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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の工程を含む、動物細胞を用いたタンパク質の産生方法：
１）タンパク質を産生する細胞を人為的に構築する工程：
ａ）当該タンパク質をコードするＤＮＡと、該ＤＮＡを発現させるためのHCMV MIEプロ
モーター配列を含むＤＮＡを含むベクターを調製する工程；と、
ｂ）当該ベクターを動物細胞に導入する工程。
２）当該構築した細胞を、少なくともマルツロースを含む細胞培養用培地を用いて培養す
る工程。
【請求項２】
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細胞培養用培地に含まれる糖濃度が、１．０〜１０ｗ／ｖ％である請求項１に記載の産生
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、動物細胞を用いて所望のタンパク質の産生および／または所望のウイルスを
増殖させるための細胞培養用培地に関する。さらに、本発明はこれらの培地を用いたタン
パク質の産生方法およびウイルスの増殖促進方法に関する。
【０００２】
本出願は、参照によりここに援用されるところの日本出願特願２００７−７１３９０号
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および特願２００７−２３８４２２号優先権を請求する。
【背景技術】
【０００３】
有用なタンパク質を効率的に製造するための生命工学的手法として、目的とするタンパ
ク質をコードするＤＮＡが導入されたベクターを大腸菌や酵母、動物細胞などに導入し、
このＤＮＡ導入細胞を増殖させた後に細胞や培地中から目的タンパク質を単離精製する方
法が知られている。
【０００４】
この方法では、目的タンパク質をコードするＤＮＡを積極的に発現させるために、その
上流に発現プロモーターを導入する。かかる発現プロモーターは、遺伝子導入細胞の転写
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因子群を利用し、その下流に存在する遺伝子の発現を促進する。また、各発現プロモータ
ーの機能を増強するための転写活性化因子も利用されることがある。しかし、有用タンパ
ク質の製造をより一層効率的にするための技術が求められているところである。
【０００５】
また、近年、インフルエンザやエイズなどウイルスを原因とする疾患が問題となってい
る。そこで、これらウイルスの研究のため、或いはウイルスワクチンの製造などのため、
ウイルスの増殖を促進する技術も必要である。しかしウイルス研究においては、ウイルス
の増殖効率が悪いことから研究が遅れている分野もある。
【０００６】
ところで、ウイルス感染細胞を含む遺伝子導入細胞を培養するためには、栄養源として
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の炭素源が必要である。かかる炭素栄養源として、Ｄ−グルコースが用いられる場合がほ
とんどであり、また、その添加量は培地に対して０．１〜０．４５ｗ／ｖ％である場合が
多く、添加量などの条件の検討はほとんど為されていない。これは、当該分野においては
目的とするタンパク質をコードする遺伝子に関する研究が多数を占め、培養液は市販のも
のをそのまま用いる場合が多いことに起因すると考えられる。
【０００７】
それに対して、グルコースなどの糖類により特定の遺伝子の発現を調節する研究も報告
されている。例えば非特許文献１には、グルコースが肝臓代謝酵素をコードする遺伝子の
転写を調節できるとの記載がある。また、グルコースほどではないが、フルクトースも同
様にＬ−ピルビン酸キナーゼ遺伝子を活性化するとされている。非特許文献２には、グル
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コースがグルコース自身の代謝に関する遺伝子の発現を促進することが記載されている。
非特許文献３には、Ｄ−グルコースのみならず、ソルビトールやミオイノシトール、ソル
ビトールの異性体であるマンニトール等が腎特異的オキシドレダクターゼの発現プロモー
ターを活性化することが記載されている。
【０００８】
所望のタンパク質をコードするＤＮＡを遺伝子組換えの手法により大腸菌等の宿主細胞
へ導入して増殖させ、目的とするタンパク質を製造する技術において、培地へ添加する炭
素源としては糖類が知られている。しかし、かかる目的で用いられる糖類は、ほとんどＤ
−グルコースのみであった。また、グルコース等により特定の酵素遺伝子の発現が促進さ
れるという現象も知られていた。しかし、かかる技術で用いられている糖類は、Ｄ−グル
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コースのほかソルビトールやミオイノシトールであり、これら糖類は生体内でＤ−グルコ
ースの代謝により生合成されるものである。また、かかる技術でその産生が促進される酵
素は、糖代謝に関するものばかりである。よって、これら糖類が糖代謝に関する酵素遺伝
子を発現させるのは至極当然ではあるが、糖代謝系を持たないウイルスに由来する発現プ
ロモーターを用いる場合やウイルス自身を増殖させる場合には、これらの糖類が当該ウイ
ルスプロモーターを活性化するとは予想し難い。
【非特許文献１】FASEB J., 8 (1): 28‑35 (1994)
【非特許文献２】J. Biol. Chem., 275 (41): 31555‑31558 (2000)
【非特許文献３】The Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unite
d States of America, 102 (50): 17952‑17957 (2005)
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明は、動物細胞を用いて所望のタンパク質の産生および／または所望のウイルスの
増殖させるための細胞培養用培地を提供することを課題とする。さらに、本発明はこれら
の培地を用いたタンパク質の産生方法およびウイルスの増殖促進方法を提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題を解決するために、鋭意研究を重ねた結果、糖代謝に関与する酵素の発現促進
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に用いられるＤ−グルコースは、ウイルス由来やその他の発現プロモーターをほとんど活
性化しないものの、特定の糖類を含む培地を用いて動物細胞を培養すると、細胞内に組み
込まれた特定の発現プロモーターが活性化されてタンパク質の産生が促進し、または細胞
に感染しているウイルスが顕著に増殖することを見出し、本発明を完成した。
【００１１】
すなわち、本発明は以下よりなる。
１．動物細胞を用いて、タンパク質を産生および／またはウイルスを増殖させるための細
胞培養用培地において、フルクトース、アラビノース、マルツロース、ラクツロース、メ
リビオース、パラチノース、トレハロース、キシロース、イソマルトース、ラフィノース
、マルトトリオース、Ｎ−アセチルグルコサミン、キシリトール、イノシトール、マンニ
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トール、ソルビトール、マルチトール、ラクトース、ガラクトース、ツラノースおよびラ
クチトールからなる群より選択される少なくとも１種の糖を含む細胞培養用培地。
２．選択される少なくとも１種の糖が、フルクトース、マルツロース、ラクツロース、メ
リビオース、ラフィノース、キシリトール、ソルビトール、およびラクチトールからなる
群より選択される前項１に記載の細胞培養用培地。
３．選択される少なくとも１種の糖がラクツロースであり、さらにラフィノースまたはラ
クトースを含む前項２に記載の細胞培養用培地。
４．選択される少なくとも１種の糖がラフィノースであり、さらにラクトースを含む前項
２に記載の細胞培養用培地。
５．選択される少なくとも１種の糖が、フルクトースであり、さらにグルコースまたはガ
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ラクトースを含む前項２に記載の細胞培養用培地。
６．細胞培養用培地に含まれる糖濃度が、１．０〜１０ｗ／ｖ％である前項１〜５のいず
れか１に記載の細胞培養用培地。
７．以下の工程を含む、動物細胞を用いたタンパク質の産生および／またはウイルスの増
殖方法：
１）タンパク質を産生および／またはウイルスを増殖する細胞を人為的に構築する工程；
２）当該構築した細胞を、前項１〜６の何れか１に記載の細胞培養用培地を用いて培養す
る工程。
８．タンパク質を産生する方法であり、上記１）の細胞を構築する工程が以下の工程を含
む、前項７に記載の産生方法：
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a)当該タンパク質をコードするＤＮＡと、該ＤＮＡを発現させるための発現プロモーター
配列を含むＤＮＡを含むベクターを調製する工程；と、
b)当該ベクターを動物細胞に導入する工程。
９．上記ＤＮＡを発現させるための発現プロモーターが、HCMV MIEプロモーター、SV40 e
arly プロモーター、SRαプロモーター、RSV LTRプロモーター、HIV 5'LTRプロモーター
、Pol IIプロモーター、UB（ユビキチン）プロモーターおよびEF‑1αプロモーターからな
る群より選択される１種以上の発現プロモーターである前項８に記載の産生方法。
１０．ウイルスを産生する方法であり、上記１）の細胞を構築する工程が以下の工程を含
む、前項８に記載の産生方法；
a)ウイルスを細胞に感染させて感染細胞を構築する工程。
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【発明の効果】
【００１２】
本発明の培地を用いることで、例えば遺伝子工学的手段により有用なタンパク質を産生
させる場合に、特定の発現プロモーターが活性化され、効果的にタンパク質の産生が行わ
れる。また、動物細胞培養によりウイルスを増殖させる場合にも、より効率的に行うこと
ができる。よって、例えば、天然物からの精製が困難なタンパク質を、遺伝子工学的手段
により動物細胞から産生させる場合に、発現プロモーターの選択やウイルス由来ベクター
の使用により、効率的にタンパク質を産生させたり、ウイルスワクチンの生産量を増大さ
せることができる。また、ウイルス製造の効率化によりウイルス研究が促進され得る。さ
らに、本発明の適用により、ウイルス感染症の検査における感度を向上できる可能性があ
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る。従って、本発明は、今後一層の発展が期待されている生化学分野の発展に寄与し得る
ものとして極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】様々なウイルス由来発現プロモーターに対する各種糖類のプロモーター活性化効
果を検討した結果を示す図である。（実施例１）
【図２】様々なウイルス由来発現プロモーターに対する各種糖類のプロモーター活性化効
果を検討した結果を示す図である。（実施例２）
【図３】ＨＣＭＶ由来発現プロモーターに対する各種糖類のプロモーター活性化効果を検
討した結果を示す図である。（実施例３）
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【図４】ＨＣＭＶ由来発現プロモーターに対する各種糖類のプロモーター活性化効果を検
討した結果を示す図である。（実施例４）
【図５】ＨＣＭＶ由来発現プロモーターに対する濃度におけるメリビオース各種糖類のプ
ロモーター活性化効果を検討した結果を示す図である。（実施例５）
【図６】ＨＣＭＶ由来発現プロモーターに対する糖類（メリビオース）と転写活性化因子
との併用によるプロモーター活性化効果を示す図である。（実施例６）
【図７】ＨＣＭＶ由来発現プロモーターに対する各糖の組合せによるプロモーター活性化
効果を示す図である。（実施例７）
【図８】ＣＨＯ−Ｋ１細胞におけるＨＣＭＶ由来発現プロモーターに対する各種糖類のプ
ロモーター活性化効果を検討した結果を示す図である。（実施例８）
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【図９】ＲＫ細胞におけるＨＣＭＶ由来発現プロモーターに対する各種糖類のプロモータ
ー活性化効果を検討した結果を示す図である。（実施例９）
【図１０】ＨＣＭＶ由来発現プロモーターに対する各種Ｄ−グルコース類似体によるプロ
モーター活性化効果を示す図である。
【図１１】HIV

