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(57)【要約】
【課題】大腸菌、酵母のタンパク質合成系等では、安定同位体を標識したタンパク質自体
が合成できない又はリフォールディングしていない状態の安定同位体を標識したタンパク
質が発現されることが多数報告されている。
【解決手段】13C標識したα‑ケトイソ吉草酸又はα‑ケト酪酸を含む培地を用いて本発明
の合成系でタンパク質を発現させたところ、他の合成系では困難であった立体構造を維持
した13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又はイソロイシンを含むタンパク質を
合成できることを新規に見出し、本発明を完成した。
【選択図】なし

(2)

JP 2013‑34475 A 2013.2.21

【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の工程を含む13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又はイソロイシンを含
むタンパク質の合成方法：
（１）ホルモンによって活性化される性質を有する転写因子をコードする遺伝子と、転写
因子発現用プロモーターとが連結されてなる転写因子発現用ＤＮＡ断片を宿主細胞に導入
する第一形質転換体を作成する工程；
（２）ＲＮＡを遺伝子とするウイルスに標的タンパク質をコードする遺伝子を挿入したウ
イルスベクターのｃＤＮＡと、該転写因子で転写誘導される転写誘導型プロモーターとが
連結されてなる目的タンパク質発現用ＤＮＡ断片を、該第一形質転換体に導入して第二形
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質転換体を作成する工程；
（３）該第二形質転換体をα‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸を含む培地で培養し
て、13C標識タンパク質を得る工程、ここで、該ホルモンは培養前及び／又は培養中に該
培地に添加されている。
【請求項２】
前記α‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸を含む培地において、α‑ケトイソ吉草
酸及びα‑ケト酪酸の濃度が、それぞれ、100mg〜1000mg/Lである請求項１の合成方法。
【請求項３】
前記α‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸を含む培地において、α‑ケトイソ吉草
酸及びα‑ケト酪酸の濃度が、それぞれ、150mg〜350mg/Lである請求項１又は２の合成方
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法。
【請求項４】
前記標的タンパク質が、分子内にジスルフィド結合を有する請求項１〜３のいずれか１
の合成法。
【請求項５】
分子内にジスルフィド結合を有するタンパク質が、以下のいずれか１から選ばれる請求
項４の合成方法。
（１）単鎖抗体
（２）分泌タンパク質
（３）膜タンパク質
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【請求項６】
前記標的タンパク質が、以下のいずれか１から選ばれる請求項１〜３のいずれか１の合
成法。
（１）ウシ膵臓トリプシン阻害薬（ＢＰＴＩ）
（２）ストマジェン（stomagen）
（３）EPF2（EPIDERMAL PATTERNING FACTOR 2）
（４）ストレプトマイセス・スブチリシン阻害剤（SSI）
（５）AFP1（alpha‑fetoprotein）
【請求項７】
前記ホルモンが、エストロジェンまたはステロイドホルモンである請求項１〜６のいず
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れか１の合成法。
【請求項８】
前記エストロジェンで活性化される性質を有する転写因子としてＬｅｘＡ−ＶＰ１６−
ｈＥＲを用い、前記転写誘導型プロモーターとしてＯＬｅｘＡ−４６を用いる請求項７の
合成法。
【請求項９】
前記ウイルスベクターが、植物ウイルス由来である請求項８の合成法。
【請求項１０】
前記宿主細胞および形質転換体が、植物体又は植物由来培養細胞である請求項１〜９の
いずれか１の合成法。
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【請求項１１】
前記ホルモンがエストロジェンであり、
前記宿主細胞がタバコＢＹ２細胞であり、
前記転写因子がＬｅｘＡ−ＶＰ１６−ｈＥＲであり、
前記転写誘導型プロモーターがＯＬｅｘＡ−４６であり、
前記ウイルスベクターがトバモウイルス属に属するウイルス由来である、ことを特徴と
する、請求項１〜１０のいずれか１の合成法。
【請求項１２】
以下を含む13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又はイソロイシンを含むタン
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パク質の合成用キット。
（１）形質転換したＢＹ２細胞
（２）α‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、立体構造が維持された13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又はイ
ソロイシンを含むタンパク質を合成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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｛核磁気共鳴（ＮＭＲ）について｝
原子レベルの解像度でのタンパク質の構造、動力学、相互作用、立体構造変化等の研究
には、ＮＭＲが使用されている。1980年代末まで、１Ｈ−ＮＭＲ実験を使用するタンパク
質の構造決定は小分子（＜１０kDa）に限定されていた。しかし、最近では、均一な１３
Ｃ及び／又は１５Ｎ標識法、並びに多次元的ＮＭＲ技法が、２０〜２５kDaの分子量も解
析することができ、特に、ＮＭＲでの大型のタンパク質及びそれらの複合体（＞２５kDa
）の構造及び動力学を研究するための、２Ｈ、１３Ｃ、および１５Ｎを使用する高性能で
安定した同位体標識法が提案されている。
【０００３】
初めての三重共鳴三次元ＮＭＲ実験の証明の試料として、大腸菌系で発現する、均一に
１３

