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(57)【要約】
【課題】ヒトＰタンパク質複合体を抗原として用いた抗体作製技術を応用し、任意の抗原
に対する特異的な抗体の作製に利用可能であり、取扱いが容易な抗原結合用キャリアを提
供する。
【解決手段】本発明の抗原結合用キャリアは、コア粒子と、前記コア粒子に連結され、可
動性を有する少なくとも２つのリンカーと、を備え、前記リンカーにおいて、コア粒子と
の連結部とは反対側の先端が抗原結合部位である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コア粒子と、
前記コア粒子に連結され、可動性を有する少なくとも２つのリンカーと、
を備え、
前記リンカーにおいて、コア粒子との連結部とは反対側の先端が抗原結合部位であるこ
とを特徴とする抗原結合用キャリア。
【請求項２】
前記コア粒子及び前記リンカーが耐熱性を有する請求項１に記載の抗原結合用キャリア
10

。
【請求項３】
前記リンカーの長さが１００Å以上２００Å以下である請求項１又は２に記載の抗原結
合用キャリア。
【請求項４】
前記コア粒子及び前記リンカーが以下の（ａ）〜（ｃ）のいずれかのタンパク質である
請求項１〜３のいずれか一項に記載の抗原結合用キャリア。
（ａ）配列番号１に示すアミノ酸配列を含むタンパク質、
（ｂ）配列番号１に示すアミノ酸配列において、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置
換若しくは付加されたアミノ酸配列を含み、かつ、多量体形成能及び可動性領域を有する
タンパク質、
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（ｃ）配列番号１に示すアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み
、かつ、多量体形成能及び可動性領域を有するタンパク質
【請求項５】
前記タンパク質が２量体以上７量体以下の多量体を形成している請求項４に記載の抗原
結合用キャリア。
【請求項６】
請求項４又は５に記載の抗原結合用キャリアをコードする核酸を含むことを特徴とする
ベクター。
【請求項７】
対象の抗原に対する特異的抗体を作製するためのキットであって、
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請求項１〜５のいずれか一項に記載の抗原結合用キャリア、又は請求項６に記載のベク
ターを備えることを特徴とするキット。
【請求項８】
対象の抗原に対する特異的抗体の製造方法であって、
対象の抗原を、請求項１〜５のいずれか一項に記載の抗原結合用キャリアに結合させ、
抗原結合キャリアを作製する結合工程と、
前記抗原結合キャリアを非ヒト哺乳動物に投与する免疫工程と、
前記免疫工程後に、前記非ヒト哺乳動物から血清、脾臓細胞、リンパ節細胞、末梢血白
血球、又はＢ細胞を採取する採取工程と、
を備えることを特徴とする製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、抗原結合用キャリア、ベクター、キット、及び対象の抗原に対する特異的抗
体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
抗体は、基礎生命科学の研究だけでなく、検査診断又は医薬品としても広く使用されて
いる。抗体は、一般に、抗原となる特定のタンパク質を用いて、動物を免疫化して作製さ
れるが、基礎生命科学の研究や、検査診断又は医薬品に利用できる抗体を得ることは容易
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ではない。特に、機能面で重要であり、進化的に高度に保存された機能構造を有する生体
物質に対する抗体の作製は困難な場合が多い。
部位特異的な抗体の作製を目的として、タンパク質の特定部位の合成ペプチド等を各種
キャリアに結合し、免疫化する方法（例えば、特許文献１参照。）が開発されているが、
有効な抗体が得られない場合が多く、タンパク質の特定部位に対する抗体を自在に作製す
る新たな技術が求められている。
【０００３】
自己免疫疾患では、通常の免疫法では抗体作製が困難な高度に保存された部位を有する
生体物質に対する抗体が産出される場合が多い。
本発明者らは、自己免疫疾患において、しばしば自己抗体の標的となるリボソーム中の