5'LTRプロモーターに対する各種糖類のプロモーター活性化効果を示す図

である。
【図１２】様々な発現プロモーターに対する各濃度のラクトースのプロモーター活性化効
果を示す図である。
【図１３】様々な発現プロモーターに対する４％ラクトースのプロモーター活性化効果を
示す図である。
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【図１４】様々な発現プロモーターに対する４％フルクトースのプロモーター活性化効果
を示す図である。
【図１５】様々な発現プロモーターに対する４％ガラクトースのプロモーター活性化効果
を示す図である。
【図１６】様々な発現プロモーターに対する４％ラクツロースのプロモーター活性化効果
を示す図である。
【図１７】様々な発現プロモーターに対する４％ツラノースのプロモーター活性化効果を
示す図である。
【図１８】様々な発現プロモーターに対する４％パラチノースのプロモーター活性化効果
を示す図である。
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【図１９】様々な発現プロモーターに対する４％トレハロースのプロモーター活性化効果
を示す図である。
【図２０】様々な発現プロモーターに対する４％ソルビトールのプロモーター活性化効果
を示す図である。
【図２１】様々な発現プロモーターに対する４％メリビオースのプロモーター活性化効果
を示す図である。
【図２２】糖類によるウイルス増殖の促進効果、特に細胞に対するウイルスの定着促進効
果の確認試験の結果を示す図である。（実施例２２）
【図２３】ラクトースによるウイルス増殖の促進効果の確認試験の結果を示す図である。
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（実施例２３）
【図２４】マルトースによるウイルス増殖の促進効果の確認試験の結果を示す図である。
（参考例１）
【図２５】各濃度のＤ−グルコースのＣＶ−１細胞に与える影響を示す図である。（実施
例２４）
【符号の説明】
【００１４】
■

糖添加培地

□

糖無添加培地

（図１３〜２１）
（図１３〜２１）

【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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本発明において、動物細胞を用いてタンパク質を産生および／またはウイルスを増殖さ
せるとは、人為的に作製した細胞を用いて、タンパク質の産生や、ウイルスを増殖させる
ことをいい、例えば遺伝子工学的手段により、産生させたい所望の目的タンパク質をコー
ドするＤＮＡを細胞の遺伝子に組み込み、タンパク質を産生させたり、所望のウイルスを
細胞に感染させてウイルスを増殖させることをいう。ここで、ウイルスは、ワクチンの製
造や、研究目的のために増殖させるウイルスであってもよいし、所望のタンパク質産生の
ために用いるベクターとしてのウイルスであってもよい。タンパク質の産生方法や、ウイ
ルスの増殖方法については、後に詳述する。
【００１６】
（動物細胞）
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上記において、動物細胞とは、タンパク質の産生またはウイルスの増殖に使用可能な動
物細胞であればよく、特に限定されない。例えばヒト、サル、ウシ、ブタ、ウサギ、イヌ
、ラット、ハムスター等の哺乳動物由来の動物細胞；アヒル等の鳥類由来の動物細胞；ゼ
ブラフィッシュ、ドロミノウ、ウナギ、キンギョ、メダカ、テラピア等の魚類由来の動物
細胞；カエル、イモリ、サンショウウオ等の両生類由来の動物細胞；ハエ、チョウ、アワ
ヨトウ、ガ、カイコ等の昆虫由来の動物細胞等を挙げることができ、好適には上述のうち
哺乳動物由来の動物細胞または昆虫由来の動物細胞を挙げることができる。
【００１７】
（細胞培養用培地）
本発明の細胞培養用培地は、上記の細胞を培養するための培地の組成物として、さらに
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糖類を含むものである。具体的には単糖類であるフルクトース、アラビノース、グルコー
ス、ガラクトース；二糖類であるマルツロース、ラクツロース、メリビオース、パラチノ
ース、トレハロース、キシロース、イソマルトース、セロビオース、スクロース、ラクト
ース、ツラノース；三糖類であるラフィノース、マルトトリオース；アミノ糖であるＮ−
アセチルグルコサミン；糖アルコール類であるキシリトール、イノシトール、マンニトー
ル、ソルビトール、マルチトール、およびラクチトールからなる群より選択される少なく
とも１種の糖を含むことを特徴とする。
【００１８】
本発明の細胞培養用培地は、上記列挙した糖から選択される少なくとも１種を含むもの
であればよく、また上記から複数種の糖類を組み合わせて含ませてもよい。さらには上記
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列挙した糖から選択される少なくとも１種と、上記に列挙した糖でない糖類から選択した
糖類をさらに含むものであってもよい。組み合わせる糖は、２種であっても良く、３種以
上であってもよい。本発明の培地において、使用する培地と糖の組合せは、培養する動物
細胞や産生する所望のタンパク質、増殖させる所望のウイルスに応じて、適宜選択するこ
とができる。
【００１９】
上記、選択される少なくとも１種の糖は、例えばフルクトース、マルツロース、メリビ
オース、ラクツロース、マルトース、ラフィノース、キシリトール、ソルビトール、およ
びラクチトールからなる群より選択される糖であることが好ましい。
10