１５

Ｃ−及び
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Ｎで二重標識したＣａ

２＋

−結合タンパク質カルモジュリン（ＣａＭ）

が使用された。それ以来、新規なＮＭＲ実験の開発と並行して、大腸菌を使用した様々な
改変改善された試料調製法が提案されている。
【０００４】
大腸菌を使用したタンパク質合成法（大腸菌合成系）は、ＮＭＲ試料調製には非常に一
般的となった。しかし、大腸菌合成系により合成できるタンパク質は制限されている。特
に、大腸菌合成系で発現する多くの真核生物タンパク質は、正確に折り畳まれず、本来の
翻訳後修飾ができない、さらには大腸菌合成系では真核生物タンパク質自体が合成できな
いという問題があった。
【０００５】
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（タバコＢＹ−２懸濁液培養細胞）
タバコＢＹ−２懸濁液培養細胞は、基礎および応用植物科学で使用される最も人気があ
る植物細胞系の一つである。タバコＢＹ−２懸濁液培養細胞の特性は、幅広く活用されて
おり、ＮＭＲ試料の調製に適している。ＢＹ−２用Linsmaier‑Skoog培地は調製が容易で
あり、動物細胞および無細胞抽出物に使用される培地よりもはるかに経済的である。
しかし、タバコＢＹ−２を使用する既知のタンパク質発現方法は、タンパク質の生産性
に関して重大な問題があった。タバコＢＹ−２細胞によって得られる外来タンパク質の発
現レベルは低く、ＮＭＲ試料への使用は制限されている。
【０００６】
本発明者の１人である森正之博士らは、ウイルスベクターを使用することによって、懸
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濁液培養ＢＹ−２細胞のタンパク質の生産性を著しく改善することに成功した（参照：非
特許文献１）。この改善したタンパク質合成系では、煩雑なウイルス接種手順は不要であ
る。エストラジオールを該系に添加することで、効率良くウイルスＲＮＡの蓄積が誘導さ
れる。さらに、該誘導に続いて、タバコＢＹ−２懸濁液培養細胞で組換えタンパク質が効
率良く大量に合成される（参照：特許文献１〜４）。
【０００７】
また、本発明者らは、上記タバコＢＹ−２懸濁液培養細胞を使用したタンパク質合成系
を用いて15Ｎ標識タンパク質を合成できたことを報告している（参照：非特許文献２）。
しかし、該文献は、「13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又はイソロイシン
を含むタンパク質を合成する方法」の開示又は示唆がない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１−８３２３２
【特許文献２】特開２００５−２４５２２８
【特許文献３】ＷＯ２００８／１３６２５３
【特許文献４】特開２００５−２３７３０１
【特許文献５】特開２００５−１０２６５２
【０００９】
【非特許文献１】Dohi K. et al(2006) Arch Virol 151:1075‑1084
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【非特許文献２】Ohki S. etal(2008) J Biomol NMR 42:271‑277
【非特許文献３】Amy M. etal(2010) J Biomol NMR 46:75‑87
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
多数のタンパク質合成系が開発されているが、ＮＭＲ試料を調製する普遍的方法は、現
在まで確立されていない。また、大腸菌、酵母のタンパク質合成系等では、安定同位体を
標識したタンパク質自体が合成できない又はリフォールディングしていない状態の（正し
い立体構造を維持していない）安定同位体を標識したタンパク質が発現されることが多数
報告されている。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、上記課題を解決するために、13C標識したα‑ケトイソ吉草酸又はα‑ケ
ト酪酸を含む培地を用いて本発明の合成系でタンパク質を発現させたところ、他の合成系
では困難であった立体構造を維持した13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又は
イソロイシンを含むタンパク質を合成できることを新規に見出し、本発明を完成した。
【００１２】
すなわち、本発明は以下の通りである。
「１．以下の工程を含む13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又はイソロイシン
を含むタンパク質の合成方法：
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（１）ホルモンによって活性化される性質を有する転写因子をコードする遺伝子と、転写
因子発現用プロモーターとが連結されてなる転写因子発現用ＤＮＡ断片を宿主細胞に導入
する第一形質転換体を作成する工程；
（２）ＲＮＡを遺伝子とするウイルスに標的タンパク質をコードする遺伝子を挿入したウ
イルスベクターのｃＤＮＡと、該転写因子で転写誘導される転写誘導型プロモーターとが
連結されてなる目的タンパク質発現用ＤＮＡ断片を、該第一形質転換体に導入して第二形
質転換体を作成する工程；
（３）該第二形質転換体をα‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸を含む培地で培養し
て、13C標識タンパク質を得る工程、ここで、該ホルモンは培養前及び／又は培養中に該
培地に添加されている。
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２．前記α‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸を含む培地において、α‑ケトイソ
吉草酸及びα‑ケト酪酸の濃度が、それぞれ、100mg〜1000mg/Lである前項１の合成方法。
３．前記α‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸を含む培地において、α‑ケトイソ
吉草酸及びα‑ケト酪酸の濃度が、それぞれ、150mg〜350mg/Lである前項１又は２の合成
方法。
４．前記標的タンパク質が、分子内にジスルフィド結合を有する前項１〜３のいずれか
１の合成法。
５．分子内にジスルフィド結合を有するタンパク質が、以下のいずれか１から選ばれる
前項４の合成方法。
（１）単鎖抗体
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（２）分泌タンパク質
（３）膜タンパク質
６．前記標的タンパク質が、以下のいずれか１から選ばれる前項１〜３のいずれか１の
合成法。
（１）ウシ膵臓トリプシン阻害薬（ＢＰＴＩ）
（２）ストマジェン（stomagen）
（３）EPF2（EPIDERMAL PATTERNING FACTOR 2）
（４）ストレプトマイセス・スブチリシン阻害剤（SSI）
（５）AFP1（alpha‑fetoprotein）
７．前記ホルモンが、エストロジェンまたはステロイドホルモンである前項１〜６のい

20

ずれか１の合成法。
８．前記エストロジェンで活性化される性質を有する転写因子としてＬｅｘＡ−ＶＰ１
６−ｈＥＲを用い、上記転写誘導型プロモーターとしてＯＬｅｘＡ−４６を用いる前項７
の合成法。
９．前記ウイルスベクターが、植物ウイルス由来である前項８の合成法。
１０．前記宿主細胞および形質転換体が、植物体又は植物由来培養細胞である前項１〜
９のいずれか１の合成法。
１１．前記ホルモンがエストロジェンであり、
前記宿主細胞がタバコＢＹ２細胞であり、
前記転写因子がＬｅｘＡ−ＶＰ１６−ｈＥＲであり、
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前記転写誘導型プロモーターがＯＬｅｘＡ−４６であり、
前記ウイルスベクターがトバモウイルス属に属するウイルス由来である、ことを特徴と
する、前項１〜１０のいずれか１の合成法。
１２．以下を含む13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又はイソロイシンを含
むタンパク質の合成用キット。
（１）形質転換したＢＹ２細胞
（２）α‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸」
【発明の効果】
【００１３】
本発明の13C標識タンパク質合成法では、他の合成系では困難であった立体構造を維持

