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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一枚膜リポソームであって、以下：
（ａ）プロモーター配列、翻訳開始配列、および、トランスポーターである膜タンパク質
をコードする配列を含むＤＮＡ；
（ｂ）ＲＮＡポリメラーゼ；
（ｃ）リボヌクレオチド；、
（ｄ）無細胞蛋白質合成系；ならびに、
（ｅ）該膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を含む、一枚膜リポソーム。
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【請求項２】
請求項１に記載の一枚膜リポソームであって、核酸分解酵素によって処理された一枚膜リ
ポソーム。
【請求項３】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、請求項２に記載の一枚膜リポソーム。
【請求項４】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、請求項３に記載の一枚膜リポソーム。
【請求項５】
複数の一枚膜リポソームを含むライブラリーであって、該一枚膜リポソームは、以下：
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（ａ）プロモーター配列、翻訳開始配列、および、トランスポーターである膜タンパク質
をコードする配列を含むＤＮＡ；
（ｂ）ＲＮＡポリメラーゼ；
（ｃ）リボヌクレオチド；
（ｄ）無細胞蛋白質合成系；ならびに、
（ｅ）該膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を含む、ライブラリー。
【請求項６】
請求項５に記載のライブラリーであって、前記一枚膜リポソームが核酸分解酵素によって
処理された一枚膜リポソームである、ライブラリー。
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【請求項７】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、請求項６に記載のライブラリー。
【請求項８】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、請求項７に記載のライブラリー。
【請求項９】
一枚膜リポソームであって、以下：
（ａ）翻訳開始配列、および、トランスポーターである膜タンパク質をコードする配列を
含むＲＮＡ；（ｄ）無細胞蛋白質合成系；ならびに、（ｅ）該膜タンパク質が輸送するリ
ガンドに結合する因子、、
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を含む、一枚膜リポソーム。
【請求項１０】
請求項９に記載の一枚膜リポソームであって、核酸分解酵素によって処理された一枚膜リ
ポソーム。
【請求項１１】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、請求項１０に記載の一枚膜リポソーム。
【請求項１２】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、請求項１１に記載の一枚膜リポソーム。
【請求項１３】
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複数の一枚膜リポソームを含むライブラリーであって、該一枚膜リポソームは、以下：
（ａ）翻訳開始配列、および、トランスポーターである膜タンパク質をコードする配列を
含むＲＮＡ；（ｄ）無細胞蛋白質合成系；ならびに、（ｅ）該膜タンパク質が輸送するリ
ガンドに結合する因子、
を含む、ライブラリー。
【請求項１４】
請求項１３に記載のライブラリーであって、前記一枚膜リポソームが核酸分解酵素によっ
て処理された一枚膜リポソームである、ライブラリー。
【請求項１５】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
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る、請求項１４に記載のライブラリー。
【請求項１６】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、請求項１５に記載のライブラリー。
【請求項１７】
核酸分解酵素によって処理された一枚膜リポソームの製造方法であって、以下：
（１）以下：
（ａ）プロモーター配列、翻訳開始配列、および、トランスポーターである膜タンパク
質をコードする配列を含むＤＮＡ；
（ｂ）ＲＮＡポリメラーゼ；
（ｃ）リボヌクレオチド；
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（ｄ）無細胞蛋白質合成系；ならびに、
（ｅ）該膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を封入した一枚膜リポソームを調製する工程；ならびに、
（２）工程（１）で調製された一枚膜リポソームを、核酸分解酵素によって処理する工程
、
を包含する、方法。
【請求項１８】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
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前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
核酸分解酵素によって処理された一枚膜リポソームの製造方法であって、以下：
（１）以下：
（ａ）翻訳開始配列、および、トランスポーターである膜タンパク質をコードする配列
を含むＲＮＡ；
（ｄ）無細胞蛋白質合成系；ならびに、
（ｅ）該膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を封入した一枚膜リポソームを調製する工程；ならびに、
（２）工程（１）で調製された一枚膜リポソームを、核酸分解酵素によって処理する工程
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、
を包含する、方法。
【請求項２１】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
一枚膜リポソームのライブラリーを用いたスクリーニング方法であって、以下：
（ｉ）請求項５〜８のいずれか一項に記載のライブラリーを提供する工程；
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（ｉｉ）該ライブラリーから、所望の特徴を有する一枚膜リポソームを選択する工程；
（ｉｉｉ）該一枚膜リポソームに含まれるＤＮＡを増幅する工程；および、
（ｉｖ）該増幅したＤＮＡを単離する工程、
を包含する方法。
【請求項２４】
一枚膜リポソームのライブラリーを用いたスクリーニング方法であって、以下：
（ｉ）請求項１３〜１６のいずれか一項に記載のライブラリーを提供する工程；
（ｉｉ）該ライブラリーから、所望の特徴を有する一枚膜リポソームを選択する工程；
（ｉｉｉ）該一枚膜リポソームに含まれるＲＮＡに逆転写酵素を作用させて、ＤＮＡを生
成する工程；
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（ｉｖ）該生成したＤＮＡを増幅する工程；および、
（ｖ）該増幅したＤＮＡを単離する工程、
を包含する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、インビトロにおける膜タンパク質の分子進化工学に利用するための、新規の
一枚膜リポソームの分野に関連する。また、本発明は、一枚膜リポソームを用いた、膜タ
ンパク質を対象とする、新規の分子進化工学、特に、酵素進化工学に関連する。
【背景技術】
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【０００２】
酵素を進化工学的に改良する方法として、遺伝子ライブラリーと無細胞蛋白質合成系を
封入したリポソームとセルソータを用いた方法が利用されている。この方法では、酵素遺
伝子にランダム変異を導入した遺伝子ライブラリーと無細胞蛋白質合成系をリポソームに
封入し、内部で酵素を発現させる。そして、セルソータにより、より高機能の酵素を含む
リポソームを選択することにより、より高機能の酵素をコードする遺伝子を選択すること
ができる。この選択を繰り返すことによって、酵素をコードする遺伝子を進化させること
ができる（非特許文献１）。この従来法では、専ら、可溶性タンパク質が対象であった。
【０００３】
膜タンパク質が細胞の機能において多くの重要な役割を担うことは周知である。そのた
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め、膜タンパク質を対象とする、新規の分子進化工学、特に、酵素進化工学が求められて
いる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｓｕｎａｍｉ，Ｔ．，Ｓａｔｏ，Ｋ．，Ｍａｔｓｕｕｒａ，Ｔ．，Ｔｓ
ｕｋａｄａ，Ｋ．，Ｕｒａｂｅ，Ｉ．，
ｙｔｉｃａｌ