【００２０】
上記選択される少なくとも１種の糖に、さらに糖を組み合わせて用いる場合は、組み合
わせる糖の例として、例えばラクツロース、ラフィノース、ラクトースの各糖のうちいず
れか２種を組み合わせるのが好適である。組み合わせる糖の他の例として、例えばガラク
トース、グルコース、フルクトースの各糖のうちいずれか２種の糖を選択して組み合わせ
ることができる。
【００２１】
糖を添加する前の培地は、当該糖の添加によりタンパク質の産生またはウイルスの増殖
の増加が可能となる培地であればよく、特に限定されない。本明細書において、糖を添加
する前の培地を便宜上基本培地という場合もある。例えば、動物細胞の培養を目的として
市販されている自体公知の培地を基本培地として用いてもよい。具体的には、ＭＥＭ培地
TM

、ダルベッコＭＥＭ
TM

液

TM

培地、ハムＦ１２
TM

、ＲＰＭＩ１６４０
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TM

培地、マッコイ５Ａ

培地、１９９培地ア―ル

培地、アデノウイルス産生用培地

TM

、M‑StarsTMシリーズ、Hyb

TM

ridoma‑SFM

などが挙げられるがこれらに限定されるものではない。また、糖の添加によ

りタンパク質の産生またはウイルスの増殖が可能となる培地であれば、独自に調製した培
地を基本培地としてもよい。
【００２２】
培地において含まれる糖の濃度は、動物細胞と基本培地との組合せや糖の種類に応じて
適宜調節すればよいが、好適には１．０ｗ／ｖ％以上である。通常、培地に添加される炭
素源としての糖類の濃度は０．１〜０．４５ｗ／ｖ％程度である。しかし本発明に係る糖
類は、例えば導入ＤＮＡの発現効率を高めたり、ウイルスの増殖を目的として添加される
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。例えばメリビオースの場合であれば０．２ｗ／ｖ％以上を基本培地に添加すれば、プロ
モーターを活性化して効果的にタンパク質の産生を増加させることができる。例えば導入
ＤＮＡの発現効率を高めたり、ウイルスを増殖させるという目的のためには、糖類の濃度
を１．０ｗ／ｖ％以上とすることが好ましく、２．０ｗ／ｖ％以上がより好ましい。但し
、糖類の濃度が高過ぎると、かえってタンパク質の発現効率が低下する場合があるので、
６．０ｗ／ｖ％以下が好適であり、より好適には５．０ｗ／ｖ％以下、さらに好適には４
．０ｗ／ｖ％以下とする。なお、糖類は、細胞培養の際の炭素源の消費により濃度が低下
した場合には追加添加してもよい。
【００２３】
本発明の培地は固体培地でも液体培地でもよいが、製造された目的タンパク質やウイル
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スの単離精製が容易であることから液体培地が好適である。また、上記各種糖類の他の成
分は特に制限されず、通常の添加成分を用いればよい。例えば糖類の他、ペプトンやアミ
ノ酸などの窒素源、金属塩、ビタミンなどの微量栄養素を添加してもよく、さらに各種血
清を加えてもよいし、必要に応じて、抗生物質などの添加物を加えてもよい。
【００２４】
本発明は、上記の糖類を含む本発明の培地を用いた動物細胞の培養によるタンパク質の
産生方法およびウイルスの増殖方法にも及ぶ。本発明において、タンパク質の産生または
ウイルスの増殖は、１）タンパク質を産生および／またはウイルスを増殖する細胞を人為
的に構築する工程；および２）当該構築した細胞を上述の培地を用いて培養する工程、の
各工程を含む方法により達成される。
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【００２５】
（タンパク質を産生する方法）
１）タンパク質を産生する細胞を人為的に構築する工程
本発明に係るタンパク質の産生方法は、ａ）所望の目的タンパク質をコードするＤＮＡ
と、該ＤＮＡを発現させるための発現プロモーター配列を含むベクターを調製する工程、
およびｂ）当該ベクターを動物細胞に導入する工程を含む、タンパク質を産生する細胞を
人為的に構築する工程を含む。
【００２６】
ここにおいて、所望の目的タンパク質は特に制限されず、あらゆるタンパク質であって
よい。例えば、インターフェロンやインターロイキン、インスリンなどの生理活性ペプチ

10

ドや；ヒト化抗体やキメラ抗体などの免疫グロブリン抗体などを挙げることができる。
【００２７】
ａ）ベクターを調製する工程
目的タンパク質をコードするＤＮＡは、常法により調製することができる。例えば、目
的タンパク質を産生するように刺激した細胞から総ＲＮＡを得、この総ＲＮＡから、オリ
ゴｄＴセルロースカラム等を利用してポリ（Ａ）を有するｍＲＮＡを精製する。得られた
ｍＲＮＡから逆転写酵素を用いてｃＤＮＡを調製し、さらに所望のＤＮＡを増幅するため
のプライマーを用いたＰＣＲ反応を行えばよい。
【００２８】
目的タンパク質をコードするＤＮＡの上流に、特定の発現プロモーター領域を有するＤ
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ＮＡを存在させると効果的にタンパク質を産生しうる。この点で、本発明は、細胞が本来
有する発現プロモーターを活性化する技術とは異なり、細胞が本来有する遺伝子や、細胞
由来とは異なるタンパク質をコードする遺伝子を人為に導入した場合に、人為的に導入し
た発現プロモーターの活性化により効果的にタンパク質を産生しうる。ウイルス由来また
はその他の発現プロモーターをＤＮＡ導入細胞内で活性化させるのは、従来ではウイルス
由来の強力な転写因子遺伝子の導入やホルモン類の添加以外には難しいと考えられていた
が、本発明は、前記転写因子遺伝子の導入やホルモン類の添加をしなくても、これを可能
にするものである。
【００２９】
発現プロモーターは、使用する細胞内で遺伝子発現を活性化させうるものを用いる。例
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えば、ウイルス由来の発現プロモーターを使用することができ、この場合、哺乳動物細胞
を用いる場合は哺乳動物細胞に感染するウイルスの発現プロモーターを用い、昆虫細胞を
用いる場合には昆虫細胞に感染するウイルスの発現プロモーターを用いるのが好適である
。また、ウイルス由来ではない発現プロモーターを用いることもできる。
【００３０】
発現プロモーターとして、例えばHCMV MIEプロモーター、SV40 early プロモーター、S
Rαプロモーター、RSV LTRプロモーター、HIV 5'LTRプロモーター、Pol IIプロモーター
、UB（ユビキチン）プロモーターおよびEF‑1αプロモーターが挙げられる。本発明の方法
において、動物細胞により所望の目的タンパク質をコードするＤＮＡを発現させるための
発現プロモーターとして、上述の発現プロモーターから選択される少なくとも１種以上の