10

酸性リン酸化タンパク質であるＰタンパク質の大サブユニットＰ０、Ｐ１、及びＰ２にお
いて、共通して保存されたＣ末端部位の強力な抗原性が、Ｐタンパク質の高次構造や動的
性質に起因するものであると考え、各種解析を行ってきた。その結果、Ｐタンパク質はユ
ニークな複合体を形成し、抗原部位となる共通Ｃ末端部位（以下、「Ｃ末端抗原部位」と
称することがある。）は柔軟に運動すること、及びヒトＰタンパク質複合体をマウスに投
与することで、共通Ｃ末端抗原部位に対する特異的な抗体（以下、「抗Ｐ抗体」と称する
ことがある。）が優先的に生じることを明らかにした（例えば、非特許文献１、及び特許
文献２参照。）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００８−５０４２１９号公報
【特許文献２】特開２００８−１１０９４３号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Sato, H., et al.,

Characterization of anti‑P monoclonal antibo

dies directed against the ribosomal protein‑RNA complex antigen and produced usi
ng Murphy Roths large autoimmune‑prone mice

, Clin. Exp. Immunol., vol.179, p23

6‑244, 2014.
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
非特許文献１及び特許文献２に記載された方法により、ヒトＰタンパク質複合体を抗原
として用いて抗Ｐ抗体を作製する場合、前記複合体を構成するＰ０、Ｐ１、及びＰ２の３
種類のタンパク質を調製し、さらに複合体を形成させる必要があった。また、大腸菌を用
いた発現系を利用して前記複合体を構成する３種類のタンパク質を調製する場合、大腸菌
由来のタンパク質からの分離精製が困難であった。
また、ヒトＰタンパク質複合体を抗原として用いた抗体の作製方法では、抗Ｐ抗体の産
生のみが可能であり、任意のタンパク質に対する特異的な抗体を作製することはできない
40

。
【０００７】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、ヒトＰタンパク質複合体を抗原と
して用いた抗体作製技術を応用し、任意の抗原に対する特異的な抗体の作製に利用可能で
あり、取扱いが容易な抗原結合用キャリア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】
【０００８】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ヒトＰタンパク質のオル
ソログである古細菌ａＰ１に着目した。ａＰ１は土台となるａＰ０が存在しなくても多量
体を形成し、各ａＰ１のａＰ０結合部位とＣ末端抗原部位とに挟まれた領域が可動性を有
する触手様構造を形成している。そして、前記ａＰ１のＣ末端抗原部位を特定の抗原タン

50

(4)

JP 2017‑221153 A 2017.12.21

パク質に置換したものを用いて、動物を免疫化することで、前記抗原タンパク質に対する
特異的な抗体を産生することができることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【０００９】
本発明は、以下の態様を含む。
［１］コア粒子と、前記コア粒子に連結され、可動性を有する少なくとも２つのリンカー
と、を備え、前記リンカーにおいて、コア粒子との連結部とは反対側の先端が抗原結合部
位であることを特徴とする抗原結合用キャリア。
［２］前記コア粒子及び前記リンカーが耐熱性を有する［１］に記載の抗原結合用キャリ
ア。
［３］前記リンカーの長さが１００Å以上２００Å以下である［１］又は［２］に記載の
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抗原結合用キャリア。
［４］前記コア粒子及び前記リンカーが以下の（ａ）〜（ｃ）のいずれかのタンパク質で
ある［１］〜［３］のいずれか一つに記載の抗原結合用キャリア。
（ａ）配列番号１に示すアミノ酸配列を含むタンパク質、
（ｂ）配列番号１に示すアミノ酸配列において、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置
換若しくは付加されたアミノ酸配列を含み、かつ、多量体形成能及び可動性領域を有する
タンパク質、
（ｃ）配列番号１に示すアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み
、かつ、多量体形成能及び可動性領域を有するタンパク質
［５］前記タンパク質が２量体以上７量体以下の多量体を形成している［４］に記載の抗