40

したタンパク質を合成することができ、さらにバリン、ロイシン、イソロイシンのメチル
基を明瞭に13C標識することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明のタンパク質の合成系の概要
【図２】（a）転写因子発現用ＤＮＡの一例、（b）目的タンパク質発現用ＤＮＡ断片の一
例
【図３】培地に添加される13C標識α‑ケトイソ吉草酸又はα‑ケト酪酸並びに生成される1
3

C標識アミノ酸

【図４】均一13C標識したＢＰＴＩのＮＭＲスペクトル
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【図５】13Cメチル基標識したバリン及びロイシンを含むＢＰＴＩのＮＭＲスペクトル
【図６】13Cメチル基標識したイソロイシンを含むＢＰＴＩのＮＭＲスペクトル
【図７】各αケトイソ吉草酸又はαケト酪酸濃度で合成したＢＰＴＩの合成量、なお「Co
n」は13C標識したα‑ケトイソ吉草酸又はα‑ケト酪酸を含まない培地で合成したＢＰＴＩ
の合成量
【発明を実施するための形態】
【００１５】
（本発明のタンパク質合成系）
本発明の13C標識タンパク質を合成する方法で使用するタンパク質合成系は、特許文献
１〜５及び非特許文献１、２に記載の合成系を利用することができる。また、図１のタン
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パク質の合成系の概要図を参照することができる。
本合成系の一例について下記で具体的に説明する。
【００１６】
（Ａ）13C標識タンパク質生産用形質転換体の生産方法
本発明に係る13C標識タンパク質生産用第一形質転換体の生産方法は、（１）ホルモン
によって活性化される性質を有する転写因子をコードする遺伝子と転写因子発現用プロモ
ーターとが連結されてなる転写因子発現用ＤＮＡ断片を細胞に導入する第一形質転換体作
成工程と、必要に応じて（２）該第一形質転換体の中から該転写因子を発現する形質転換
体を選抜する選抜工程と、（３）ＲＮＡを遺伝子とするウイルスに目的タンパク質をコー
ドする遺伝子を挿入したウイルスベクターのｃＤＮＡと、該転写因子で転写誘導される転
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写誘導型プロモーターとが連結されてなる目的タンパク質発現用ＤＮＡ断片を、第一形質
転換体に導入して第二形質転換体を作成する工程と、を含む。以下、工程ごとに説明する
。
【００１７】
（Ａ−１）第一形質転換体作成工程
第一形質転換体作成工程は、ホルモンによって活性化される性質を有する転写因子をコ
ードする遺伝子と、該転写因子の発現を担うプロモーター（転写因子発現用プロモーター
）とを連結して構築したＤＮＡ断片（転写因子発現用ＤＮＡ断片）を、適当な宿主細胞に
導入する工程である。
該工程によって、後述するウイルスベクター発現用プロモーターの転写誘導を行なう転
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写因子を安定的に高発現する形質転換体（細胞）の生産（作出）を行なう。すなわち宿主
細胞の転写因子の発現に最適な染色体上の位置に、該転写因子をコードする遺伝子が組み
込まれた形質転換体（細胞）を生産（作出）する工程である。
【００１８】
＜転写因子発現用ＤＮＡ断片＞
転写因子発現用ＤＮＡ断片は、転写因子発現用プロモーターの下流に転写因子をコード
する遺伝子が連結されている。また、該遺伝子の他、ベクター配列、ターミネーター、薬
剤耐性マーカー等のＤＮＡセグメントが含まれていてもよい。かかる転写因子発現用ＤＮ
Ａ断片の構築方法は、通常の遺伝子工学的手法を用いて行なえばよい。
【００１９】
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なお、転写因子発現用プロモーターは、転写因子を発現することが可能なものであれば
特に限定されるものではなく、また恒常的にプロモーター活性を有するもの（以下、恒常
的プロモーターと称する）であってもよいし、さらに転写因子によってプロモーター活性
が誘導されるものであってもよい。ただし、転写因子の発現をさらに別の転写因子で制御
することは、目的タンパク質の発現系自体が複雑化すること、コスト面で不利等の理由に
より、上記転写発現用プロモーターとしては、恒常的プロモーターの方がより好ましいと
いえる。恒常的プロモーターの例としては、カリフラワーモザイクウイルス３５Ｓプロモ
ーター、ＰＧ１０−９０（Ishige, F., Takaichi, M., Foster, R.,Chua, N. H. and Oed
a, K.(1999)A G‑box motif(GCCACGTGCC) tetramer confers high‑level constitutive ex
pressionin dicot and monocot plants. Plant J. 20, 127‑133. 参照）、ユビキチンプ
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ロモーター、アクチンプロモーター等が挙げられる。
【００２０】
一方、使用する転写因子は、ホルモンによって活性化される性質を有する転写因子であ
って、後述する第二形質転換体作成工程において導入する目的タンパク質発現用ＤＮＡ断
片中に含まれるプロモーターを転写誘導するものであれば特に限定されない。転写因子を
活性化するホルモンとしては、エストロジェン（好ましくはエストラジオール、より好ま
しくはβエストラジオール）、ステロイドホルモン、エクジソン等が挙げられる。かかる
転写因子は、ホルモンが存在しない状態においては不活性型でありプロモーターの転写誘
導を行なうことができないが、ホルモンが存在することによって活性型に変化しプロモー
ターの転写誘導を行なうことができる。この性質を利用すれば目的タンパク質の生産をよ
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り綿密に制御できるため、より安全に目的タンパク質の生産を行なうことができるといえ
る。すなわち、目的タンパク質生産を行なう必要がないとき、あるいは目的タンパク質生
産を行なってはいけないときには、合成系にホルモンを添加しなければよい。
【００２１】
ホルモンによって活性化される性質を有する転写因子、および該転写因子によって転写
誘導されるプロモーターの組み合わせとしては、例えば、ステロイドホルモンで活性化さ
れる転写因子であるＧＶＧと該転写因子によって転写誘導されるプロモーターである６ｘ
ＵＡＳｇａｌ４の組み合わせ、エストロジェンで活性化される転写因子ＬｅｘＡ−ＶＰ１
６−ｈＥＲと該転写因子によって転写誘導可能なプロモーターであるＯＬｅｘＡ−４６（
Zuo J, Niu QW, Chua NH. "An estrogen receptor‑basedtransactivator XVE mediates h
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ighly inducible gene exprssion in transgenicplants." Plant J.2000, 24: 265‑273
参照）の組み合わせ、エクジソンで活性化される転写因子であるエクジソンレセプターGR
Act and DBDとヘルペスウイルストランスアクチベーションドメインHecR LBDのキメラタ
ンパク質と該転写因子によって転写誘導可能なプロモーターＧＲＥの組み合わせ等が挙げ
られる。ただし、宿主として植物体および植物細胞を利用する場合においては、活性化に
用いるホルモンによる宿主への悪影響が少ないという理由からエストロジェンで活性化さ
れる転写因子ＬｅｘＡ−ＶＰ１６−ｈＥＲと該転写因子によって転写誘導可能なプロモー
ターであるＯＬｅｘＡ−４６の組み合わせが好ましい。
【００２２】
図２（ａ）に転写因子発現用ＤＮＡの一例を示す。図２（ａ）は、形質転換用ベクター
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であるＴｉプラスミドｐＥＲ８（−Ｓｔｕ）の一部分を示している。同図中左から転写因
子発現用の恒常的プロモーターＰＧ１０−９０、その下流にエストロジェンレセプターを
含む融合転写因子ＬｅｘＡ−ＶＰ１６−ｈＥＲ、その３'末端にターミネーター配列ＴＥ
ｒ