ａｎｄ

ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

Ｙｏｍｏ，Ｔ．（２００６）Ａｎａｌ

３５７，１２８−１３６

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
膜タンパク質を対象とする、新規の分子進化工学的手法、特に、酵素進化工学的手法を
提供することを、本発明の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題は、以下を提供することによって解決された。
（項目１）
一枚膜リポソームであって、以下：
（ａ）プロモーター配列、翻訳開始配列、および、膜タンパク質をコードする配列を含む
ＤＮＡ；
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（ｂ）ＲＮＡポリメラーゼ；
（ｃ）リボヌクレオチド；ならびに、
（ｄ）無細胞蛋白質合成系、
を含む、一枚膜リポソーム。
（項目２）
前記膜タンパク質がトランスポーターであり、前記一枚膜リポソームがさらに、
（ｅ）前記膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を含む、項目１に記載の一枚膜リポソーム。
（項目３）
項目１または２に記載の一枚膜リポソームであって、核酸分解酵素によって処理された一
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枚膜リポソーム。
（項目４）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、項目３に記載の一枚膜リポソーム。
（項目５）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、項目４に記載の一枚膜リポソーム。
（項目６）
複数の一枚膜リポソームを含むライブラリーであって、該一枚膜リポソームは、以下：
（ａ）プロモーター配列、翻訳開始配列、および、膜タンパク質をコードする配列を含む
ＤＮＡ；
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（ｂ）ＲＮＡポリメラーゼ；
（ｃ）リボヌクレオチド；ならびに、
（ｄ）無細胞蛋白質合成系、
を含む、ライブラリー。
（項目７）
前記膜タンパク質がトランスポーターであり、前記一枚膜リポソームがさらに、
（ｅ）前記膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を含む項目６に記載のライブラリー。
（項目８）
項目６または７に記載のライブラリーであって、前記一枚膜リポソームが核酸分解酵素に
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よって処理された一枚膜リポソームである、ライブラリー。
（項目９）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、項目８に記載のライブラリー。
（項目１０）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、項目９に記載のライブラリー。
（項目１１）
一枚膜リポソームであって、以下：
（ａ）翻訳開始配列、および、膜タンパク質をコードする配列を含むＲＮＡ；ならびに、
（ｄ）無細胞蛋白質合成系、
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を含む、一枚膜リポソーム。
（項目１２）
前記膜タンパク質がトランスポーターであり、前記一枚膜リポソームがさらに、
（ｅ）前記膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を含む項目１１に記載の一枚膜リポソーム。
（項目１３）
項目１１または１２に記載の一枚膜リポソームであって、核酸分解酵素によって処理され
た一枚膜リポソーム。
（項目１４）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され

30

る、項目１３に記載の一枚膜リポソーム。
（項目１５）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、項目１４に記載の一枚膜リポソーム。
（項目１６）
複数の一枚膜リポソームを含むライブラリーであって、該一枚膜リポソームは、以下：
（ａ）翻訳開始配列、および、膜タンパク質をコードする配列を含むＲＮＡ；ならびに、
（ｄ）無細胞蛋白質合成系、
を含む、ライブラリー。
（項目１７）
前記膜タンパク質がトランスポーターであり、前記一枚膜リポソームがさらに、
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（ｅ）前記膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を含む項目１６に記載のライブラリー。
（項目１８）
項目１６または１７に記載のライブラリーであって、前記一枚膜リポソームが核酸分解酵
素によって処理された一枚膜リポソームである、ライブラリー。
（項目１９）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、項目１８に記載のライブラリー。
（項目２０）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、項目１９に記載のライブラリー。
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（項目２１）
核酸分解酵素によって処理された一枚膜リポソームの製造方法であって、以下：
（１）以下：
（ａ）プロモーター配列、翻訳開始配列、および、膜タンパク質をコードする配列を含
むＤＮＡ；
（ｂ）ＲＮＡポリメラーゼ；
（ｃ）リボヌクレオチド；ならびに、
（ｄ）無細胞蛋白質合成系、
を封入した一枚膜リポソームを調製する工程；ならびに、
（２）工程（１）で調製された一枚膜リポソームを、核酸分解酵素によって処理する工程
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、
を包含する、方法。
（項目２２）
核酸分解酵素によって処理された一枚膜リポソームの製造方法であって、以下：
（１）以下：
（ａ）プロモーター配列、翻訳開始配列、および、トランスポーターである膜タンパク
質をコードする配列を含むＤＮＡ；
（ｂ）ＲＮＡポリメラーゼ；
（ｃ）リボヌクレオチド；
（ｄ）無細胞蛋白質合成系；ならびに、
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（ｅ）該膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を封入した一枚膜リポソームを調製する工程；ならびに、
（２）工程（１）で調製された一枚膜リポソームを、核酸分解酵素によって処理する工程
、
を包含する、方法。
（項目２３）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、項目２１または２２に記載の方法。
（項目２４）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、項目２３に記載の方法。
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（項目２５）
核酸分解酵素によって処理された一枚膜リポソームの製造方法であって、以下：
（１）以下：
（ａ）翻訳開始配列、および、膜タンパク質をコードする配列を含むＲＮＡ；ならびに
、
（ｄ）無細胞蛋白質合成系、
を封入した一枚膜リポソームを調製する工程；ならびに、
（２）工程（１）で調製された一枚膜リポソームを、核酸分解酵素によって処理する工程
、
を包含する、方法。
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（項目２６）
核酸分解酵素によって処理された一枚膜リポソームの製造方法であって、以下：
（１）以下：
（ａ）翻訳開始配列、および、トランスポーターである膜タンパク質をコードする配列
を含むＲＮＡ；
（ｄ）無細胞蛋白質合成系；ならびに、
（ｅ）該膜タンパク質が輸送するリガンドに結合する因子、
を封入した一枚膜リポソームを調製する工程；ならびに、
（２）工程（１）で調製された一枚膜リポソームを、核酸分解酵素によって処理する工程
、
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を包含する、方法。
（項目２７）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素、および、ＤＮＡ分解酵素からなる群から選択され
る、項目２５または２６に記載の方法。
（項目２８）
前記核酸分解酵素が、ＲＮＡ分解酵素である、項目２７に記載の方法。
（項目２９）
一枚膜リポソームのライブラリーを用いたスクリーニング方法であって、以下：
（ｉ）項目６〜１０のいずれか一項に記載のライブラリーを提供する工程；
（ｉｉ）該ライブラリーから、所望の特徴を有する一枚膜リポソームを選択する工程；
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（ｉｉｉ）該一枚膜リポソームに含まれるＤＮＡを増幅する工程；および、
（ｉｖ）該増幅したＤＮＡを単離する工程、
を包含する方法。
（項目３０）
一枚膜リポソームのライブラリーを用いたスクリーニング方法であって、以下：
（ｉ）項目１６〜２０のいずれか一項に記載のライブラリーを提供する工程；
（ｉｉ）該ライブラリーから、所望の特徴を有する一枚膜リポソームを選択する工程；
（ｉｉｉ）該一枚膜リポソームに含まれるＲＮＡに逆転写酵素を作用させて、ＤＮＡを生
成する工程；
（ｉｖ）該生成したＤＮＡを増幅する工程；および、
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（ｖ）該増幅したＤＮＡを単離する工程、
を包含する方法。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によって、リポソームを利用する、膜タンパク質を対象としたインビトロでの分
子進化工学的手法が可能になった。また、本発明によって、所望の機能を有する膜タンパ
ク質をコードする遺伝子の大規模スクリーニング／選択もまた可能である。
【０００８】
膜タンパク質がトランスポーターである場合、その膜タンパク質が輸送するリガンドに
結合する因子をリポソーム内に封入してリポソーム内に輸送されたリガンドを捕獲するこ
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とにより、スクリーニング／選択の感度が向上する。
【０００９】
さらに、本発明に従い核酸分解酵素によって処理された一枚膜リポソームを用いること
によって、スクリーニング効率が向上する。理論に拘束されることは望まないが、本発明
が優れた効果を奏する理由としては、以下が挙げられる。従来用いられていたリポソーム
は、凍結乾燥法により調製された多重膜リポソームであり、内部に多重構造をもつため、
反応容器の体積を制御することができなかった。リポソームの体積は内部の酵素反応速度
に影響をあたえるため、効率よく酵素を改良するためには、多重構造をもたない一枚膜リ
ポソームを使うことが望ましい。しかし、これまでの方法では、遠心沈降法でつくった一
枚膜リポソームを反応容器として用いた場合、セルソーターでより反応したリポソームを
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選択しても、高い機能をもつ酵素をコードした遺伝子を選択して回収することができなか
った。これに対して、本発明では、一枚膜リポソームを核酸分解酵素で処理したところ、
従来法において使用されていた多重膜リポソームや、酵素処理をしていない一枚膜リポソ
ームと比較して、より高効率のスクリーニングが可能となり、高機能の酵素をコードした
遺伝子を選択して回収することができる。
【００１０】
また、本発明の開示に従い、リポソームを構成する脂質の組成／比率、および、リポソ
ームを調製する際のマグネシウム濃度を最適化することによって、スクリーニング／選択
の感度がさらに向上する。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】図１は、ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列（配列番号１）を含むＤＮＡ、または、
ＧＵＳ配列（配列番号３）を含むＤＮＡを用い、タンパク質発現前と発現後のリポソーム
に対して、標識化抗Ｍｙｃタグ抗体を添加し、セルソータにて分析した結果である。縦軸
はリポソーム内部体積を、横軸はＡｌｅｘａ４８８の蛍光強度を示す。ＡおよびＢは、Ｇ
ＵＳ配列を用いた結果を示し、ＣおよびＤは、ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列を用いた結
果を示す。ＡおよびＣは、３７℃でのインキュベーションにてタンパク質を発現する前の
リポソームの結果であり、ＢおよびＤは、３７℃で１時間インキュベーションしてタンパ
ク質を発現したリポソームの結果である。
【図２】図２は、ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列（配列番号１：図２Ａ）を含むＤＮＡ、
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または、ＧＵＳ配列（配列番号３：図２Ｂ）を含むＤＮＡを含むリポソームにおいて、タ
ンパク質を発現させ、異なるｐＨにおいて、ＥｔＢｒの輸送活性を測定した結果である。
【図３】図３は、種々の脂質組成を用いた場合の、機能を有する膜タンパク質発現の割合
を示す結果である。ヘモリシンが活性発揮した場合、ハロタグＡｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

