・植物からバクテリアまで普遍的に存在していて、生体あ
るいは細胞中の鉄元素のホメオスタシスに深く関わっている。ヒトやウマなどの高等真核
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生物のフェリチンは、分子量約２０ｋＤａのペプチド鎖が直径約１２ｎｍの２４量体から
なる球核状構造を形成し、内部に７−８ｎｍの空間を持つ。この内部空間に、ナノ粒子状
の酸化鉄のかたまりとして鉄分子を貯蔵している。タンパク質球殻（ケージ）を構成する
２４個のサブユニットには２種類のタイプ（Ｈタイプ、Ｌタイプ）があり、その組成比は
生物種、組織により異なっている。
【０００７】
天然には鉄のナノ粒子を内部に貯蔵するフェリチンであるが、しかしながら人工的には
、鉄以外にも、ベリリウム、ガリウム、マンガン、リン、ウラン、鉛、コバルト、ニッケ
ル、クロムなどの酸化物、また、セレン化カドミウム、硫化亜鉛、硫化鉄、硫化カドミウ
ムなどの半導体・磁性体などのナノ粒子を貯蔵できることが示されており、半導体材料工
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学分野や保険医療分野での応用研究が盛んにおこなわれている。
【０００８】
また、デンドリマーは、単一の分岐単量体単位から段階的に合成された３次元巨大分子
であり、その性質と機能性は、容易に制御でき、また変更できることが知られている。デ
ンドリマーは、多機能コアに対して（合成への発散型アプローチ）、又は、多機能コアに
向かって（合成への収束型アプローチ）、ビルディング・ブロック（基礎単位）を反復付
加することで合成され、ビルディング・ブロックの３次元シェルが付加する度に、高位世
代のデンドリマーが形成される。デンドリマーは、世代が進むごとに表面の官能基密度が
高くなり、物性を大きく支配するようになることも知られている。例えば、末端の官能基
にカルボキシル基など親水性のものを組み込めば、デンドリマーは水溶性になる。分子表
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面は親水性である一方で、デンドリマーの内部を疎水性に設計することもできる。三次元
構造で内部にゲスト分子を保持できるスペースがあることから、難水溶性薬物を取り込む
ことが可能となる。さらに、末端の官能基がアミノ基であるＰＡＭＡＭ（ポリアミドアミ
ン）デンドリマーは、ｐＨのような外部の環境に応答して、末端のアミノ基がプロトン化
され、デンドリマー分子全体が正電荷を帯びて体積が大きくなることが知られている。
【０００９】
また一般に、スターポリマーは、３本以上のアームとなるポリマー鎖が、そのアームの
中心であるコアで連結したポリマーと定義され、その中心となるコアは、多官能のポリハ
ロゲン化合物や多官能モノマーの架橋重合体が使用されている。また、アームが１０本以
上の多分枝のスターポリマー（マルチアームスターポリマー）は、ジビニルベンゼンの架
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橋体をコアとして、モノカルバニオンのポリマー鎖を、ジビニルベンゼンで架橋する方法
が行われている。スターポリマーの製法としては、アニオンリビングポリマーを多官能カ
ップリング剤によりカップリングして製造する方法（アームファースト法）と、あらかじ
め多官能開始種を合成して、そこから腕を伸ばす方法（コアファースト法）が一般的であ
り、アームとなるポリマー鎖の重合反応と、そのポリマー鎖を中心となるべきコアに複数
連結させる反応とは、２段階に分けて別々に行われている。
【００１０】
【特許文献１】特願２００３−２８２５０９号公報
【特許文献２】特願２００４−３７４０９３号公報
【非特許文献１】Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89: 8651 , 1992
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【非特許文献２】Nature, 405:665 , 2000
【非特許文献３】Sano K., and Shiba K.
ly binds to the surface of titanium

A hexapeptide motif that electrostatical
J Am Chem Soc. 125, 14234‑5 (2003)

【非特許文献４】Langmuir, 21 (7), 3090 ‑3095, 2005.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
先端技術分野の中で最も大きな注目を集めているバイオテクノロジーとナノテクノロジ
ーは、互いに密接な関係にあり、この両者を融合したバイオナノテクノロジーは、２１世
紀社会に不可欠な新しい基盤技術として注目されている。かかるバイオナノテクノロジー

30

の様々な分野での応用利用を考える場合、ボトムアップ型の自己組織化を利用した三次元
分子配置技術が必要となる。本発明の課題は、無機材料結合ペプチドがもつ多機能性、す
なわち特定の無機材料に特異的に結合する能力とバイオミネラリゼーション能の両方を利
用することで、無機材料結合ペプチドを融合・結合したタンパク質，ウイルス，ブロック
共重合体等をボトムアップ型でナノスケールの三次元分子配置を可能とした機能性材料の
三次元構造体や、厚み方向の分子配置を制御することによりナノスケールで制御された薄
膜を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究し、ウマ脾臓由来Ｌフェリチン分子

40

のアミノ末端をコードするｃＤＮＡに、配列番号１に示されるアミノ酸配列ＲＫＬＰＤＡ
からなる無機材料結合ペプチドをコードするＤＮＡを融合させ、大腸菌を利用して、無機
材料結合ペプチド融合フェリチンタンパク質を発現させ、この融合フェリチンタンパク質
を精製し、得られた融合フェリチンタンパク質をモデル系として、この融合フェリチンタ
ンパク質における無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用して、無機
材料単層薄膜や、機能性材料の三次元構造体を製造しうることを見いだし、本発明を完成
するに至った。
【００１３】
すなわち本発明は、（１）無機基板表面に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチ
ドを表面に提示する集合体を導入し、前記集合体を無機基板上に単層結合させ、単層結合
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した前記集合体に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あ
るいは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用して
バイオミネラル層を形成することを特徴とする無機材料単層薄膜の製造方法や、（２）無
機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにしたファージ提示法により人工的に取得
されたペプチドであることを特徴とする上記（１）記載の無機材料単層薄膜の製造方法や
、（３）無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにした細胞表層提示法により人
工的に取得されたペプチドであることを特徴とする上記（１）記載の無機材料単層薄膜の
製造方法や、（４）無機材料結合ペプチドが、ＲＫＬＰＤＡ（配列番号１）又はＲＫＬＰ
ＤＡＰＧＭＨＴＷ（配列番号２）であることを特徴とする上記（２）又は（３）記載の無
機材料単層薄膜の製造方法や、（５）無機材料結合ペプチドが、自然界に存在するアミノ