９、またその下流に薬剤耐性マーカーとしてハイグロマイシン耐性遺伝子Ｈｙｇ

がある

。
【００２３】
＜転写因子発現用ＤＮＡ断片を導入する宿主細胞およびＤＮＡ断片導入方法＞
上記転写因子発現用ＤＮＡ断片が導入される宿主細胞は特に限定されるものではなく、
動物由来細胞であっても植物由来細胞であってもよい。ただし、植物由来細胞は、動物由
来細胞に比して、増殖速度が速くコンタミネーションのリスクが少ない点、培地作成費用
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が非常に安価であるという点において、植物由来細胞がより好ましい。なお、動物由来細
胞および植物由来細胞とは、細胞、組織、並びに器官も含む意味である。特に液体培地等
で培養可能な細胞（培養細胞）が好ましい。
【００２４】
また由来となる動物としては、特に限定されるものでないが、ヒト、サル、イヌ、ヒツ
ジ、ヤギ、ウサギ、マウス、ラット、モルモット、チャイニーズハムスター、ウシ、ウマ
、ブタ、メダカやゼブラフィッシュ等の魚類、カイコ、夜蛾（Spodoptera frugiperda）
等が挙げられる。一方由来となる植物としては、特に限定されるものではないが、イネ、
シロイナズナ、オオムギ、コムギ、タバコ、トマト、キュウリ、ダイズ、ジャガイモ、ト
ウモロコシ、ニチニチソウ、シロイヌナズナ、アルファルファが挙げられる。その他、枯
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草菌や乳酸菌などの菌類、酵母など単細胞生物が宿主細胞として利用できる。
【００２５】
また動物由来細胞の例としては特に限定されるものではないが、ＨｅＬａ細胞、ＣＨＯ
細胞、メラノーマ細胞、マウス３Ｔ３細胞が挙げられる。また植物由来細胞の例としては
、タバコＢＹ２細胞、ジャガイモ由来、イネ由来、サツマイモ由来、ダイズ由来、パセリ
由来、シロイヌナズナ由来、コムギ由来、トウモロコシ由来細胞、ニチニチソウ由来細胞
が挙げられる。
【００２６】
後述する実施例において、タバコＢＹ２細胞を宿主として用いている。タバコＢＹ２細
胞(Toshiyuki nagata, Yasuyuki Nemoto, and Seiichiro Hasezawa"Tobacco BY‑2 Cell L
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ine as the "Hela" Cell in the Cell Biologyof Higher Plants" International Review
of cytology, vol.132, p.p. 1‑30(1992) 、およびhttp://www.riken.go.jp/r‑world/in
fo/release/press/2003/030620/ 参照)は、植物培養細胞株としては、世界中で最も広く
用いられているものであり、最も増殖速度が速いこと、遺伝子操作が容易なこと、大量培
養を容易に行うことができるという理由から好ましい。
【００２７】
また、転写因子発現用ＤＮＡ断片を宿主細胞へ導入する形質転換方法は特に限定される
ものではなく、宿主細胞の種類に応じた適切な形質転換方法を用いればよい。例えば、特
別なベクター配列を有しないＤＮＡ断片を導入する場合には、エレクトロポレーション法
、パーティクルガン法、リン酸カルシウム法等を用いることができる。また植物由来細胞