40

発現プロモーターを用いることができる。
【００３１】
本発明において、動物細胞に対してこれら発現プロモーターが効果的であることは、後
記の実施例で実証されている。なお、上記発現プロモーターは以下の構造を有する。
【００３２】
HCMV MIEプロモーター：ヒトサイトメガロウイルスの主要な初期発現プロモーターとエ
ンハンサー；
SV40 early プロモーター：サルに感染するウイルスであるSV40の初期発現プロモータ
ーとエンハンサー；
SRαプロモーター：SV40 early プロモーターの下流に、ヒトＴ細胞リンパ球ウイルス
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１型（ＨＴＬＶ−１）の末端反復配列の267bpを結合したもの；
RSV LTRプロモーター： マウス肉腫ウイルスの3'末端反復配列プロモーター；
HIV 5' LTRプロモーター：ヒト免疫不全ウイルス（HIV）のゲノム両端に存在する繰り
返し配列（LTR）のうち5'末端側に位置する。エンハンサー、プロモーターを含む。
【００３３】
Pol IIプロモーター：ＲＮＡポリメラーゼIIのプロモーターでＥＳ細胞や初代培養細胞
を含む種々の培養細胞で安定的に働く。
UbC（ユビキチンC）プロモーター：ユビキチンCのプロモーターで種々の培養細胞で安
定して働く。
EF‑1αプロモーター：タンパク質成合成の伸長因子であるEF‑1αのプロモーターで種々
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の細胞で安定して強く働く。
【００３４】
目的タンパク質をコードするＤＮＡの下流には、ポリ（Ａ）シグナル配列を存在せしめ
ることが好ましい。ポリ（Ａ）シグナル配列は、ｍＲＮＡの下流にアデニンを付加するこ
とによりｍＲＮＡの安定性と発現効率を向上させる機能を有する。
【００３５】
上記ＤＮＡは、常法に従ってベクター中のＤＮＡへ組み込むことができる。ベクターと
しては、プラスミドベクターやウイルスベクター、ファージなど、使用する細胞へＤＮＡ
を導入可能であれば、特に制限なく用いることができる。また、目的タンパク質をコード
するＤＮＡ、発現プロモーター領域を有するＤＮＡ、およびポリ（Ａ）シグナル配列は、
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それらの２以上をライゲーションしてからベクターＤＮＡへ導入してもよいし、順次導入
してもよい。本発明の培地を用いることで、発現プロモーターの活性化のみならず、ウイ
ルスの増殖そのものも期待されるので、所望の目的タンパク質を発現させるためにはウイ
ルスベクターも好適に使用することができる。
【００３６】
ｂ）ベクターを動物細胞に導入する工程
次に、上記工程で得られたベクターを細胞に導入するかまたは感染させる。ここで使用
する細胞は、使用するベクターに感受性を有し、且つ導入された発現プロモーターの活性
化により導入ＤＮＡを発現できるものであり、導入する発現プロモーターに応じて、適宜
選択することができる。
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【００３７】
ＤＮＡの導入は、常法を用いて行うことができる。例えば、使用する発現プロモーター
に対応する細胞を予備的に培養し、当該培養液を除去した後、ＤＮＡトランスフェクショ
ン試薬等と混合したベクターを加えればよい。ＤＮＡトランスフェクション試薬としては
、市販の試薬の他、リポソーム、ＤＥＡＥ−デキストラン、リン酸カルシウム、デンドリ
マーなどを挙げることができる。また、使用する細胞によっては、エレクトロポレーショ
ンなどによる遺伝子導入法を用いてもよい。
【００３８】
ＤＮＡ導入時の温度は、使用する細胞の生育に適する温度とすればよい。また、ＤＮＡ
導入に要する時間は、使用したベクターや細胞、ＤＮＡトランスフェクション試薬の使用

40

の有無などにもよるが、通常は１時間〜１０日間程度である。
【００３９】
２）細胞の培養
次いで、上記１）で構築したＤＮＡ導入細胞を培養する。培養温度は、ＤＮＡ導入細胞
の生育や、目的タンパク質の発現および安定性に適する温度を適宜選択することにより決
定することができる。また、培養時間は、予備実験や、培地中や細胞内における目的タン
パク質の生成のモニター結果などにより適宜決定すればよい。
【００４０】
本発明の方法で、ＤＮＡ導入細胞を培養する培地として上記糖類を含む本発明の培地を
用いることができる。
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【００４１】
一般的に、タンパク質の遺伝子工学的な手段による産生方法において、産生効率を向上
させるためのポイントは、以下にあるといえる。
・

細胞内へのＤＮＡの導入効率

・

細胞内へ導入されたＤＮＡの、核への到達率

・

発現プロモーターの活性化率

・

ｍＲＮＡからタンパク質合成の効率

・

産生されたタンパク質の安定性

【００４２】
本発明の培地に係る糖類が、タンパク質産生の効率を顕著に高める理由は必ずしも明ら
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かではないが、後記する実施例の実験条件や結果より、おそらく、特定の発現プロモータ
ーを顕著に活性化することによると考えられる。但し、他のポイントにも作用している可
能性もある。
【００４３】
上記糖類の中でも、フルクトース、マルツロース、メリビオース、ラクツロース、ラフ
ィノース、キシリトール、ソルビトール、およびラクチトールからなる群より選択される
糖であることが好ましい。特にメリビオース、キシリトール、ラクツロース、ラクチトー
ル、およびマルツロースは、動物細胞において発現プロモーターを顕著に活性化してタン
パク質の産生効率をより一層高めることができることから、より好ましい。
【００４４】

20

さらに、導入ＤＮＡの発現効率をより一層高めるために、転写活性化因子を発現しうる
ベクターを細胞に導入し、転写活性化因子を共発現させることが好ましい。転写活性化因
子は発現プロモーターを活性化するが、本発明の培地における糖類との併用により発現効
率が相乗的に高まる場合があるからである。例えば、HCMV MIEプロモーターを用いた場合
、その転写活性化因子であるHCMV pp71とメリビオースを併用することにより、発現効率
が相乗的に高まることが後述の実施例においても実証されている。この転写活性化因子を
作用させるために、マイクロインジェクション法やリポソームなどの細胞内への送達手段
により細胞内へ直接導入させるか、或いは、上記細胞へのＤＮＡ導入工程において、転写
活性化因子をコードするＤＮＡを当該細胞へ導入することにより行なってもよい。
【００４５】
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具体的な培養条件は、使用する細胞等に応じて適宜調整することができる。通常、培養
温度は２０〜４０℃程度とすることができる。また、培養時間は特に制限されないが、目
的タンパク質の総産生量は経時的に増加するといえる。
【００４６】
上記動物細胞からタンパク質を発現させ、タンパク質を産生したものを常法に従って精
製することができる。例えば、ＤＮＡが導入された細胞を必要に応じて溶解した後、遠心
分離して得られた上清から、アフィニティカラムやキレートカラムなどを用いて精製すれ
ばよい。
【００４７】
（ウイルス増殖促進方法）