10

酸配列からなるペプチドであることを特徴とする上記（１）記載の無機材料単層薄膜の製
造方法や、（６）自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、珪藻タンパク質に
由来するペプチドであることを特徴とする上記（５）記載の無機材料単層薄膜の製造方法
や、（７）自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、自然界に存在するバイオ
ミネラリゼーションに関係したタンパク質に由来するペプチドであることを特徴とする上
記（５）記載の無機材料単層薄膜の製造方法や、（８）集合体が、複数の同一又は異なる
無機材料結合ペプチドを融合した融合タンパク質複合体であることを特徴とする上記（１
）〜（７）のいずれか記載の無機材料単層薄膜の製造方法や、（９）融合タンパク質複合
体が、多量体タンパク質複合体であることを特徴とする上記（８）記載の無機材料単層薄
膜の製造方法や、（１０）融合タンパク質複合体が、コア・シェル構造を有するタンパク
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質複合体であることを特徴とする上記（８）又は（９）記載の無機材料単層薄膜の製造方
法や、（１１）融合タンパク質複合体が、高等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合
体であることを特徴とする上記（８）記載の無機材料単層薄膜の製造方法や、（１２）融
合タンパク質複合体が、細菌に由来する鉄貯蔵タンパク質複合体であることを特徴とする
上記（８）記載の無機材料単層薄膜の製造方法や、（１３）融合タンパク質複合体が、ウ
イルス粒子又はウイルス外殻タンパク質複合体であることを特徴とする上記（８）記載の
無機材料単層薄膜の製造方法や、（１４）集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合
ペプチドを結合した化学修飾タンパク質であることを特徴とする上記（１）〜（７）のい
ずれか記載の無機材料単層薄膜の製造方法や、（１５）集合体が、複数の同一又は異なる
無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物であることを特徴とする上記（１）〜
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（７）のいずれか記載の無機材料単層薄膜の製造方法や、（１６）複数の同一又は異なる
無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、疎水性ブロックと、複数の同一又
は異なる無機材料結合ペプチドを結合した親水性ブロックとのブロック共重合体であるこ
とを特徴とする上記（１５）記載の無機材料単層薄膜の製造方法や、（１７）複数の同一
又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、枝分かれの先端に複数
の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したデンドリマー、又は、アームの先端に
複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したスターポリマーであることを特徴
とする上記（１５）記載の無機材料単層薄膜の製造方法や、（１８）バイオミネラル層が
、シリカ又はシリカ含有分子の単層であることを特徴とする上記（１）〜（１７）のいず
れか記載の無機材料単層薄膜の製造方法や、（１９）バイオミネラル層が、酸化チタンの
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単層であることを特徴とする上記（１）〜（１７）のいずれか記載の無機材料単層薄膜の
製造方法や、（２０）酸化チタンが光触媒能を有することを特徴とする上記（１９）記載
の無機材料単層薄膜の製造方法に関する。
【００１４】
また本発明は、（２１）無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材料
結合ペプチドを表面に提示する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネ
ラリゼーション反応の基質あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼ
ーション能によりバイオミネラル層として形成されていることを特徴とする無機材料単層
薄膜や、（２２）無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにしたファージ提示法
により人工的に取得されたペプチドであることを特徴とする上記（２１）記載の無機材料
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単層薄膜や、（２３）無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにした細胞表層提
示法により人工的に取得されたペプチドであることを特徴とする上記（２１）記載の無機
材料単層薄膜や、（２４）無機材料結合ペプチドが、ＲＫＬＰＤＡ（配列番号１）又はＲ
ＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（配列番号２）であることを特徴とする上記（２２）又は（２３
）記載の無機材料単層薄膜や、（２５）無機材料結合ペプチドが、自然界に存在するアミ
ノ酸配列からなるペプチドであることを特徴とする上記（２１）記載の無機材料単層薄膜
や、（２６）自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、珪藻タンパク質に由来
するペプチドであることを特徴とする上記（２５）記載の無機材料単層薄膜や、（２７）
自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、自然界に存在するバイオミネラリゼ
ーションに関係したタンパク質に由来するペプチドであることを特徴とする上記（２５）
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記載の無機材料単層薄膜や、（２８）集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプ
チドを融合した融合タンパク質複合体であることを特徴とする上記（２１）〜（２７）の
いずれか記載の無機材料単層薄膜や、（２９）融合タンパク質複合体が、多量体タンパク
質複合体であることを特徴とする上記（２８）記載の無機材料単層薄膜や、（３０）融合
タンパク質複合体が、コア・シェル構造を有するタンパク質複合体であることを特徴とす
る上記（２８）又は（２９）記載の無機材料単層薄膜や、（３１）融合タンパク質複合体
が、高等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合体であることを特徴とする上記（２８
）記載の無機材料単層薄膜や、（３２）融合タンパク質複合体が、細菌に由来する鉄貯蔵
タンパク質複合体であることを特徴とする上記（２８）記載の無機材料単層薄膜や、（３
３）融合タンパク質複合体が、ウイルス粒子又はウイルス外殻タンパク質複合体であるこ
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とを特徴とする上記（２８）記載の無機材料単層薄膜や、（３４）集合体が、複数の同一
又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した化学修飾タンパク質であることを特徴とする
上記（２１）〜（２７）のいずれか記載の無機材料単層薄膜や、（３５）集合体が、複数
の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物であることを特徴と
する上記（２１）〜（２７）のいずれか記載の無機材料単層薄膜や、（３６）複数の同一
又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、疎水性ブロックと、複
数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した親水性ブロックとのブロック共重合
体であることを特徴とする上記（３５）記載の無機材料単層薄膜や、（３７）複数の同一
又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、枝分かれの先端に複数
の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したデンドリマー、又は、アームの先端に
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複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したスターポリマーであることを特徴
とする上記（３５）記載の無機材料単層薄膜や、（３８）バイオミネラル層が、シリカ又
はシリカ含有分子の単層であることを特徴とする上記（２１）〜（３７）のいずれか記載
の無機材料単層薄膜や、（３９）バイオミネラル層が、酸化チタンの単層であることを特
徴とする上記（２１）〜（３７）のいずれか記載の無機材料単層薄膜や、（４０）酸化チ
タンが光触媒能を有することを特徴とする上記（３９）記載の無機材料単層薄膜に関する
。
【００１５】
また本発明は、（４１）無機基板表面に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチド
を表面に提示する集合体を導入し、前記集合体を無機基板上に単層結合させ、単層結合し
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た前記集合体に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質ある
いは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバ
イオミネラル層を形成し、次いで（ａ）形成したバイオミネラル層表面に、該バイオミネ
ラル層に結合能を有する前記集合体を導入し、バイオミネラル層に対する無機材料結合ペ
プチドの結合能を利用して、前記集合体をバイオミネラル層上に単層結合させ、（ｂ）単
層結合した前記集合体表面に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反
応の基質あるいは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能
を利用してバイオミネラル層を形成する、多層化操作（ａ）及び（ｂ）を、１若しくは複
数回繰り返すことを特徴とする機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（４２）無機基
板表面に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を導入し
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、前記集合体を無機基板上に単層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機材料結
合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機材料結
合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成し、次いで
形成したバイオミネラル層表面に、該バイオミネラル層に結合能を有する前記集合体を導
入し、バイオミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して、無機ナノ粒
子を担持した前記集合体をバイオミネラル層上に単層結合させ、さらに必要に応じて、（
ｂ）単層結合した前記集合体表面に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーシ
ョン反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーシ
ョン能を利用してバイオミネラル層を形成し、（ａ）形成したバイオミネラル層表面に、
該バイオミネラル層に結合能を有する無機ナノ粒子を担持した前記集合体を導入し、バイ
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オミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して、前記集合体をバイオミ
ネラル層上に単層結合させる、多層化操作（ｂ）及び（ａ）を、１若しくは複数回繰り返
すことを特徴とする機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（４３）無機材料結合ペプ
チドが、無機材料をターゲットにしたファージ提示法により人工的に取得されたペプチド
であることを特徴とする上記（４１）又は（４２）記載の機能性材料の三次元構造体の製
造方法や、（４４）無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにした細胞表層提示
法により人工的に取得されたペプチドであることを特徴とする上記（４１）又は（４２）
記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（４５）無機材料結合ペプチドが、ＲＫ
ＬＰＤＡ（配列番号１）又はＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（配列番号２）であることを特徴
とする上記（４３）又は（４４）記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（４６
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）無機材料結合ペプチドが、自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドであること
を特徴とする上記（４１）又は（４２）記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、
（４７）自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、珪藻タンパク質に由来する
ペプチドであることを特徴とする上記（４６）記載の機能性材料の三次元構造体の製造方
法や、（４８）自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドが、自然界に存在するバ
イオミネラリゼーションに関係したタンパク質に由来するペプチドであることを特徴とす
る上記（４６）記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（４９）集合体が、複数
の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを融合した融合タンパク質複合体であることを特
徴とする上記（４１）〜（４８）のいずれか記載の三次元構造体の製造方法や、（５０）
融合タンパク質複合体が、多量体タンパク質複合体であることを特徴とする上記（４９）
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記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（５１）融合タンパク質複合体が、コア
・シェル構造を有するタンパク質複合体であることを特徴とする上記（４９）又は（５０
）記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（５２）融合タンパク質複合体が、高
等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合体であることを特徴とする上記（４９）記載
の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（５３）融合タンパク質複合体が、細菌に由
来する鉄貯蔵タンパク質複合体であることを特徴とする上記（４９）記載の無機材料単層
薄膜の製造方法や、（５４）融合タンパク質複合体が、ウイルス粒子又はウイルス外殻タ
ンパク質複合体であることを特徴とする上記（４９）記載の機能性材料の三次元構造体の
製造方法や、（５５）集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した
化学修飾タンパク質であることを特徴とする上記（４１）〜（４８）のいずれか記載の機
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能性材料の三次元構造体の製造方法や、（５６）集合体が、複数の同一又は異なる無機材
料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物であることを特徴とする上記（４１）〜（４
８）のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（５７）複数の同一又は
異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、疎水性ブロックと、複数の
同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した親水性ブロックとのブロック共重合体で
あることを特徴とする上記（５６）記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（５
８）複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化合物が、枝分か
れの先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したデンドリマー、又は、
アームの先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したスターポリマーで
あることを特徴とする上記（５６）記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（５
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９）機能性材料が、シリカ又はシリカ含有分子の薄膜であることを特徴とする上記（４１
）〜（５８）のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（６０）機能性
材料が、酸化チタン薄膜であることを特徴とする上記（４１）〜（５８）のいずれか記載
の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（６１）酸化チタンが光触媒能を有すること
を特徴とする上記（６０）記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（６２）機能
性材料が、半導体材料又は半導体ナノ粒子であることを特徴とする上記（４１）〜（５８
）のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（６３）機能性材料が、酸
化金属材料又は酸化金属ナノ粒子であることを特徴とする上記（４１）〜（５８）のいず
れか記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（６４）機能性材料が、塩化金属材
料又は塩化金属ナノ粒子であることを特徴とする上記（４１）〜（５８）のいずれか記載
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の機能性材料の三次元構造体の製造方法や、（６５）三次元構造体が、配置制御三次元構
造体又は多層薄膜三次元構造体であることを特徴とする上記（４１）〜（６４）のいずれ
か記載の機能性材料の三次元構造体の製造方法に関する。
【００１６】
さらに本発明は、（６６）無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材
料結合ペプチドを表面に提示する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミ
ネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリ
ゼーション能によりバイオミネラル層として形成され、さらに（ａ）形成されたバイオミ
ネラル層表面に単層結合した前記集合体を介して、（ｂ）前記無機材料結合ペプチドのバ
イオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミ
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ネラリゼーション能によりバイオミネラル層として形成されている、多層化構造（ａ）及
び（ｂ）が、１若しくは複数回繰り返されていることを特徴とする機能性材料の三次元構
造体や、（６７）無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプ
チドを表面に提示する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼー
ション反応の基質あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション
能によりバイオミネラル層として形成され、この形成されたバイオミネラル層表面に無機
ナノ粒子を担持した前記集合体が単層結合され、さらに必要に応じて、（ｂ）結合された
集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質ある
いは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミネラ
ル層として形成され、（ａ）この形成されたバイオミネラル層表面に無機ナノ粒子を担持
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した前記集合体が単層結合されている、多層化構造（ｂ）及び（ａ）が、１若しくは複数
回繰り返されていることを特徴とする機能性材料の三次元構造体や、（６８）無機材料結
合ペプチドが、無機材料をターゲットにしたファージ提示法により人工的に取得されたペ
プチドであることを特徴とする上記（６６）又は（６７）記載の機能性材料の三次元構造
体や、（６９）無機材料結合ペプチドが、無機材料をターゲットにした細胞表層提示法に
より人工的に取得されたペプチドであることを特徴とする上記（６６）又は（６７）記載
の機能性材料の三次元構造体や、（７０）無機材料結合ペプチドが、ＲＫＬＰＤＡ（配列
番号１）又はＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（配列番号２）であることを特徴とする上記（６
８）又は（６９）記載の機能性材料の三次元構造体や、（７１）無機材料結合ペプチドが
、自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドであることを特徴とする上記（６６）
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又は（６７）記載の機能性材料の三次元構造体や、（７２）自然界に存在するアミノ酸配
列からなるペプチドが、珪藻タンパク質に由来するペプチドであることを特徴とする上記
（７１）記載の機能性材料の三次元構造体や、（７３）自然界に存在するアミノ酸配列か
らなるペプチドが、自然界に存在するバイオミネラリゼーションに関係したタンパク質に
由来するペプチドであることを特徴とする上記（７１）記載の機能性材料の三次元構造体
や、（７４）集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを融合した融合タン
パク質複合体であることを特徴とする上記（６６）〜（７３）のいずれか記載の三次元構
造体や、（７５）融合タンパク質複合体が、多量体タンパク質複合体であることを特徴と
する上記（７４）記載の機能性材料の三次元構造体や、（７６）融合タンパク質複合体が
、コア・シェル構造を有するタンパク質複合体であることを特徴とする上記（７４）又は
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（７５）記載の機能性材料の三次元構造体や、（７７）融合タンパク質複合体が、高等真
核生物由来のフェリチンタンパク質複合体であることを特徴とする上記（７４）記載の機
能性材料の三次元構造体や、（７８）融合タンパク質複合体が、細菌に由来する鉄貯蔵タ
ンパク質複合体であることを特徴とする上記（７４）記載の機能性材料の三次元構造体や
、（７９）融合タンパク質複合体が、ウイルス粒子又はウイルス外殻タンパク質複合体で
あることを特徴とする上記（７４）記載の機能性材料の三次元構造体や、（８０）集合体
が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した化学修飾タンパク質であるこ
とを特徴とする上記（６６）〜（７３）のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体や、
（８１）集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子化
合物であることを特徴とする上記（６６）〜（７３）のいずれか記載の機能性材料の三次
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元構造体や、（８２）複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有機高分子
化合物が、疎水性ブロックと、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した親
水性ブロックとのブロック共重合体であることを特徴とする上記（８１）記載の機能性材
料の三次元構造体や、（８３）複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した有
機高分子化合物が、枝分かれの先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合
したデンドリマー、又は、アームの先端に複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを
結合したスターポリマーであることを特徴とする上記（８２）記載の機能性材料の三次元
構造体や、（８４）機能性材料が、シリカ又はシリカ含有分子の薄膜であることを特徴と
する上記（６６）〜（８３）のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体や、（８５）機
能性材料が、酸化チタン薄膜であることを特徴とする上記（６６）〜（８３）のいずれか
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記載の機能性材料の三次元構造体や、（８６）酸化チタンが光触媒能を有することを特徴
とする上記（８５）記載の機能性材料の三次元構造体や、（８７）機能性材料が、半導体
材料又は半導体ナノ粒子であることを特徴とする上記（６６）〜（８３）のいずれか記載
の機能性材料の三次元構造体や、（８８）機能性材料が、酸化金属材料又は酸化金属ナノ
粒子であることを特徴とする上記（６６）〜（８３）のいずれか記載の機能性材料の三次
元構造体や、（８９）機能性材料が、塩化金属材料又は塩化金属ナノ粒子であることを特
徴とする上記（６６）〜（８３）のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体や、（９０
）三次元構造体が、配置制御三次元構造体又は多層薄膜三次元構造体であることを特徴と
する上記（６６）〜（８９）のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体に関する。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】ｍｉｎＴ１−ＬＦを利用したナノ粒子の三次元配置制御法の模式図を示す。
【図２】チタンコートＱＣＭセンサー上へのｍｉｎＴ１−ＬＦ三次元配置制御を示す図で
ある。最初にｍｉｎＴ１−ＬＦを繰り返し添加してもチタンセンサー表面の重量変化が見
られない。このことは、従来法ではｍｉｎＴ１−ＬＦはチタンセンサー上で単層膜しか形
成できないことを表している。しかし、ｍｉｎＴ１−ＬＦが持つｍｉｎＴＢＰ−１配列の
持つ、シリカ形成能力を利用することで、ｍｉｎＴ１−ＬＦの三次元配置に成功した。
【図３】金コートＱＣＭセンサー上へのｍｉｎＴ１−ＬＦ三次元配置制御を示す図である
。一層目のｍｉｎＴ１−ＬＦの吸着様式が、非特異的吸着（物理吸着）であっても三次元
配置制御法が機能することをこの図は示している。一般に、界面活性剤などの非特異的吸
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着抑制剤の非存在下でフェリチンは、非特異的吸着により単層膜を形成することが知られ
ている。
【図４】ＬＦ０を用いた対照実験の結果を示す図である。ｍｉｎＴＢＰ−１配列を持たな
いフェリチンは、非特異的吸着により金基板上に単層膜を形成するが、無機材料結合ペプ
チドのもつ多機能性を有しないことから、三次元配置ができない。
【図５】ｍｉｎＴ１−ＬＦの内部空間におけるナノ粒子形成を示す図である。ｍｉｎＴ１
−ＬＦの内部空間に、（左から）酸化鉄ナノ粒子・酸化コバルトナノ粒子・セレン化カド
ミウムナノ粒子を形成させた時の溶液の様子。溶液の色からｍｉｎＴ１−ＬＦの内部空間
にそれぞれのナノ粒子が形成されたことが分かる。
【図６】ｍｉｎＴ１−ＬＦを介した酸化鉄ナノ粒子の三次元配置制御を示す図である。
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【図７】ｍｉｎＴ１−ＬＦを介したナノ粒子の三次元配置制御を示す図である。酸化鉄、
酸化コバルト、セレン化カドミウムを内包したｍｉｎＴ１−ＬＦを順に積層することで、
異なるナノ粒子を三次元に配置制御することができた。
【図８】ｍｉｎＴ１−ＬＦを介したナノ粒子の三次元配置制御を示す図である。酸化鉄、
セレン化カドミウム、酸化コバルトを内包したｍｉｎＴ１−ＬＦを順に積層することで、
異なるナノ粒子を三次元配置制御することができた。
【図９】ｍｉｎＴ１−ＬＦを介して配列したナノ粒子の三次元配置１を示す図である。断
面試料の透過型電子顕微鏡像（右）および元素マッピング（左）から、本三次元配置制御
法が有効に機能していることが示された。
【図１０】ｍｉｎＴ１−ＬＦを介して配列したナノ粒子の三次元配置２を示す図である。
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断面試料の透過型電子顕微鏡像（右）および元素マッピング（左）から、本三次元配置制
御法が有効に機能していることが示された。
【図１１】ｍｉｎＴ１−ＬＦ／シリカ薄膜の原子間力顕微鏡像を示す図である。
【図１２】Ｆｅ−ｍｉｎＴ１−ＬＦの三次元配置制御過程の走査型電子顕微鏡像を示す図
である。Ａ．基板に用いた鏡面研磨チタンのＳＥＭ像。研磨傷が見えている。Ｂ．Ｆｅ−
ｍｉｎＴ１−ＬＦ第一層が形成された時のＳＥＭ像。ｍｉｎＴ１−ＬＦに相当する粒状構
造が見える。Ｃ．シリカ層形成時のＳＥＭ像。Ｂで見えた粒状構造ではなく、それよりも
大きな構造物が見える。ｍｉｎＴ１−ＬＦの周囲にシリカ膜が形成されたためと考えられ
る。Ｄ．Ｆｅ−ｍｉｎＴ１−ＬＦ第二層が形成された時のＳＥＭ像。再びｍｉｎＴ１−Ｌ
Ｆに相当する粒状構造が見える。Ｅ．さらにシリカ層形成時のＳＥＭ像。再びｍｉｎＴ１
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−ＬＦの周囲にシリカ膜が形成され生じた構造体が見える。
【図１３】バイオミネラル層が酸化チタンの場合のｍｉｎＴ１−ＬＦを介した三次元配置
制御を示す図である。
【図１４】チタン結合ペプチド（ＫＩＳ−Ｐ１）配列を含む合成ペプチドを化学修飾した
フェリチンタンパク質による三次元配置制御を示す図である。
【図１５】無機材料結合ペプチドを化学修飾したタンパク質等ナノ材料にルシフェラーゼ
を付与した場合の三次元配置制御を示す図である。
【図１６】ｍｉｎＴＢＰ−１−ＰＥＧ／ＰＡＭＡの内部空間におけるナノ粒子形成を示す
図である。右上は、ｍｉｎＴＢＰ−１−ＰＥＧ／ＰＡＭＡの内部空間に、ｍｉｎＴＢＰ−
１−ＰＥＧ／ＰＡＭＡ・金ナノ粒子を形成させた時の溶液の様子である。溶液の色からｍ
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ｉｎＴＢＰ−１−ＰＥＧ／ＰＡＭＡの内部空間にそれぞれのナノ粒子が形成されたことが
分かる。精製した産物の吸光度は、金ナノ粒子の形成を示す５２０ｎｍ近傍に吸収極大を
持つプロファイルを示し、ｍｉｎＴＢＰ−１−ＰＥＧ／ＰＡＭＡの内部空間にそれぞれの
ナノ粒子が形成されたことが分かる。
【図１７】ｍｉｎＴＢＰ−１−ＰＥＧ／ＰＡＭＡの動的光散乱の計測結果を示す図である
。ｍｉｎＴＢＰ−１−ＰＥＧ／ＰＡＭＡ・金ナノ粒子のコアシェル構造体の平均粒系は５
４．５ｎｍであると予想される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
本発明の無機材料単層薄膜の製造方法としては、無機基板表面に、複数の同一又は異な
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る無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を導入し、前記集合体を無機基板上に単
層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼ
ーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼ
ーション能を利用してバイオミネラル層を形成する方法であれば特に制限されるものでは
なく、また、本発明の無機材料単層薄膜としては、無機基板表面に単層結合した、複数の
同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を介して、前記無機材料結
合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体が、無機材料結合ペプ
チドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミネラル層として形成されている単層薄
膜であれば特に制限されるものではない。
【００１９】
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また、本発明の機能性材料の三次元構造体の製造方法としては、無機基板表面に、複数
の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を導入し、前記集合体を
無機基板上に単層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機材料結合ペプチドのバ
イオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバ
イオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成し、次いで（ａ）形成した
バイオミネラル層表面に、該バイオミネラル層に結合能を有する前記集合体を導入し、バ
イオミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して、前記集合体をバイオ
ミネラル層上に単層結合させ、（ｂ）単層結合した前記集合体表面に、前記無機材料結合
ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機材料結合
ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成する、多層化