20

への一般的な形質転換法としては、アグロバクテリウムを用いた形質転換法（アグロバク
テリウム法）を挙げることができ、本発明でもアグロバクテリウム法を好適に用いること
ができる。ただしアグロバクテリウム法を用いて形質転換する場合には、本発明にかかる
ＤＮＡ断片を含むＴｉプラスミドを構築する必要がある。またその他プロトプラスト／ス
フェロプラスト法、リン酸カルシウム法、リポソーム法、ＤＥＡＥデキストラン法等の従
来公知の方法を好適に用いることができる。
【００２８】
転写因子発現用ＤＮＡ断片は、宿主細胞のゲノムに組み込まれることが好ましい。転写
因子発現用ＤＮＡ断片がゲノムに組み込まれることにより、細胞分裂後の娘細胞にもベク
ターの構成に含まれる遺伝子を確実に伝達することが可能となり、転写因子（タンパク質
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）の生産効率を維持することが可能となるからである。ゲノムは染色体（核ゲノム）に限
定されるものではなく、ミトコンドリアゲノムや葉緑体ゲノムも含まれる。
【００２９】
また、転写因子発現用ＤＮＡ断片が宿主細胞に導入されたか否かを確認する方法は、特
に限定されるものではなく、公知の各種の方法を用いることができる。具体的には、各種
マーカーを用いればよい。例えば、宿主細胞中で欠失している遺伝子をマーカーとして用
い、このマーカーと組み換え植物ウイルス遺伝子とを含むプラスミド等を発現ベクターと
して宿主細胞に導入する。これによってマーカー遺伝子の発現から本発明の遺伝子の導入
を確認することができる。例えば、薬剤耐性マーカー（ハイグロマイシン耐性遺伝子、Ｈ
ｙｇｒ）を用いれば、ハイグロマイシンを含有する培地中で、形質転換候補株を培養する
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ことにより、生育してきた細胞株を形質転換体として選抜することが可能となる。
その他のマーカーとしては、ビアラホス耐性マーカー、カナマイシン耐性マーカー等が
植物細胞の選抜に有効であり、ピューロマイシン耐性マーカー、ブレオマイシン耐性マー
カー、ＸＧＰＲＴ遺伝子、ＤＨＦＲ遺伝子、チミジンキナーゼ遺伝子等が動物細胞の選抜
には有効である。
【００３０】
（Ａ−２）選抜工程
本形質転換体の生産方法において、必要に応じて、選抜工程を行う。該選抜工程では、
上記第一形質転換体（細胞）の中から前記転写因子を安定的に高発現する形質転換体（細
胞）の選抜を行なう。すなわち転写因子の発現に最適な宿主細胞の染色体上の位置に、該
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転写因子をコードする遺伝子が組み込まれた形質転換体（細胞）を選抜（スクリーニング
）する工程である。
当該選抜工程における具体的選抜方法は上記第一形質転換工程で得られた形質転換体（
細胞）の中から目的とする転写因子を安定的に高発現する形質転換体を選抜する方法であ
れば特に限定されるものではない。
【００３１】
（Ａ−３）第二形質転換体作成工程
第二形質転換工程は、第一形質転換体、好ましくは、上記選抜工程で得られた転写因子
を高発現する形質転換体（細胞）｛以下、転写因子高発現形質転換体（細胞）と称する｝
に、ＲＮＡを遺伝子とするウイルスに目的タンパク質をコードする遺伝子を挿入したウイ
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ルスベクターのｃＤＮＡと、上記転写因子高発現形質転換体が発現する転写因子で転写誘
導される転写誘導型プロモーターとが連結されてなる発現用ＤＮＡ断片を導入する工程で
ある。あらかじめ選抜された、転写因子を高発現する形質転換体に、目的タンパク質をコ
ードする遺伝子が挿入されたウイルスベクターのｃＤＮＡを導入することにより、目的タ
ンパク質を高生産する形質転換体（細胞）を生産することができる。
【００３２】
＜目的タンパク質発現用ＤＮＡ断片＞
目的タンパク質発現用ＤＮＡ断片は、形質転換体（細胞）に目的タンパク質を生産させ
るために使用するＤＮＡ断片であり、少なくともＲＮＡを遺伝子とするウイルスに目的タ
ンパク質をコードする遺伝子を挿入したウイルスベクターのｃＤＮＡと、上記転写因子高
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発現形質転換体（細胞）が発現する転写因子で転写誘導される転写誘導型プロモーターと
、を含む。
【００３３】
＜ウイルスベクター＞
ウイルスベクターとしては、ＲＮＡを遺伝子とするウイルス由来のウイルスベクターで
あれば特に限定されるものではなく、二本鎖ＲＮＡウイルス、一本鎖マイナス鎖ＲＮＡウ
イルス、一本鎖プラス鎖ＲＮＡウイルス由来のウイルスベクターを用いることができる。
中でも細胞内でｃＤＮＡから転写されたＲＮＡ自体がｍＲＮＡとして機能するという理由
から、一本鎖プラス鎖ＲＮＡを遺伝子とするウイルス由来のウイルスベクターであること
が特に好ましい。
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【００３４】
また、ウイルスベクターは植物ウイルス由来のウイルスベクターに限定されるものでは
なく、動物ウイルス、ファージを含むあらゆるＲＮＡウイルス由来のウイルスベクターを
用いることが可能である。例えば、ポティ属（Potyvirus属）ウイルス、ククモウイルス
属（Cucumovirus属）ウイルス(例えばキュウリモザイクウイルス（ＣＭＶ）)、ポテック
スウイルス属（Potexvirus属）ウイルス（例えばジャガイモＸウイルス(ＰＶＸ)）、トン
ブスウイルス属（Tombusvirus属）ウイルス(例えばトマトブッシースタントウイルス（Ｔ
ＢＳＶ）、Cymbidiumu ringspot virus （ＣｙｍＲＳＶ）)、カルモウイルス属（Carmovi
rus属）ウイルス(例えば、Turnip crinkle virus （ＴＣＶ）)、トバモウイルス属（Toba
movirus属）ウイルス（例えば、タバコモザイクウイルス（ＴＭＶ）、トマトモザイクウ
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イルス（ＴｏＭＶ））が挙げられる。
【００３５】
また、上記ウイルスベクターのｃＤＮＡの３'末端には、リボザイム配列が結合してい
ることが好ましい。形質転換体の細胞内でｃＤＮＡから転写されるウイルスＲＮＡの３'
末端に付加されウイルスの複製能力低下の原因となるターミネーター由来の配列やポリＡ
配列を切断することができるからである。その結果ウイルスの複製能力の低下を防止する
ことができ、目的タンパク質の高生産が可能となる。結合されるリボザイム配列は、上記
３'末端に付加された余分な配列を切断できるものであればよく、特に限定されるもので
はない。例えば、肝炎デルタウイルスのリボザイム配列（GenBank accession No. X77627
他）またはサテライトタバコリングスポットウイルスのリボザイム配列（GenBank access
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ion No. M17439）を用いることができる。
【００３６】
図２（ｂ）に目的タンパク質発現用ＤＮＡ断片の一例を示す。図２（ｂ）は、形質転換
用ベクターであるＴｉプラスミドｐＢＩＣＥＲ８−ＴｏＭＶ−ＣＯ．３−ＴＰ−Ｈｉｓ−
ＳＲＺの一部分を示している。同図中左からエストロジェンによって活性化される融合転
写因子ＬｅｘＡ−ＶＰ１６−ｈＥＲによって転写誘導されるプロモーターＯＬｅｘＡ−４
６、その下流に目的タンパク遺伝子（以下、ＴＰ遺伝子と称する）を組み込んだトマトモ
ザイクウイルスベクターＴｏＭＶ−ＴＰｃＤＮＡ、その３'末端にサテライトタバコリン
グスポットウイルスリボザイム配列Ｓ−Ｒｚ、さらに３５Ｓターミネーター配列３５ＳＴ
、またその下流に薬剤耐性マーカーとしてカナマイシン耐性遺伝子Ｋａｎｒがある。
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【００３７】
本形質転換体（細胞）の生産方法の特に好ましい実施形態としては、
宿主細胞がタバコＢＹ２細胞であり、
転写因子がＬｅｘＡ−ＶＰ１６−ｈＥＲであり、
転写誘導型プロモーターがＯＬｅｘＡ−４６であり、
ウイルスベクターがトバモウイルス属に属するウイルス由来であり、
ウイルスベクターがウイルスの移行タンパク質をコードする遺伝子が削除されており、
ウイルスの外被タンパク質の開始コドンが無効化されており、かつ、目的タンパク質を
コードする遺伝子が、ウイルスの外被タンパク質をコードする遺伝子に置換されて挿入さ
れているウイルスベクターであり、
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ウイルスベクターのｃＤＮＡの３'末端に、リボザイム配列が結合しており、かつ
転写因子発現用ＤＮＡ断片、および目的タンパク質発現用ＤＮＡ断片が、アグロバクテ
リウム法により導入される、
ことである。この実施形態によれば、目的タンパク質を、天然物中と同様の活性を維持
しつつ、効率的に生産することが可能である。
【００３８】
（Ｂ）13C標識タンパク質生産用形質転換体を用いた13C標識タンパク質の合成方法
本発明の13C標識タンパク質の合成方法は、上記第二形質転換体をα‑ケトイソ吉草酸及
び／又はα‑ケト酪酸を含む培地で培養して、13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び
／又はイソロイシンを含むタンパク質を得ることを特徴としている。
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また、本発明の