40

上記ウイルス増殖促進方法は、所望の目的ウイルスを細胞に感染させて感染細胞を構築
する工程を含み、当該目的ウイルスを感染した細胞を本発明の培地を用いて培養すること
による。目的ウイルスを細胞に感染させる工程は、ベクターの代わりに目的ウイルスを用
いる以外は、本発明に係るタンパク質の製造方法におけるＤＮＡ導入工程と同様に行うこ
とができる。但し、使用する細胞は、目的ウイルスが感染可能なものとする。また、培養
工程も、本発明に係るタンパク質の製造方法と同様に行うことができる。但し、溶菌によ
り遊離ウイルスを放出せしめるために、紫外線や放射線を照射するなどにより細胞を弱体
化してもよい。
【００４８】
本発明のウイルス増殖促進方法は、本発明の糖を含む培地を用いて培養することにより
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、目的ウイルスの発現プロモーターを活性化してウイルスの増殖を顕著に促進するもので
あると考えられる。よって、本発明のウイルス増殖促進方法は、従来十分量のウイルス確
保できなかったことから進まなかったウイルスの研究やウイルスワクチンの製造などに寄
与し得る。また、上述のタンパク質産生のために目的タンパク質をコードするＤＮＡを組
み込んだウイルスベクターの増殖にも寄与するので、所望のタンパク質をより多く産生す
ることができる。
【００４９】
上記のウイルス増殖促進方法で用いる培地に含む糖類としては、特にラクツロース、マ
ルトース、およびラクチトールが好適である。これらの糖類は、おそらくウイルス遺伝子
におけるウイルス由来の発現プロモーターを顕著に活性化し、ウイルス増殖の初期段階を
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促進することにより、ウイルスの増殖効率をより一層高めることができることから好まし
い。
【実施例】
【００５０】
以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
により制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加え
て実施することも可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に含まれる。
【００５１】
（実施例１）各発現プロモーターの各糖による活性化１
アフリカミドリザル腎細胞由来のＣＶ−１細胞を、5 v/v％ウシ胎児血清(FBS)含有ＭＥ
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5

Ｍ培地へ0.5×10 細胞/mLの密度で懸濁した。この細胞浮遊液を100μL/ウェルずつ９６ウ
ェルプレートへ播き、３７℃で２４時間培養した。
【００５２】
別途、上流に各発現プロモーターが、下流にポリ（Ａ）シグナル配列を有する緑色蛍光
タンパク質 (GFP)遺伝子が組み込まれたレポータープラスミドを、0.05μg/μLの割合で1
〜0.1 TE溶液に加えた。当該懸濁液4μLを、無血清のＭＥＭ培地に加えて98μLとし、混
和した。さらに、動物細胞遺伝子（ＤＮＡ）トランスフェクション試薬(QIAGEN社製、Sup
erfectTM、2.0μL)を加えて混和し、２５℃で１５分間反応させた。次いで、5 v/v％FBS
含有ＭＥＭ培地（700μL）を加え、総量800μLのＤＮＡ‑トランスフェクション溶液を調
製した。なお、使用した発現プロモーターは、HCMV MIEプロモーター (CMV)、SV40 early
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プロモーター(SV40)、SRαプロモーター (SRα)およびRSV LTRプロモーター (RSV)であ
った。また、対照として、発現プロモーターを用いずに同様の実験を行った(null)。
【００５３】
ＣＶ−１細胞を含む上記培地の培養上清を取り除き、１ウェル毎に上記ＤＮＡ‑トラン
スフェクション溶液50μLを添加した。添加から３時間後に、追加糖類の最終濃度が1〜7
w/v％になるように、糖類を含む、或いは含まない5 v/v％FBS含有ＭＥＭ培地（200μL）
を加えた。糖類としては、単糖類であるガラクトース、グルコース、フルクトース、およ
び二糖類であるラクトース、マルトース、スクロースを用いた。糖類を加えてから４８時
間後に培地を除去し、細胞溶解液(25mM Tris‑HCl pH 7.8, 2mM EDTA、10 v/v％グリセロ
ール、0.5 v/v％トリトンX‑100を含む)（250μL）を加え、２５℃で１５分間反応させた

40

(R)

。次いで、ピペットマン

（ギルソン社製）のチップの先端で反応混合液を１０回攪拌

して細胞を溶解した。
【００５４】
得られた細胞溶解液（200μL）をブラックプレートに分注し、蛍光プレートリーダー（
Fluoroskan Ascent(R) FL：LaboSystems社製）を用いて、GFPに由来する波長：485nm/538
nmの蛍光強度を測定した。
【００５５】
糖類を用いなかった場合の結果を１とした場合の蛍光強度の相対値を図１（１）〜（６
）に示した。図中、「null」は、発現プロモーターを用いなかった対照の結果を示した。
その結果、発現プロモーターを用いなかった「null」と、ステロイドホルモン応答性の「
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MMTV」では、どの糖類でも遺伝子発現の増強効果は認められなかった。それに対して、「
CMV」等では、各糖類で弱い増強効果が見られ、特にフルクトースを添加した場合では、
「CMV」と「RSV」で比較的強い増強効果が観察された。
【００５６】
（実施例２）各発現プロモーターの各糖による活性化２
発現プロモーターとしてHCMV MIEプロモーター (CMV)、SV40 early プロモーター (SV4
0)またはRSV LTRプロモーター (RSV)を用い、糖としてラクツロース、Ｄ−ラクチトール
、メソエリスリトール、またはグリセロールを用いた以外は上記実施例１と同手法により
実験を行った。
【００５７】

10

HCMV MIE プロモーターを用いた結果を図２（１）に、SV40 early プロモーターを用い
た結果を図２（２）に、RSV LTRプロモーターを用いた結果を図２（３）に示し、各々に
ついて糖を用いなかった場合の結果を１とした場合の蛍光強度の相対値を図２に示した。
その結果、上記ラクツロース等は遺伝子発現を高めることができるが、ラクツロースとラ
クチトールは特に優れた遺伝子発現増強効果を発揮することができ、タンパク質の産生効
率を顕著に高められることが確認された。
【００５８】
（実施例３）HCMV MIEプロモーターの各糖による活性化１
実施例１と同様の方法により、発現プロモーターとしてHCMV MIEプロモーター (CMV)を
用いて、各種糖類を加えたときの蛍光強度を調べた。アロースなどの糖類の他、アスコル
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ビン酸やグルクロン酸などを用いた系についても確認した。
【００５９】
糖類を用いなかった場合の結果を１とした場合の蛍光強度の相対値を、図３に示した。
その結果、メリビオース、ラフィノース、ミオイノシトール、ソルビトール、およびキシ
リトールで、優れた増強作用が見られた。これら糖類は、フルクトースの１．５倍を超え
る増強作用を示し、特にメリビオースは、フルクトースの約２倍にも及ぶ極めて優れた増
強作用を有することが明らかとなった。
【００６０】
（実施例４）HCMV MIEプロモーターの各糖による活性化２
上記実施例３と同様の方法で実験を行い、糖としてイソマルトース、セロビオース、ツ

30

ラノース、マルツロース、ラクツロース、マルトトリオース、ラクチトールを用いたとき
の蛍光強度を調べた。追加した各糖の培地における最終濃度は、マルトトリオースを6 w/
v％とした他は4 w/v％とした。糖類無添加の対照を１とした場合の蛍光強度の相対値を、
図４に示した。
【００６１】
図４の通り、マルツロースとラクツロースで特に優れた増強作用が見られた。
【００６２】
（実施例５）HCMV MIEプロモーターのメリビオースによる活性化
実施例３と同様の方法で実験を行い、糖類として各濃度のメリビオースを加えたときの
蛍光強度を調べた。糖類を用いなかった場合の結果を１とした場合の蛍光強度の相対値を

40

、図５に示した。その結果、メリビオース0.2 w/v％の添加で、１．５倍以上の増強効果
が認められた。
【００６３】
（実施例６）HCMV MIEプロモーターのメリビオースと転写活性化因子による活性化
糖類と共に、転写活性化因子を併用した場合におけるタンパク質遺伝子の発現向上効果
を試験した。転写活性化因子の利用は、ヒトサイトメガロウイルス (HCMV)の転写活性化
因子であるHCMV pp71 をコードする遺伝子を発現できるプラスミドpCGN71を、GFP遺伝子
を組み込んだレポータープラスミドと共に遺伝子導入することにより行った。
具体的には実施例３と同様の方法で実験を行い、糖類を添加せず、転写活性化因子を利
用しない場合(図６において「GFP」と示す。)、糖類を添加せず且つ転写活性化因子を利
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用した場合(pp71)、糖類としてメリビオースを培地中に3 w/v％添加した場合(Meli)、お
よび糖類としてメリビオースを培地中に3 w/v％添加し且つ転写活性化因子を併用した場
合(pp71+Meli)について、培養開始から２４、４８、および７２時間後における蛍光強度
を測定した。
【００６４】
糖類および転写活性化因子を用いなかった場合の結果を１とした場合の蛍光強度の相対
値を、図６に示した。その結果、転写活性化因子を共発現させた場合とメリビオースを添
加した場合には、それぞれ遺伝子の発現効率は向上したが、両者を併用した場合には、経
時的に発現効率が顕著に高まった。この結果より、特定の糖類と転写活性化因子を併用す
ることによって、遺伝子の発現効率において相乗的な向上効果が実証された。

