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(57)【要約】
【課題】 ドメインスワップ二量体タンパク質WA20の構
造安定性を向上させ、ナノ構造複合体を構築するタンパ
ク質ナノブロックとして好適に利用することができる人
工タンパク質を提供する。
【解決手段】 本発明に係るドメインスワップ二量体人
工タンパク質は、二本のヘリックスがループにより連結
されたヌンチャク型構造を備えるタンパク質の単量体が
、２分子間で双方のヘリックスが互いに挟み込まれてバ
ンドル状に組み合わされてフォールディングし、前記バ
ンドル状に組み合わされた内側領域に位置するアミノ酸
が疎水性アミノ酸から成る疎水性コアを有することを特
徴とし、これによりWA20と比較して構造安定性が向上し
たドメインスワップ二量体人工タンパク質として得られ
る。
【選択図】 図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
二本のヘリックスがループにより連結されたヌンチャク型構造を備えるタンパク質の単
量体が、二分子間で双方のヘリックスが互いに挟み込まれてバンドル状に組み合わされ、
前記バンドル状に組み合わされた内側領域で対向する位置にあるアミノ酸が疎水性アミ
ノ酸から成る疎水性コアを有することを特徴とする分子間フォールディングしたドメイン
スワップ二量体人工タンパク質。
【請求項２】
配列表の配列番号１のアミノ酸配列において、１若しくは数個のアミノ酸が置換、付加
若しくは欠失されたアミノ酸配列からなり、
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バンドルの内側領域で対向する位置にある親水性のアミノ酸の双方が、疎水性のアミノ
酸に置換された請求項１記載のドメインスワップ二量体人工タンパク質。
【請求項３】
前記アミノ酸配列において、バンドルの内側領域で対向する位置にある親水性のアミノ
酸と疎水性のアミノ酸のうち、親水性のアミノ酸が疎水性のアミノ酸に置換された請求項
２記載のドメインスワップ二量体人工タンパク質。
【請求項４】
前記アミノ酸配列において、バンドルの内側領域で対向する位置にある親水性のアミノ
酸と疎水性のアミノ酸のうち、疎水性のアミノ酸が他の疎水性のアミノ酸に置換された請
求項２記載のドメインスワップ二量体人工タンパク質。
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【請求項５】
前記アミノ酸配列において、バンドルの外側領域に位置するグリシンや疎水性のアミノ
酸が親水性のアミノ酸に置換された請求項２〜４のいずれか一項記載のドメインスワップ
二量体人工タンパク質。
【請求項６】
配列表の配列番号１のアミノ酸配列において、２６番目のヒスチジンと、３４番目のア
スパラギンと、７１番目のバリンと、７８番目のグルタミン酸が、ロイシン、イソロイシ
ン、メチオニン、フェニルアラニン、バリンのいずれか一つと置換され、
２８番目のグリシンが、セリン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタ
ミン酸、ヒスチジン、リジンのうちのいずれか一つと置換されたドメインスワップ二量体
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人工タンパク質。
【請求項７】
前記アミノ酸配列のうち、２６番目のヒスチジンと、３４番目のアスパラギンと、７８
番目のグルタミン酸が、それぞれロイシンに置換され、７１番目のバリンがフェニルアラ
ニンに置換され、
２８番目のグリシンが、セリンに置換された請求項６記載のドメインスワップ二量体人
工タンパク質。
【請求項８】
前記アミノ酸配列のうち、２６番目のヒスチジンと、３４番目のアスパラギンと、７１
番目のバリンと、７８番目のグルタミン酸がそれぞれロイシンに置換され、
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２８番目のグリシンが、セリンに置換された請求項６記載のドメインスワップ二量体人
工タンパク質。
【請求項９】
配列表の配列番号１のアミノ酸配列において、２６番目のヒスチジンと、７１番目のバ
リンと、７８番目のグルタミン酸が、ロイシン、イソロイシン、メチオニン、フェニルア
ラニン、バリンのいずれか一つと置換され、
２８番目のグリシンが、セリン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタ
ミン酸、ヒスチジン、リジンのうちのいずれか一つと置換されたドメインスワップ二量体
人工タンパク質。
【請求項１０】

50

(3)

JP 2016‑216460 A 2016.12.22

前記アミノ酸配列のうち、２６番目のヒスチジンと、７８番目のグルタミン酸が、ロイ
シンに置換され、７１番目のバリンが、フェニルアラニンに置換され、
２８番目のグリシンが、セリンに置換された請求項９記載のドメインスワップ二量体人
工タンパク質。
【請求項１１】
前記アミノ酸配列のうち、２６番目のヒスチジンと、７１番目のバリンと、７８番目の
グルタミン酸が、それぞれロイシンに置換され、
２８番目のグリシンが、セリンに置換された請求項９記載のドメインスワップ二量体人
工タンパク質。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、構造安定性を向上させたドメインスワップ二量体人工タンパク質に関する。
【背景技術】
【０００２】
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人工タンパク質（デノボタンパク質：de novo protein）とは、天然タンパク質のアミ
ノ酸配列をもとにせず、新規にアミノ酸配列を設計したタンパク質のことである。タンパ
ク質を自在にデザインし、望みの機能を実現することができるようになれば、医薬品開発
や環境負荷の少ない酵素反応、さらにはナノバイオテクノロジーの発展に大きく貢献する
ことができると考えられ、タンパク質工学研究の究極的目標である。
しかしながら、一般に20種類のアミノ酸をランダムに100残基つなげるとすると20100＝
約1.3×10130通りもの莫大な組み合わせがあり、その中から安定な構造や優れた機能を持
つタンパク質の配列を探索することは極めて困難である。
【０００３】
人工タンパク質（デノボタンパク質）の設計は、主に三種類の方法で行われている。す
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なわち、立体化学的及び物理化学的なアプローチにより合理的に設計する方法（非特許文
献１、非特許文献２）と、ランダムなアミノ酸配列の組合せを持つタンパク質ライブラリ
ーにより設計する方法（非特許文献３）と、プリンストン大学のMichael Hecht教授によ
るバイナリーパターン法を利用して半合理的に人工タンパク質を創製する方法（非特許文
献４、５）である。
【０００４】
バイナリーパターン法とは、水溶性球状タンパク質の表面には親水性アミノ酸が多く、
内部には疎水性アミノ酸が多く存在する性質に着目して、目的タンパク質の二次構造・三
次構造に応じて、親水性アミノ酸(Asn、Asp、Gln、Glu、His、Lys)と疎水性アミノ酸(Ile
、Leu、Met、Phe、Val)の繰り返し配列パターンをデザインする方法である。
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これまでに、バイナリーパターン法を用いてαヘリックスやβシート構造を含むいくつ
かのデノボタンパク質ライブラリーの作製例が報告されている（非特許文献５）。
【０００５】
図１(a)は、バイナリーパターン法により作製する4本ヘリックスデノボタンパク質の設
計例である。数珠状の球の一つ一つがアミノ酸残基を示す。やや濃い色の球が親水性残基
、薄い色の球が疎水性残基、濃い色の球がループ領域に対応する残基を表す。図１(b)は
、４本へリックスデノボタンパク質のバンドル構造を断面方向から見た模式図である。3
〜4残基ごとに疎水性アミノ酸残基を配置することにより、4本のへリックスからなるバン
ドル（束）の中心側に疎水性アミノ酸残基が位置し、バンドルの外側に親水性アミノ酸残
基が位置するように設計されている。親水性残基にはAsn，Asp，Gln，Glu，His，Lys、疎
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水性残基にはIle，Leu，Met，Phe，Val、ループ領域にはArg，Asn，Asp，Gln，Glu，Gly
，His，Lys，Serのいずれかの残基が配置される。
【０００６】
図２(a)は、バイナリーパターン法を用いて作製した人工設計タンパク質WA20の立体構
造を示す（非特許文献６）。人工タンパク質WA20の単量体は、図２(b)に示すように、2本
の長いαヘリックスがループによって連結した