10

操作（ａ）及び（ｂ）を、１若しくは複数回繰り返す方法や、無機基板表面に、複数の同
一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を導入し、前記集合体を無機
基板上に単層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機材料結合ペプチドのバイオ
ミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオ
ミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成し、次いで形成したバイオミネ
ラル層表面に、該バイオミネラル層に結合能を有する前記集合体を導入し、バイオミネラ
ル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して、無機ナノ粒子を担持した前記集
合体をバイオミネラル層上に単層結合させ、さらに必要に応じて、（ｂ）単層結合した前
記集合体表面に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質ある
いは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバ

20

イオミネラル層を形成し、（ａ）形成したバイオミネラル層表面に、該バイオミネラル層
に結合能を有する無機ナノ粒子を担持した前記集合体を導入し、バイオミネラル層に対す
る無機材料結合ペプチドの結合能を利用して、前記集合体をバイオミネラル層上に単層結
合させる、多層化操作（ｂ）及び（ａ）を、１若しくは複数回繰り返すことを特徴とする
機能性材料の三次元構造体の製造方法であれば特に制限されるものではない。
【００２０】
さらに、本発明の機能性材料の三次元構造体としては、無機基板表面に単層結合した、
複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を介して、前記無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体が、無機材料結
合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミネラル層として形成され、さら
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に（ａ）形成されたバイオミネラル層表面に単層結合した前記集合体を介して、（ｂ）前
記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体が、無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミネラル層として形成され
ている、多層化構造（ａ）及び（ｂ）が、１若しくは複数回繰り返されている構造体や、
無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示
する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質
あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミ
ネラル層として形成され、この形成されたバイオミネラル層表面に無機ナノ粒子を担持し
た前記集合体が単層結合され、さらに必要に応じて、（ｂ）結合された集合体を介して、
前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体が、無

40

機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミネラル層として形成さ
れ、（ａ）この形成されたバイオミネラル層表面に無機ナノ粒子を担持した前記集合体が
単層結合されている、多層化構造（ｂ）及び（ａ）が、１若しくは複数回繰り返されてい
ることを特徴とする機能性材料の三次元構造体であれば特に制限されるものではない。
【００２１】
上記無機基板としては、例えばチタン、金、銀、銅、ケイ素、アルミ、ステンレス等の
金属、セラミック、アルミナ、ガラス、石英、雲母、シリコン等の無機材料から構成され
る基板を挙げることができる。
【００２２】
本発明における無機材料結合ペプチドとしては、無機材料をターゲットにしたファージ
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提示法により人工的に取得されたペプチドや、無機材料をターゲットにした細胞表層提示
法により人工的に取得されたペプチドや、自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチ
ドを挙げることができる。上記無機材料としては、無機元素（Ｔｉ，Ｓｉ，Ｆｅ，Ｃｏ，
Ｚｎ，Ｎｉ，Ａｓ，Ａｇ，Ｐｔ，Ｐｄ，Ａｕ，Ａｌ，Ｍｎ，Ｗ，Ｇｅ，Ｐ，Ｃなど）や無
機化合物（ＴｉＯ２，ＧａＡｓ，ＣａＣＯ３，ＳｉＯ２，ＺｎＳ，Ｆｅ２Ｏ３，Ｃｒ２Ｏ
３，ＰｂＯ２，ＣｏＯ，ＭｎＯ２，ゼオライトなど）を具体的に例示することができる。

【００２３】
例えば、チタンに結合能を有するペプチドをファージ提示法により人工的に取得する方
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

10

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方法を挙げることがで
きる。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、ウィルス粒子の外殻タンパク質ｐ
ＩＩＩ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

20

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 mer, 12 mer,
cyclic 7 merなど）を用いることもできる。
【００２４】
このようにして得られる、チタンに結合能を有するペプチドとして、ＲＫＬＰＤＡ（配
列番号１）、ＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（配列番号２）、ＲＡＬＰＤＡ（配列番号３）等
を具体的に挙げることができる。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。また、ナノ黒鉛構造体に結合能を有するペプチ
ドとして、ＤＹＦＳＳＰＹＹＥＱＬＦ（配列番号４）やＹＤＰＦＨＩＩ（配列番号５）を
具体的に挙げることができる。
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【００２５】
また、文献［(Whaley et al., 2000) Whaley, S. R., English, D. S., Hu, E. L., Ba
rbara, P. F., and Belcher, A. M. (2000). Selection of peptides with semiconducto
r binding specificity for directed nanocrystal assembly. Nature 405, 665‑668.］
に記載されているように、ＧａＡｓに結合能を有するペプチドとして、ＡＱＮＰＳＤＮＮ
ＴＨＴＨ（配列番号６）、ＲＬＥＬＡＩＰＬＱＧＳＧ（配列番号７）、ＴＰＰＲＰＩＱＹ
ＮＨＴＳ（配列番号８）を挙げることができ、また、文献［Gaskin, D. J. H., Starck,
K., and Vulfson, E. N. (2000). Identification of inorganic crystal‑specific sequ
ences using phage display combinatorial library of short peptides: A feasibility
study. Biotech Lett 22, 1211‑1216.］に記載されているように、ＣａＣＯ３に結合能を

40

有するペプチドとして、ＨＴＱＮＭＲＭＹＥＰＷＦ（配列番号９）、ＤＶＦＳＳＦＮＬＫ
ＨＭＲ（配列番号１０）を挙げることができ、文献［Naik, R. R., Stringer, S. J., Ag
arwal, G., Jones, S. E., and Stone, M. O. (2002b). Biomimetic synthesis and patt
erning of silver nanoparticles. Nat Mater 1, 169‑172.］に記載されているように、
Ａｇに結合能を有するペプチドとして、ＡＹＳＳＧＡＰＰＭＰＰＦ（配列番号１１）、Ｎ
ＰＳＳＬＦＲＹＬＰＳＤ（配列番号１２）、ＳＬＡＴＱＰＰＲＴＰＰＶ（配列番号１３）
を挙げることができる。
【００２６】
また、文献［Naik, R. R., Brott, L. L., Clarson, S. J., and Stone, M. O. (2002a
). Silica‑precipitating peptides isolated from a combinatorial phage display pep
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tide library. J Nanosci Nanotechnol 2, 95‑100.］に記載されているように、ＳｉＯ２
に結合能を有するペプチドとして、ＭＳＰＨＰＨＰＲＨＨＨＴ（配列番号１４）、ＲＧＲ
ＲＲＲＬＳＣＲＬＬ（配列番号１５）、ＫＰＳＨＨＨＨＨＴＧＡＮ（配列番号１６）を挙
げることができ、文献［Lee, S. W., Mao, C., Flynn, C. E., and Belcher, A. M. (200
2). Ordering of quantum dots using genetically engineered viruses. Science 296,
892‑895.］に記載されているように、ＺｎＳに結合能を有するペプチドとして、ＣＮＮＰ
ＭＨＱＮＣ（配列番号１７）を挙げることができ、文献［Sarikaya, M., Tamerler, C.,
Jen, A. K., Schulten, K., and Baneyx, F. (2003). Molecular biomimetics: nanotech
nology through biology. Nat Mater 2, 577‑585.］に記載されているように、Ｐｔに結
合能を有するペプチドとして、ＣＤＲＴＳＴＷＲＣ（配列番号１８）、ＣＱＳＶＲＳＴＫ