20

原結合用キャリア。
［６］［４］又は［５］に記載の抗原結合用キャリアをコードする核酸を含むことを特徴
とするベクター。
［７］対象の抗原に対する特異的抗体を作製するためのキットであって、［１］〜［５］
のいずれか一つに記載の抗原結合用キャリア、又は［６］に記載のベクターを備えること
を特徴とするキット。
［８］対象の抗原に対する特異的抗体の製造方法であって、対象の抗原を、［１］〜［５
］のいずれか一つに記載の抗原結合用キャリアに結合させ、抗原結合キャリアを作製する
結合工程と、前記抗原結合キャリアを非ヒト哺乳動物に投与する免疫工程と、前記免疫工
程後に、前記非ヒト哺乳動物から血清、脾臓細胞、リンパ節細胞、末梢血白血球、又はＢ
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細胞を採取する採取工程と、を備えることを特徴とする製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、任意の抗原に対する特異的な抗体の作製に利用可能であり、取扱いが
容易な抗原結合用キャリアを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の抗原結合用キャリアの一実施形態を模式的に示す図である。
【図２】本発明の抗原結合用キャリアの他の実施形態を模式的に示す図である。
【図３】実施例１におけるポリクローナル抗体の抗原特異性を検証した結果を示す画像で
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ある。
【図４】実施例２におけるポリクローナル抗体の抗原特異性を検証した結果を示す画像で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、必要に応じて図面を参照しながら、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１３】
＜＜抗原結合用キャリア＞＞
一実施形態において、本発明は、コア粒子と、前記コア粒子に連結され、可動性を有す
る少なくとも２つのリンカーと、を備え、前記リンカーにおいて、コア粒子との連結部と
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は反対側の先端が抗原結合部位である抗原結合用キャリアを提供する。
【００１４】
本実施形態の抗原結合用キャリアは、取扱いが容易であり、任意の抗原に対する特異的
な抗体の作製に利用することができる。抗原としては、従来抗体を作製することが困難で
あった、高度に保存された部位を有する抗原を用いることもできる。
【００１５】
＜構造＞
図１は、本発明の抗原結合用キャリアの一実施形態を模式的に示す図である。
本実施形態におけるコア粒子（１１）は、リンカー（１２）を支持するためのものであ
る。
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また、本実施形態におけるリンカー（１２）は、抗原を結合するためのものである。
本実施形態の抗原結合用キャリア（１Ａ）は、コア粒子（１１）に可動性を有するリン
カー（１２）が複数連結されている。リンカー（１２）は、コア粒子（１１）との連結部
とは反対側の先端に抗原結合部位（１３）を有する。
図１において、リンカー（１２）が４つ連結されているものを例示しているが、これに
限定されない。また、図１において、コア粒子（１１）は球状のものを例示しているが、
これに限定されない。
【００１６】
本実施形態の抗原結合用キャリア（１Ａ）は、リンカー（１２）が可動性を有すること
により、コア粒子（１１）との連結部とは反対側の先端に結合された抗原が柔軟に動くこ
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とができる。
リンカー（１２）の長さは、１００Å以上２００Å以下であることが好ましく、１００
Å以上１８０Å以下であることがより好ましく、１００Å以上１５０Å以下であることが
さらに好ましい。リンカー（１２）の長さが上記範囲内であることにより、隣り合うリン
カー同士で構造障害を引き起こしにくく、また、抗体産生細胞の表面の受容体を効率的に
活性化することを可能とする。
【００１７】
また、コア粒子（１１）の形状は、例えば、球、多面体（例えば、四面体、五面体、六
面体（立方体含む）、八面体、十二面体、二十面体、二十四面体、ケプラー・ポアンソ立
体等）、及びこれらの凝集体等が挙げられる。