ヌンチャク

のような構造をとる。WA20

は溶液中においては、二分子間で双方のヘリックス部分が互いに挟み込むようにして組み
合わさった、4本ヘリックスバンドル二量体構造をとり安定に存在する。図２(a)は、各々
のヘリックスが組み合わさったWA20の立体構造を示す。4本のヘリックスが二分子間で相
互に挟み込まれるようにしてバンドルを形成することから、この分子間フォールディング
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による４本ヘリックスバンドル二量体構造を有する人工タンパク質をドメインスワップ二
量体人工タンパク質と称している。
WA20の単量体のアミノ酸配列を配列表の配列番号１に示す。WA20単量体は102個のアミ
ノ酸残基からなる。
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ェット・ナノテクノロジーの薦め. シーエムシー出版（2008）.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上述した人工設計タンパク質WA20（ドメインスワップ二量体タンパク質）は、図２(a)
に示す特徴的な二分子間でフォールディングされた細長い円柱状の立体構造を備えている
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ことから、その構造的特徴を活かすことにより、種々のナノ構造複合体を構成するパーツ
となるタンパク質ナノブロックとして好適に応用利用することが可能である。人工設計タ
ンパク質をタンパク質ナノブロックとして利用する利点としては、自発的に集合して規則
正しい構造をデザイン形成できること、タンパク質は酵素を代表とする生体機能高分子と
しての機能を有するから所望の生体機能を付与できること等が挙げられる。
しかしながら、タンパク質は熱や酸・塩基等に弱く、変性しやすいという問題があり、
ナノ構造複合体を構成する材料としての応用利用を考える場合には、ナノブロックを構成
するタンパク質の安定性向上が不可欠である。
本発明は、従来のドメインスワップ二量体タンパク質WA20の構造安定性を向上させ、ナ
ノ構造複合体を構築するタンパク質ナノブロックとして好適に利用することを可能にする
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ドメインスワップ二量体人工タンパク質を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明に係るドメインスワップ二量体人工タンパク質は、二つのヘリックスがループに
より連結されたヌンチャク型構造を備えるタンパク質の単量体が、双方のヘリックスが互
いに挟み込まれてバンドル状に組み合わされ、前記バンドル状に組み合わされた内側領域
で対向する位置にあるアミノ酸が疎水性のアミノ酸から成ることを特徴とする。バンドル
状に形成された内側領域に疎水性のアミノ酸を集中させることにより、疎水性相互作用に
よる疎水性コアが増強され、バンドル状態が安定化し、ドメインスワップ二量体人工タン
パク質の構造安定性が向上する。
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【００１０】
二つのヘリックスがループにより連結されたヌンチャク型構造を備えるタンパク質の単
量体を組み合わせた４本へリックスバンドルを備えるドメインスワップ二量体人工タンパ
ク質としては配列表の配列番号１のアミノ酸配列によって表されるタンパク質WA20が知ら
れている。このアミノ酸配列において、１若しくは数個のアミノ酸が置換、付加若しくは
欠失されたアミノ酸配列からなり、バンドルの内側領域で対向する位置にある親水性のア
ミノ酸の双方が、疎水性のアミノ酸に置換されたドメインスワップ二量体人工タンパク質
は構造安定性が向上した人工タンパク質として提供される。
また、前記アミノ酸配列において、さらに、バンドルの内側領域で対向する位置にある
親水性のアミノ酸と疎水性のアミノ酸のうち、親水性のアミノ酸が疎水性のアミノ酸に置
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換されたドメインスワップ二量体人工タンパク質、また、前記アミノ酸配列において、さ
らにバンドルの内側領域で対向する位置にある親水性のアミノ酸と疎水性のアミノ酸のう
ち、疎水性のアミノ酸が他の疎水性のアミノ酸に置換されたドメインスワップ二量体人工
タンパク質はより一層構造安定性が向上した人工タンパク質として提供される。
また、前記アミノ酸配列において、バンドルの外側領域に位置するグリシンや疎水性の
アミノ酸が親水性のアミノ酸に置換されたドメインスワップ二量体人工タンパク質が有効
に利用できる。なお、親水性のアミノ酸としてはセリン、アスパラギン、アスパラギン酸
、グルタミン、グルタミン酸、ヒスチジン、リジンが挙げられ、疎水性のアミノ酸として
は、ロイシン、イソロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、バリンが挙げられる。
【００１１】
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また、配列表の配列番号１のアミノ酸配列において、２６番目のヒスチジンと、３４番
目のアスパラギンと、７１番目のバリンと、７８番目のグルタミン酸が、ロイシン、イソ
ロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、バリンのいずれか一つと置換され、２８番目
のグリシンが、セリン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタミン酸、ヒ
スチジン、リジンのうちのいずれか一つと置換されたドメインスワップ二量体人工タンパ
ク質は構造安定性の高い人工タンパク質として有用である。
また、前記アミノ酸配列のうち、２６番目のヒスチジンと、３４番目のアスパラギンと
、７８番目のグルタミン酸が、それぞれロイシンに置換され、７１番目のバリンがフェニ
ルアラニンに置換され、２８番目のグリシンが、セリンに置換されたドメインスワップ二
量体人工タンパク質と、前記アミノ酸配列のうち、２６番目のヒスチジンと、３４番目の
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アスパラギンと、７１番目のバリンと、７８番目のグルタミン酸がそれぞれロイシンに置
換され、２８番目のグリシンが、セリンに置換されたドメインスワップ二量体人工タンパ
ク質は構造安定性の高い人工タンパク質として特に有用である。
【００１２】
また、配列表の配列番号１のアミノ酸配列において、２６番目のヒスチジンと、７１番
目のバリンと、７８番目のグルタミン酸が、ロイシン、イソロイシン、メチオニン、フェ
ニルアラニン、バリンのいずれか一つと置換され、２８番目のグリシンが、セリン、アス
パラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタミン酸、ヒスチジン、リジンのうちのい
ずれか一つと置換されたドメインスワップ二量体人工タンパク質は構造安定性の高い人工
タンパク質として有用である。
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また、前記アミノ酸配列のうち、２６番目のヒスチジンと、７８番目のグルタミン酸が
、ロイシンに置換され、７１番目のバリンが、フェニルアラニンに置換され、２８番目の
グリシンが、セリンに置換されたドメインスワップ二量体人工タンパク質、及び前記アミ
ノ酸配列のうち、２６番目のヒスチジンと、７１番目のバリンと、７８番目のグルタミン
酸が、それぞれロイシンに置換され、２８番目のグリシンが、セリンに置換されたドメイ
ンスワップ二量体人工タンパク質は構造安定性の高い人工タンパク質として特に有用であ
る。
【発明の効果】
【００１３】
本発明に係るドメインスワップ二量体人工タンパク質は、従来のドメインスワップ二量

20

体人工タンパク質と比較してはるかに構造が安定であり、ナノ構造複合体を構成するタン
パク質ナノブロック等として有効に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】バイナリーパターン法により作製した４本へリックスデノボタンパク質の構成を
示す説明図である。
【図２】ドメインスワップ二量体人工タンパク質WA20の立体構造を示す説明図である。
【図３】WA20に変異を導入して作製したドメインスワップ二量体人工タンパク質SUWAの立
体構造を示す説明図である。
【図４】WA20 (a)とSUWA (b)について温度を変化させて測定したCDスペクトルである。
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【図５】典型的な二次構造のCDスペクトルである。
【図６】WA20とSUWAについての熱変性曲線である。
【図７】WA20とSUWAのタンパク質溶液を加熱後、状態をSDS‑PAGE電気泳動によって観察し
た結果を示すグラフである。
【図８】WA20とSUWAのタンパク質溶液を加熱後、状態をNative PAGE電気泳動によって観
察した結果を示すグラフである。
【図９】WA20とSUWAについて測定したゲル濾過クロマトグラムである。
【図１０】分子量が既知のタンパク質を標準試料としてゲル濾過クロマトグラフィーによ
り得られた溶出体積から作成した検量線である。
【図１１】WA20とSUWAについて測定解析した二体間距離分布関数である。