10

Ｃ（配列番号１９）、ＣＳＳＳＨＬＮＫＣ（配列番号２０）を挙げることができ、またＰ
ｄに結合能を有するペプチドとして、ＣＳＶＴＱＮＫＹＣ（配列番号２１）、ＣＳＰＨＰ
ＧＰＹＣ（配列番号２２）、ＣＨＡＰＴＰＭＬＣ（配列番号２３）を挙げることができる
。
【００２７】
そしてまた、文献［Brown, S. (1992). Engineered iron oxide‑adhesion mutants of
the Escherichia coli phage lambda receptor. Proc Natl Acad Sci U S A 89, 8651‑86
55.］に記載されているように、Ｆｅ２Ｏ３に結合能を有するペプチドとして、ＲＲＴＶ
ＫＨＨＶＮ（配列番号２４）を挙げることができ、文献［Brown, S. (1997). Metal‑reco
gnition by repeating polypeptides. Nat Biotechnol 15, 269‑272.］に記載されている
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ように、Ａｕに結合能を有するペプチドとして、ＭＨＧＫＴＱＡＴＳＧＴＩＱＳ（配列番
号２５）、ＬＧＱＳＧＱＳＬＱＧＳＥＫＴＮＧ（配列番号２６）、ＥＫＬＶＲＧＭＥＧＡ
ＳＬＨＰＡ（配列番号２７）を挙げることができ、文献［Schembri, M. A., Kjaergaard,
K., and Klemm, P. (1999). Bioaccumulation of heavy metals by fimbrial designer a
dhesins. FEMS Microbiol Lett 170, 363‑371.］に記載されているように、Ｃｒ２Ｏ３に
結合能を有するペプチドとして、ＶＶＲＰＫＡＡＴＮ（配列番号２８）、ＲＩＲＨＲＬＶ
ＧＱ（配列番号２９）を挙げることができ、またＰｂＯ２に結合能を有するペプチドとし
て、ＹＰＰＦＨＮＮＤＨＲＳ（配列番号３０）、ＳＫＰＬＡＲＳＳＧＡ（配列番号３１）
を挙げることができ、またＣｏＯに結合能を有するペプチドとして、ＧＲＭＱＲＲＶＡＨ
（配列番号３２）、ＬＧＫＤＲＰＨＦＨＲＳ（配列番号３３）を挙げることができ、また
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ＭｎＯ２に結合能を有するペプチドとして、ＨＨＭＬＲＲＲＮＴ（配列番号３４）、ＨＩ
ＮＡＳＱＲＶＡ（配列番号３５）を挙げることができる。
【００２８】
さらに、文献［Kjaergaard, K., Sorensen, J. K., Schembri, M. A., and Klemm, P.
(2000). Sequestration of zinc oxide by fimbrial designer chelators. Appl Environ
Microbiol 66, 10‑14.］に記載されているように、ＺｎＯに結合能を有するペプチドとし
て、ＴＲＲＧＴＨＮＫＤ（配列番号３６）、ＮＴＲＭＴＡＲＱＨＲＳＡＮＨＫＳＴＱＲＡ
ＲＳ（配列番号３７）を挙げることができ、文献［Nygaard, S., Wendelbo, R., and Bro
wn, S. (2002). Surface‑specific zeolite‑binding proteins. Adv Mater14, 1853‑1856
.]に記載されているように、Ｚｅｏｌｉｔｅｓに結合能を有するペプチドとして、ＭＤＨ
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ＧＫＹＲＱＫＱＡＴＰＧ（配列番号３８）、ＶＫＴＱＡＴＳＲＥＥＰＰＲＬＰＳＫＨＲＰ
Ｇ（配列番号３９）を挙げることができる。
【００２９】
このような無機材料に結合能を有するペプチドは、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。

50

(20)

JP WO2006/126595 A1 2006.11.30

【００３０】
また、無機材料をターゲットにした細胞表層提示法により、無機材料結合ペプチドを人
工的に取得する方法としては、文献［Brown, S. (1992). Engineered iron oxide‑adhesi
on mutants of the Escherichia coli phage lambda receptor. Proc Natl Acad Sci U S
A89, 8651‑8655.］記載の方法を具体的に例示することができる。
【００３１】
自然界に存在するアミノ酸配列からなる無機材料結合ペプチドとしては、珪藻タンパク
質に由来するペプチドや、自然界に存在するバイオミネラリゼーションに関係したタンパ
ク質に由来するペプチド等を挙げることができる。上記珪藻タンパク質としては、Silica
tein α Tethya aurantia(Shimizu et al., 1998)や、Silicatein β Tethya aurantia(A

10

ccession No:AAF21819)や、Silicatein a Halichondria okadai(Accession No:BAB86343)
や、Silaffin 1 precursor (natSil‑1) Cylindrotheca fusiformis(Accession No: Q9SE3
5)等を挙げることができ、珪藻タンパク質に由来するペプチドとしては、上記Ｓｉｌａｆ
ｆｉｎ

１の部分ペプチドＲ５（ＳＳＫＫＳＧＳＹＳＧＳＫＧＳＫＲＲＩＬ；配列番号４

）を具体的に例示することができる。また、上記自然界に存在するバイオミネラリゼーシ
ョンに関係したタンパク質としては、文献［Bone 34 (6), 921‑932 (2004)]記載の骨形成
に関与するラット由来ＤＭＰ−１（dentin matrix protein 1）や、文献［J. Dent. Res.
81 (11), 738‑742 (2002)］記載の歯エナメル層形成に関与するヒト由来エナメリンや、
文献［Nature 423 (6942), 825‑837 (2003)］記載のエナメル層形成に関与するヒト由来a
melogenin (Y chromosome) precursorなどを挙げることができる。ＤＭＰ−１由来の部分
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ペプチド、ｐＡ（ＥＳＱＥＳ；配列番号４０）とｐＢ（ＱＥＳＱＳＥＱＤＳ；配列番号４
１）の共存下でアパタイトのミネラリゼーションがおこることが報告されている（Nature
Materials 2 p552）。
【００３２】
また、上述の無機材料結合ペプチドとして、化学修飾がなされた無機材料結合ペプチド
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等の無機材料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
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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、キメラ分子を
容易に作製することができる。
【００３３】
次ぎに、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体としては
、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドと、該ペプチドを融合する、好ましくはＮ
末端に融合するタンパク質とからなる融合タンパク質複合体や、複数の同一又は異なる無
機材料結合ペプチドと、該ペプチドを結合する、好ましくは共有結合するタンパク質とか
らなる化学修飾タンパク質や、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドと該ペプチド
を結合する、好ましくは共有結合する有機高分子化合物とからなるペプチド結合有機高分
子化合物の他、ビオチン−アビジン複合体、抗原タンパク質−抗体複合体等を例示するこ
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とができる。かかる集合体には、金属ナノ粒子，半導体材料，集光素子，蛍光分子等の無
機材料を内包，接合，化学修飾，吸着等により担持させることができる。
【００３４】
上記融合タンパク質複合体としては、多量体タンパク質複合体や、コア・シェル構造を
有するタンパク質複合体や、高等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合体や、細菌に
由来する鉄貯蔵タンパク質複合体や、ウイルス粒子又はウイルス外殻タンパク質複合体を
挙げることができる。多量体タンパク質やコア・シェル構造を有するタンパク質としては
、高等真核生物由来のフェリチンやアポフェリチンのようなフェリチンタンパク質ファミ
リー、細菌に由来するＤｐｓＡタンパク質やＭｒｇＡタンパク質のような鉄貯蔵タンパク
質、アデノウィルス、ロタウィルス、ポリオウィルス、ＨＫ９７、サイトメガロウイルス
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、タバコモザイクウイルス、カウピーモザイクウイルス（ＣＰＭＶ）、ササゲクロティッ
クモトルウイルス（ＣＣＭＶ）、Ｍ１３バクテリオファージ等のウイルス粒子又はウイル
ス外殻タンパク質、ＧｒｏＥＬ複合体、ＧｒｏＥＬ−ＧｒｏＥＳ複合体を挙げることがで
きる。例えば、アデノウィルス粒子の正二十面体はヘテロ多量体タンパク質であり、アデ
ノウィルス粒子等のウイルス粒子やウイルス外殻タンパク質を化学修飾する方法はよく知
られている（Chemistry and Biology 2002, Vol. 9 p805‑811、Journal of Nanobiotechn
ology 2003, 1;5、Journal of American Chemical Society 2003, Vol. 125, p6848‑6849
)。また、ＧｒｏＥＬ−ＧｒｏＥＳ複合体はシルクハットのような形をした、６００００
原子からなる非常に大きな構造体で、７個のＧｒｏＥＬ分子がトーラス型の環をつくり、
そのような環２個（合計１４個のＧｒｏＥＬ）が直径約１４０Å、高さ１５０Åの帽子の

10

下部を形成しており、上部には７個のＧｒｏＥＳ分子が結合して帽子を閉じ、その直径は
８０Å、高さは約３０Åであり、これら複合体の高さは全体で約１８５Åになり、複合体
の中には直径５０−６０Å、長さ約１５０Åの大きな円筒型の空洞が７回の対称軸に沿っ
てあり、帽子の頂上には直径約１０Åの円形の穴があって、空洞は蛋白質が容易に適合し
、空洞内側表面の残基と相互作用できるような大きさになっている。これらの中でも、例
えば、ウマ脾臓由来Ｌタイプのフェリチン等の高等真核生物由来のＬタイプやＨタイプの
フェリチンを好適に例示することができる。
また、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドと、該ペプチドを化学修飾（結合）
する、好ましくは共有結合するタンパク質とからなる化学修飾タンパク質としては、高等
真核生物由来のフェリチンやアポフェリチンのようなフェリチンタンパク質ファミリー、
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ルシフェラーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、カタラーゼ、ベーターラクタマーゼ、ホスホフ
ルクトキナーゼ、ミオシン、キネシン、インテグリン、ロドプシン、バクテリオロドプシ
ン、Ｇタンパク質共役タンパク質、Ｇタンパク質群、Ｒａｓ、Ｒａｎ、ＣＤＣ４２などの
低分子量等Ｇタンパク質群などのタンパク質に、無機材料結合ペプチドを実施例に記載の
方法等の常法により共有結合させた化学修飾タンパク質や、前記化学修飾がなされた無機
材料結合ペプチドを結合させた化学修飾タンパク質を挙げることができる。
【００３５】
また、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを化学修飾（結合）した有機高分子
化合物からなる前記集合体としては、疎水性ブロックと、複数の同一又は異なる無機材料
結合ペプチドを結合した親水性ブロックとのブロック共重合体や、枝分かれの先端に、複
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数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したデンドリマー、アームの先端に、複
数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したスターポリマー等の多分枝ポリマー
を挙げることができる。
【００３６】
上記ブロック共重合体における疎水性ブロックとしては、ポリエステル、ポリスチレン
、ポリアミノ酸、ポリオルトエステル及びポリフォスファジンからなる群より選択され、
より好ましくは、ポリ−Ｌ−ロイシン、ポリ−Ｌ−イソロイシン、ポリ−Ｌ−バリン、ポ
リ−Ｌ−フェニルアラニン、ポリラクチド、ポリグリコリド、ポリカプロラクトン、ポリ
ジオキサン−２−オン、ポリラクチック−ｃｏ−グリコリド、ポリラクチック−ｃｏ−ジ
オキサン−２−オン、ポリラクチック−ｃｏ−カプロラクトン及びポリグリコリック−ｃ

40

ｏ−カプロラクトンからなる群から選択することができる。上記疎水性ブロックのカルボ
キシル末端基はブチル酸基、プロピオン酸基、酢酸基、ステアリン酸基、又はパルミチン
酸基等の脂肪酸で置換することができる。疎水性ブロックの数平均分子量は、５００〜５
０，０００ダルトン、中でも５００〜２０，０００ダルトンが好ましい。
【００３７】
また、上記ブロック共重合体における複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドが結
合される親水性ブロックとしては、ポリアミノ酸、ポリアルキレングリコール、ポリビニ
ルアルコール、ポリビニルピロリドンまたはポリアクリルアミド及びその誘導体からなる
群より選択され、より好ましくは、ポリ−Ｌ−セリン、ポリ−Ｌ−スレオニン、ポリ−Ｌ
−リジン、ポリ−Ｌ−アルギニン、ポリ−Ｌ−アスパラギン酸、ポリ−Ｌ−グルタミン酸
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、ポリ−Ｌ−アスパラギン、ポリ−Ｌ−グルタミン、モノメトキシポリエチレングリコー
ル、モノアセトキシポリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリエチレン−
ｃｏ−プロピレングリコール及びポリビニルピロリドンからなる群から選択することがで
きる。親水性ブロックの数平均分子量は、５００〜５０，０００ダルトン、中でも５００
〜２０，０００ダルトンが好ましい。無機材料結合ペプチドは親水性ブロックのアミノ基
やカルボキシル基等の官能基を介して親水性ブロックに結合することができる。あるいは
、無機材料結合ペプチドにシステイン残基を付加することで、システイン残基のチオール
基を介して親水性ブロックに結合することができる。
【００３８】
具体的には、ポリラクチド−無機材料結合ペプチド結合ポリアルキレングリコールから

10

なるジブロック共重合体、無機材料結合ペプチド結合ポリエチレンイミン−脂肪族ポリエ
ステルからなるジブロック共重合体、無機材料結合ペプチド結合ポリオキシエチレンブロ
ック−ポリオキシプロピレンブロック−無機材料結合ペプチド結合ポリオキシエチレンブ
ロックからなるトリブロック共重合体、ポリラクチド−無機材料結合ペプチド結合ポリ（
エチレンオキシド）−ポリラクチドからなるトリブロック共重合体を挙げることができ、
例えば、Acetal‑poly(ethylene glycol)‑block‑[poly(2‑(N,N‑dimethylamino)ethyl meth
acrylate)]（Ａｃｅｔａｌ−ＰＥＧ／ＰＡＭＡ）を好適に例示することができる。また、
親水性ブロックと疎水性ブロックからなるジブロック共重合体は、水性相で疎水性ブロッ
クがコア（core）を形成し、親水性ブロックがシェル（shell）を形成するコア−シェル
（core‑shell）形態の高分子ミセルを形成する。例えば、疎水ブロック−親水ブロック−