C標識タンパク質の合成方法は、好ましくは、目的タンパク質をコー

ドする遺伝子が導入された第二形質転換体から目的タンパク質を回収することにより行な
う。
しかしながら、宿主細胞（植物細胞）の中の全てのタンパク質がαケトイソ吉草酸とα
ケト酪酸でメチル基標識されている。よって、目的タンパク質を大量発現しなくても、形
質転換されていない細胞自体からタンパク質を精製することも可能である。
加えて、目的タンパク質を大量に取得するためには、該形質転換体の数を培養・栽培・
育成等によって増加させ、該増加させた第二形質転換体から目的タンパク質を回収するこ
とにより行なうことが好ましい。
第二形質転換体の培養・栽培・育成条件等は、α‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪
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酸を含む培地を使用する限りは特に限定されるものではなく、該形質転換体に好適な条件
を適宜選択して用いればよい。
植物由来培養細胞を培養する際の培地としては特に限定されるものではないが、無機塩
類、炭素源、ビタミン類、アミノ酸が加えられている場合がある。さらに、ココナツミル
クや酵母エキスを加えて成長を促進させる場合がある。その他、オーキシンとサイトカイ
ニン、ジベレリン、アブシジン酸、エチレン等の植物ホルモンを添加する場合がある。ま
た培養条件であるが、光、温度、通気の有無等を培養する細胞に応じて最適なものを採用
すればよい。
【００３９】
例えば、タバコＢＹ２細胞を培養条件の一例としては、５０〜１０００ｍｇ／ｌα‑ケ
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トイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸、３７０ｍｇ／ｌリン酸二水素カリウム、１ｍｇ／
ｌチアミン塩酸、３％スクロース、０．２ｍｇ／ｌ２，４−Ｄを含むＭＳ培地を用い、暗
所、２６℃、１３５回転／分で旋回振盪培養後、１／１００量を一週間ごとに継代するこ
とが挙げられる。
本発明者らは、実施例３により、αケト酪酸又はαケトイソ吉草酸の培地中の最適な濃
度を確認している。本発明のαケト酪酸又はαケトイソ吉草酸の培地中の最適な濃度は、
大腸菌のタンパク質合成系で使用する濃度と比較して、非常に高い。
培地中のα‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸は、50〜1000mg/Lであり、好ましく
は100〜800mg/Lであり、より好ましくは150〜350mg/Lであり、最も好ましくは約250mg/mL
である。