４８８リガンドを高輝度に取り込むので、縦軸は、それらの割合（％）を示す。すなわち
、縦軸は、リポソームの中の膜タンパク質活性を発揮する割合を示す。左から順番に、Ｐ
ＯＰＣ：Ｃｈｏｌ＝９：１の混合物、ＰＯＰＣ：Ｃｈｏｌ＝７：３の混合物、ＰＯＰＣ：
Ｃｈｏｌ＝５：５の混合物、および、ＰＯＰＣ：Ｃｈｏｌ＝３：７の混合物を用いた結果
である。なお、ＰＯＰＣは１−パルミトイル−２−オレオイルホスファチジルコリンの略
20

称であり、Ｃｈｏｌはコレステロールの略称である。
【図４】図４の縦軸は、各種脂質を用いた場合の全リポソームの中のハロタグＡｌｅｘａ
Ｆｌｕｏｒ

４８８リガンドを高輝度に取り込んだリポソームの割合（％）を示す。す

なわち、図４のグラフは、チャンネルの相対活性を示すグラフである。用いた脂質は、以
下のとおりである：ＥｇｇＰＣは鶏卵から精製したホスファチジルコリンの略称であり、
ＰＯＰＣは１−パルミトイル−２−オレオイルホスファチジルコリン、ＰＳは１−パルミ
トイル−２−オレオイルホスフォセリン、ＰＥは１−パルミトイル−２−オレオイルホス
フォエタノールアミン、Ｃｈｏｌはコレステロールの略称である。ＰＣ

ｍｉｘは、１−

パルミトイル−２−オレオイルホスファチジルコリン：１−パルミトイル−２−リノレオ
イルホスファチジルコリン：１−ステアロイル−２−オレオイルホスファチジルコリン：
１−ステアロイル−２−リノレオイルホスファチジルコリン＝１２９：６７：４８：２４
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（質量比）で混ぜたものの略称であり、ＥｇｇＰＣ／ＰＳ／ＰＥはそれぞれを順に３：１
：１（質量比）、ＥｇｇＰＣ／ＰＳ／ＰＥ／Ｃｈｏｌはそれぞれを順に２：１：１：１（
質量比）、ＰＣｍｉｘ／ＰＳ／ＰＥはそれぞれを順に３：１：１（質量比）、ＰＣｍｉｘ
／ＰＳ／ＰＥ／Ｃｈｏｌはそれぞれを順に２：１：１：１（質量比）、ＰＯＰＣ／ＰＳ／
ＰＥはそれぞれを順に３：１：１（質量比）、ＰＯＰＣ／ＰＯＰＥ／ＰＯＰＳ／Ｃｈｏｌ
はそれぞれを順に２：１：１：１（質量比）で混ぜたものの略称である。
【図５】図５は、進化実験の結果を示すグラフである。縦軸は、高輝度リポソームの割合
（赤点の割合）を示す。サイクルを重ねるにつれて、活性の高い集団の割合が増加した。
【発明を実施するための形態】
【００１２】

40

以下、本発明を説明する。本明細書において使用される用語は、特に言及しない限り、
当該分野で通常用いられる意味で用いられることが理解されるべきである。
【００１３】
以下に本明細書において特に使用される用語の定義を列挙する。
【００１４】
（定義）
本明細書において使用する場合、用語「微小区画」とは、脂質層、および、その内部の
水層から構成される閉じられた微小な空間をいう。「微小区画」としては、例えば、リポ
ソームが挙げられるがこれに限定されない。
【００１５】
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本明細書で使用される場合、用語「リポソーム」とは、通常、膜状に集合した脂質層お
よび内部の水層から構成される閉鎖小胞を意味する。代表的に使用されるリン脂質のほか
、コレステロール、糖脂質などを組み込ませることも可能である。本発明においては、リ
ポソームの成分としてコレステロールを含ませることが好ましい。本発明において、リポ
ソームは、修飾基を付するために、エステル結合を付与する官能基を有する構成単位（例
えば、糖脂質、ガングリオシド、ホスファチジルグリセロールなど）またはペプチド結合
を付与する官能基を有する構成単位（例えば、ホスファチジルエタノールアミン）を有し
てもよい。本発明において使用するリポソームは、脂質二重層からなる膜が一枚のみから
なる「一枚膜リポソーム」である。一枚膜リポソームの調製法としては、種々の周知の方
10

法が利用可能である。
【００１６】
本明細書において使用する場合、用語「プロモーター配列」とは、遺伝子の転写の開始
部位を決定し、またその頻度を直接的に調節するＤＮＡ上の領域をいい、ＲＮＡポリメラ
ーゼが結合して転写を始める塩基配列である。推定プロモーター領域は、構造遺伝子ごと
に変動するが、通常構造遺伝子の上流にあるが、これらに限定されず、構造遺伝子の下流
にもあり得る。プロモーターは、誘導性であっても、構成的であっても、部位特異的であ
っても、時期特異的であってもよい。プロモーターとしては、例えば、哺乳動物細胞、大
腸菌、酵母などの宿主細胞中で発現できるものであればいかなるものでもよい。代表的な
プロモーター配列としては、Ｔ７プロモーター配列、Ｔ５プロモーター配列、Ｓｐ６プロ
モーター配列、および、Ｔ３プロモーター配列が挙げられるがこれらに限定されない。
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【００１７】
本明細書において使用する「ＲＮＡポリメラーゼ」は、使用するプロモーター配列に適
合する、すなわち、その使用するプロモーターからの転写を行なうＲＮＡポリメラーゼで
あれば、いかなるＲＮＡポリメラーゼを用いてもよい。好ましくは、プロモーター配列と
ＲＮＡポリメラーゼとが、同じ、あるいは、近接する生物種に由来する。例えば、原核生
物由来のプロモーター配列を使用する場合、使用するＲＮＡポリメラーゼもまた、原核生
物由来であることが好ましい。あるいは、バクテリオファージ由来のプロモーター配列を
使用する場合、使用するＲＮＡポリメラーゼもまた、同一または類似のバクテリオファー
ジ由来であることが好ましい。
30