10

【００６５】
（実施例７）HCMV MIEプロモーターの各糖の組合せによる活性化
各糖の組合せによる発現プロモーターの活性化効果を確認した。具体的には実施例３と
同様の方法で実験を行い、単糖の組合せによるHCMV MIEプロモーターの活性化と、二糖お
よび三糖の組合せによるHCMV MIEプロモーターの活性化を調べた。添加した各糖の濃度は
、各々2 w/v％であった。
【００６６】
糖類を用いなかった場合の結果を１とした場合の蛍光強度の相対値を、図７（１、２）
に示した。その結果、単糖であるD‑(+)‑ガラクトース、D‑(+)‑グルコース、D‑(‑)‑フルク
トースから２種の糖を組み合わせて培地に添加した結果、培地のみの対照と比較すると、
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プロモーターの活性化効果が得られ、各々単独で添加した場合の相加効果が認められた（
図７（１））。一方、二糖（ラクツロース、D‑(+)‑ラクトース）および三糖（D‑(+)‑ラフ
ィノース）から２種の糖を組み合わせた結果、D‑(+)‑ラフィノースとラクツロースを組み
合わせて培地に添加した場合、相加効果より高いプロモーターの活性化効果が認められた
（図７（２））。
【００６７】
（実施例８）ＣＨＯ−Ｋ１細胞でのHCMV MIEプロモーターの各糖による活性化
ハムスター卵巣細胞由来のＣＨＯ−Ｋ１細胞を、5 v/v％FBS含有ＭＥＭ培地へ0.5×105
細胞/mLの密度で懸濁した。この細胞浮遊液を100μL/ウェルずつ９６ウェルプレートへ播
き、３７℃で２４時間培養した。その他は、実施例３と同様の実験を行った。
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【００６８】
糖類を用いなかった場合の結果を１とした場合の蛍光強度の相対値を図８に示した。そ
の結果、マルトース、キシリトールおよびラクチトールにより、1w/v％添加でもプロモー
ターの活性化効果が認められ、その他の糖でもラフィノースを除き、濃度に応じてプロモ
ーターの活性化効果が認められた。
【００６９】
（実施例９）ＲＫ細胞でのHCMV MIEプロモーターの各糖による活性化
初代仔ウサギ腎臓由来のＲＫ細胞を、5 v/v％FBS含有ＭＥＭ培地へ0.5×105細胞/mLの
密度で懸濁した。この細胞浮遊液を100μL/ウェルずつ９６ウェルプレートへ播き、３７
℃で２４時間培養した。その他は、実施例３と同様の実験を行った。
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【００７０】
糖類を用いなかった場合の結果を１とした場合の蛍光強度の相対値を図９に示した。そ
の結果、ラフィノースを除き、糖の濃度に応じてプロモーターの活性化効果が認められた
。
【００７１】
（実施例１０）HCMV MIEプロモーターのD‑グルコース類似体による活性化
アフリカミドリザル腎細胞由来のＣＶ−１細胞を、5 v/v％FBS含有ＭＥＭ培地へ0.5×1
05細胞/mLの密度で懸濁した。この細胞浮遊液を100μL/ウェルずつ９６ウェルプレートへ
播き、３７℃で２４時間培養した。
【００７２】
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別途、上流にHCMV MIEプロモーターが、下流にポリ（Ａ）シグナル配列を有する緑色蛍
光タンパク質 (GFP)遺伝子が組み込まれたレポータープラスミドを、0.05μg/μLの割合
で1 〜0.1 TE溶液に加えた。当該懸濁液4μLを、無血清のＭＥＭ培地に加えて98μLとし
、混和した。さらに、動物細胞遺伝子（ＤＮＡ）トランスフェクション試薬(QIAGEN社製
、SuperfectTM、2.0μL)を加えて混和し、２５℃で１５分間反応させた。次いで、5 v/v
％FBS含有ＭＥＭ培地（700μL）を加え、総量800μLのＤＮＡ‑トランスフェクション溶液
を調製した。
【００７３】
ＣＶ−１細胞を含む上記培地の培養上清を取り除き、１ウェル毎に上記ＤＮＡ‑トラン
スフェクション溶液50μLを添加した。添加から３時間後に、5 w/v％の糖類を含む5 v/v
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％FBS含有ＭＥＭ培地（200μL）を加えた。糖類としては、D‑グルコース類似体であるD‑
グルコース、L‑グルコース、3‑0‑メチル‑D‑グルコース、1,6アンヒドロ‑β‑D‑グルコース
を用いた。糖類を加えてから４８時間後に培地を除去し、細胞溶解液（25mM Tris‑HCl pH
7.8, 2mM EDTA、10 v/v％グリセロール、0.5 v/v％トリトンX‑100を含む）（250μL）を
加え、２５℃で１５分間反応させた。次いで、ピペットマン(R)（ギルソン社製）のチッ
プの先端で反応混合液を１０回攪拌して細胞を溶解した。
【００７４】
得られた細胞溶解液（200μL）をブラックプレートに分注し、蛍光プレートリーダー（
Fluoroskan Ascent(R) FL：LaboSystems社製）を用いて、GFPに由来する波長：485nm/538
nmの蛍光強度を測定した。
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【００７５】
糖類を用いなかった場合の結果を１とした場合の蛍光強度の相対値を図１０に示した。
その結果、L体のグルコースでは同じ分子量であるにも関わらず効果が弱く、浸透圧によ
る遺伝子発現誘導によるものではない事が確認された。また、L体が生体で利用されない
ことから、細胞内に取り込まれても代謝されない（利用されない）グルコース類似体につ
いて遺伝子発現促進効果を調べたところ、D‑グルコースと同様の結果が得られた。よって
、D‑グルコースによるHCMV MIEプロモーターの活性化は浸透圧によるものを否定できない
ものの、それだけではなく、また、代謝によるエネルギーの供給によるものではないと考
えられた。
【００７６】
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（実施例１１）HIV5' LTR (Long Terminal Repeat)プロモーターの各種糖による活性化
実施例１０と同様に、アフリカミドリザル腎細胞由来のＣＶ−１細胞を、９６ウェルプ
レートへ播き、３７℃で２４時間培養した。
【００７７】
別途、上流にHIV5' LTR (Long Terminal Repeat)プロモーターを組み込んだ以外は、実
施例１０と同様の処理を行い、総量800μLのＤＮＡ‑トランスフェクション溶液を調製し
た。
【００７８】
ＣＶ−１細胞を含む上記培地の培養上清を取り除き、１ウェル毎に上記ＤＮＡ‑トラン
スフェクション溶液50μLを添加した。添加から３時間後に、4 w/v％の糖類を含む5 v/v
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％FBS含有ＭＥＭ培地（200μL）を加えた。糖類としては、フルクトース、ガラクトース
、グルコース、パラチノース、ラクトース、マルトース、メリビオース、トレハロース、
ソルビトール、ツラノースを用いた。その後、実施例１０と同様の処理を行い、得られた
細胞溶解液（200μL）をブラックプレートに分注し、蛍光プレートリーダー（Fluoroskan
Ascent(R) FL：LaboSystems社製）を用いて、GFPに由来する波長：485nm/538nmの蛍光強
度を経時的に測定した。
【００７９】
その結果、各糖についてのピーク値を、ピーク時間とともに図１１に示した。
【００８０】
（実施例１２）各プロモーターの各濃度のラクトースによる活性化
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実施例１０と同様に、アフリカミドリザル腎細胞由来のＣＶ−１細胞を、９６ウェルプ
レートへ播き、３７℃で２４時間培養した。
【００８１】
別途、上流にHIV5' LTRプロモーター、マウスＲＮＡポリメラーゼIIプロモーター（pol
II）、ヒトユビキチンプロモーター（Ub）、ヒトEF‑1αプロモーターを組み込んだ以外
は、実施例１０と同様の処理を行い、総量800μLのＤＮＡ‑トランスフェクション溶液を
調製した。
【００８２】
ＣＶ−１細胞を含む上記培地の培養上清を取り除き、１ウェル毎に上記ＤＮＡ‑トラン
スフェクション溶液50μLを添加した。添加から３時間後に、各濃度のラクトースを含む5
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v/v％FBS含有ＭＥＭ培地（200μL）を加えた。その後、実施例１０と同様の処理を行い
、得られた細胞溶解液（200μL）をブラックプレートに分注し、蛍光プレートリーダー（
Fluoroskan Ascent(R) FL：LaboSystems社製）を用いて、GFPに由来する波長：485nm/538
nmの蛍光強度を測定した。
【００８３】
その結果を図１２に示した。その結果、ラクトースによりUbプロモーター、EF‑1αプロ
モーターの強い活性化とHIV 5'LTRプロモーター、Pol IIプロモーターに対する活性化が
が確認された。
【００８４】
（実施例１３）各プロモーターの４％ラクトースによる活性化
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実施例１０と同様に、アフリカミドリザル腎細胞由来のＣＶ−１細胞を、９６ウェルプ
レートへ播き、３７℃で２４時間培養した。
【００８５】
別途、上流にHIV5' LTRプロモーター、マウスＲＮＡポリメラーゼIIプロモーター（pol
II）、ヒトユビキチンプロモーター（Ub）、ヒトEF‑1αプロモーターを組み込んだ以外
は、実施例１０と同様の処理を行い、総量800μLのＤＮＡ‑トランスフェクション溶液を
調製した。
【００８６】
ＣＶ−１細胞を含む上記培地の培養上清を取り除き、１ウェル毎に上記ＤＮＡ‑トラン
スフェクション溶液50μLを添加した。添加から３時間後に、4 w/v％のラクトースを含む