40

【図１２】SUWA‑2 (a)とSUWA‑3 (b)について温度を変化させて測定したCDスペクトルであ
る。
【図１３】WA20とSUWA‑2についての熱変性曲線である。
【図１４】WA20とSUWA‑3についての熱変性曲線である。
【図１５】WA20とSUWAについての熱変性曲線(a)、SUWA、SUWA‑2、SUWA‑3についての熱変
性曲線(b)である。
【図１６】SUWA‑4の立体構造モデルとWA20から置換したアミノ酸を示す説明図である。
【図１７】WA20(a)とSUWA‑4(b)のCDスペクトルである。
【図１８】WA20とSUWA‑4についての熱変性曲線である。
【図１９】WA20とSUWA‑4について測定したゲル濾過クロマトグラムである。
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【図２０】WA20とSUWA‑4について測定解析した二体間距離分布関数である。
【図２１】GdnHCl濃度に対するWA20とSUWA‑4についての濃度変性曲線である。
【図２２】４種の変異体についての熱変性曲線である。
【図２３】WA20及びSUWA‑4と、４種の変異体のTm値を示すグラフである。
【図２４】WA20を用いてナノ構造複合体を構成する工程例を示す説明図である。
【図２５】WA20‑FoldonとSUWA‑Foldonについて測定したCDスペクトルである。
【図２６】WA20‑FoldonとSUWA‑Foldonについての熱変性曲線である。
【図２７】WA20‑FoldonとSUWA‑4‑Foldonについて測定したCDスペクトルである。
【図２８】WA20‑FoldonとSUWA‑4‑Foldonについての熱変性曲線である。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
本発明に係るドメインスワップ二量体人工タンパク質は、従来のドメインスワップ二量
体人工タンパク質（WA20)にアミノ酸の変異を導入することにより、熱的安定性等の構造
安定性を向上させたものである。本出願においては、従来のドメインスワップ二量体人工
タンパク質WA20と、本発明に係る構造安定性を向上させたドメインスワップ二量体タンパ
ク質とを区別するため、本発明に係るドメインスワップ二量体タンパク質をSUWA(Super W
A20)と称する。
以下では、まず、WA20とSUWAの作製例と、WA20とSUWAの構造安定性について比較し、次
に、SUWAの変形例であるSUWA‑2とSUWA‑3について説明し、最後に、WA20とSUWAを用いて構
築したナノ構造複合体の構造安定性について検証した結果について説明する。
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【００１６】
（ドメインスワップ二量体人工タンパク質：WA20の作製）
WA20遺伝子はタンパク質発現ベクターであるpET‑3a(Novagen、 Merck Millipore)にク
ローニングした。pET‑3aタンパク質ベクターは、アンピシリン耐性遺伝子(ApR)を持ち、W
A20遺伝子の発現はT7プロモーターによって制御される。
WA20タンパク質は、大腸菌 BL21 Star(DE3)株(Invitrogen、Life Technologies)によっ
て発現した。培養は、終濃度50μg/mLのアンピシリンを含む1.5 LのLB (Lennox) 培地(na
calai tesque)を使用し、30℃で20h培養した、集菌した。
タンパク質は溶菌バッファー(50 mM リン酸ナトリウムバッファー(pH 7.0)、300mM NaC
l、10% グリセロール)中で、凍結融解法により破砕した細胞から抽出した。
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【００１７】
続いて、COSMOGEL（登録商標）His‑Accept (nacalai tesque) を用いた固定化金属イオ
ンアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)によりWA20を精製した(平衡化兼洗浄バッフ
ァー: 50 mM リン酸ナトリウムバッファー (pH 7.0)、300 mM NaCl; 溶出バッファー: 50
mM リン酸ナトリウムバッファー (pH 7.0)、300 mM NaCl、10% グリセロール、250 mM
イミダゾール)。
【００１８】
（ドメインスワップ二量体人工タンパク質：SUWAの設計）
ドメインスワップ二量体人工タンパク質（SUWA)の構造安定性を向上させる目的で、WA2
0のバンドルの内側に位置する疎水性コア領域を増強させる操作を行った。
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ドメインスワップ二量体人工タンパク質（WA20）は、４本のαヘリックスが相互に挟み
込まれた構造を備え、バンドルの内側領域で対向する領域部分の疎水性を強めることによ
り、疎水性相互作用によって構造安定性を高めることができると考えられる。バンドルの
内側領域を疎水性にするとは、図１(b)に示すように、バンドルの内側領域に疎水性のア
ミノ酸残基を集中的に配置させることである。
【００１９】
WA20の内側領域の疎水性コア領域を増強させる方法として、まず、26番目のヒスチジン
と78番目のグルタミン酸へ変異導入する。26番目のヒスチジンと78番目のグルタミン酸は
、ともに親水性アミノ酸残基であり、バンドルの内側領域で残基が互いに対向する位置関
係にある。すなわち、一方のαへリックスの26番目のヒスチジンと78番目のグルタミン酸
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が、他方のαへリックスの78番目のグルタミン酸と26番目のヒスチジンとそれぞれ対向す
る位置関係にある。
【００２０】
したがって、この26番目と78番目のアミノ酸を疎水性のアミノ酸に置換することで、疎
水性相互作用により、二量体形成時の構造安定性を向上させることが可能である。
疎水性のアミノ酸には、ロイシンLeu、イソロイシンIle、メチオニンMet、フェニルア
ラニンPhe、バリンValがある。26番目のヒスチジンと、78番目のグルタミン酸に置き換え
る疎水性のアミノ酸としては、これらのアミノ酸のうちから一つを選択することができる
。ただし、これらのアミノ酸のうち、ロイシンはαへリックス形成能が高いことから、他
の疎水性のアミノ酸と比較して構造安定性を向上させる上で有効である。
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【００２１】
疎水性領域を増強させる他の方法として、34番目の親水性アミノ酸であるアスパラギン
に対する変異として、疎水性アミノ酸を導入する操作を行う。34番目のアスパラギンは疎
水性領域と親水性領域の境界面に位置している。このアスパラギンを疎水性アミノ酸に置
換することにより、疎水性コア領域を増強することができる。
アスパラギンに置換する疎水性アミノ酸として、Leu、Ile、Met、Phe、Valのいずれか
を選択することができる。この場合も、疎水性作用の増強能の高いロイシンが有効である
。
【００２２】
なお、26番目のヒスチジンと78番目のグルタミン酸を置換する変異を導入する場合と、
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34番目のアスパラギンを置換する変異を導入する場合とにおいて、構造安定性の向上に寄
与する度合いを比較すると、26番目のヒスチジンと78番目のグルタミン酸を疎水性アミノ
酸に置換する方が有効である。
疎水性アミノ酸に置換する効果を検証するため、26番目、78番目及び34番目の親水性ア
ミノ酸を疎水性アミノ酸に置換した場合と、26番目と78番目の親水性アミノ酸を疎水性ア
ミノ酸に置換した場合について、それぞれの構造安定性を比較する実験を行った。実験に
よれば、26番目と78番目を置換した場合も、26番目、78番目、34番目を置換した場合と同
等の構造安定性を示す結果が得られている。この実験結果は、34番目のアスパラギンを置
換する変異を導入することはSUWAの構成として必須ではないことを示す。
【００２３】
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また、WA20の構造安定性を向上させる方法として、71番目のバリンへ変異導入した。
WA20には二量体を形成した時に、基質と結合すると考えられている比較的大きな穴（ポ
ケット部位）が71番目のバリンの近傍に存在する（非特許文献６）。この大きな穴を充填
することにより、構造安定性を向上させることができる。
バリンに置換する疎水性アミノ酸としては、フェニルアラニンPhe、ロイシンLeu、イソ
ロイシンIle、メチオニンMetのいずれかを選択することができる。これらのアミノ酸のう
ち、フェニルアラニンは、大きくて長い疎水性残基を有することから、71番目への変異導
入として有効である。
71番目のバリンへ変異導入する操作は、前述した26番目のヒスチジンと78番目のグルタ
ミン酸へ変異導入する操作に次いで、SUWAの構造安定性を向上させる上で有効と考えられ
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る。
【００２４】
また、28番目のグリシンについて、αへリックス形成能が低いことと、グリシンが疎水
性アミノ酸の一つであり、残基が外側に位置していることから、αへリックス形成能がよ
り高い親水性アミノ酸残基に置換することにより構造安定性を向上させることが可能であ
る。この変異導入操作は、アミノ酸配列のうち、バンドルの外側に位置するアミノ酸につ
いては親水性とし、内側に位置するアミノ酸を疎水性とすることで構造安定性を向上させ
ることを狙っている。
グリシンに置換する親水性アミノ酸としては、セリンSer、アスパラギンAsn、アスパラ
ギン酸Asp、グルタミンGln、グルタミン酸Glu、ヒスチジンHis、リジンLysのいずれかか
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ら選択することができる。
【００２５】
図３に、上述した変異をWA20に導入して作製したSUWAの立体構造を示す。この立体構造
は、構造表示ソフトを用いて詳細に解析して得た。図３では、測定に使用したSUWAの実際
の変異導入箇所と置換したアミノ酸を示す。すなわち、26番目のヒスチジンと78番目のグ
ルタミン酸をロイシンに置換し、34番目のアスパラギンをロイシンに置換し、71番目のバ
リンをフェニルアラニンに置換し、28番目のグリシンをセリンに置換した（H26L/G28S/N3
4L/V71F/E78L)。
図３から、一方の単量体の26番目と78番目のアミノ酸が、他方の単量体の78番目と26番
目のアミノ酸と対向する配置にあること、それぞれの単量体の34番目がロイシンに置換さ
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れ、71番目がフェニルアラニンに置換されていることがわかる。28番目のグリシンも双方
の単量体で置換されている。
配列表の配列番号２にタンパク質SUWAの単量体のアミノ酸配列を示す。
【００２６】
（ドメインスワップ二量体人工タンパク質：SUWAの作製）
以下に、WA20に変異（H26L/G28S/N34L/V71F/E78L)を導入して作製したSUWAの作製例に
ついて説明する。
Transfer‑PCR反応（非特許文献７）によりSUWA遺伝子を作製した。WA20遺伝子がクロー
ニングされているpET‑3aベクター(pET‑3a‑WA20)に対し、表１に示す変異導入プライマー
を使用し、以下の条件でTransfer‑PCR反応を行った(反応溶液の総容量 50μL; 反応溶液
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組成（TOYOBOの試薬及びDNAポリメラーゼを用いた): 滅菌水 27.4μL、10×PCR buffer f
or KOD‑Plus‑Neo 5μL、2 mM dNTPs 5 μL、25 mM MgSO4 3μL、Primer sense(500 nM) 2
μL、Primer antisense(500 nM) 2μL、pET‑3a‑WA20 (5 ng/μL) 4μL、KOD‑Plus‑Neo (1
U/μL) 1.6μL、反応条件: 一回変性(94℃、2 min.)後、次の条件｛変性(98℃、10 sec.
)、アニーリング(66.7℃、30 sec.)、伸長(68℃、3 min.)｝を20サイクル繰返す。
【００２７】
【表１】
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【００２８】
その後、最終伸長(68℃、6 min.)。Transfer‑PCR反応後、10×K buffer 5μLとDpnI (1
0 U/μL) 0.5μLを加え(Roche)、37℃で4 h反応させ、テンプレートDNAとして用いたpET‑
3a‑WA20を消化した。DpnI反応後、反応溶液3μLに対してHST08ケミカルコンピテントセル
40μLを直接加え、Hanahan法を改変したInoue法（非特許文献８）を使用して大腸菌HST08
株を形質転換し、アンピシリン(終濃度50μg/mL)を添加したLB (Lennox) 培地寒天プレー
トに植菌した。形質転換後、プレートに増えた大腸菌HST08形質転換体のコロニーからプ
ラスミドDNAを抽出し、DNA塩基配列解析を行うことでWA20遺伝子への変異の導入を確かめ
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た。この際、BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems、 Li
fe Technologies)及びDNAシークエンサーABI3130XL(Applied Biosystems、 Life Technol
ogies)を用いた。こうしてWA20の変異体として、SUWA（H26L/G28S/N34L/V71F/E78L）を得
た。
【００２９】
疎水性コア増強変異体タンパク質（SUWA)は、大腸菌 BL21 Star (DE3)株(Invitrogen、
Life Technologies)によって発現させた。培養は、終濃度50μg/mLのアンピシリンを含
む1.5 LのLB (Lennox) 培地 (nacalai tesque)を使用し、30℃の条件で行った。疎水性コ
ア増強変異体タンパク質の発現は、OD600=〜0.5になった後、30℃で16 h 培養した後、集
菌した。集菌した菌体は、溶菌バッファー(50 mM リン酸ナトリウムバッファー (pH 7.0)
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、300 mM NaCl、10% グリセロール)中で、凍結融解法と超音波破砕(出力 50%、1セット(1
sec. ON/ 1 sec. OFF×30回)×3回、使用機器: 超音波ホモゲナイザーVC505 (SONICS))に
より破砕し、バッファー中にタンパク質を抽出した。WA20タンパク質と同様、疎水性コア
増強変異体タンパク質もCOSMOGEL（登録商標）His‑Accept (nacalai tesque) を用いた固
定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)により精製した(平衡化兼洗浄
バッファー: 50 mM リン酸ナトリウムバッファー (pH 7.0)、300 mM NaCl; 溶出バッファ
ー: 50 mM リン酸ナトリウムバッファー (pH 7.0)、300 mM NaCl、10% グリセロール、25
0 mM イミダゾール)。
【００３０】
（構造安定性の比較測定：WA20、SUWA)
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ドメインスワップ二量体人工タンパク質（WA20)と上述した方法によって作製したSUWA
について、構造安定性を比較する実験を行った。以下、実験結果について説明する。
【００３１】
＜円偏光二色性（CD)スペクトル測定＞
WA20とSUWAのサンプル溶液（10 mMリン酸バッファー(pH 7.0)）の温度を20℃から95℃
まで段階的に変えながら円偏光二色性(CD)スペクトル測定を行った。
図４(a)がWA20についてのCDスペクトル、図４(b)がSUWAについてのCDスペクトルである
。図５は典型的な二次構造のCDスペクトルを示す。図５は、タンパク質の二次構造が、α
へリックス、βシート、ランダムコイルと変わることによりスペクトルのプロフィールが
大きく変わることを示す。