【００１８】
本明細書において使用する場合、用語「翻訳開始配列」とは、機能的なリボソーム進入
部位を提供できる任意の配列を意味する。バクテリアのシステムにおいては、この領域は
、シャイン‑ダルガルノ（Shine‑Dalgarno）配列ともいわれる。
【００１９】
本明細書において使用される用語「無細胞蛋白質合成系」とは、細胞を処理することに
よって自律複製能を失った細胞由来の成分であって、蛋白質の合成が可能な成分をいう。
無細胞蛋白質合成系としては、例えば、市販のＰＵＲＥＳＹＳＴＥＭ（登録商標）（バイ
オコゥマー株式会社

東京都文京区）を利用することも可能である。あるいは、無細胞蛋

白質合成系に必要とされる成分を精製および／または組換え発現して、作製することも可
能である。
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【００２０】
本明細書において「作動可能に連結された（る）」とは、所望の配列の発現（作動）が
ある転写翻訳調節配列（例えば、プロモーター、エンハンサーなど）または翻訳調節配列
の制御下に配置されることをいう。プロモーターが遺伝子に作動可能に連結されるために
は、通常、その遺伝子のすぐ上流にプロモーターが配置されるが、必ずしも隣接して配置
される必要はない。
【００２１】
本明細書において使用される用語「膜タンパク質」とは、脂質二重膜に付着するタンパ
ク質をいう。膜タンパク質は、膜貫通領域を含むタンパク質であっても、膜貫通領域を含
まないタンパク質であってもよい。
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【００２２】
（膜タンパク質）
本発明は、あらゆる膜タンパク質に適用可能である。代表的な膜タンパク質としては、
例えば、トランスポーター、レセプターなどが挙げられるがこれらに限定されない。必要
に応じて、本発明の膜タンパク質をコードする配列は、タンパク質を膜に挿入するための
リーダー配列を含んでもよい。
【００２３】
（トランスポーター）
本発明の膜タンパク質は、トランスポーターであっても、そうでなくてもよい。本発明
のトランスポーターとしては、細胞において物質輸送に関るタンパク質（例えば、Ｅｍｒ

10

Ｅタンパク質）、脂質二重膜を透過しない物質を透過させるタンパク質（例えば、ヘモリ
シン）が挙げられるがこれらに限定されない。
【００２４】
（一枚膜リポソームの製造）
本発明において使用する一枚膜リポソームは、実施例に記載する遠心沈降法を用いて調
製することができるが、調製法は、これに限定されない。例えば、遠心沈降法の他にも、
静置水和法（Ｐ．Ｍｕｅｌｌｅｒ

ａｎｄ

Ｔ．Ｆ．Ｃｈｉｅｎ，Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｊ．

，１９８３，４４，３７５−３８１）、および、エレクトロフォーメーション法（Ｍｉｇ
ｌｅｎａ

Ｉ．Ａｎｇｅｌｏｖｅ

ａｒａｄａｙ

ａｎｄ

Ｄｉｍｉｔｅｒ

Ｓ．Ｄｉｍｉｔｒｏｖ，Ｆ

Ｄｉｓｃｕｓｓ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１９８６，８１，３０３−３１１
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）を利用することが可能である。
【００２５】
静置水和法は、代表的には、以下の工程を包含する方法である：（１）脂質を溶媒に溶
かしフラスコ中で自然乾燥することにより、フラスコ表面に脂質膜を形成させる工程；お
よび、（２）水溶液を添加し、脂質膜を膨潤させる工程。この第２工程によって、脂質膜
が水溶液を取り込んだリポソームが浮き上がってくる。
【００２６】
エレクトロフォーメーション法は、代表的には、以下の工程を包含する方法である：（
１）導電性電極上に脂質溶液を塗布し、乾燥させて脂質フィルムを形成させる工程；（２
）絶縁性スペーサーを介した反対側にも導電性電極を設置し、その間を水溶液で満たす工
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程；および、（３）二つの電極間に電界を印加することにより、脂質膜を電極から剥がし
て巨大薄膜リポソームを作製する工程。
【００２７】
（一枚膜リポソームの製造において使用される脂質の成分／組成）
一枚膜リポソームの製造において使用される脂質の成分／組成は、特に限定されること
はないが、リン脂質およびコレステロールを含むことが好ましい。脂質としては、例えば
、Ｌ−アルファ−ホスファチジルコリン、コレステロール、Ｌ−アルファ−ジラウロイル
ホスファチジルコリン、Ｌ−アルファ−ジラウロイルホスファチジルエタノールアミン、
Ｌ−アルファ−ジラウロイルホスファチジルグリセロールナトリウム、Ｌ−アルファ−モ
ノミリストイルホスファチジコリン、Ｌ−アルファ−ジミリストイルホスファチジルコリ
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ン、Ｌ−アルファ−ジミリストイルホスファチジルエタノールアミン、Ｌ−アルファ−ジ
ミリストイルホスファチジルグリセロールアンモニウム、Ｌ−アルファ−ジミリストイル
ホスファチジルグリセロールナトリウム、Ｌ−アルファ−ジミリストイルホスファチジン
酸ナトリウム、Ｌ−アルファ−ジオレイルホスファチジルコリン、Ｌ−アルファ−ジオレ
オイルホスファチジルエタノールアミン、Ｌ−アルファ−ジオレオイルホスファチジルセ
リンナトリウム、Ｌ−アルファ−モノパルミトイルホスファチジルコリン、Ｌ−アルファ
−ジパルミトイルホスファチジルコリン、Ｌ−アルファ−ジパルミトイルホスファチジル
エタノールアミン、Ｌ−アルファ−ジパルミトイルホスファチジルグリセロールアンモニ
ウム、Ｌ−アルファ−ジパルミトイルホスファチジルグリセロールナトリウム、Ｌ−アル
ファ−ジパルミトイルホスファチジン酸ナトリウム、Ｌ−アルファ−ステアロイルホスフ
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ァチジルコリン、Ｌ−アルファ−ジステアロイルホスファチジルコリン、Ｌ−アルファ−
ジステアロイルホスファチジルエタノールアミン、Ｌ−アルファ−ジステアロイルホスフ
ァチジルグリセロールナトリウム、Ｌ−アルファ−ジステアロイルホスファチジルグリセ
ロールアンモニウム、Ｌ−アルファ−ジステアロイルホスファチジン酸ナトリウム、Ｌ−
アルファ−ジエルコイルホスファチジルコリン、１−パルミトイル−２−オレオイルホス
ファチジルコリン、ベータ−オレイル−ガンマ−パルミトイル−Ｌ−アルファ−ホスファ
チジルエタノールアミン、ベータ−オレイル−ガンマ−パルミトイル−Ｌ−アルファ−ホ
スファチジルグリセロールナトリウム、スフィンゴミエリン、ステアリルアミンが挙げら
れるがこれらに限定されない。
【００２８】