30

5 v/v％FBS含有ＭＥＭ培地（200μL）と、コントロールとして糖を含まない5 v/v％FBS含
有ＭＥＭ培地（200μL）を加えた。ラクトースを加えてから２４、４８、７２、９６、お
よび１２０時間後に培地を除去し、細胞溶解液（25mM Tris‑HCl pH 7.8, 2mM EDTA、10 v
/v％グリセロール、0.5 v/v％トリトンX‑100を含む）（250μL）を加え、２５℃で１５分
間反応させた。次いで、ピペットマン(R)（ギルソン社製）のチップの先端で反応混合液
を１０回攪拌して細胞を溶解した。
【００８７】
ＣＶ−１細胞を含む上記培地の培養上清を取り除き、１ウェル毎に上記ＤＮＡ‑トラン
スフェクション溶液50μLを添加した。添加から３時間後に、各濃度のラクトースを含む5
v/v％FBS含有ＭＥＭ培地（200μL）を加えた。その後、実施例１０と同様の処理を行い
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、得られた細胞溶解液（200μL）をブラックプレートに分注し、蛍光プレートリーダー（
Fluoroskan Ascent(R) FL：LaboSystems社製）を用いて、GFPに由来する波長：485nm/538
nmの蛍光強度を測定した。
【００８８】
その結果を図１３に示した。その結果、４％ラクトース添加培地（■）では無添加培地
（□）に比べHIV 5' LTRプロモーター、Ubプロモーター、EF‑1αプロモーターの活性化が
確認された。
【００８９】
（実施例１４）各プロモーターの４％フルクトースによる活性化
４％ラクトースの代わりに、４％フルクトースを用いた他は、実施例１３と同手法によ
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り蛍光強度を測定した。
【００９０】
その結果を図１４に示した。その結果、４％フルクトース添加培地（■）では無添加培
地（□）に比べHIV 5' LTRプロモーター、pol IIプロモーター、Ubプロモーター、EF‑1α
プロモーターの活性化が確認された。
【００９１】
（実施例１５）各プロモーターの４％ガラクトースによる活性化
４％ラクトースの代わりに、４％ガラクトースを用いた他は、実施例１３と同手法によ
り蛍光強度を測定した。
【００９２】

10

その結果を図１５に示した。その結果、４％ガラクトース添加培地（■）では無添加培
地（□）に比べHIV 5' LTRプロモーター、Ubプロモーター、EF‑1αプロモーターの活性化
が確認された。
【００９３】
（実施例１６）各プロモーターの４％ラクツロースによる活性化
４％ラクトースの代わりに、４％ラクツロースを用いた他は、実施例１３と同手法によ
り蛍光強度を測定した。
【００９４】
その結果を図１６に示した。その結果、４％ラクツロース添加培地（■）では無添加培
地（□）に比べHIV 5' LTRプロモーター、pol IIプロモーター、Ubプロモーター、EF‑1α
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プロモーターの活性化が確認された。
【００９５】
（実施例１７）各プロモーターの４％ツラノースによる活性化
４％ラクトースの代わりに、４％ツラノースを用いた他は、実施例１３と同手法により
蛍光強度を測定した。
【００９６】
その結果を図１７に示した。その結果、４％ツラノース添加培地（■）では無添加培地
（□）に比べHIV 5' LTRプロモーター、pol IIプロモーター、Ubプロモーター、EF‑1αプ
ロモーターの活性化が確認された。
【００９７】
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（実施例１８）各プロモーターの４％パラチノースによる活性化
４％ラクトースの代わりに、４％パラチノースを用いた他は、実施例１３と同手法によ
り蛍光強度を測定した。
【００９８】
その結果を図１８に示した。その結果、４％パラチノース添加培地（■）では無添加培
地（□）に比べHIV 5' LTRプロモーター、pol IIプロモーター、Ubプロモーター、EF‑1α
プロモーターの活性化が確認された。
【００９９】
（実施例１９）各プロモーターの４％トレハロースによる活性化
４％ラクトースの代わりに、４％トレハロースを用いた他は、実施例１３と同手法によ
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り蛍光強度を測定した。
【０１００】
その結果を図１９に示した。その結果、４％トレハロース添加培地（■）では無添加培
地（□）に比べHIV 5' LTRプロモーター、pol IIプロモーター、Ubプロモーター、EF‑1α
プロモーターの活性化が確認された。
【０１０１】
（実施例２０）各プロモーターの４％ソルビトールによる活性化
４％ラクトースの代わりに、４％ソルビトールを用いた他は、実施例１３と同手法によ
り蛍光強度を測定した。
【０１０２】
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その結果を図２０に示した。その結果、４％ソルビトール添加培地（■）では無添加培
地（□）に比べHIV 5' LTRプロモーター、pol IIプロモーター、Ubプロモーター、EF‑1α
プロモーターの活性化が確認された。
【０１０３】
（実施例２１）各プロモーターの４％メリビオースによる活性化
４％ラクトースの代わりに、４％メリビオースを用いた他は、実施例１３と同手法によ
り蛍光強度を測定した。
【０１０４】
その結果を図２１に示した。その結果、４％メリビオース添加培地（■）では無添加培
地（□）に比べHIV 5' LTRプロモーター、pol IIプロモーター、Ubプロモーター、EF‑1α