20

無機材料結合ペプチドというポリマーを作製すると、ミセル表面に無機材料結合ペプチド
を複数提示する集合体となる。また、このようなブロック共重合体ミセル内に、常法によ
り無機ナノ粒子を担持させることができる。
【００３９】
本発明に用いられるデンドリマーやスターポリマーとしては、複数の枝分かれの先端や
アームの先端に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合、好ましくは共有結
合しうるものであれば、公知のデンドリマーやスターポリマーを含めどのようなものでも
よく、無機材料結合ペプチドは枝分かれの先端やアームの先端のアミノ基やカルボキシル
基等の官能基を介して、常法によりデンドリマーやスターポリマーに化学結合することが
できる。これらデンドリマーやスターポリマーとして、糖、モノヒドロキシル及びオリゴ
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ヒドロキシルＣ１〜Ｃ６アルキル、モノヒドロキシル及びオリゴヒドロキシルＣ２〜Ｃ６
アシル、アルコキシ基又はアルキレン基に置換した１個又はそれ以上のヒドロキシル基を
持つことができるＣ１〜Ｃ２アルコキシアルキル、アミノ酸、ペプチド、１〜１２０のエ
チレンオキシド単位から成るポリオキシエチレンなどのオリゴ又はポリ−（オクサＣ１〜
Ｃ３アルキレン）などの親水基で化学修飾した誘導体を用いることもできる。
【００４０】
無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体としては
、硝酸銀・銅・ＨＡｕＣｌ３・塩化鉄・Ｈ２ＰｔＣｌ６・アンモニウム鉄などの金属塩化
物、金属アンモニウム塩・金属炭酸塩・金属硝酸塩など、セレノウレア・硫化ウレアなど
、テトラメトキシシラン・テトラエトキシシラン・テトラブトキシチタンなどの金属アル

40

コキシドあるいは金属アルコキシドを加水分解産物を挙げることができ、これらは無機材
料結合ペプチドにより、固体銀やＣｕＳのような水に不溶性の形態に転換される。ここで
、バイオミネラリゼーション能とは、生体内で生じると同様に鉱物を作りだす能力（鉱物
化能力）を意味し、作られた鉱物層をバイオミネラル層と呼ぶ。本発明の無機材料単層薄
膜は、かかるバイオミネラル層の単層として形成されるものであり、シリカ又はシリカ含
有分子の単層や、酸化チタンの単層、好ましくは光触媒能を有する酸化チタンの単層を好
適に例示することができる。
【００４１】
本発明における機能性材料としては、無機物から構成されている材料であれば特に制限
されず、シリカ又はシリカ含有分子の薄膜、酸化チタン薄膜、好ましくは光触媒能を有す
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る酸化チタンの薄膜等の無機材料の薄膜や、半導体等の特定の機能を有する無機材料や、
金属材料及びその酸化物、塩化物、水酸化物、炭酸塩や、ダイアモンド等の炭素材料や、
金属ナノ粒子等の無機ナノ粒子を例示することができる。上記金属材料としては、Ａｕ，
Ａｇ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｃｕ，Ｎｉ，Ｃｏ，Ｆｅ，Ｍｎ，Ｐ，Ｂｅ，Ｇａ，Ｐｂ，Ｚｎ，Ｃｄ
，Ｃｒ等を挙げることができ、金属ナノ粒子としては、これら金属材料のナノ粒子を挙げ
ることができる。また、酸化金属材料としては、ＳｎＯ，Ｓｂ２Ｏ３，ＺｎＯ，Ｉｎ２Ｏ
３，Ｇａ２Ｏ３，Ｆｅ２Ｏ３，Ａｇ２Ｏ，ＴｉＯ２，ＳｉＯ２やこれらの合金を挙げるこ

とができ、酸化金属ナノ粒子としては、これら酸化金属材料のナノ粒子を挙げることがで
きる。塩化金属材料としては、ＣｕＣｌ，ＦｅＣｌ２，ＰｔＣｌ２，ＣｏＣｌ２，ＮｉＣ
ｌ２，ＭｎＣｌ２，ＰｄＣｌ２，ＳｂＣｌ３，ＣｒＣｌ３等を挙げることができ、塩化金

10

属ナノ粒子としては、これら塩化金属材料のナノ粒子を挙げることができる。
【００４２】
また、上記半導体材料としては、Ｇｅ，Ｓｉ，ＳｉＧｅ，ＺｎＯ，ＺｎＳ，ＺｎＳｅ，
ＺｎＴｅ，ＣｄＯ，ＣｄＳ，ＣｄＭｎＳ，ＣｄＳｅ，ＣｄＭｎＳｅ，ＣｄＴｅ，ＣｄＭｎ
Ｔｅ，ＨｇＳ，ＨｇＳｅ，ＨｇＴｅ，ＩｎＰ，ＩｎＡｓ，ＩｎＳｂ，ＩｎＮ，ＧａＮ，Ｇ
ａＰ，ＧａＡｓ，ＧａＳｂ，ＴｉＯ２，ＷＯ３，ＰｂＳ，ＰｂＳｅ，ＭｇＴｅ，ＡｌＡｓ
，ＡｌＰ，ＡｌＳｂ，ＡｌＳ，ＣｄＺｎＳ，ＣｄＺｎＳｅ，ＣｄＺｎＴｅ，ＰｂＴｅ，Ｃ
ｄ３Ｐ２，Ｃｄ３Ａｓ２，Ｚｎ３Ｐ２，Ｚｎ３Ａｓ２，Ｉｎ２Ｓ３，ＣｕＩｎＳ２，Ｉｎ
２Ｓｅ３，ＣｕＩｎＳｅ２，Ｉｎ２Ｏ３，ＭｇＴｅ，ＡｌＡｓ，ＡｌＰ，ＡｌＳｂ，Ａｌ

Ｓを挙げることができ、半導体ナノ粒子としては、これら半導体材料のナノ粒子を挙げる

20

ことができる。また、半導体ナノ粒子コア表面に−ＯＨ、−ＯＣＨ３、−ＮＨ２等の電子
供与性基を配列させて蛍光特性を有する半導体ナノ粒子とすることもできる。
【００４３】
上記無機ナノ粒子は、前記のフェリチンタンパク質複合体、ウイルス粒子又はウイルス
外殻タンパク質複合体、コア・シェル構造を有するタンパク質複合体、疎水性ブロックと
、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合した親水性ブロックとのブロック共
重合体や、枝分かれの先端に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを結合したデ
ンドリマー等の内部に担持されて用いられる。
【００４４】
本発明の機能性材料の三次元構造体としては、上記機能性材料の三次元的な構造体であ

30

ればよく、パターン的にみると、シリカ又はシリカ含有分子の薄膜や酸化チタン薄膜等の
無機材料薄膜が積層された多層薄膜三次元構造体や、基板を複数種の無機材料で修飾を施
し、特定の無機材料修飾部位だけに複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に
提示する集合体を、「ダイレクトパターンニング」により単層結合させ、無機材料結合ペ
プチドのバイオミネラリゼーション能を利用して、バイオミネラル層を形成し、形成した
バイオミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用した多層化により、３次
元的に機能性材料を配置していくことにより形成される配置制御三次元構造体を例示する
ことができる。また、三次元構造体を断面的にみると、多層薄膜からなる三次元構造体や
、各薄膜の間に金属ナノ粒子等の無機ナノ粒子が存在する三次元構造体（サンドイッチ体
）や、単層薄膜、多層薄膜又はサンドイッチ体の外表面に無機ナノ粒子が存在する三次元

40

構造体を例示することができる。
【００４５】
その他、ビオチン−アビジン複合体は、半導体ナノ粒子の周りにアビジンをコートする
ことが可能なので、半導体ナノ粒子周囲に、無機材料結合ペプチドを融合したアビジンと
ビオチンの複合体をコートすることにより、３次元構造体を重層することができる。また
、抗原タンパク質−抗体複合体は、チタン結合ペプチドを融合したフェリチンでバイオミ
ネラル層が酸化チタンであるような、３次元構造を作り、最表層をフェリチン層にしてお
き、そこに酸化コバルト結合ペプチドを融合した抗フェリチン抗体を最表層のフェリチン
に結合させ、抗体層を作製し、次いで酸化コバルトのミネラリゼーションをおこない酸化
コバルト層を作製し、酸化コバルト結合ペプチドを融合したフェリチンを酸化コバルト層
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に結合させ、以下同様にバイオミネラル層が酸化コバルトであるような３次元構造体を重
層することができる。
【００４６】
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】
【００４７】
［無機材料結合ペプチドを融合した融合タンパク質ｍｉｎＴ１−ＬＦの調製］
ウマ脾臓由来のＬタイプのフェリチン（ＬＦ）に、配列番号１で示されるアミノ酸配列
からなるチタン結合ペプチド（ｍｉｎＴＢＰ−１）を融合した融合フェリチンタンパク質

10

（ｍｉｎＴ１−ＬＦ）発現のためのＤＮＡ（ｐＫＩＳ１）の作製は、以下の手順でおこな
った。すなわち、互いに相補的で開始コドンであるＭｅｔに続いて、配列番号４２で示さ
れるアミノ酸配列をコードし、開始コドン側に制限酵素ＢａｍＨＩリンカー配列を、反対
側に制限酵素ＳａｌＩリンカー配列を持つような配列番号４３（配列５

−ＧＡＴＣＣＡ

ＴＧＣＧＣＡＡＡＣＴＴＣＣＧＧＡＴＧＣＧＡＧＣＴ−３

）及び配列番号４４（配列５

−ＣＧＣＡＴＣＣＧＧＡＡＧＴＴＴＧＣＧＣＡＴＧ−３

）の合成ＤＮＡ、各１００ｐ

ｍｏｌｅ／μｌを５０ｍＭ

ＮａＣｌ、１０ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ、１０ｍＭ

ＭｇＣ

ｌ２中で混合し、７０℃で１０分間加温した後、ゆっくりと室温に戻すことで、アニーリ
ング反応をおこなった。次に、ウマ脾臓由来のＬタイプフェリチンｃＤＮＡが、ｔａｃプ
ロモーター下流にクローニングされたプラスミドｐＫＩＴＯ（Okuda et al. 2003, Biote

20

chnology and Bioengineering, Vol 84, No. 2, p187‑194）を制限酵素ＢａｍＨＩ、Ｓａ
ｌＩで消化、１％アガロースゲル電気泳動により、分離される約６ｋｂの大きなＤＮＡフ
ラグメントをGene Clean II kit（ＢＩＯ１０１社）により精製し、上記のアニールした
ＤＮＡと混合し、Ｔ４ＤＮＡリガーゼを用いて結合させた。
【００４８】
次に、このＤＮＡとｐＫＩＴＯを、それぞれＢａｍＨＩで消化し、１％アガロースゲル
電気泳動により分離されるＤＮＡフラグメント、前者は約６ｋｂのフラグメント、後者は
約３００ｂｐのフラグメントをGene Clean II kit （ＢＩＯ１０１社）により精製し、Ｔ
４ＤＮＡリガーゼを用いて結合させた。結合したＤＮＡを大腸菌ＸＬＩ−ｂｌｕｅ株（hs
dR17、supE44、recA1、endA1、gyrA46、thi、relA1、lac/F

[proAB+、lacIq△(lacZ)M15

30

::Tn10(tetR)]）に、常法（Molecular Cloning Third Edition, Cold Spring Harbor Lab
oratory Press）に従いクローン化し、ｐＫＩＴＯの約３００ｂｐのＢａｍＨＩフラグメ
ント内のプライマー（配列番号４５；５

−ＧＴＧＧＡＡＴＴＧＴＧＡＧＣＧ−３

）を

用いて、ＤＮＡシークエンスにより、目的の方向に約３００ｂｐのＢａｍＨＩフラグメン
トが挿入されているクローンをダイデオキシターミネイト法により決定した（CEQ DTCS Q
uick start kit、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。
【００４９】
ウマ脾臓由来のＬ型フェリチンにチタン結合ペプチドを融合した、配列番号４６に示さ
れるアミノ酸配列からなる融合フェリチンタンパク質の発現・精製は以下のようにおこな

40

った。すなわち、大腸菌ＸＬＩ−ｂｌｕｅ株に、常法に従いｐＫＩＳ１を形質転換し、コ
ロニーを滅菌した楊枝で拾いあげ、５ｍｌのＬＢ培地で３７℃、１６〜１８時間震盪培養
した。つぎに、この培養液を、１リッターのＬＢ培地に植え継ぎ３７℃でさらに１６〜１
８時間震盪培養をおこなった。大腸菌を、遠心分離（Ｂｅｃｋｍａｎ
ＪＡ−１４ローター，