10

コレステロールの割合は、好ましくは１０％以上、より好ましくは３０％以上、さらに
より好ましくは５０％以上、最も好ましくは７０％以上である。
【００２９】
（一枚膜リポソームの製造に適切なマグネシウム濃度）
マグネシウムの濃度は、好ましくは１５ｍＭ〜５０ｍＭ、より好ましくは１８．８８ｍ
Ｍ〜４２．４８ｍＭ、さらにより好ましくは２８．３２ｍＭ〜３７．７６ｍＭ、最も好ま
しくは３３．０４ｍＭである。
【００３０】
（核酸分解酵素）
本発明において使用する核酸分解酵素としては、例えば、ＲＮＡ分解酵素、および、Ｄ
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ＮＡ分解酵素が挙げられるがこれらに限定されない。使用する核酸分解酵素の供給源は、
特に限定されることはない。核酸分解酵素としてＤＮａｓｅを使用する場合、使用する酵
素活性は、１００μＬのリポソーム溶液あたり、１Ｕ〜２０Ｕ、より好ましくは、５Ｕ〜
１５Ｕ、もっとも好ましくは、約１２．５Ｕである。核酸分解酵素としてＲＮａｓｅを使
用する場合、使用する酵素活性は、１００μＬのリポソーム溶液あたり、１μｇ〜２０μ
ｇ、より好ましくは、５μｇ〜１５μｇ、もっとも好ましくは、約１０μｇである。当業
者は、使用する酵素量を容易に決定することができる。
【００３１】
（使用するＤＮＡまたはＲＮＡ）
例えば、リポソームに含ませる遺伝情報がＤＮＡである場合、そのＤＮＡに、タンパク
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質のコード配列、ならびに、このコード配列に作動可能に連結された翻訳調節配列、およ
び、このコード配列に作動可能に連結された転写翻訳調節配列を含ませる。
【００３２】
翻訳調節配列としては、例えば、翻訳開始配列が挙げられるがこれらに限定されない。
必要に応じて、翻訳終止コドンを含ませてもよい。連結される翻訳調節配列は、使用する
無細胞蛋白質合成系と適合することが好ましい。例えば、Ｅ．ｃｏｌｉ由来の無細胞蛋白
質合成系を利用する場合、連結される翻訳調節配列は、好ましくは、Ｅ．ｃｏｌｉの翻訳
開始配列である。使用する翻訳調節配列と無細胞蛋白質合成系とは、必ずしも同一種由来
である必要はなく、両者が適合可能、すなわち、無細胞蛋白質合成系が翻訳調節配列から
の翻訳を開始できる限り、いかなる種由来であってもよい。
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【００３３】
転写翻訳調節配列としては、例えば、プロモーター配列が挙げられるがこれに限定され
ない。必要に応じて、エンハンサー配列、サプレッサー配列、オペレーター配列、および
、転写終結部位を含んでもよい。連結される転写翻訳調節配列は、使用するＲＮＡポリメ
ラーゼと適合することが好ましい。例えば、Ｅ．ｃｏｌｉ由来のＲＮＡポリメラーゼを利
用する場合、連結される転写翻訳調節配列は、好ましくは、Ｅ．ｃｏｌｉの転写翻訳調節
配列である。使用する転写翻訳調節配列とＲＮＡポリメラーゼとは、必ずしも同一種由来
である必要はなく、両者が適合可能、すなわち、ＲＮＡポリメラーゼが転写翻訳調節配列
からの転写を開始（あるいは、制御）できる限り、いかなる種由来であってもよい。
【００３４】
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例えば、リポソームに含ませる遺伝情報がＲＮＡである場合、そのＲＮＡに、タンパク
質のコード配列、および、このコード配列に作動可能に連結された翻訳調節配列を含ませ
る。翻訳調節配列としては、例えば、翻訳開始配列が挙げられるがこれらに限定されない
。必要に応じて、翻訳終止コドンを含ませてもよい。連結される翻訳調節配列は、使用す
る無細胞蛋白質合成系と適合することが好ましい。例えば、Ｅ．ｃｏｌｉ由来の無細胞蛋
白質合成系を利用する場合、連結される翻訳調節配列は、好ましくは、Ｅ．ｃｏｌｉの翻
訳開始配列である。使用する翻訳調節配列と無細胞蛋白質合成系とは、必ずしも同一種由
来である必要はなく、両者が適合可能、すなわち、無細胞蛋白質合成系が翻訳調節配列か
らの翻訳を開始できる限り、いかなる種由来であってもよい。
【００３５】

10

（本発明のリポソームの分子進化工学への応用）
本発明のリポソームを分子進化工学に利用することができる。
【００３６】
例えば、核酸分解酵素処理をした一枚膜リポソームを、その内部のＤＮＡまたはＲＮＡ
がタンパク質産物を生成する条件下にインキュベートし、（１）リポソーム表面の発現し
たタンパク質の存在を指標として、あるいは、（２）生成された膜タンパク質の活性を測
定し、この活性を指標として、高機能性の遺伝情報を含む一枚膜リポソームを選択（スク
リーニング）する。利用する活性は、代表的には、一枚膜リポソーム内のＤＮＡまたはＲ
ＮＡがコードするタンパク質の活性である。例えば、一枚膜リポソーム内のＤＮＡまたは
ＲＮＡがトランスポーターをコードする場合、利用する活性は、代表的には、その輸送活
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性である。トランスポーターの輸送活性を指標とする場合、例えば、そのトランスポータ
ーによってリポソーム内に輸送される物質を標識し（例えば、蛍光標識）、セルソータ（
ＦＡＣＳ：蛍光標示式細胞分取器）を用いて標識物質が蓄積したリポソームを選択する。
例えば、リポソーム内にトランスポーターが輸送するリガンドに結合する因子を封入し、
リポソーム内に輸送されたリガンドを捕獲することにより、スクリーニング／選択の感度
を向上することができる。
【００３７】
あるいは、膜タンパク質が有する酵素活性を指標としてもよい。
【００３８】
タンパク質のリン酸化や他の他のタンパク質との結合を膜タンパク質の活性の指標とし
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て検出するためには、例えば、以下の方法を用いる：ターゲットとなるタンパク質の端を
ＦＲＥＴを起こすような蛍光色素でラベルする工程；リン酸化や他のタンパク質との結合
によってコンフォメーションが変化し、ＦＲＥＴの程度が変化した場合、その蛍光変化を
指標として選択する工程。あるいは、ＧＦＰ遺伝子を例えばＴ３ＲＮＡポリメラーゼプロ
モーターの下流に配置し、同時にＴ３ＲＮＡポリメラーゼＲＮＡを用いることにより、よ
りＲＮＡ合成活性の高いＴ３ＲＮＡポリメラーゼを得ることも可能である。
【００３９】
また、タンパク質のコード配列以外の配列（例えば、プロモーター配列、エンハンサー
配列、リボソーム結合配列、翻訳開始部位などの遺伝子発現の制御に関連する配列）に変
異を導入し、選択することにより、高い活性（例えば、高いプロモーター活性、エンハン
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サー活性、翻訳活性など）を有するように配列を進化させることができる。
【００４０】
スクリーニングの結果得られた一枚膜リポソームは、その中にＤＮＡないしＲＮＡとし
て含まれる遺伝情報を単離するために使用される。遺伝情報がＤＮＡである場合、ＤＮＡ
を特異的に増幅するプライマーを用いて、ＰＣＲによって遺伝情報を増幅して、単離する
ことができる。あるいは、ＤＮＡが、宿主細胞内で自律複製するために必要な配列を含む
場合、ＤＮＡを適切な宿主細胞に導入して増幅後に単離してもよい。
【００４１】
遺伝情報がＲＮＡである場合、（１）逆転写酵素を用いて、ＲＮＡをＤＮＡに変換し、
その後、耐熱性ＤＮＡポリメラーゼ酵素を用いてＰＣＲによってＤＮＡを増幅するか、あ
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るいは、（２）耐熱性逆転写酵素を用いて、一段階で、ＲＮＡの遺伝情報を増幅してもよ
い。ＲＮＡが宿主細胞内で自律複製するために必要な配列を含む場合、ＲＮＡを適切な宿
主細胞に導入して増幅後に単離してもよい。
【００４２】
第１ラウンドのスクリーニング後に、必ずしも、遺伝情報を単離（純化）する必要はな
い。例えば、第１ラウンドのスクリーニングによって、単一クローンのＤＮＡないしＲＮ
Ａを得るのではなく、ＤＮＡないしＲＮＡの集団を取得し、その集団を出発材料として、
第２ラウンドのスクリーニングを行なってもよい。第２ラウンドのスクリーニングまたは
それ以降のラウンドのスクリーニングによって得られたＤＮＡないしＲＮＡの集団を、次
10