10

プロモーターの活性化が確認された。
【０１０５】
（実施例２２）Ｖｅｒｏ細胞でのヒト単純ヘルペスウイルス１型深山‑GCr株の産生１
Ｖｅｒｏ細胞（アフリカミドリザルの腎臓上皮由来細胞）を、ウシ新生児血清(NCS)を5
v/v％含むＭＥＭ培地で0.5×105細胞/mLの密度で懸濁した。この細胞浮遊液を100μL/ウ
ェルずつ９６ウェルプレートへ播き、２日間培養後、培地を除去した。予めNCSを2 v/v％
含むＭＥＭ培地で希釈したヒト単純ヘルペスウイルス１型(HSV‑1) 深山‑GCr株の懸濁液を
、50 pfu/ウェルの濃度となるように加えた。このウイルス濃度は、細胞１個あたり約0.0
025 pfuに相当する濃度である。３７℃で２時間インキュベートすることにより細胞へウ
イルスを吸着させてから吸着しなかったウイルス、即ち培地を除去した。別途、NCS 2 v/
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v％とメチルセルロース1.5％を含むＭＥＭ半固形培地に3 w/v％のＤ−マルトース、4 w/v
％のラクツロース、または4 w/v％のラクチトールを添加した。比較のために糖を添加し
ない培地も用意した。各培地を１ウェル当り200μLずつ加えて３７℃で培養した。添加し
た培地は半固形であることから、ウイルスは培地を介して他の細胞に感染することができ
ず、ウイルスが定着し増殖した細胞に隣接する細胞にのみ感染が広がりプラークを形成し
た。
【０１０６】
糖含有培地の添加から４８時間後にプラーク形成数を算出した結果を図２２に示した。
その結果、ウイルスプラーク数は、糖無添加の対照に比べてＤ−マルトースとラクツロー
スにより約４０％、ラクチトールにより約１００％増加した。かかる結果より、特定の糖
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によりウイルス増殖の初期段階、すなわちウイルスによる細胞への定着段階を促進できる
ことが実証された。
【０１０７】
（実施例２３）Ｖｅｒｏ細胞でのHSV‑1 深山‑GCr株の産生２
NCSを2 v/v％含むＭＥＭ培地にラクトースを1〜7 w/v％の各濃度で添加した他は、実施
例２２と同手法により実験を行った。各培地の添加から２４時間ごとに上澄を採取し、実
施例２２と同様に、常法に従ってＶｅｒｏ細胞を用いたプラークアッセイを行うことによ
りウイルス量を算定した。
【０１０８】
各培地の添加からの時間、即ちウイルスの感染から１日目（２４時間後）の結果を図２
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３（１）に、２日目の結果を図２３（２）に、３日目の結果を図２３（３）に示した。図
１２の通り、縦軸は対数表示であるので分かり難いが、ラクトースの添加によりウイルス
の増殖は顕著に促進されている。より具体的には、糖濃度が5 w/v％以上になると効果が
低下する場合があるものの、ラクトースによるウイルス増殖は経時的に促進され、３日目
には最大約５００倍以上の増殖促進が認められた。かかる結果より、特定の糖によりウイ
ルスの増殖を促進できることが実証された。
【０１０９】
（参考例１）Ｖｅｒｏ細胞でのHSV‑1 深山‑GCr株の産生
二糖類であるマルトースについて、ウイルス増殖促進に及ぼす影響を参考例として示し
た。Ｖｅｒｏ細胞を、実施例２２と同手法にて９６ウェルプレートへ播き、３７℃で２日
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間培養後、培地を除去した。予めNCSを2 v/v％含むＭＥＭ培地で希釈したHSV‑1 深山‑GCr
株の懸濁液を、50pfu/ウェルの濃度となるように加え、３７℃で２時間インキュベートす
ることにより細胞へウイルスを吸着させた後、吸着しなかったウイルス、即ち培地を除去
した。別途、NCSを2 v/v％含むＭＥＭ培地にＤ−マルトースを1〜7 w/v％の各濃度で添加
した。比較のために、Ｄ−マルトースを添加しない培地も用意した。各培地を200μL/ウ
ェルずつ加えて３７℃で培養した。各培地の添加から２４時間ごとに培養上清を採取し、
常法に従ってＶｅｒｏ細胞を用いたプラークアッセイを行うことによりウイルス量を算定
した。
【０１１０】
各培地の添加からの時間、即ちウイルスの感染から１日目（２４時間後）の結果を図２
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４（１）に、２日目の結果を図２４（２）に、３日目の結果を図２４（３）に示した。図
２４の通り、縦軸は対数表示であるので分かり難いが、マルトースの添加によりウイルス
の増殖は顕著に促進されている。より具体的には、糖濃度が6 w/v％以上になると効果が
低下する場合があるものの、マルトースによるウイルス増殖は経時的に促進され、３日目
には最大約４００倍の増殖促進が認められた。かかる結果より、特定の糖によりウイルス
の増殖を促進できることが実証された。
【０１１１】
（実施例２４）グルコースを添加した場合の細胞に及ぼす影響
アフリカミドリザル腎臓由来（ＣＶ−１）細胞に各濃度のグルコースを添加した5 v/v
％FBS含有ＭＥＭ培地を用いて４８時間培養した場合に及ぼす影響を調べた。方法として
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は、１ウェルあたりの細胞数をトリパンブルーによる色素排除法で計数した。また，１ウ
ェル当たりの総ＤＮＡ量をＤＮＡ結合性蛍光色素PicoGreen(R)（Molecular Probes社製）
を用いて測定した。１ウェル当たりの総蛋白量はクマシーブリリアントブルー染色法によ
り定量した。１ウェルあたりの細胞の取り込み活性をニュートラルレッド法により定量し
た。１ウェルあたりの代謝活性はalamarBlue(R)（Invitrogen社製）を用いて測定した。
【０１１２】
その結果を図２５に示した。（１）総細胞数、総ＤＮＡ量、総蛋白質量、細胞の物質取
り込み活性、代謝活性は９６ウェルプレートの１ウェル当たりの結果を、グルコース無添
加時（0.1w/v％グルコース）を１００として示した。添加の場合では、本来４８時間で４
倍になる細胞が全く増殖していない事が確認された。そこで、９６ウェルプレートの１ウ
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ェル当たりの総ＤＮＡ量、総タンパク質量、ニュートラルレッド取り込み活性、代謝活性
を細胞数で除した結果をグルコース無添加時の値を１００として（２）から（５）に示し
た。それぞれ細胞当たりの量および活性が上昇していることが確認された。これより、糖
質の添加により細胞の増殖サイクルが合成期で止まり、細胞の増殖に関係した遺伝子の発
現、タンパク質合成が抑制される一方、細胞側の合成機構が導入した遺伝子の発現および
タンパク質産生に向けられているのではないかと推察される。本結果は、３回の実験結果
の平均値とその９５％信頼限界による。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
以上詳述したように、本発明の培地を用いると、有用なタンパク質の産生やウイルスの
増殖を効率的に行うことができる。よって、例えば、天然物からの精製が困難なタンパク
質を効率的に製造したり、ウイルスワクチンの生産量を増大させることができ、また、ウ
イルス製造の効率化によりウイルス研究が促進され得る。さらに、本発明の培地を用いて
細胞を培養することにより、ウイルス感染症の検査における感度を向上できる可能性があ
る。従って、本発明は、今後一層の発展が期待されている生化学分野の発展に寄与し得る
ものとして極めて有用である。
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