Ｊ２−２１Ｍ，

５０００ｒｐｍ，５分）により集菌した。集菌した大腸菌を、８

０ｍｌの５０ｍＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ８．０）で洗浄し、再び、遠心分離（クボタ
社、５９２２，

ＲＡ４１０Ｍ２ローター，４０００ｒｐｍ，１０分）により集菌した。

３０ｍｌの５０ｍＭ
ＲＡＮＳＯＮ，
ｃｌｅ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ８．０）に懸濁した後、超音波破砕機（Ｂ

ＳＯＮＩＦＩＥＲ

２５０，

微量チップ、出力最大、ｄｕｔｙ

ｃｙ

５０％，２分を３〜４回繰り返す）を用いて、大腸菌破砕液を得た。大腸菌破砕
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ＲＡ４１０Ｍ２ローター，

８０００ｒｐｍ，

３０分）により、可溶性の画分を回収し、６５℃で２０分間温浴することで、共雑タンパ
ク質の変性を行った。遠心分離（クボタ社、５９２２，

ＲＡ４１０Ｍ２ローター，

８

０００ｒｐｍ，３０分）により、沈澱を形成する変成した共雑タンパク質を取り除き、上
清を回収した。
【００５０】
上清を、５０ｍＭ

ＴｒｉｓＨＣｌ（ｐＨ８．０）で平衡化した陰イオン交換クロマト

担体であるＱ−ｓｅｐｈａｒｏｓｅ

ＨＰ（アマシャム）に注入し、１００ｍｌの１００

〜５００ｍＭ塩化ナトリウム濃度勾配（３ｍｌ／ｍｉｎ）により溶出した。ｍｉｎＴ１−
ＬＦを含む画分約４０ｍｌを、セントリプレップ１０（アミコン）により２．５〜３ｍｌ
に濃縮し、５０ｍＭ

ＴｒｉｓＨＣｌ（ｐＨ８．０），１５０ｍＭ

10

ＮａＣｌ（以下ＴＢ

Ｓ）で平衡化した６０ｃｍ長のゲルろ過クロマトグラフ・セファアクリルＳ−４００に注
入し、流速１．５ｍｌ／ｍｉｎでクロマトグラフィーをおこなった。ｍｉｎＴ１−ＬＦを
含む各画分１００μｌを５０ｍＭ
ｌ，１ｍＭ

ＴｒｉｓＨＣｌ（ｐＨ７．５），１５０ｍＭ

ＮａＣ

ＮａＮ３で平衡化したＳＷ４０００ＸＬカラム、流速１ｍｌ／ｍｉｎでクロ

マトグラフィーによる分析をおこない、ｍｉｎＴ１−ＬＦ２４量体の純度が９５％以上で
あることを確認したのち以下の実験に用いた。
【実施例２】
【００５１】
20

［三次元構造体（三次元配置制御法あるいは薄膜作製法）の製造−特異的−］
実施例１で得られたモデルタンパク質ｍｉｎＴ１−ＬＦを用いて、配列番号１のｍｉｎ
ＴＢＰ−１の持つ多機能性を利用した、三次元構造体（三次元配置制御法あるいは薄膜作
製法）の製造方法の概要を図１に示す。三次元構造体については、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

ＡＢ社、イェテボリ）を用

いて検討した。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２５．３６〜４０℃に設定し、実測値は、２４．９７℃から２５．００℃付近であっ
た。
【００５２】
５０ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ７．５），１５０ｍＭ

ＮａＣｌ

（ＴＢＳ）で基

準値を測定した後、０．１ｍｇ／ｍｌに濃度を合わせたｍｉｎＴ１−ＬＦを測定チャンバ

30

ー内に導入し引き続き測定した。図２に示すように、６０〜７０Ｈｚ程度の周波数の減少
が見られたが、これはｍｉｎＴ１−ＬＦのチタン基板への結合に伴うものである。センサ
ーが安定したら、ＴＢＳでチャンバー内をリンスし、再び０．１ｍｇ／ｍｌ

ｍｉｎＴ１

−ＬＦを測定チャンバー内に導入しても、先程見られた顕著な周波数の変化が見られなか
った。このことは、ｍｉｎＴ１−ＬＦがチタンセンサー上で単層膜を形成していることを
表している。再び、ＴＢＳでチャンバー内をリンスした後、あらかじめ１ｍＭ塩酸で加水
分解処理をしたテトラメトキシオルソシラン（ＴＭＯＳ）１Ｍを、１／１０体積添加した
ＴＢＳを測定チャンバー内に導入した。ｍｉｎＴ１−ＬＦの持つシリカ・バイオミネラリ
ゼーション能により、ｍｉｎＴ１−ＬＦ膜上にシリカ層が堆積していく様子がＱＣＭ−Ｄ
３００の周波数の変化からモニターすることができる。暫くインキュベートした後、ＴＢ
Ｓで測定チャンバー内をリンスし、さらに０．１ｍｇ／ｍｌ

40

ｍｉｎＴ１−ＬＦを測定チ

ャンバー内に導入したところ、今度はｍｉｎＴＢＰ−１のシリカ結合能による、ｍｉｎＴ
１−ＬＦのシリカ層への結合に伴う６０Ｈｚ程の周波数の減少が見られた。このことは、
ｍｉｎＴ１−ＬＦの第２層が形成されたことを意味する。以上の過程を繰り返すことによ
り、ｍｉｎＴ１−ＬＦを三次元状に配置することができた。
【００５３】
以上の結果から、無機材料結合ペプチドの多機能性を利用した三次元配置制御法・薄膜
形成法が有効であることが確認された。
【実施例３】
【００５４】
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［三次元構造体（三次元配置制御法あるいは薄膜作製法）の製造−非特異的−］
実施例２で三次元配置制御・薄膜作製が一層目のｍｉｎＴ１−ＬＦの結合様式が非特異
的な吸着の場合であっても可能であることを確認するために、チタンセンサーの代わりに
金コートセンサーを用いて水晶発振子形生体分子相互作用解析装置であるＱＣＭ−Ｄ３０
０（ｑ−ｓｅｎｓｅ

ＡＢ社、イェテボリ）による測定で調べた。この時、一層目のｍｉ

ｎＴ１−ＬＦと金センサー間の相互作用は非特異的な結合である。実施例２と全く同じよ
うに実験をおこなった結果、図３に示すようにｍｉｎＴ１−ＬＦを三次元状に配置するこ
とができた。
【００５５】
対照実験として、無機材料結合ペプチドを融合していないウマＬフェリチン（ＬＦ０）

10

を用いて、同様の実験をおこなってもフェリチンの多層化はおこらないことを確認した（
図４）。
【００５６】
以上の結果から、無機材料結合ペプチドの多機能性を利用した三次元配置制御法・薄膜
形成法における、下地の基板と一層目の相互作用は非特異的な結合でも、特異的な結合の
場合と同じように可能であることが確認された。このことは、下地の基板を目的に合わせ
て多様に選択できることを示す。
【実施例４】
【００５７】
20

［ナノ粒子の形成］
フェリチンは、コア・シェル構造をしており、その内部空間に酸化鉄の他、酸化コバル
ト、酸化クロム、酸化ニッケル、酸化ウラン、セレン化カドミウム、硫化カドミウムなど
様々な無機材料ナノ粒子を形成する能力を持つ。実施例１で得られたｍｉｎＴ１−ＬＦが
リコンビナントアポフェリチンと同様に、その内部空間に酸化鉄・酸化コバルト・セレン
化カドミウムのナノ粒子形成能を有することを、以下の手順で確認した。
【００５８】
酸化鉄については、５０ｍＭ

ＨＥＰＥＳ−ＮａＯＨ

ｍｉｎＴ１−ＬＦ溶液に、５０ｍＭ

ｐＨ７．０，０．５ｍｇ／ｍｌ

硫酸アンモニウム鉄（ＩＩ）６水和物を１／１０

体積添加（終濃度５ｍＭ）し、室温で終夜静置した（図５）。次に、超遠心分離器（ベッ
クマン，ＴＬＡ

１００．４

ローター，５０，０００ｒｐｍ，１時間）による遠心操作

により、ｍｉｎＴ１−ＬＦを沈澱させた。この沈澱を５０ｍＭ

ＴｒｉｓＨＣｌ

30

ｐＨ８

．０により溶解し、遠心分離（クボタ社、５９２２，ＲＡ４１０Ｍ２ローター，３０００
ｒｐｍ，１０分）により余分な酸化鉄を沈澱させ取り除く操作を２回繰り返した後、５０
ｍＭ

ＴｒｉｓＨＣｌ

ｐＨ８．０に透析した。透析したｍｉｎＴ１−ＬＦは、ＢｉｏＲ

ａｄ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ａｓｓａｙ（バイオラッド社）により定量し、以下の実験に用い

た。
【００５９】
酸化コバルトについては、５０ｍＭ
／ｍｌ

ＨＥＰＥＳ−ＮａＯＨ

ｍｉｎＴ１−ＬＦ溶液に、終濃度３ｍＭ

ｐＨ８．３，０．３ｍｇ

酢酸コバルト４水和物を添加した後、

終濃度１．５ｍＭ

過酸化水素を添加、５０℃で終夜静置した。次に、超遠心分離器（ベ

ックマン，ＴＬＡ

１００．４

40

ローター，５０，０００ｒｐｍ，１時間）による遠心操

作により、ｍｉｎＴ１−ＬＦを沈澱させた。この沈澱を５０ｍＭ

ＴｒｉｓＨＣｌ

ｐＨ

８．０により溶解し、遠心分離（クボタ社、５９２２，ＲＡ４１０Ｍ２ローター，３００
０ｒｐｍ，１０分）により余分な酸化コバルトを沈澱させ取り除く操作を２回繰り返した
後、５０ｍＭ

ＴｒｉｓＨＣｌ

ｐＨ８．０に透析した。透析したｍｉｎＴ１−ＬＦは、

ＢｉｏＲａｄ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ａｓｓａｙ（バイオラッド社）により定量し、以下の実

験に用いた。
【００６０】
セレン化カドミウムについては、７．５ｍＭ
ｍｉｎＴ１−ＬＦ、１ｍＭ

酢酸アンモニウム，

０．５ｍｇ／ｍｌ

酢酸カドミウム２水和物溶液に、終濃度５ｍＭ

セレノウ
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レアを添加、室温で終夜静置した。次に、超遠心分離器（ベックマン，ＴＬＡ
４

１００．

ローター，５０，０００ｒｐｍ，１時間）による遠心操作により、ｍｉｎＴ１−ＬＦ

を沈澱させた。この沈澱を５０ｍＭ

ＴｒｉｓＨＣｌ

ｐＨ８．０により溶解し、遠心分

離（クボタ社、５９２２，ＲＡ４１０Ｍ２ローター，３０００ｒｐｍ，１０分）により余
分な酸化コバルトを沈澱させ取り除く操作を２回繰り返した後、５０ｍＭ

ＴｒｉｓＨＣ

ｌ

ｐＨ８．０に透析した。透析したｍｉｎＴ１−ＬＦは、ＢｉｏＲａｄ

Ｐｒｏｔｅｉ

ｎ

Ａｓｓａｙ（バイオラッド社）により定量し、以下の実験に用いた。

【００６１】
実施例３と同様の方法で、ナノ粒子内包ｍｉｎＴ１−ＬＦの三次元配置を行った。その
結果を、図６〜８に示す。酸化鉄内包ｍｉｎＴ１−ＬＦ（Ｆｅ−ｍｉｎＴ１−ＬＦ）を三

10

層積層した場合（Ｆｅ−Ｆｅ−Ｆｅ）（図６）、Ｆｅ−ｍｉｎＴ１−ＬＦ、酸化コバルト
内包ｍｉｎＴ１−ＬＦ（Ｃｏ−ｍｉｎＴ１−ＬＦ）、セレン化カドミウム内包ｍｉｎＴ１
−ＬＦ（ＣｄＳｅ−ｍｉｎＴ１−ＬＦ）の順に配置した場合（Ｆｅ−Ｃｏ−ＣｄＳｅ）（
図７）、あるいはＦｅ−ｍｉｎＴ１−ＬＦ、ＣｄＳｅ−ｍｉｎＴ１−ＬＦ、Ｃｏ−ｍｉｎ
Ｔ１−ＬＦの順に配置した場合（Ｆｅ−ＣｄＳｅ−Ｃｏ）（図８）においてもｍｉｎＴ１
−ＬＦの三次元配置制御・薄膜形成が確認された。これらの積層したセンサーの断面試料
をイオンシニング法により作製し、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ，
０２ＢＦ／Ｐ−２０）およびエネルギー分散型Ｘ線分析（ＥＤＳ，