20

CDスペクトルの測定には、J‑1500 円二色性分散計 (Jasco)を使用した。
なお、平均モル楕円率[θ]は下記の式に基づいて得た。
[θ]＝θobs/(10×l×C×n)
θobsは実測値、lは光路長、Cは濃度 (mol/L)、nはタンパク質分子のアミノ酸残基数で
ある。
【００３２】
図４(a)に示すスペクトルから、WA20は20℃〜60℃付近まではαへリックス構造を保っ
ているものの、80℃を超えるとスペクトルの形状はαへリックス構造から大きく変化し、
95℃を超えるとαヘリックス構造が崩壊・変性してランダムコイル状になることを示す。
これに対し、図４(b)に示すSUWAは、95℃に加熱した状態でもスペクトルの形状に大き
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な変化はなく、αヘリックス構造を保持しており、変性していない。
【００３３】
図６は、平均モル楕円率に基づいて得られたWA20とSUWAタンパク質についての熱変性曲
線を示す。縦軸が変性したタンパク質分子の割合である。
図６に示す熱変性曲線は、WA20については温度上昇に伴って、変性するタンパク質分子
が徐々に増加し、80℃付近ですべてのタンパク質分子が変性していることを示す。一方、
SUWAについては、95℃までタンパク質溶液を加熱しても変性するタンパク質分子がほとん
ど存在していないことを示す。
【００３４】
表２は、WA20とSUWAについて、全タンパク質分子のうちで半分の分子が変性する温度で
ある変性中点温度Tmを求めた結果を示す。
WA20はTmが64℃であるのに対し、SUWAタンパク質はTmが95℃を超えていることを示す。
すなわち、SUWAタンパク質は、WA20よりも熱変性温度が30℃以上向上し、95℃を超える耐
熱性を備えること、すなわちWA20と比較して構造安定性が大きく向上したことを示す。
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【表２】

【００３５】
＜電気泳動法による測定＞
WA20とSUWAのタンパク質溶液を加熱し、溶液中における状態をSDS‑PAGE電気泳動によっ
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て観察した結果を図７に示す。
泳動結果から、WA20とSUWAタンパク質が70℃〜100℃で加熱した後でも、上清画分に多
く存在することを確認した。WA20については、CD測定の結果から、高温にするにつれて変
性していくという結果が得られていたことから、変性して沈殿しバンドが徐々に薄くなっ
ていくことが予想されたが、電気泳動による測定結果は、WA20は高温条件下でも上清画分
に存在していることを示す。
【００３６】
次に、WA20とSUWAのタンパク質溶液を加熱し、溶液中における状態をNative PAGE電気
泳動によって観察した結果を図８に示す。図８で、WA20は80℃、90℃、100℃と加熱温度
が上昇するにつれ、バンドがスメア状になっていく様子が見られる。この実験結果と、上

20

述したSDS‑PAGEの実験結果から、WA20は、80℃以上の高温状態で変性するが、凝集・沈殿
せずに上清画分に存在することが示唆される。
【００３７】
一方、SUWAのNative PAGE電気泳動について見ると、加熱前の上清と、70℃〜100℃で加
熱した後の上清とを比較しても変化がないことがわかる。この測定結果とSDS‑PAGEの測定
結果は、SUWAが、100℃、30分の高温状態でもきわめて高い構造安定性を有していること
を示す。
なお、Native PAGEの測定で、WA20とSUWAの泳動距離にずれが見られる。SUWAのバンド
位置がWA20よりも上側にシフトした要因として、変異の導入が考えられる。すなわち、変
異を導入したことにより、等電点(pI)の変化（WA20: pI=6.32、SUWA: pI=6.43）が生じた

30

こと、あるいは、SUWAがWA20よりも安定で強固なαヘリックス構造を取ることから、ポリ
アクリルアミドゲルの分子ふるいの網目を通過しにくくなり、WA20よりも移動度が小さく
なった可能性が考えられる。
【００３８】
電気泳動（SDS‑PAGE）による測定は、WA20とSUWAを抽出後のタンパク質溶液について、
70℃、80℃、90℃、100℃で、それぞれ30分間加熱し、加熱後に遠心を行い、上清画分に
ついてSDS‑PAGE 電気泳動試験を行ったものである。
電気泳動（Native PAGE）による測定は、精製後のタンパク質溶液について、濃度調整
を行い（1.25 mg/mL）、調整後のタンパク質溶液について、70℃、80℃、90℃、100℃で
、それぞれ30分間加熱し、加熱後に遠心を行い、上清画分についてNative PAGE 電気泳動

40

試験を行ったものである。
Native PAGEに用いたポリアクリルアミドゲルの作製は4×バッファー(1.5 M Tris (pH
8.8))と濃縮ゲルバッファー原液(0.125 M Tris‑HCl (pH 6.8)、4.5%

アクリルアミド溶

液)を用いて行った。5×サンプルローディングバッファーも、SDSを抜いたバッファー(80
mM Tris‑HCl(pH 6.8)，0.6 mM Bromophenol Blue，50% Glycerol)を用いた。1×泳動バ
ッファーは0.04 M Tris、0.3M Glycineを用いた。
【００３９】
＜分子量の測定＞
WA20とSUWAの溶液中での会合状態を調べるため、ゲル濾過クロマトグラフィーによる分
子量の推定を行った。
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図９は、WA20とSUWAについて測定したゲル濾過クロマトグラムである。図９から、WA20
とSUWAの検出されたピークはシングルピークであり、ほとんど同じ溶出体積であることが
分かる。
表３に、WA20とSUWAについてゲル濾過クロマトグラフィーから算出された溶出体積と推
定分子量(Mw)を示す。推定分子量(Mw)は、図１０の検量線を用いて算出した。検量線は分
子量既知のタンパク質を標準試料としてゲル濾過クロマトグラフィーを行い、得られた溶
出体積から作成した。
【表３】
10