10

【００４０】
加えて、本形質転換体の種類としては特に限定されるものではなく、植物・動物の個体
であっても、植物・動物由来培養細胞であってもよい。ただし、迅速に大量に目的タンパ
ク質を生産するためには、形質転換体は培養可能な細胞（培養細胞）であることが好まし
い。さらには、細胞の取り扱いのしやすさ・培地が安価である等の理由から、植物由来培
養細胞であることが好ましい。上記植物由来培養細胞としては、例えばタバコ由来ＢＹ２
細胞が挙げられる。
【００４１】
（目的タンパク質）
本発明の13C標識タンパク質の合成方法において、合成する目的タンパク質は特に限定
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されないが、好ましくは、他のタンパク質合成系（特に、大腸菌合成系、酵母合成系）で
は、合成できないタンパク質又は正しくリフォールディングできない（正しい立体構造を
維持できない）タンパク質を対象とする。
例えば、分子内にジスルフィド結合を有するタンパク質、特に単鎖抗体、分泌タンパク
質、膜タンパク質が挙げられる。
より詳しくは、ウシ膵臓トリプシン阻害薬（ＢＰＴ１）、ストマジェン（stomagen）、
EPF2（EPIDERMAL PATTERNING FACTOR 2）、ストレプトマイセス・スブチリシン阻害剤（S
SI）、AFP1（alpha‑fetoprotein）等が挙げられる。これらのタンパク質は、他のタンパ
ク質合成系（特に、大腸菌系、酵母系）では合成できない又はリフォールディングできな
いタンパク質である。
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【００４２】
（目的タンパク質の収率向上）
本発明では、目的タンパク質の収率向上及び標識率向上のために、糖類（例えば、シュ
ークロース，グルコース，フルクトース）並びにアミノ酸、アミノ酸代謝に関与する酵素
を阻害する化合物を添加することができる。
【００４３】
（ＮＭＲ測定）
上記本発明の13C標識タンパク質の合成方法で得られた13C標識タンパク質は、ＮＭＲ測
定法により、タンパク質全体の情報から、13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／
又はイソロイシンの情報だけを抽出して観測することができる。
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ここで用いられるＮＭＲ測定法としては、ＮＭＲに用いられ得る方法であれば溶液、固
体にかかわらず如何なる方法も用いることができる。具体的には、同種核多次元ＮＭＲ測
定法または異種核多次元ＮＭＲ測定法のいずれでもよく、例えば溶液同種核多次元ＮＭＲ
測定法としては、COSY、TOCSY、NOESY、ROESY等が挙げられ、異種核多次元ＮＭＲ測定法
としては、HSQC、HMQC、CH‑COSY、CBCANH、CBCA(CO)NH、HNCO等が挙げられるが特に限定
されない。
【００４４】
（13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又はイソロイシンを含むタンパク質の合
成用キット）
本発明の13Cメチル基標識したバリン、ロイシン及び／又はイソロイシンを含むタンパ
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ク質の合成用キットは、少なくとも以下を含む。
（１）形質転換したＢＹ２細胞
（２）α‑ケトイソ吉草酸及び／又はα‑ケト酪酸
【００４５】
以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例によ
り限定されるものではない。
【実施例１】
【００４６】
（13C標識タンパク質の合成）
以下の方法及び材料により、目的タンパク質である13C標識ＢＰＴＩを合成した。詳細

10

は、以下の通りである。
【００４７】
１．Ｔｉプラスミドの構築
３個のジスルフィド結合を含むＢＰＴＩを目的タンパク質とした。ＢＰＴＩには、ＥＲ
標的シグナル配列の１つである１９のアミノ酸配列（Ｌｙｓ−Ｔｈｒ−Ａｓｎ−Ｌｅｕ−
Ｐｈｅ−Ｌｅｕ−Ｐｈｅ−Ｌｅｕ−Ｉｌｅ−Ｐｈｅ−Ｓｅｒ−Ｌｅｕ−Ｌｅｕ−Ｌｅｕ−
Ｓｅｒ−Ｌｅｕ−Ｓｅｒ−Ｓｅｒ−Ａｌａ）、Ｈｉｓ６配列、続いて因子Ｘａ消化配列を
Ｎ末端に結合させた。
ｐＢＩＣＥＲ８−ＴｏＭＶｅｒＧ３（ＳＦ３）ＳｒｚをベースとするＴｉプラスミドに
、ＢＰＴＩをコードするＤＮＡフラグメントを挿入した｛参照：Dohi K. et al (2006) A
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rch Virol 151:1075‑1084｝。
【００４８】
２．ＢＹ−２細胞に使用した培養条件
窒素源として未標識ＫＮＯ３および未標識ＮＨ４ＮＯ３を含む改変Linsmaier‑Skoog培
地｛参照：Nagata T. et al（1992）Int Rev Cytol132:1‑30｝中、暗所２６℃、１３５rp
mで継続的に振盪しながら、タバコＢＹ−２懸濁液培養細胞を増殖させた。該細胞は、７
日毎に１：１００に希釈し新鮮培地で継代培養し維持した。
【００４９】
３．ＢＹ−２細胞の形質転換
Ｔｉプラスミドを含むアグロバクテリウムツメファシエンス（Agrobacterium tumefaci
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ens）株ＬＢＡ４４０４を使用することによって、ＢＹ−２細胞を形質転換した。１００m
g／Ｌカナマイシンと５００mg／Ｌカルベニシリンを含む寒天培地で遺伝子導入したＢＹ
−２系統を選択した。一次スクリーニング中、６ウェル培養プレート内の３mLの液体培地
で懸濁培養細胞を増殖し、次いで１３５rpmで継続的に振盪させた１００mLフラスコ内の
３０mLの液体培地に移した。２〜３週間の初期培養後、抗生物質を加えずに懸濁液細胞を
維持した。
【００５０】
４．13C標識タンパク質の合成
13

C標識されているメチル基を含むバリン及びロイシンを含むＢＰＴＩ（参照：図３）

を合成するために、安定同位体標識した濃度250mg／Ｌのα‑ケトイソ吉草酸を上記培地に
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溶解した。
13