トプコン社

ＥＭ−０

サーモ社ノーランシ

ステムＶＩ）を用いて、断面試料観察並びにｍｉｎＴ１−ＬＦに内包されている金属元素
の分布を確認した（図９・１０）。Ｆｅ−Ｃｏ−ＣｄＳｅ，

Ｆｅ−ＣｄＳｅ−Ｃｏのい

20

ずれの場合においても試料を添加していったときと順序と同じ順序で積層されていること
が確認できた。
【００６２】
以上の結果から、無機材料結合ペプチドの多機能性を利用した三次元配置制御法・薄膜
形成法は、複数種の機能性化合物を自由に目的の位置に配置することが可能であることが
確認された。
【実施例５】
【００６３】
［原子間力顕微鏡による評価］
実施例３で作製した薄膜を、原子間力顕微鏡により評価した。すなわち、金コートセン

30

サー上に、三層に積層したｍｉｎＴ１−ＬＦ・シリカ層からなる薄膜の一部をピンセット
で引っ掻いて剥離し、原子間力顕微鏡（ＳＨＩＭＡＺＵ

ＳＰＭ９５００，

コンタクト

モード）によりステップの観察をおこなった（図１１）。積層膜は、比較的平らで、ステ
ップの高さもフェリチン分子サイズから考えられる高さと矛盾しない結果が得られた。
【実施例６】
【００６４】
［走査型電子顕微鏡観察］
実施例２〜４の過程を、走査型電子顕微鏡観察により、順に追ってみた。ＪＩＳ１種金
属チタン・鏡面仕上げ６ｍｍ×６ｍｍ（新金属工業株式会社製）を、ＴＢＳでよく洗浄し
た後、０．１ｍｇ／ｍｌ

Ｆｅ−ｍｉｎＴ１−ＬＦ溶液中に、１０分間浸透した後、ＴＢ

Ｓで軽くリンスし、あらかじめ１ｍＭ

ＨＣｌで加水分解した０．１Ｍ

40

ＴＭＯＳ含有Ｔ

ＢＳ中に１０分間浸け、再びＴＢＳで軽くリンスした。また、この過程を繰り返すことで
２層に積層した試料を作製した。これら各過程の試料を、超純水でリンスした後、不活性
ガスにより風乾させ観察に供した（図１２）。
【００６５】
この結果、ならびに実施例２〜４より、本発明の三次元配置制御法を用いたｍｉｎＴ１
−ＬＦの三次元配置過程は、図１に模式的に示されている通りであることが確認できた。
【実施例７】
【００６６】
［三次元構造体（三次元配置制御法あるいは薄膜作製法）の製造−バイオミネラル層が酸
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化チタンの場合−］
実施例１で得られたモデルタンパク質ｍｉｎＴ１−ＬＦを用いて、バイオミネラル層が
酸化チタンである場合でも、三次元構造体を形成できることを示した。構造体形成のモニ
ターは、実施例２と同じく、水晶発振子形生体分子相互作用解析装置であるＱＣＭ−Ｄ３
００（ｑ−ｓｅｎｓｅ

ＡＢ社、イェテボリ）を用いて検討した。水晶発振子には、実施

例３で用いたＱＣＭ−Ｄ３００純正品の金センサーを用いた。温度は実測値で、４３℃近
傍であった。
【００６７】
５０ｍＭＴｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ７．５），１５０ｍＭＮａＣｌ（ＴＢＳ）で基準値を
測定した後、０．１ｍｇ／ｍｌに濃度を合わせたｍｉｎＴ１−ＬＦを測定チャンバー内に

10

導入し引き続き測定した。図１３に示すように、ｍｉｎＴ１−ＬＦの金センサーへの結合
に伴う周波数の減少が見られた。センサーの安定後、ＴＢＳでチャンバー内をリンスし、
チタニウムビスアンモニウムラクテートジハイドロオキシド，重量比５０％（アルドリッ
チ社、Titanium (IV)bis (ammonium lactato) dihydrozide, 50 wt. % solution water）
を、１／１０体積添加したＴＢＳを測定チャンバー内に導入した。ｍｉｎＴ１−ＬＦの持
つ酸化チタン・バイオミネラリゼーション能により、ｍｉｎＴ１−ＬＦ膜上にゆっくりと
酸化チタン層が堆積していく様子が、ＱＣＭ−Ｄ３００の周波数の変化からモニターする
ことができた。３０時間程度インキュベートした後、ＴＢＳで測定チャンバー内をリンス
し、さらに０．１ｍｇ／ｍｌ

ｍｉｎＴ１−ＬＦを測定チャンバー内に導入したところ、

今度はｍｉｎＴＢＰ−１の酸化チタン結合能による、ｍｉｎＴ１−ＬＦの酸化チタン層へ

20

の結合に伴う周波数の減少が見られた。このことは、ｍｉｎＴ１−ＬＦの第２層が形成さ
れたことを意味する。以上の過程を繰り返すことにより、ｍｉｎＴ１−ＬＦを三次元状に
配置することができる。
【００６８】
以上の結果から、無機材料結合ペプチドの多機能性を利用した三次元配置制御法・薄膜
形成法が、バイオミネラル層が酸化チタン（シリカ以外）の場合でも有効であることが確
認された。
【実施例８】
【００６９】
［無機材料結合ペプチドを化学修飾したタンパク質等ナノ材料の調製−１］

30

実施例３で対照実験に用いた、野生型ウマ脾臓由来のＬタイプのフェリチン（Ｄ１−Ｌ
Ｆ）に、配列番号４７で示されるアミノ酸配列からなるペプチド（ＫＩＳ−Ｐ１：チタン
結合ペプチド）を結合させ、化学修飾したフェリチンタンパク質（ＣＭ

ｍｉｎＴ１−Ｌ

Ｆ）を作製した。ＫＩＳ−Ｐ１は、チタン結合ペプチドＲＫＬＰＤＡ（ｍｉｎＴＢＰ−１
）のカルボキシル端側に、フレキシブルリンカーであるグリシン、紫外光吸収マーカーで
あるトリプトファン、架橋剤の標的となるチオール基を側鎖に持つシステインを順次付加
した合成ペプチドである。より具体的には、ＣＭ

ｍｉｎＴ１−ＬＦの作製は、以下の手

順でおこなった。すなわち、１ｍｌＰＢＳ溶液中の５ｍｇ／ｍｌ
ｌのＤＭＳＯに溶解した１０ｍＭ
ｔｅ

Ｄ１−ＬＦに、２５μ

Ｎ−ｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｙｌ

ｉｏｄｏａｃｅｔａ

（ＳＩＡ）を加え、室温で１時間撹拌した後、ＰＢＳ溶液に対して透析をおこない

40

、未反応のＳＩＡを除いたあと、最終濃度１ｍＭになるように配列番号４７で示される合
成ペプチドを加えた。室温で３時間の撹拌によって、配列番号４７で示される合成ペプチ
ドをフェリチンに化学修飾を施した後、再び透析により、未反応の配列番号４７で示され
る合成ペプチドを取り除いた。
【００７０】
このようにして作製したＣＭ

ｍｉｎＴ１−ＬＦをＰＢＳで２５倍に希釈し、三次元構

造体を形成できることを示す。構造体形成のモニターは、実施例２と同じく、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

ＡＢ社、イェテ

ボリ）を用いて検討した。水晶発振子は、実施例２で用いたＱＣＭ−Ｄ３００純正品のチ
タンセンサーを用いた。温度は実測値で、およそ２４．８℃であった。
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【００７１】
ＰＢＳで基準値を測定した後、希釈したＣＭ

ｍｉｎＴ１−ＬＦを測定チャンバー内に

導入し引き続き測定した。図１４に示すように、ＣＭ

ｍｉｎＴ１−ＬＦのチタンセンサ

ーへの結合に伴う周波数の減少が見られた。センサーが安定したら、ＰＢＳでチャンバー
内をリンスした後、あらかじめ１ｍＭ塩酸で加水分解処理をしたテトラメトキシオルソシ
ラン（ＴＭＯＳ）１Ｍを、１／１０体積添加したＰＢＳを測定チャンバー内に導入した。
ＣＭ

ｍｉｎＴ１−ＬＦの持つシリカ・バイオミネラリゼーション能により、ＣＭ

ｍｉ

ｎＴ１−ＬＦ膜上にシリカ層が堆積していく様子がＱＣＭ−Ｄ３００の周波数の変化から
モニターすることができる。暫くインキュベートした後、ＰＢＳで測定チャンバー内をリ
ンスし、さらに０．１ｍｇ／ｍｌ
たところ、今度はＣＭ

ＣＭ

ｍｉｎＴ１−ＬＦを測定チャンバー内に導入し

ｍｉｎＴ１−ＬＦのシリカ結合能による、ＣＭ

10

ｍｉｎＴ１−Ｌ

Ｆのシリカ層への結合に伴う周波数の減少が見られた。このことは、ＣＭ

ｍｉｎＴ１−

ＬＦの第２層が形成されたことを意味する。以上の過程を繰り返すことにより、ＣＭ

ｍ

ｉｎＴ１−ＬＦを三次元状に配置することができた。
【実施例９】
【００７２】
［無機材料結合ペプチドを化学修飾したタンパク質等ナノ材料の調製−２］
次に、フェリチン以外のタンパク質にも同様に、化学合成した無機材料結合ペプチドを
化学修飾することにより無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を作製することが
できることを示す。用いたタンパク質は、ホタル由来のルシフェラーゼ（アルドリッチ）

20

である。配列番号４７で示されるアミノ酸配列からなる合成ペプチドを化学修飾したルシ
フェラーゼタンパク質（ＣＭ−ｌｕｃ）の作製は、以下の手順でおこなった。０．２ｍｌ
ＰＢＳ溶液中の２ｍｇ／ｍｌ
た１０ｍＭ

ルシフェラーゼタンパク質に、８μｌのＤＭＳＯに溶解し

Ｎ‐ｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｙｌ

ｉｏｄｏａｃｅｔａｔｅ（ＳＩＡ）を加え

、室温で１．５時間撹拌した後、ＰＢＳ溶液に対して透析をおこない、未反応のＳＩＡを
除いたあと、最終濃度１ｍＭになるように配列番号４７で示される合成ペプチドを加えた
。室温で６時間の撹拌によって、配列番号４７で示される合成ペプチドをルシフェラーゼ
タンパク質に化学修飾を施した後、再び透析により、未反応の配列番号４７で示される合
成ペプチドを取り除いた。
30

【００７３】
このようにして作製した配列番号４７で示される合成ペプチドを化学修飾したＣＭ−ｌ
ｕｃをＰＢＳで２０倍に希釈し、三次元構造体を形成できることを示した。構造体形成の
モニターは、実施例２と同じく、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

ＡＢ社、イェテボリ）を用いて検討した。水晶発振子は、実

施例２で用いたＱＣＭ−Ｄ３００純正品のチタンセンサーを用いた。温度は実測値で、お
よそ２４．８℃であった。
【００７４】
ＰＢＳで基準値を測定した後、希釈したＣＭ

ｍｉｎＴ１−ＬＦを測定チャンバー内に

導入し引き続き測定した。図１５に示すように、ＣＭ−ｌｕｃのチタンセンサーへの結合
に伴う周波数の減少が見られた。センサーが安定したら、ＰＢＳでチャンバー内をリンス

40

した後、あらかじめ１ｍＭ塩酸で加水分解処理をしたテトラメトキシオルソシラン（ＴＭ
ＯＳ）１Ｍを、１／１０体積添加したＰＢＳを測定チャンバー内に導入した。ＣＭ−ｌｕ
ｃの持つシリカ・バイオミネラリゼーション能により、ＣＭ−ｌｕｃ膜上にシリカ層が堆
積していく様子がＱＣＭ−Ｄ３００の周波数の変化からモニターすることができる。暫く
インキュベートした後、ＰＢＳで測定チャンバー内をリンスし、さらに０．１ｍｇ／ｍｌ
ＣＭ−ｌｕｃを測定チャンバー内に導入したところ、今度はＣＭ−ｌｕｃのシリカ結合
能による、ＣＭ−ｌｕｃのシリカ層への結合に伴う周波数の減少が見られた。このことは
、ＣＭ−ｌｕｃの第２層が形成されたことを意味する。以上の過程を繰り返すことにより
、ＣＭ−ｌｕｃを三次元状に配置することができた。
【実施例１０】
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【００７５】
［無機材料結合ペプチドを化学修飾した合成高分子等ナノ材料の調製］
次に、タンパク質以外の合成高分子材料にも同様に、化学合成した無機材料結合ペプチ
ドを化学修飾することにより無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を作製するこ
とができることを示す。用いた合成高分子は、ブロック共重合体であるＡｃｅｔａｌ−Ｐ
ＥＧ／ＰＡＭＡである（Langmuir 20 p561, 2004）。配列番号４７で示されるアミノ酸配
列からなる合成ペプチドを化学修飾したブロック共重合体（ｍｉｎＴＢＰ−１−ＰＥＧ／
ＰＡＭＡ）の作製は、以下の手順でおこなった。２５０ｍｇのＡｃｅｔａｌ−ＰＥＧ／Ｐ
ＡＭＡを５ｍｌの９０％酢酸で溶解し、３５℃で５時間撹拌したのち、０．１Ｍ酢酸ナト
リウム緩衝液ｐＨ５．５に対して透析をおこなったのち、ＤＭＳＯに溶解した２７．７ｍ