【００４０】
ゲル濾過クロマトグラフィーの結果より得られた推定分子量値（WA20：25.57 kDa、 SU
WA：24.62 kDa）と、アミノ酸配列から算出した単量体の分子量値（WA20：12.55 kDa、SU
WA：12.58 kDa）を比較すると、各サンプルともほぼ二量体に相当している。これらの結
果より、SUWAはWA20と同様に、溶液中で二量体を形成するといえる。また、変異を導入し

20

たことによる、溶液中における二量体より大きなオリゴマー化が生じていないと考えられ
る。
【００４１】
なお、上記測定は、ゲル濾過クロマトグラフィー (25mM HEPESバッファー (pH 7.0)、1
00mM NaCl、10%グリセロール、1mM DTT; カラム:Superdex 75 10/300 GL column (GE hea
lthcare))により解析した。クロマトグラムには波長280nmの吸光度をモニターした。分子
量(Mw)を見積もるため、Gel Filtration Calibration kit LMW (GE Healthcare)を用いて
、検量線を作製した(図１０)。図１０のX軸は分子量(Mw)を対数目盛で示す。キャリブレ
ーションに用いたタンパク質サンプルは、リボヌクレアーゼA(13700 Da)，キモトリプシ
ノーゲンA(25000 Da)、オボアルブミン(43000 Da)、ウシ血清アルブミン(67000 Da)であ

30

る。Y軸に示したKav値は、次の式から算出した。
Kav＝(Ve − Vo)/(Vt − Vo)
Veはタンパク質サンプル溶出体積、Voはカラムの排除体積(Blue Dextran 2000の溶出体
積)、Vtはトータルベッド体積である。
解析したWA20及びSUWAの濃度は、いずれも1.25 mg/mLである。サンプルループは100μL
の体積のものを用いた。サンプルループ内にタンパク質サンプルを十分に充たすため、15
0μLのサンプルをサンプルループに注入し、ゲル濾過クロマトグラフィーを行った。
【００４２】
＜小角X線散乱解析＞
小角X線散乱解析(SAXS)により、WA20及びSUWAの溶液構造を解析する実験を行った。

40

測定時のバッファーには（25 mM HEPESバッファー(pH 7.0)、100mM NaCl、10% グリセ
ロール）を使用し、タンパク質濃度を約5 mg/mLに調整した。測定には，高エネルギー加
速器研究機構放射光科学研究施設Photon Factory BL‑10C X線小角散乱実験ステーション
を利用した。波長λ＝1.488オングストロームの単色X線を利用し、サンプルと検出器間の
カメラ長は100cmに設定した。サンプルは、雲母板に挟まれた光路長1mmのサンプルセルに
注入し、サーモスタットセルホルダーにセットして測定を行った。
【００４３】
PILATUS 2M (Dectris)により二次元散乱パターンを記録し、fit2d(European Synchrotr
on Research Facility)を用いて一次元散乱強度I(q)へと統合した。I(q)は，散乱ベクト
ルqの強度の関数であり、散乱ベクトルq =(4π/λ)sin(θ/2)で表すことができる。θは
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トータルの散乱角である。測定によって求められたI(q)とqをもとに、ギニエプロットと
いう縦軸にLn(I(q))、横軸にq2をプロットすることで、直線の傾きから慣性半径Rg、直線
のy切片から前方散乱強度I(0)を求めた。I(0)/cは重量平均分子量(Mw)に比例する。（c：
重量濃度 mg/mL）。
【００４４】
測定に用いた濃度条件の希薄溶液サンプルに対しては構造因子S(q)＝1と仮定できるの
で、I(q)は二体間距離分布関数 p(r)のフーリエ変換により定められる。p(r)は電子密度
ゆらぎΔρ(r)の空間的自己相関関数であり、以下の式で表すことができる。rは分子内部
の２つの散乱中心間の距離である。p(r)を算出するために、間接フーリエ変換(IFT)法を
用いた。
【数１】

10

【００４５】
分子量の標準サンプルとして卵白リゾチーム(リゾチームの分子量(Mw)は14.31 kDa)を
使用した。前方散乱強度を重量濃度で割ったI(q→0)/cは重量平均分子量(Mw)に比例する
。WA20及びSUWAとリゾチームの前方散乱強度を濃度で割ったI(q→0)/c、及び算出された
分子量を表４にまとめた。
【表４】

アミノ酸配列から算出される単量体の分子量と解析結果から算出された分子量を比較す

20

30

ると、WA20とSUWAの両方とも二量体に相当する分子量であることが分かる。この結果から
も、WA20とSUWAは溶液中で二量体を形成していることが示された。
【００４６】
続いて、間接フーリエ変換(IFT)法を用いて、WA20とSUWAの二体間距離分布関数p(r)を
求めた(図１１)。二体間距離分布関数の形状は、溶液中での分子の形状を反映する．この
関数p(r)の横軸との切片にあたる値Dmaxは、分子中に取ることができる最も長い二点間の
距離を表す。WA20及びSUWAのDmaxは約10nmであった。これは、ドメインスワップ二量体の
WA20結晶構造に見られた円筒状構造の長さともほぼ一致する結果である。また、p(r)の形
状は、r値の小さい範囲にピークをもち、r値の大きい範囲に直線的に尾を引くような型を
示した．この形状は、溶液中の分子が細長い円筒状の構造をもつことを示している。

40

以上の小角X線散乱解析の結果より、SUWAもWA20と同様に、溶液中において4本ヘリック
ス二量体構造を形成していることが示唆される。
【００４７】
（ドメインスワップ二量体人工タンパク質：SUWA‑2、SUWA‑3の作製）
上述したドメインスワップ二量体人工タンパク質SUWAは、人工タンパク質WA20の26番目
（ヒスチジン）、78番目（グルタミン酸）、71番目（バリン）、34番目（アスパラギン）
、28番目（グリシン）にそれぞれ変異を導入したものである。
以下では、SUWAへの変異導入処理を変えたときの特性を調べるため、SUWAで34番目の置
換処理をしていないSUWA‑2と、SUWA‑2で71番目をロイシンとしたSUWA‑3を作製し、これら
の構造安定性について調べた。
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SUWA‑2のWA20に対する変異は(H26L/G28S/V71F/E78L)、SUWA‑3の変異は（H26L/G28S/V71
L/E78L)である。配列表の配列番号２にSUWA‑2のアミノ酸配列を示し、配列番号３にSUWA‑
3のアミノ酸配列を示す。
【００４８】
SUWA‑2とSUWA‑3の作製は次のようにして行った。
まず、Transfer‑PCR反応によりSUWA‑2，SUWA‑3遺伝子を作製した。WA20遺伝子がクロー
ニングされているpET‑3aベクター(pET‑3a‑WA20)に対し、表５に示す変異導入プライマー
を使用し、以下の条件でTransfer‑PCR反応を行った(反応溶液の総容量 50μL; 反応溶液
組成（TOYOBOの試薬を用いた): 滅菌水 27.4μL，10×PCR buffer for KOD‑Plus‑Neo 5μ
L，2 mM dNTPs 5μL，25 mM MgSO4 3μL，Primer 1 (500 nM) 2μL，Primer 2 (500 nM)

10

2μL，pET‑3a‑WA20 (5 ng/μL) 4μL，KOD‑Plus‑Neo (1 U/μL) 1.6μL，反応条件: 初期
変性(94℃，2 min.)後、次の条件｛変性(98℃，10 sec.)，アニーリング(66.7℃，30 sec
.)、伸長(68℃，3 min.) ｝を20サイクル繰返す。
【００４９】
【表５】

20
【００５０】
その後，最終伸長(68℃，6 min.)。Transfer‑PCR反応後、10×K buffer 5μLとDpnI (1
0 U/μL) 0.5μLを加え(Roche)、37℃で4h反応させ、テンプレートDNAとして用いたpET‑3
a‑WA20を消化した。Dpn I反応後、反応溶液3μLに対してHST08ケミカルコンピテントセル
40μLを直接加え、Hanahan法を改変したInoue法を使用して大腸菌HST08株を形質転換し、
アンピシリン(終濃度50 μg/mL)を添加したLB (Lennox) 培地寒天プレートに植菌した。
形質転換後、プレートに増えた大腸菌HST08形質転換体のコロニーからプラスミドDNAを抽
出し、DNA塩基配列解析を行うことでWA20遺伝子への変異の導入を確かめた。この際、Big
Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Life Technologies)

30

及びDNAシークエンサーABI3130XL(Applied Biosystems, Life Technologies)を用いた。
こうして、WA20の疎水性コア増強変異体として、SUWA‑2（H26L/G28S /V71F/E78L）とSUWA
‑3（H26L/G28S /V71L/E78L）を得た。
【００５１】
SUWA‑2，SUWA‑3タンパク質は、SUWAタンパク質と同様な方法で、大腸菌によって発現し
、固定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)により精製した。
【００５２】
＜円偏光二色性（CD)スペクトル測定＞
上述した方法によって作製したSUWA‑2、SUWA‑3について円二色性（CD)スペクトル測定
40