のラウンドのスクリーニングの出発材料としてもよい。
【００４３】
あるいは、スクリーニング後に得られたクローン（純化されたクローン）について、変
異誘発を行い、異なる複数のクローンを含む集団を作製し、次のラウンドのスクリーニン
グの出発材料としてもよい。
【実施例】
【００４４】
以下に実施例等により本発明を詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
【００４５】
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（実施例１：一枚膜リポソームの調製）
以下に記載の遠心沈降法により、一枚膜リポソームを調製した。
・１０ｍｇの脂質（ホスファチジルコリン：コレステロール＝９：１）を１００μｌクロ
ロホルムに溶解し、２ｍｌの流動パラフィンと混合した。
・８０℃で３０分インキュベーションした。
・リポソーム外液（３３３ｍＭ

グルコース、無細胞蛋白質合成系から翻訳タンパク質群

とｔＲＮＡを除いたもの）、内液（３３０ｍＭ
ｒｉｎ

Ａｌｅｘａ

スクロース、１μＭ

６４７、無細胞蛋白質合成系、４０Ｕ／μｌ

ター（Ｐｒｏｍｅｇａ）、０．４μＭ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ
ＲＮａｓｅインヒビ

リボソームＳ１サブユニット、５０ｐＭ

ＤＮＡ

を調製した。ＤＮＡとして、ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列（配列番号１：ＥｍｒＥ遺伝
子のＣ末端にｍｙｃタグおよびｈｉｓタグを含む配列）を含むＤＮＡ、または、ＧＵＳ配
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列（配列番号３：ＧＵＳ配列およびｍｙｃ配列を含むネガティブコントロール）を含むＤ
ＮＡを用いた。この条件は、各リポソームに１分子のＤＮＡが封入される条件である。使
用した無細胞蛋白質合成系の組成は、以下のとおりである：
各０．３ｍＭ

アミノ酸（アラニン、グリシン、ロイシン、イソロイシン、バリン、セリ

ン、スレオニン、プロリン、トリプトファン、フェニルアラニン、グルタミン、グルタミ
ン酸、アスパラギン、アスパラギン酸、リシン、アルギニン、ヒスチジン、メチオニン、
システイン、チロシン）、３．６μｇ／μｌ
Ｐ、１ｍＭ

ＣＴＰ、１ｍＭ

ｅｓ−ＫＯＨ

ｔＲＮＡ、２ｍＭ

ＵＴＰ、１４ｍＭ

（ｐＨ７．８）、１００ｍＭ

ジン、２０ｍＭ

ＡＴＰ、２ｍＭ

酢酸マグネシウム、５０ｍＭ

グルタミン酸カリウム、２ｍＭ

クレアチンリン酸、２ｍＭ

ＧＴ
Ｈｅｐ

スペルミ

ジチオスレイトール、１０ｎｇ／μｌ

１
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０−ホルミル−５．６．７．８．−テトラヒドロ葉酸、翻訳タンパク質群（２５００ｎＭ
ＩＦ２、７２８ｎＭ

ＩＦ３、２４７ｎＭ

ＲＦ１、４８４ｎＭ

ＲＦ２、１６８ｎＭ

ＲＦ３、４８５ｎＭ

ＲＲＦ、７２７ｎＭ

ＡｌａＲＳ、９９ｎ

Ｍ

ＩＦ１、４１１ｎＭ

ＡｒｇＲＳ、４２０ｎＭ

ｓＲＳ、１０１ｎＭ
５ｎＭ

ＡｓｎＲＳ、１２１ｎＭ

ＧｌｎＲＳ、２３２ｎＭ

ＨｉｓＲＳ、３６５ｎＭ

ｙｓＲＳ、１０９ｎＭ
、９９ｎＭ
５ｎＭ

ＩｌｅＲＳ、９９ｎＭ

ＭｅｔＲＳ、１３４ｎＭ

ＳｅｒＲＳ、８４ｎＭ

ＴｙｒＲＳ、１００ｎＭ

ＰｈｅＲＳ、１６６ｎＭ

ＮＤＫ、６２１ｎＭ

Ｃｙ

ＧｌｙＲＳ、８

ＬｅｕＲＳ、１１５ｎＭ

ＴｈｒＲＳ、１０２ｎＭ

ＶａｌＲＳ、５８８ｎＭ

ＣＫ、１３０７ｎＭ

ＡｓｐＲＳ、１００ｎＭ

ＧｌｕＲＳ、８６ｎＭ

Ｌ

ＰｒｏＲＳ

ＴｒｐＲＳ、１０１ｎＭ

ＭＴＦ、９２６ｎＭ

ＭＫ、４６

Ｐｐｉａｓｅ２、１２９０ｎＭ

Ｅ
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ＨｒｐＡ、１４４０ｎＭ

ＥＦ−Ｔｓ、５２９ｎＭ

Ｔｉｇ、

ＴｒｘＣ）。

・脂質を溶解した流動パラフィン４００μｌにリポソーム内液２０μｌを入れ、氷上に１
分置いた。
・ボルテックスミキサーの最大強度で４０秒攪拌しエマルションを調整後、氷上で１０分
置いた。
・新しいチューブにリポソーム外液１５０μｌをいれ、その上に調製したエマルションを
積層し、氷上で１０分置いた。
・１４ｋ×ｇ、４℃で３０分遠心した。
10

・チューブの底に穴を開け、底に溜まったリポソーム懸濁液８０μｌを回収した。
・リポソーム懸濁液に２μｌの５Ｕ／μｌ

ＤＮａｓｅ、または、４ｍｇ／ｍｌ

ＲＮａ

ｓｅを添加した。
・リポソーム懸濁液を３７℃で３時間インキュベーションし、タンパク質合成を行った。
・ＰＢＳ＋１％

ＢＳＡ溶液で抗体（Ａｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

４８８で標識した、抗Ｍ

ｙｃタグ抗体（マウスＩｇＧ１））を希釈し終濃度５μｇ／ｍｌになるようにリポソーム
懸濁液に加えた。（リポソーム溶液９μｌに５０ｇ／ｍｌの抗体を１μｌ加えた。）
・室温３０分放置後、抗体を顕微鏡観察で観察した（Ｅｘ：４７０〜４９０

Ｅｍ：５１

０〜５５０）。
【００４６】
その結果、ＥｍｒＥ遺伝子のＣ末端にｍｙｃタグおよびｈｉｓタグを含む配列からなる
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ポリペプチドに結合した抗体に起因するＡｌｅｘａ４８８蛍光のリポソーム膜への局在が
確認された。すなわち、上記方法によって、リポソーム内で膜タンパク質をインビトロ合
成し、膜タンパク質がリポソーム膜に組み込まれたことが確認された。
【００４７】
次に、ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列（配列番号１：ＥｍｒＥ遺伝子のＣ末端にｍｙｃ
タグおよびｈｉｓタグを含む配列）を含むＤＮＡ、または、ＧＵＳ配列（配列番号３：Ｇ
ＵＳ配列およびｍｙｃ配列を含むネガティブコントロール）を含むＤＮＡを用い、タンパ
ク質発現前と発現後のリポソームに対して、ＰＢＳ＋１％
Ａｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

ＢＳＡ溶液で希釈した抗体（

４８８で標識した、抗Ｍｙｃタグ抗体（マウスＩｇＧ１）終濃

度５μｇ／ｍｌ）を添加し（リポソーム溶液９μｌに５０ｇ／ｍｌの抗体を１μｌ添加）
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、室温で３０分放置し、セルソータにて分析した。その結果を図１に示す。縦軸はリポソ
ーム内部体積を、横軸はＡｌｅｘａ４８８の蛍光強度を示す。ＡおよびＢは、ＧＵＳ配列
を用いた結果を示し、ＣおよびＤは、ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列を用いた結果を示す
。ＡおよびＣは、３７℃でのインキュベーションにてタンパク質を発現する前のリポソー
ムの結果であり、ＢおよびＤは、３７℃で１時間インキュベーションしてタンパク質を発
現したリポソームの結果である。図１から明らかなように、各リポソームに１分子のＤＮ
Ａを封入する条件でリポソームを調製し、膜タンパク質を発現し、抗体で検出できること
が確認された。
【００４８】
（実施例２：一枚膜リポソームにて発現した膜タンパク質の機能の確認）
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リポソームに、ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列（配列番号１：ＥｍｒＥ遺伝子のＣ末端
にｍｙｃタグおよびｈｉｓタグを含む配列）を含むＤＮＡ、または、ＧＵＳ配列（配列番
号３：ＧＵＳ配列およびｍｙｃ配列を含むネガティブコントロール）を含むＤＮＡそれぞ
れ５ｎＭ、および、ＰＵＲＥ