C標識されているメチル基を含むイソロイシンを含むＢＰＴＩ（参照：図３）を合成

するために、安定同位体標識した濃度250mg／Ｌのα‑ケト酪酸を上記培地に溶解した。
なお、コントロールとして、均一13C標識されているＢＰＴＩを合成するために、安定
同位体標識した濃度3000mg／Ｌの１３Ｃ標識スクロースを培地に溶解している。
３０mlの上記それぞれの培地中で目的タンパク質をコードする遺伝子導入ＢＹ−２細胞
を７日間プレインキュベートし、続いて５０〜１００mLの新鮮培地中で１：２０の割合で
再度継代培養した。再継代培養から４８時間後、タンパク質合成を開始させるために、培
地に終濃度１０μMの１７β−エストラジオールを加えた。
次いで、目的タンパク質を合成するために、該培養培地を２６℃でインキュベートし、
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１３５rpmで振盪維持した。最後に、誘導から７２時間後にＢＹ−２細胞を回収した。
【００５１】
５．13C標識タンパク質の精製
ＴＳＥ緩衝液｛50 mM Tris‑HCl(pH 8.0)，100 mM NaCl，および1 mM EDTA｝に、沈殿し
た上記回収したＢＹ−２細胞を再懸濁し、超音波処理により破砕した。さらに、ライセー
トを１５，０００gで１０分間遠心分離し破片を除去した。加えて、Ｎｉ２＋アフィニテ
ィカラム及び因子Ｘａをそれぞれ精製、タグ配列の消化に使用した。
ＳＤＳ−ＰＡＧＥによって13C標識タンパク質が合成されていることを確認した。
以下の実施例２のＮＭＲ測定の内部ロック用に１０％Ｄ２Ｏを含む緩衝液｛10 mM Tris
‑HCl (pH 7.0)，100 mM KCl，および0.02 % NaN3）｝で13C標識タンパク質を含む試料を
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濃縮した。次いで、該試料は、ＮＭＲ測定用のShigemiマイクロチューブ（株式会社シゲ
ミ、日本国東京都）に移した。
【実施例２】
【００５２】
（ＮＭＲ測定）
上記実施例１で合成した13C標識されているメチル基を含むバリン及びロイシンを含む
ＢＰＴＩ、13C標識されているメチル基を含むイソロイシンを含むＢＰＴＩ、及び均一13C
標識されているＢＰＴＩをＮＭＲ測定した。詳細は、以下の通りである。
【００５３】
Bruker社製AVANCE3で１Ｈ共鳴周波数800MHzにより実施した。ｚ軸ＰＦＧコイルを備え
１

た三重共鳴プローブを使用し、ＮＭＲ測定中の試料温度は２５℃に維持した。
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１３

Ｈ−

ＨのＨＳＱＣ実験で得られた全ＦＩＤデータを５１２×１２８（ｔ２×ｔ１）複素マトリ
ックスとして記録し、加工し、NMRPipeおよびNMRDrawを使用し、リナックスＰＣ上に表示
した。
【００５４】
（ＮＭＲ測定結果）
均一13C標識されているＢＰＴＩのＮＭＲスペクトルを図４に示した。
13

C標識されているメチル基を含むバリン及びロイシンを含むＢＰＴＩのNMRスペクトル

を図５に示した。
13

C標識されているメチル基を含むイソロイシンを含むＢＰＴＩのNMRスペクトルを図６
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に示した。
図４〜図６のNMRスペクトルから明らかなように、本発明の13C標識タンパク質合成方法
で得られた13C標識タンパク質は、明瞭なNMRスペクトルを示した。特に、図４のNMRスペ
クトルを、従来のＢＰＴＩのNMRスペクトルと比較すると、ＢＰＴＩが立体構造を維持し
て発現していることを確認できた。
さらに、図５のNMRスペクトルを、図４のNMRスペクトルと比較したことにより、バリン
及びロイシンのみが明瞭に標識されていることを確認した。
加えて、図６のNMRスペクトルを、図４のNMRスペクトルと比較したことにより、イソロ
イシンのみが明瞭に標識されていることを確認した。
以上により、本発明の方法で合成したＢＰＴＩタンパク質は、他の合成系では困難であ
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った立体構造を維持しており、さらにバリン、ロイシン、イソロイシンのメチル基を明瞭
に13C標識できることを確認した。
【実施例３】
【００５５】
（αケト酪酸又はαケトイソ吉草酸の培地中の最適な濃度）
αケト酪酸又はαケトイソ吉草酸の培地中の最適な濃度を設定した。詳細は、以下の通
りである。
【００５６】
上記実施例１の方法に従い、培地に添加するαケトイソ吉草酸を100mg/L、250mg/L又は
500mg/Lで合成した13C標識されているメチル基を含むバリン及びロイシンを含むＢＰＴＩ
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並びに培地に添加するαケト酪酸を100mg/L、250mg/L又は500mg/Lで合成した13C標識され
ているメチル基を含むイソロイシンを含むＢＰＴＩを得た。
各αケトイソ吉草酸又はαケト酪酸濃度で合成したＢＰＴＩの合成量は、吸光度値を基
にして算出した。
【００５７】
（αケト酪酸又はαケトイソ吉草酸の培地中の最適な濃度の測定結果）
各αケトイソ吉草酸又はαケト酪酸濃度で合成したＢＰＴＩの合成量を図７に示した。
図７で示された合成量から明らかなように、αケト酪酸又はαケトイソ吉草酸の培地中
の最適な濃度は約250mg/Lであることを確認した。
さらに、本発明のαケト酪酸又はαケトイソ吉草酸の培地中の最適な濃度は、大腸菌の

10

タンパク質合成系で使用する濃度と比較して、非常に高い。
【００５８】
（総論）
本発明の13C標識タンパク質合成法では、他の合成系では困難であった立体構造を維持
したタンパク質を合成することでき、さらにバリン、ロイシン、イソロイシンのメチル基
を明瞭に13C標識することができた。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
本発明では、他の合成系では困難であった立体構造を維持したタンパク質を合成するこ
とでき、さらにバリン、ロイシン、イソロイシンのメチル基を明瞭に13C標識することが
できる方法を提供することができる。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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