を行った。
図１２(a)がSUWA‑2のCDスペクトル、図１２(b)がSUWA‑3のCDスペクトルである。それぞ
れ、サンプル温度を20℃〜95℃まで加熱して測定した。CD測定には、J‑1500円二色性分散
計 (Jasco)を使用した。
図１２(a)、(b)に示すように、SUWA‑2，SUWA‑3ともに、20℃のCDスペクトルから典型的
なαヘリックス構造を保持していることが分かる。また、温度が上昇し，95℃になっても
スペクトルの形状に大きな変化はなく、αヘリックス構造を保持し、変性していないこと
が分かる。
【００５３】
図１３は、楕円率[θ]222

nmの変化をもとに得られたWA20とSUWA‑2の熱変性曲線、図１

４はWA20とSUWA‑3の熱変性曲線である。縦軸が熱変性したタンパク質分子の割合を示す。
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WA20は温度上昇に伴い、変性するタンパク質分子が増加していき、80℃付近ではすべて
のタンパク質分子が変性している。一方、SUWA‑2及びSUWA‑3では、95℃まで加熱しても変
性するタンパク質分子がほとんど存在しない。
【００５４】
表６は、WA20とSUWA、SUWA‑2、SUWA‑3の変性中点温度Tmを示す。変性中点温度は、全タ
ンパク質分子のうち、半数の分子が変性する温度である。表６は、WA20はTmが64℃である
のに対し、SUWA‑2及びSUWA‑3ではどちらもTmが95℃より高温であることを示す。すなわち
、SUWA‑2、SUWA‑3は、SUWAタンパク質と同様に、WA20と比較して熱変性温度が30℃以上向
上し、95℃を超える耐熱性を示す非常に高い構造安定性を備えていることがわかる。
【表６】

10

【００５５】
上述した実験結果は、WA20の26番目、78番目、71番目、34番目、28番目に変異を導入し

20

たSUWA（H26L/G28S/N34L/V71F/E78L)と比較して、SUWA‑2(H26L/G28S/V71F/E78L)もSUWAと
同等の構造安定性を備えること、また、71番目のバリンがロイシンに置換されているSUWA
‑3(H26L/G28S/V71L/E78L)もSUWAと同等程度の構造安定性を備えていることを示す。すな
わち、WA20の構造安定性を向上させた人工タンパク質として、SUWA以外に、SUWA‑2、SUWA
‑3も有効に利用できることを示している。
【００５６】
＜WA20とSUWA、SUWA‑2、SUWA‑3の熱的安定性＞
上述した実験結果から、SUWA、SUWA‑2、SUWA‑3は95℃以上においても熱的な構造安定性
を備えることが明らかになったが、熱的な構造安定性をより正確に測定するため、サンプ
ルを100℃以上に加熱した状態でCDスペクトルを測定することができる耐圧試料室付き円

30

二色分散計（J‑720）を使用して円偏光二色性（CD)スペクトルの測定を行った。
図１５は(a)はWA20とSUWAの熱変性曲線、図１５(b)はSUWA、SUWA‑2、SUWA‑3の熱変性曲
線である。
【００５７】
図１５に示す熱変性曲線からWA20のTm値を求めると75℃であった。（なお、今回のWA20
のTm値が表２の値と異なるのは、溶媒条件や使用装置等の実験条件の相違によるものと考
えられる。ただし、各回の一連の実験については実験条件をそれぞれ統一しているので、
各回のサンプル間で比較することについては問題ない。）一方、SUWAのTm値は120℃、SUW
A‑2のTm値は110℃、SUWA‑3のTm値は115℃であることが分かる。SUWAはWA20と比べるとTm
値が45℃増加しており、WA20への疎水性コア増強変異が構造安定化に対してきわめて有効

40

に作用することが明らかとなった。
SUWA‑2とSUWA‑3を比較すると、７１番目のバリンの置換変異についてフェニルアラニン
かロイシンかの違いがある。熱変性曲線の結果から、ロイシンに置換したSUWA‑3の方がTm
値が5℃高いことから、７１番目のバリンの置換変異はロイシンの方がフェニルアラニン
よりも適切であることが示唆された。
【００５８】
（ドメインスワップ二量体人工タンパク質：SUWA‑4）
ドメインスワップ二量人工タンパク質として、前述したSUWA、SUWA‑2、SUWA‑3と比較し
てさらに構造安定性を向上させたSUWA‑4を設計開発した。
SUWA‑4は、人工タンパク質WA20の26番目のヒスチジンと78番目グルタミン酸、34番目の
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アスパラギン、71番目のバリンをそれぞれロイシン置換し、28番目のグリシンをセリンに
置換したものである。
図１６に、SUWA‑4の立体構造モデルとWA20から置換したアミノ酸を示す。SUWA‑4のアミ
ノ酸配列は下記の通りである。配列表の配列番号４にSUWA‑4のアミノ酸配列を示す。
MYGKLNKLVE HIKELLQQLN KNWHRLQSNL HDMLQQMEQL FQEFQHFMQG NQDDGKLQNM IHEMQQFMNQ L
DNHLQSLSD TVHHFHNKLQ ELMNNFHHLV HR
【００５９】
＜SUWA‑4の発現系構築と精製＞
以下にSUWA‑4の作成例を示す。
Transfer‑PCR反応によりSUWA‑4遺伝子を作製した。SUWA‑3遺伝子がクローニングされて

10

いるpET‑3aベクター(pET‑3a‑SUWA‑3)に対して、表７に示す疎水性コア増強変異導入プラ
イマー等を使用し、以下の条件でTransfer‑PCR反応を行った(反応溶液の総容量 50 μL;
反応溶液組成(TOYOBOの試薬を用いた): 滅菌水 27.4 μL、10×PCR buffer for KOD‑Plus
‑Neo 5 μL、2 mM dNTPs 5 μL、25 mM MgSO4 3 μL、Primer 1 (500 nM) 2 μL、Primer
2 (500 nM) 2 μL、pET‑3a‑WA20 (5 ng/μL) 4 μL、KOD‑Plus‑Neo (1 U/μL) 1.6 μL
、反応条件: 初期変性(94℃，2 min.)後、次の条件｛変性(98℃，10 sec.)、アニーリン
グ(66.7℃，30 sec.)、伸長(68℃，3 min.) ｝を20サイクル繰返す。
【表７】
20

【００６０】
その後、最終伸長(68℃，6 min.)。Transfer‑PCR反応後、10×K buffer 5 μLとDpnI (
10 U/μL) 0.5 μLを加え(Roche)、37℃で4 h反応させ、テンプレートDNAとして用いたpE
T‑3a‑WA20を消化した。Dpn I反応後、反応溶液3 μLに対してHST08ケミカルコンピテント
セル40 μLを直接加え、Hanahan法を改変したInoue法12を使用して大腸菌HST08株を形質
転換し、アンピシリン(終濃度50 μg/mL)を添加したLB (Lennox) 培地寒天プレートに植
菌した。形質転換後、プレートに増えた大腸菌HST08形質転換体のコロニーからプラスミ
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ドDNAを抽出し、DNA塩基配列解析を行うことでWA20遺伝子への変異の導入を確かめた。こ
の際、BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Life Tech
nologies)を用いた。DNAシークエンサーはABI3130XL(Applied Biosystems, Life Technol
ogies)を用いた。プラスミドの抽出には、FastGeneTM Plasmid Mini Kit (日本ジェネテ
ィクス)を用いた。このようにして、WA20の疎水性コア増強変異体として，SUWA‑4（H26L/
G28S/N34L/V71F/E78L）を得た。
【００６１】
SUWA‑4タンパク質は、大腸菌 BL21 Star (DE3)株(Invitrogen, Life Technologies)に
よって発現させた。培養は、終濃度50 μg/mLのアンピシリンを含む1.5 LのLB (Lennox)
培地 (nacalai tesque)を使用し、30℃の条件で20 h 培養した後、集菌した。集菌した菌
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体は、溶菌バッファー(50 mM リン酸ナトリウムバッファー (pH 7.0)，300 mM NaCl，10%
グリセロール)中で、凍結融解法と超音波破砕(出力 50%、1セット(1sec. ON/ 1 sec. OF
F×30回)×3回、使用機器: 超音波ホモゲナイザーVC505 (SONICS))により破砕し、バッフ
ァー中にタンパク質を抽出した。WA20タンパク質と同様、疎水性コア増強変異体タンパク
質もCOSMOGEL（登録商標）His‑Accept (nacalai tesque) を用いた固定化金属イオンアフ
ィニティークロマトグラフィー(IMAC)により精製した (平衡化兼洗浄バッファー: 50 mM
リン酸ナトリウムバッファー (pH 7.0)，300 mM NaCl; 溶出バッファー: 50 mM リン酸ナ
トリウムバッファー (pH 7.0)，300 mM NaCl，10% グリセロール，250 mM イミダゾール)
。
【００６２】

50

(17)