ｓｙｓｔｅｍを内封し、３７℃２時間インキュベートしＥ

ｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓとＧＵＳ−ｍｙｃを発現させた。リポソーム調製後、外液１から
、ＥｔＢｒ

５μｇ／ｍｌを含む外液２に交換した。一分間ごとに蛍光を測定し、ＥｔＢ

ｒの取り込みを観測した。その後、同じサンプルを蛍光顕微鏡で観察した（Ｅｘ：５２０
〜５５０

Ｅｍ：５８０〜）。

【００４９】
外液１の組成（すなわち、リポソーム合成時の外液）は、以下のとおりである：ＨＥＰ

50

(15)

JP 6016011 B2 2016.10.26

ＥＳ−ＫＯＨ（ｐＨ７．６）１００ｍＭ、Ｋ−Ｇｌｕ
、酢酸マグネシウム２５ｍＭ、ＣＰ

４０ｍＭ、ＤＴＴ

、２０種類のアミノ酸各０．４ｍＭ、ＡＴＰ
、ＣＴＰ

２００ｍＭ、スペルミジン４ｍＭ
２ｍＭ、ＦＤ

８ｍＭ、ＧＴＰ

２０μｇ／ｍｌ

８ｍＭ、ＵＴＰ

４ｍＭ

４ｍＭ。

【００５０】
外液２の組成（すなわち、プロトン勾配を作るための外液）は、以下のとおりである：
Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ９．０または７．６）
スペルミジン
、ＦＤ

４ｍＭ、酢酸マグネシウム

１００ｍＭ、Ｋ−Ｇｌｕ

２５ｍＭ、ＣＰ

２０μｇ／ｍｌ、２０種類のアミノ酸

８ｍＭ、ＵＴＰ

４ｍＭ、ＣＴＰ

２００ｍＭ、

４０ｍＭ、ＤＴＴ

各０．４ｍＭ、ＡＴＰ

２ｍＭ

８ｍＭ、ＧＴＰ
10

４ｍＭ。

【００５１】
その結果を図２に示す。図２Ａは、ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列（配列番号１）を含
むＤＮＡを用いた結果を、図２Ｂは、ＧＵＳ配列（配列番号３）を含むＤＮＡを用いた結
果を示す。ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列から膜タンパク質を発現したリポソームでは、
ｐＨ依存性の蛍光強度が観察された。この結果は、リポソームにて発現した膜タンパク質
が輸送能を発揮したことを実証する結果である。
【００５２】
（実施例３：Ｍｇ濃度の検討）
リポソームに、ヘモリシン配列を含むＤＮＡ５ｎＭ、ハロタグタンパク質および、ＰＵ
ＲＥ ｓｙｓｔｅｍを内封した。この際、リポソーム内液及び外液のＭｇ濃度を１８．８

20

８、２３．６、２８．３２、３３．０４、３７．７６、４２．２８、４７．２、５１．９
２、５６．６4ｍＭの９条件でリポソーム調整を行った。リポソーム調製後、３７℃、１
６時間インキュベートし、ヘモリシンを発現させた。発現したアルファヘモリシンの機能
を測定するためにリポソーム外液にハロタグＡｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

４８８リガンド1

μＭを加え、３時間後にリポソーム内部に蓄積されたハロタグＡｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

４８８リガンドの蛍光量を測定した。その結果、３３．０４ｍＭのＭｇ濃度値で調製した
リポソームで最も多くのハロタグＡｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

４８８リガンドの蓄積がみら

れた。したがって、ヘモリシンの活性検出には、好ましくは１８．８８ｍＭ〜２３．６ｍ
Ｍ、より好ましくは２３．６ｍＭ〜２８．３２ｍＭ、最も好ましくは２８．３２〜４２．
30

４８ｍＭの条件を用いる事が良い、と判明した。
【００５３】
（実施例４：脂質成分／組成の検討−１）
実施例１で用いたＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓ配列のかわりにヘモリシンをコードする配
列（配列番号５）をトランスポーターを発現するために用いた。さらに、ヘモリシンが輸
送するリガンドであるハロタグＡｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

４８８リガンドに結合する因子

として、ハロタグタンパク質（配列番号７）を用いた。ヘモリシンは、膜にポアを作る膜
タンパク質であり、３ｋＤａよりも小さい物質を透過させる。そのため、ヘモリシンが発
現すると、リポソームにポアが生じ、その結果、脂質膜を透過できないハロタグＡｌｅｘ
ａ

Ｆｌｕｏｒ

４８８リガンドを透過させる。ポアを介して透過したハロタグＡｌｅｘ

ａ

Ｆｌｕｏｒ

４８８リガンドは、ハロタグタンパク質と結合し、その結果、リポソー

ム内に移動したハロタグＡｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

40

４８８リガンドはリポソーム内に蓄積

する。
【００５４】
リポソームを形成する脂質として、ＰＯＰＣ：Ｃｈｏｌ＝９：１の混合物、ＰＯＰＣ：
Ｃｈｏｌ＝７：３の混合物、ＰＯＰＣ：Ｃｈｏｌ＝５：５の混合物、および、ＰＯＰＣ：
Ｃｈｏｌ＝３：７の混合物を用いた。なお、ＰＯＰＣは１−パルミトイル−２−オレオイ
ルホスファチジルコリンの略称であり、Ｃｈｏｌはコレステロールの略称である。その結
果、図３に示されるように、コレステロールの比率が高くなるにつれて、ＤＮＡを含むリ
ポソームの中の膜タンパク質活性を発揮する割合が上昇した。
【００５５】
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（実施例５：脂質成分／組成の検討−２）
次に、実施例４と同様の手法で、種々の脂質を用いてリポソームを合成し、発現した膜
タンパク質の活性を比較した。結果を図４に示す。
【００５６】
図４の縦軸は、各種脂質を用いた場合の全リポソームの中のハロタグＡｌｅｘａ
ｕｏｒ

Ｆｌ

４８８リガンドを高輝度に取り込んだリポソームの割合（％）を示す。用いた脂

質は、以下のとおりである：ＥｇｇＰＣは鶏卵から精製したホスファチジルコリンの略称
であり、ＰＯＰＣは１−パルミトイル−２−オレオイルホスファチジルコリン、ＰＳは１
−パルミトイル−２−オレオイルホスフォセリン、ＰＥは１−パルミトイル−２−オレオ
イルホスフォエタノールアミン、Ｃｈｏｌはコレステロールの略称である。ＰＣ

10

ｍｉｘ

は、１−パルミトイル−２−オレオイルホスファチジルコリン：１−パルミトイル−２−
リノレオイルホスファチジルコリン：１−ステアロイル−２−オレオイルホスファチジル
コリン：１−ステアロイル−２−リノレオイルホスファチジルコリン＝１２９：６７：４
８：２４（質量比）で混ぜたものの略称であり、ＥｇｇＰＣ／ＰＳ／ＰＥはそれぞれを順
に３：１：１（質量比）、ＥｇｇＰＣ／ＰＳ／ＰＥ／Ｃｈｏｌはそれぞれを順に２：１：
１：１（質量比）、ＰＣｍｉｘ／ＰＳ／ＰＥはそれぞれを順に３：１：１（質量比）、Ｐ
Ｃｍｉｘ／ＰＳ／ＰＥ／Ｃｈｏｌはそれぞれを順に２：１：１：１（質量比）、ＰＯＰＣ
／ＰＳ／ＰＥはそれぞれを順に３：１：１（質量比）、ＰＯＰＣ／ＰＯＰＥ／ＰＯＰＳ／
20