10

ｇのN‑(β‑maleimidopropionic acid) hydrazide（ＢＭＰＨ）を加え、室温で２時間撹拌
した。再び０．１Ｍ酢酸ナトリウム緩衝液ｐＨ５．５に対して透析をおこない、未反応の
ＢＭＰＨを取り除いた後、透析で水に溶媒を置換し、凍結乾燥をおこなった。このように
末端がＡｃｅｔａｌからマレイミド化されたＰＥＧ／ＰＡＭＡ（Ｍａｌ−ＰＥＧ／ＰＡＭ
Ａ）１００ｍｇと２４ｍｇの配列番号４７で示される合成ペプチドを２０ｍｌの５０ｍＭ
トリス塩酸緩衝液ｐＨ７．５に溶解し、室温で終夜撹拌し、配列番号４７で示される合成
ペプチドをＰＥＧ／ＰＡＭＡに化学修飾を施した。未反応の配列番号４７で示される合成
ペプチドを水に対して透析をおこない取り除いた後、凍結乾燥をおこなった。
【００７６】
このようにして作製したｍｉｎＴＢＰ−１−ＰＥＧ／ＰＡＭＡは、Ｌａｎｇｍｕｉｒ
２０

ｐ５６１，

20

２００４の報告と同様に、塩化金酸水溶液から金ナノ粒子を内包した

ミセル形成能を保持していることを以下の手順で示す。１０ｍｇのｍｉｎＴＢＰ−１−Ｐ
ＥＧ／ＰＡＭＡを２ｍｌのＰＢＳで溶解したあと、同じくＰＢＳに溶解した４０ｍｇ／ｍ
ｌの塩化金酸４水和物（ＨＡｕＣｌ４・４Ｈ２Ｏ）を５０μＬ加え、室温で終夜撹拌した
。その結果、反応液は金ナノ粒子が形成していることを示す、赤色を呈していた（図１６
）。この産物を、超遠心分離

ＴＬＡ

１００．４ローター、３０，０００ｒｐｍ、３０

分により沈殿させ、上清を取り除いた後、ＰＢＳで撹拌する操作を３回繰り返し、金ナノ
粒子とコアシェル構造を形成するブロック共重合体を精製した。精製した産物の吸光度測
定からも金ナノ粒子の形成を示す５２０ｎｍ近傍に吸収極大を持つプロファイルが得られ
ている（図１６）。また、動的光散乱を計測したところ、ｍｉｎＴＢＰ−１−ＰＥＧ／Ｐ
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ＡＭＡ・金ナノ粒子のコアシェル構造体の平均粒系が５４．５ｎｍであると見積もられた
（図１７）。以上、ＰＥＧ／ＰＡＭＡの特性を失うこと無く、配列番号４７で示される合
成ペプチドを化学修飾により賦与することができることが分った。
【００７７】
実施例８、９、１０の結果から、無機材料結合ペプチドをタンパク質・合成高分子等の
ナノ材料に、化学合成した無機材料結合ペプチドを化学修飾することで賦与できることが
確認された。また化学修飾により賦与された無機材料結合ペプチドの機能による、三次元
配置制御法・薄膜形成法が有効であることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００７８】

40

本発明は、無機材料に結合能を有するペプチドが、（１）結合能に加え、標的無機物を
構成する分子のミネラリゼーション（鉱物化）を促進する能力を有すること、（２）複数
の、しかしながら限られた範囲の無機材料に結合能を有すること、という２つの性質をも
つ多機能ペプチドであることを利用し、薄膜上の無機材料や集合体に担持された無機ナノ
粒子を、ナノスケールで三次元的に配置することを可能とする技術である。例えば、チタ
ンへの結合能力をもつ１２アミノ酸残基（配列番号２）からなるペプチドモチーフＴＢＰ
−１はチタン以外にも銀とシリカの表面に結合することができるが、金，白金，クロム，
鉄，銅，錫，亜鉛などの他の金属の表面には結合しない。ＴＢＰ−１ペプチドはほかに、
酸化チタン、銀、シリコンの試験管内でのミネラリゼーション（鉱物化）反応を促進する
ことができる。このようなＴＢＰ−１の多機能性は、このペプチドを他のタンパク質と融
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合した場合にも維持される。すなわち、ＴＢＰ−１のコア配列であるｍｉｎＴＢＰ−１配
列（配列番号１）をコードする塩基配列をフェリチンタンパク質のサブユニット遺伝子の
５

末に融合した改変フェリチンタンパク質サブユニットからは、その表面上に２４分子

のｍｉｎＴＢＰ−１を提示した改変フェリチンタンパク質が合成できるが、このｍｉｎＴ
ＢＰ−１提示フェリチンタンパク質は、チタンやシリカ、銀の表面に強い結合をするが、
金の表面には結合しない。また、このｍｉｎＴＢＰ−１提示フェリチンタンパク質は、試
験管内での酸化チタン，シリカ，銀のミネラリゼーション（鉱物化）を促進する能力を保
持している。
【００７９】
例えば、上記ｍｉｎＴＢＰ−１提示フェリチンタンパク質をチタン基板上に展開すると

10

、そのチタン結合能力から、チタン基板上にモノレイヤーを形成する。ｍｉｎＴＢＰ−１
提示フェリチンタンパク質とチタン基板との結合には２４個のｍｉｎＴＢＰ−１全てが使
われるわけではないので、結合に使われないｍｉｎＴＢＰ−１はミネラリゼーション活性
を発揮することができる。実際、チタン基板上にモノレイヤーを形成したｍｉｎＴＢＰ−
１提示フェリチンタンパク質に、シリカの前駆体であるテトラメトキシオルソシラン（Ｔ
ＭＯＳ）を加えると、ｍｉｎＴＢＰ−１提示フェリチンタンパク質の単層上に、さらにシ
リカのバイオミネラル層を重層することができる。次に、このバイオミネラル層に対して
ｍｉｎＴＢＰ−１のシリカに対する結合能を利用して、第２層目のｍｉｎＴＢＰ−１提示
フェリチンタンパク質を重層することができる。この操作を繰り返すことで、フェリチン
タンパク質のナノスケールで厚みが制御された薄膜の作製が実現できる。
【００８０】
フェリチン分子には、半導体ナノ粒子などの機能性ナノ化合物を内包させることができ
るので、異なる機能性ナノ化合物を内包したフェリチン分子を用いることで、複数種の機
能性ナノ化合物の多層体をナノスケールで正確に作製することができ、半導体・ナノバイ
オテクノロジー分野での利用価値が高い。
また、三次元配置制御および薄膜作成の対象となるものには、タンパク質・ウイルス・
ファージ・ブロック共重合体・高分子および、これらに内包・接合・化学修飾・吸着した
量子ドット・半導体材料・集光素子・蛍光分子などをあげることができる。
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
無機基板表面に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を
導入し、前記集合体を無機基板上に単層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成する
ことを特徴とする無機材料単層薄膜の製造方法。
【請求項２】
無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示
する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質
あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミ
ネラル層として形成されていることを特徴とする無機材料単層薄膜。
【請求項３】
無機材料結合ペプチドが、ＲＫＬＰＤＡ（配列番号１）又はＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（
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配列番号２）であることを特徴とする請求項２記載の無機材料単層薄膜。
【請求項４】
無機材料結合ペプチドが、自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドであることを
特徴とする請求項２記載の無機材料単層薄膜。
【請求項５】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを融合した融合タンパク質複合体
であることを特徴とする請求項２〜４のいずれか記載の無機材料単層薄膜。
【請求項６】
融合タンパク質複合体が、高等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合体であることを
特徴とする請求項５記載の無機材料単層薄膜。
【請求項７】
バイオミネラル層が、シリカ又はシリカ含有分子の単層であることを特徴とする請求項２
〜６のいずれか記載の無機材料単層薄膜。
【請求項８】
バイオミネラル層が、酸化チタンの単層であることを特徴とする請求項２〜６のいずれか
記載の無機材料単層薄膜。
【請求項９】
無機基板表面に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を
導入し、前記集合体を無機基板上に単層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成し、
次いで（ａ）形成したバイオミネラル層表面に、該バイオミネラル層に結合能を有する前
記集合体を導入し、バイオミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して
、前記集合体をバイオミネラル層上に単層結合させ、（ｂ）単層結合した前記集合体表面
に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を
導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル
層を形成する、多層化操作（ａ）及び（ｂ）を、１若しくは複数回繰り返すことを特徴と
する機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項１０】
無機基板表面に、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示する集合体を
導入し、前記集合体を無機基板上に単層結合させ、単層結合した前記集合体に、前記無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機
材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成し、
次いで形成したバイオミネラル層表面に、該バイオミネラル層に結合能を有する前記集合
体を導入し、バイオミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して、無機
ナノ粒子を担持した前記集合体をバイオミネラル層上に単層結合させ、さらに必要に応じ
て、（ｂ）単層結合した前記集合体表面に、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリ
ゼーション反応の基質あるいは前駆体を導入し、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリ
ゼーション能を利用してバイオミネラル層を形成し、（ａ）形成したバイオミネラル層表
面に、該バイオミネラル層に結合能を有する無機ナノ粒子を担持した前記集合体を導入し
、バイオミネラル層に対する無機材料結合ペプチドの結合能を利用して、前記集合体をバ
イオミネラル層上に単層結合させる、多層化操作（ｂ）及び（ａ）を、１若しくは複数回
繰り返すことを特徴とする機能性材料の三次元構造体の製造方法。
【請求項１１】
無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示
する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質
あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミ
ネラル層として形成され、さらに（ａ）形成されたバイオミネラル層表面に単層結合した
前記集合体を介して、（ｂ）前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応
の基質あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバ
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イオミネラル層として形成されている、多層化構造（ａ）及び（ｂ）が、１若しくは複数
回繰り返されていることを特徴とする機能性材料の三次元構造体。
【請求項１２】
無機基板表面に単層結合した、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを表面に提示
する集合体を介して、前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質
あるいは前駆体が、無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミ
ネラル層として形成され、この形成されたバイオミネラル層表面に無機ナノ粒子を担持し
た前記集合体が単層結合され、さらに必要に応じて、（ｂ）結合された集合体を介して、
前記無機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション反応の基質あるいは前駆体が、無
機材料結合ペプチドのバイオミネラリゼーション能によりバイオミネラル層として形成さ
れ、（ａ）この形成されたバイオミネラル層表面に無機ナノ粒子を担持した前記集合体が
単層結合されている、多層化構造（ｂ）及び（ａ）が、１若しくは複数回繰り返されてい
ることを特徴とする機能性材料の三次元構造体。
【請求項１３】
無機材料結合ペプチドが、ＲＫＬＰＤＡ（配列番号１）又はＲＫＬＰＤＡＰＧＭＨＴＷ（
配列番号２）であることを特徴とする請求項１１又は１２記載の機能性材料の三次元構造
体。
【請求項１４】
無機材料結合ペプチドが、自然界に存在するアミノ酸配列からなるペプチドであることを
特徴とする請求項１１又は１２記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項１５】
集合体が、複数の同一又は異なる無機材料結合ペプチドを融合した融合タンパク質複合体
であることを特徴とする請求項１１〜１４のいずれか記載の三次元構造体。
【請求項１６】
融合タンパク質複合体が、高等真核生物由来のフェリチンタンパク質複合体であることを
特徴とする請求項１５記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項１７】
機能性材料が、シリカ又はシリカ含有分子の薄膜であることを特徴とする請求項１１〜１
６のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項１８】
機能性材料が、酸化チタン薄膜であることを特徴とする請求項１１〜１６のいずれか記載
の機能性材料の三次元構造体。
【請求項１９】
機能性材料が、半導体材料又は半導体ナノ粒子であることを特徴とする請求項１１〜１６
のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。
【請求項２０】
機能性材料が、酸化金属材料又は酸化金属ナノ粒子であることを特徴とする請求項１１〜
１６のいずれか記載の機能性材料の三次元構造体。

(44)

JP WO2006/126595 A1 2006.11.30

【国際調査報告】

10

20

30

40

(45)

JP WO2006/126595 A1 2006.11.30

10

20

30

40

(46)

JP WO2006/126595 A1 2006.11.30

10

20

30

40

(47)

JP WO2006/126595 A1 2006.11.30

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

Ｃ０７Ｋ 14/47
(81)指定国

ＦＩ

(2006.01)

テーマコード（参考）

Ｃ０７Ｋ 14/47

AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),

EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW
Ｆターム(参考) 4K044 AA11 BA02 BA04 BA06 BA08 BA10 BA12 BA14 BA19 BB01
BB02 CA15 CA53
（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

10