JP 2016‑216460 A 2016.12.22

＜円偏光二色性（CD)スペクトル測定＞
円偏光二色性(CD)スペクトル測定により、WA20とSUWA‑4タンパク質の熱に対する構造安
定性の比較を行った。
図１７にWA20とSUWA‑4の円偏光二色性スペクトルを示す。図１７(a)は、WA20を30℃〜1
00℃まで加熱したとき、図１７(b)は、SUWA‑4を30℃〜150℃まで加熱したときのスペクト
ルである。CDスペクトルの測定には耐圧試料室付き円二色分散計（J‑720）を使用した。
CDスペクトルにおいてタンパク質分子中のαへリックスの存在は波長208nm付近と222nm
付近の負のピークとして検出される。図１７に示すCDスペクトルから、両サンプルとも典
型的なαヘリックス構造を保持していることが分かる。しかしながら、WA20は100℃の高
温状態では、αヘリックス構造が崩壊・変性し、ランダムコイル状になったことが示唆さ

10

れた。一方、SUWA‑4タンパク質は、100℃になってもスペクトルの形状に大きな変化はな
く、αヘリックス構造を保持し、変性していない。
【００６３】
図１８は楕円率[θ]222 nmの変化をもとに描いた熱変性曲線である。WA20は温度の上昇
に伴い、変性するタンパク質分子が増加していき、90℃付近ではすべてのタンパク質分子
が変性している。一方、SUWA‑4は、100℃までタンパク質溶液を加熱しても変性するタン
パク質分子がほとんど存在しないことが分かる。全タンパク質分子のうち半分の分子が変
性する温度である変性中点温度Tmを求めると、WA20はTmが75℃であるのに対し、SUWA‑4は
Tmが122℃であり、WA20よりも47℃の熱変性温度が向上し、非常に高い熱的な構造安定性
を備えている。

20

【００６４】
＜分子量の推定＞
WA20とSUWA‑4の溶液中での会合状態を調べるために、ゲル濾過クロマトグラフィーによ
る分子量の推定を行った。
図１９に得られたゲル濾過クロマトグラムを示す。WA20とSUWA‑4について検出されたピ
ークはシングルピークであり、ほとんど同じ溶出体積である。
表８に、WA20とSUWA‑4に対してゲル濾過クロマトグラフィーを行った際の溶出体積と推
定分子量(Mw)を示す。推定分子量(Mw)は、分子量既知のタンパク質を標準試料としてゲル
濾過クロマトグラフィーを行って得られた溶出体積に基づいて作成した検量線を用いて算
出した。
【表８】
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【００６５】
ゲル濾過クロマトグラフィーの結果より得られた推定分子量値（WA20：25.57 kDa， SU
WA‑4：24.16 kDa）と、アミノ酸配列から算出した単量体の分子量値（WA20：12.55 kDa，

40

SUWA‑4：12.55 kDa）を比較したところ、各サンプルともほぼ二量体に相当することが分
かった。これらの結果より、SUWA‑4はWA20と同様に、溶液中で二量体を形成することが分
かる。また、変異を導入したことによる、溶液中における二量体より大きな会合体が生じ
ていないと考えられる。
【００６６】
＜小角X線散乱解析＞
小角X線散乱解析(SAXS)により、WA20及びSUWA‑4の溶液構造の比較解析を行った。
卵白リゾチームは、分子量の標準サンプル(リゾチームの分子量(Mw)は14.31 kDa)とし
て測定した。前方散乱強度を重量濃度で割った I(q→0)/cは重量平均分子量(Mw)に比例す
る。WA20及びSUWA‑4とリゾチームの前方散乱強度を濃度で割った I(q→0)/c、及び算出さ

50

(18)

JP 2016‑216460 A 2016.12.22

れた分子量について、それぞれ表９に示す。
【表９】

10
【００６７】
アミノ酸配列から算出される単量体の分子量と解析結果から算出された分子量を比較す
ると、WA20とSUWA‑4の両方とも二量体に相当する分子量であることが分かる。これらの結
果からも、WA20とSUWA‑4は溶液中で二量体を形成していることが示された。
続いて、間接フーリエ変換(IFT)法を用いて、WA20とSUWA‑4の二体間距離分布関数 p(r)
を求めた(図２０）。分布関数p(r)の横軸との切片にあたる値 Dmaxは、分子中に取ること
ができる最も長い二点間の距離を表す。WA20及びSUWA‑4のDmaxは約10 nmであった。これ
は，ドメインスワップ二量体のWA20結晶構造に見られた円筒状構造の長さとほぼ一致する
。また、p(r)の形状は、r値の小さい範囲にピークをもち、r値の大きい範囲に直線的に尾
を引くような型を示している。この形状は、溶液中の分子が細長い円筒状の構造をもつこ

20

とを示している。この小角X線散乱解析の結果より、SUWA‑4もWA20と同様に、溶液中にお
いて4本ヘリックス二量体構造を形成していることが示唆される。
【００６８】
＜タンパク質の変性剤に対する構造安定性＞
前述した円偏光二色性(CD)スペクトル測定により構造安定性を測定した実験は、熱的な
構造安定性に関わる実験である。これとは別に、円偏光二色性(CD)スペクトル測定により
、WA20とSUWA‑4タンパク質の、変性剤（GdnHCl）に対する構造安定性について比較する実
験を行った。
図２１は楕円率[θ]222 nmの変化に基づいてGdnHCl濃度に対して得られたWA20とSUWA‑4
の変性曲線（濃度変性曲線）である。縦軸は変性したタンパク質分子の割合を示し、横軸

30

は濃度変化を示す。
WA20はGdnHCl濃度の上昇に伴い、変性するタンパク質分子が増加していき、5 M付近で
はすべてのタンパク質分子が変性する。一方、SUWA‑4は、5 MまでGdnHClの濃度を高くし
ても変性するタンパク質分子がほとんど存在しない。また、全タンパク質分子のうち、半
分の分子が変性する濃度である変性中点濃度を求めた。その結果、WA20は3.5 Mであるの
に対し、SUWA‑4は6 Mであった。SUWA‑4タンパク質は、WA20より2.5 Mもの変性剤濃度耐性
が向上し，非常に高い構造安定性を有することが分かる。
【００６９】
＜SUWA‑4に導入した各アミノ酸変異の構造安定性への寄与度＞
SUWA‑4に導入したアミノ酸変異のうち、１〜２残基を選択してWA20に導入した変異体を
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作製し、円偏光二色性(CD)スペクトル測定により、特定のアミノ酸変異を導入したときの
熱に対する構造安定性の比較を行った。比較測定に用いた変異体は、以下の４種である。
WA20̲H26L̲E78L（26番目のヒスチジンと78番目のグルタミン酸をロイシンに置換）
WA20̲G28S（28番目のグリシンをセリンに置換）
WA20̲N34L(34番目のアスパラギンをロイシンに置換）
WA20̲V71L（71番目のバリンをロイシンに置換）
【００７０】
図２２は楕円率[θ]222 nmの変化をもとに描いた上記４種の変異体の熱変性曲線である
。図２３は、熱変性曲線から求めた上記４種の変異体の変性中点温度Tmと、既知のWA20と
SUWA‑4のTmをグラフに示したものである。
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４種のうちでは、26番目と78番目の２つの残基を変位させた変異体WA20̲H26L̲E78Lの変
性中点温度Tmの向上がもっとも顕著（WA20と比較して26℃）、他の１つの残基を変位させ
た変異体のTmの向上は8〜10℃程度に止まった。なお１つの残基を変位させたものでも、T
mに対して負の影響を与えるものは見られなかった。これらの測定結果は、SUWA‑4は、１
または２残基変異体のTmの向上が相加的に寄与することによって、非常に高い熱安定性を
獲得したものと考えられる。
【００７１】
表１０に耐圧試料室付き円二色分散計を使用して、WA20、SUWA、SUWA‑2、SUWA‑3、SUWA
‑4のそれぞれの変性中点温度Tmを正確に測定した結果をまとめて示す。
【表１０】

10

20
【００７２】
表１０は、WA20に変位を導入した４種のSUWA、SUWA‑2、SUWA‑3、SUWA‑4が、WA20では到
達し得なかった常圧下における水の沸騰温度100℃を超える変性中点温度Tm値を獲得する
ことができたことを示している。とくにSUWA‑4はTｍ値が122℃という高温での熱的安定性
を確保することができている。常圧下の水の沸点である100℃において熱的に安定である
ことは、これら人工タンパク質をさまざまな用途に利用する上できわめて有効となる。
以下に、SUWA、SUWA‑2、SUWA‑3、SUWA‑4のWA20への変位導入個所を整理して示す。
SUWA

( H26L / G28S / N34L / V71F / E78L )

SUWA‑2

( H26L / G28S / V71F / E78L )

SUWA‑3

( H26L / G28S / V71L / E78L )

SUWA‑4

( H26L / G28S / N34L / V71L / E78L )
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【００７３】
（ナノ構造複合体の作製例）
以下では、上述したドメインスワップ二量体人工タンパク質を用いてタンパク質ナノブ
ロックを作成し、タンパク質ナノブロックの熱的安定性を評価する実験を行った結果につ
いて説明する。
本実施形態で作製したタンパク質ナノブロックの構成を図２４に示す。図２４では、WA
20とT4ファージfibritinの三量体形成ドメインFoldon（A)から、タンパク質ナノブロック
（B)を作製し、WA20とFoldonとをリンカーによって連結・融合したタンパク質ナノブロッ
クWA20‑Foldon（B)を自己組織化して、樽型構造や正四面体型構造、正三角柱型構造、立