Ｃｈｏｌはそれぞれを順に２：１：１：１（質量比）で混ぜたものの略称である。
【００５７】
これらの結果からホスファチジルコリンの種類を変える事や複数種類を混和する事、１
−パルミトイル−２−オレオイルホスフォセリン、１−パルミトイル−２−オレオイルホ
スフォエタノールアミンを混和する事がヘモリシンの活性発揮に有意に影響を与えない事
が判明した。
【００５８】
（実施例６：所望の核酸の濃縮）
野生型ヘモリシン（配列番号５）と致死変異型ヘモリシン（配列番号８）を用い、実施
例４と同様の手法を用いて、実験を行った。野生型と致死変異型との比率は、１：１２と
して、１０倍以上多くの致死変異型を用いた。３７℃で１６０分間培養し、膜タンパク質

30

を発現させ、その後、セルソーターで輸送活性を示したリポソームを選択し、リポソーム
に含まれる野生型遺伝子と変異型遺伝子との割合を決定したところ、野生型：変異型＝８
：１であった。この結果は、本発明のスクリーニング／選択によって１００倍の濃縮がさ
れたことを実証するものである。
【００５９】
例えば、所望の性質を示すリポソームを選択し、含まれるＤＮＡ（またはＲＮＡ）に変
異誘導（例えば、ランダム変異）し、その変異誘導した集団を出発材料としてセルソータ
での選択を行うこともできる。この手順を繰り返すことによって、所望の特性を有する変
異型遺伝子を濃縮することが可能である。
40

【００６０】
（実施例７：進化実験）
以下の手順を用いて、進化実験を行った。
【００６１】
１）遠心沈降法によりでリポソームを作成した。
脂質組成はＰＯＰＣ：Ｃｈｏｌ＝１：１

（ｗｔ／ｗｔ）を用いた。内液組成には、実施

例１に記載の無細胞蛋白質合成系と同様の組成（ただし、酢酸マグネシウム濃度を３３．
０４ｍＭに変更）を用いた。さらに、１００ｎＭ
Ｍ

スクロース、５ｍＭ

Ｔ７

ＲＮＡポリメラーゼ、２００ｍ

β−グルクロニダーゼ結合体化ハロペプチド、１ｍＭ

スフェリン結合体化ａｌｅｘａ

ｆｌｕｏｒ

６４７、５ｐＭ

トラン

ＤＮＡ（Ｔ７プロモータ

ー制御下にヘモリシンのＯＲＦを配置）を用いた。外液組成には、実施例１に記載の無細
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胞蛋白質合成系と同様の組成（ただし、酢酸マグネシウム濃度を３３．０４ｍＭに変更）
の小分子のみに加え、２００ｍＭ

グルコースを含む溶液を用いた。

【００６２】
２）外液交換をして外液に混入したリポソーム内液を除去した。６０００Ｇ

５分間遠

心し、上清を捨てた後に沈殿を３００ｍｌの新しいリポソーム外液で再懸濁した。
【００６３】
３）ヘモリシンタンパク質をリポソーム内部で合成し、脂質膜に呈示させた。３７℃で
１６時間インキュベートした。
【００６４】
４）ＤＮＡｓｅを加えてリポソーム外液に残るＤＮＡを分解した。４μｌのＤＮＡｓｅ

10

（ＴＡＫＡＲＡ組換えＤｎａｓｅ１）をリポソーム液に加えた。
【００６５】
５）外環境に蛍光基質を加えた。リポソーム液に新たな外液を９００

ｍｌ加え、最終

体積を１．２ｍｌにした。最終濃度２ｎＭになるようにし、ハロタグＡｌｅｘａ
ｏｒ

Ｆｌｕ

４８８リガンドを外液に加えた。継時的にフローサイトメータ―でリポソームの蛍

光強度を測定した。
【００６６】
６）蛍光基質取り込みを無蛍光の脂質二重膜透過性の拮抗阻害基質で停止した。適当な
蛍光強度が得られた時に、最終濃度２００ｎＭ

ハロタグビオチンリガンドを外液に加え
20

た。
【００６７】
７）リポソーム溶液の濃縮。６０００Ｇ

５分間遠心し、上清を捨てて沈殿を新しい外

液３００ｍｌで再懸濁した。
【００６８】
８）セルソーター（ＢＤ，

ＦＡＣＳ

Ａｒｉａ

２）で高輝度リポソームを最高輝度

値から１万個分取した。
【００６９】
９）遺伝情報を増幅した。分取したリポソーム液は簡易型のＤＮＡ精製カラム（ＱＩＡ
ＧＥＮ

ＭｉｎＥｌｕｔｅ

ＰＣＲ

Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ

Ｋｉｔ）を用いて精製

した。その後、ＰＣＲを４０サイクル行った（ＤＮＡポリメラーゼはＴＯＹＯＢＯ
Ｄ

ＦＸ

ＫＯ

30

Ｎｅｏを使用）。ＰＣＲは再度ＤＮＡ精製カラムを用いて精製した。その後、

アガロース電気泳動により、ゲルバンドを精製した（ｌｉｆｅ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ

ｓ，

Ｇｅｌを使用）。再度Ｄ

Ｅ−Ｇｅｌ

ＣｌｏｎｅＷｅｌｌ

ＳＹＢＲ

Ｓａｆｅ

ＮＡ精製カラムを用いて精製した後、再度ＰＣＲを２０サイクル行った。ＰＣＲ産物は再
度ＤＮＡ精製カラムで精製し、次のサイクルのＤＮＡストックとした。
【００７０】
結果を図５に示す。図５は、蛍光強度が２６０以上である高輝度リポソームの集団の割
合を示したグラフである。ハロタグＡｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

４８８リガンドがヘモリシ

ン活性がないネガティブコントロールのリポソームに対して吸着する蛍光値が上限で２６
０であることから、この数値以上の蛍光値を示したサンプルは、ヘモリシンによる特異的
なハロタグＡｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ

40

４８８リガンド取り込みを示したサンプルである。

【００７１】
スクリーニング／選択のサイクルを繰り返すことによって、より活性の高い遺伝子の割
合が増加したことが示された。なお、ＤＮＡを単離した後に変異導入をしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
核酸分解酵素処理をした一枚膜リポソームを用いることによって、より高効率のスクリ
ーニングが可能となり、所望の機能を有する膜タンパク質をコードする遺伝子を選択して
回収することができる。
【配列表フリーテキスト】
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【００７３】
配列番号１：ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓのヌクレオチド配列
配列番号２：ＥｍｒＥ−ｍｙｃ−ｈｉｓのアミノ酸配列
配列番号３：Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ

ｃｏｌｉ由来のＧＵＳのヌクレオチド配列

配列番号４：Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ

ｃｏｌｉ由来のＧＵＳのアミノ酸配列

配列番号５：Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ

ａｕｒｅｕｓ由来のヘモリシンをコードす

るヌクレオチド配列
配列番号６：Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ

ａｕｒｅｕｓ由来のヘモリシンのアミノ酸

配列
配列番号７：ハロタグタンパク質のアミノ酸配列
配列番号８：Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ

ａｕｒｅｕｓ由来の致死変異型ヘモリシン

をコードするヌクレオチド配列
配列番号９：Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ

ａｕｒｅｕｓ由来の致死変異型ヘモリシン

のアミノ酸配列

【図１】

【図３】

【図４】

【図２】
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