40

方体型構造等のナノ構造複合体(c)を形成する工程を模式的に示している（非特許文献９
）。
【００７４】
タンパク質ナノブロック（WA20‑Foldon：B)は、WA20の二量体から分離した単量体と、F
oldonの三量体から分離した単量体とを連結・融合した融合タンパク質である。
図２４では、ドメインスワップ二量体人工タンパク質WA20からWA20‑Foldonを作製した
例を示すが、WA20に前述した変異を導入したSUWAやSUWA‑4を用いれば、タンパク質ナノブ
ロックとしてSUWA‑FoldonやSUWA‑4‑Foldonが得られる。なお、本明細書においては、タン
パク質ナノブロックは、図２４（C)に示すような、ナノ構造複合体を構成するためのパー
ツの意味で用いている。
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【００７５】
（WA20‑Foldonの作製例）
WA20‑Foldonは，WA20とFoldon三量体形成ドメインをリンカーによって結合した融合タ
ンパク質であり、タンパク質発現ベクターであるpET‑3a(Novagen)にクローニングされて
いる。
WA20‑Foldonタンパク質は、大腸菌 BL21 Star(DE3)株(Invitrogen, Life Technologies
)によって発現した。培養は，終濃度50μg/mLのアンピシリンを含む1.5 LのLB(Lennox)
培地 (nacalai tesque)を使用し、25 ℃の条件で行った．OD600=〜0.5になった後、25℃
で16h培養した後、集菌した。
タンパク質は溶菌バッファー(50 mM リン酸ナトリウムバッファー(pH 7.0)、300 mM Na

10

Cl、10% グリセロール)中で、超音波破砕(出力 50%，1セット(1sec. ON/ 1 sec. OFF×30
回)×30セット、使用機器: 超音波ホモゲナイザーVC505 (SONICS)により破砕し、細胞か
ら抽出した。続いて、TALON metal affinity resin (Clontech, Takara Bio) を用いた固
定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)によりWA20を精製した(平衡化
兼洗浄バッファー: 50 mM リン酸ナトリウムバッファー (pH 7.0)，300 mM NaCl; 溶出バ
ッファー: 50 mM リン酸ナトリウムバッファー (pH 7.0)，300 mM NaCl，10% グリセロー
ル，250 mM イミダゾール)。
【００７６】
（SUWA‑Foldonの作製例)
Transfer‑PCR反応によりSUWA‑Foldon遺伝子を作製した。WA20‑Foldon遺伝子がクローニ
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ングされているpET‑3aベクター(pET‑3a‑WA20‑Foldon)に対し、変異導入プライマー(表１)
を使用し、SUWAの作製と同様な方法でTransfer‑PCR反応を行い、WA20‑FoldonのWA20遺伝
子配列部分に変異を導入した。こうして、WA20‑Foldonの変異体として、SUWA‑Foldon（H2
6L/G28S/N34L/V71F/E78L）を得た。
【００７７】
SUWA‑Foldonタンパク質は、WA20‑Foldonタンパク質と同様な方法で、大腸菌によって発
現させ、固定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)により精製した。
【００７８】
＜円偏光二色性（CD)スペクトル測定＞
WA20‑FoldonとSUWA‑Foldonについて、サンプルの温度を変えてCDスペクトル測定を行っ

30

た。図２５に得られたCDスペクトルを示す。
典型的な二次構造のCDスペクトルと比較し、20℃のCDスペクトルから、両サンプルとも
Foldonドメインをリンカーで結合させても、αヘリックス主体の構造を保持していること
が分かる。
また、WA20‑Foldonは60℃付近まではαヘリックス主体の構造を保っているが、80℃以
上ではスペクトルの形状が大きく変化した。そして、95℃では、スペクトルの形状がラン
ダムコイルに近いものになったことから、構造が全体的に崩壊・変性したことが示される
。
一方、SUWA‑Foldonは温度の上昇に伴うスペクトル形状の変化があまり見られず、95℃
の高温状態でも変性せず、立体構造を保ち続けている。
【００７９】
また、楕円率[θ]222nmの変化をもとに作成した熱変性曲線（図２６）から、WA20‑Fold
onは温度の上昇に伴い、変性するタンパク質分子が増加していき、80℃以上ではほぼすべ
てのタンパク質分子が変性していることが分かる。一方、SUWA‑Foldonでは、95℃までタ
ンパク質溶液を加熱しても、変性するタンパク質分子がほとんど存在しない。
また、熱変性温度の比較を行うため，変性中点温度Tmを求めた（表１１）。その結果、
WA20‑FoldonはTmが68℃であるのに対し、SUWA‑Foldonタンパク質はTmが95℃よりも高い温
度であることが明らかとなった。
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【表１１】

【００８０】
以上の測定結果は、SUWA‑FoldonはWA20‑Foldonと比較して、少なくとも27℃以上熱変性
温度が向上し、構造安定性が非常に顕著に改善されていることを示す。

10

タンパク質ナノブロックを用いて図２４（C)に示すようなナノ構造複合体を構築する際
に、タンパク質ナノブロックが高い構造安定性を備えていることは、安定的にナノ構造複
合体を形成する上で重要であり、また、構築したナノ構造複合体を安定的に保持可能にす
る点においても重要である。WA20に前述した変異を導入して安定化させたSUWAはナノ構造
複合体を構築する上できわめて有用である。
このように安定なナノ構造複合体であれば、大量調製のために低温室などの設備を要さ
ず、長期的に保存することも比較的容易であり、経済的にも有利である。また、応用する
際にも、耐久性が向上するので有利である。例えば、このような安定なナノ構造複合体は
、機能性材料創製のためのバイオナノプロセスにおいても非常に有用性が高く、分子デバ
イス作製への応用も期待される（非特許文献１０）。
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【００８１】
（SUWA‑4‑Foldonの作製例）
Transfer‑PCR反応によりSUWA‑4‑Foldon遺伝子を作製した。まず、WA20‑Foldon遺伝子が
クローニングされているpET‑3aベクター(pET‑3a‑WA20‑Foldon)に対して、疎水性コア増強
変異導入プライマー(表５）を使用し、SUWA‑3の作製と同様な方法でTransfer‑PCR反応を
行い、WA20‑FoldonのWA20配列部分に変異を導入し、SUWA‑3‑Foldon（H26L/G28S/V71L/E78
L）を得た。次に、このSUWA‑3‑Foldon遺伝子がクローニングされているpET‑3aベクター(p
ET‑3a‑ SUWA‑3‑Foldon)に対して、疎水性コア増強変異導入プライマー(表７）を使用し、
SUWA‑4の作製と同様な方法でTransfer‑PCR反応を行い、SUWA‑3‑FoldonのSUWA‑3配列部分
に変異を導入した。こうして、最終的に、WA20‑Foldonの変異体として、SUWA‑4‑Foldon（
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H26L/G28S/N34L/V71L/E78L）を得た。
SUWA‑4‑Foldonタンパク質はWA20‑Foldonタンパク質と同様な方法で大腸菌によって発現
させ、固定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)により精製した。
【００８２】
＜円偏光二色性（CD)スペクトル測定＞
タンパク質ナノブロックWA20‑FoldonとSUWA‑4‑FoldonについてCDスペクトル測定を行い
、熱安定性の比較を行った。
図２７にWA20‑Foldonを30〜100℃、SUWA‑4‑Foldonを30〜150℃まで加熱したときの各温
度についてのCDスペクトルを示す。CDスペクトルの測定には耐圧試料室付き円二色性分散
計を使用した。
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前述したように、CDスペクトルにおいて、タンパク質分子中のαヘリックスの存在は波
長208nmと222nm付近の負のピークとして検出される。WA20とSUWA‑4の30℃のCDスペクトル
から、両サンプルともFoldonドメインをリンカーで結合させてもαヘリックス主体の構造
を保持していることが分かる。しかしながら、WA20‑Foldonは100℃の高温状態では、スペ
クトルの形状がランダムコイルに近いものになったことから、構造が全体的に崩壊・変性
したと考えられる。一方、SUWA‑4‑Foldonは温度の上昇に伴うスペクトル形状の変化があ
まり見られず、100℃の高温状態でも構造を保ち続けている。
【００８３】
図２８は楕円率[θ]222 nmの変化をもとに描いた熱変性曲線である。WA20‑Foldonは温
度の上昇に伴い、変性するタンパク質分子が増加していき，90℃以上ではほぼすべてのタ
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ンパク質分子が変性している。一方、SUWA‑4‑Foldonは、100℃までタンパク質溶液を加熱
しても変性するタンパク質分子がほとんど存在しない。
熱変性温度を比較するため変性中点温度Tmを表１２に示す。WA20‑FoldonはTmが75℃、S
UWA‑4‑Foldonタンパク質はTmが122℃であり、SUWA‑4‑Foldonは，WA20‑Foldonと比較して4
7℃もの熱変性温度が向上し、タンパク質ナノブロックとして利用する際にきわめて有用
な高い熱的な構造安定性を備えることが確かめられた。
【表１２】
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