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コア粒子（１１）には、リンカー（１２）が少なくとも２つ、好ましくは２以上１０以
下、より好ましくは４以上９以下、さらに好ましくは４以上８以下連結されている。リン
カー（１２）を複数備えることにより、効率的に抗体産生細胞（Ｂ細胞）の表面に存在す
る受容体を活性化することができ、優先的に抗原に対する抗体を産生させることができる
。
【００１８】
本実施形態の抗原結合用キャリアの分子量は、例えば、２００００以上１１００００以
下であってよく、例えば４００００以上７００００以下であってよく、例えば、４０００
０以上５００００以下であってよい。
【００１９】
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また、本実施形態の抗原結合用キャリアは、生体適合性を有するものであることが好ま
しい。ここで、「生体適合性を有する」とは、非ヒト哺乳動物への免疫後、非ヒト哺乳動
物の生体内に存在するマクロファージ又はＴ細胞等による攻撃を回避し、分解されること
を防ぐことができる性質を意味する。
また、本実施形態の抗原結合用キャリアは、耐熱性を有するものであることが好ましい
。耐熱性を有することにより、例えば、本実施形態の抗原結合用キャリアがタンパク質に
より構成されており、大腸菌発現系を用いて製造する場合に、大腸菌由来のタンパク質等
の不純物を加熱により変性させることで取り除き、効率的に本実施形態の抗原結合用キャ
リアを精製することができる。
【００２０】
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また、本実施形態の抗原結合用キャリアは、適用可能な抗原に特別な限定はなく、従来
、抗体の作製が困難であった高度に保存された部位を有する抗原にも適用することができ
る。
適用可能な抗原としては、例えば、ヒストン、酵素、リボソームタンパク質、ミトコン
ドリアタンパク質、増殖細胞核抗原（ＰＣＮＡ）等のタンパク質；ｓｎＲＮＰ等のＲＮＡ
−タンパク質複合体；セントロメア、糖鎖、糖タンパク質；ＤＮＡ、ＲＮＡ、ｍｉＲＮＡ
、ｓｉＲＮＡ等の核酸（前記核酸は、一本鎖でもよく、二本鎖でもよい。また、ＬＮＡ等
の合成核酸も含む。）等が挙げられ、これらに限定されない。
【００２１】
また、本実施形態の抗原結合用キャリアに適用可能な抗原の分子量としては、６００以
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上５０００以下であることが好ましく、１０００以上４０００以下であることがより好ま
しく、１５００以上３０００以下であることがさらに好ましい。抗原の分子量が上記範囲
であることにより、抗原同士による構造障害を引き起こしにくく、また、抗体産生細胞の
表面の受容体を効率的に活性化することができる。
より好適な抗原としては、例えば１０以上３０以下のアミノ酸残基からなるペプチドが
挙げられる。
【００２２】
本実施形態の抗原結合用キャリアの抗原結合部位における、抗原との結合様式は、特別
な限定はなく、例えば、共有結合（例えば、アミド結合、ジスルフィド結合、エステル結
合等）、静電的相互作用、水素結合、ファンデルワールス結合、疎水効果による結合等が
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挙げられる。
次いで、本実施形態の抗原結合用キャリアの材料について、詳細に説明する。
【００２３】
＜材料＞
コア粒子及びリンカーを構成する材料としては、生体適合性を有するものであれば、特
別な限定はない。コア粒子及びリンカーを構成する材料としては、例えば、タンパク質（
例えば、ゼイン、カゼイン、ゼラチン、グルテン、血清アルブミン、コラーゲン、Ｃ末端
抗原部位を欠損したａＰ１（配列番号１にアミノ酸配列を示す。）、及びそれらと実質的
に同等の活性を有するタンパク質改変体等）、多糖類（例えば、アルギネート、セルロー
ス、デキストラン、プルラン（ｐｕｌｌｕｌａｎｅ）、ポリヒアルロン酸、及びそれらの
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誘導体等）、キチン、ポリ（３−ヒドロキシアルカノエート）（特に、ポリ（β−ヒドロ
キブチレート）、ポリ（３−ヒドロキシオクタノエート））、ポリ（３−ヒドロキシ脂肪
酸）等の天然由来の高分子化合物；ポリホスファゼン、ポリ（ビニルアルコール）、ポリ
アミド、ポリエステルアミド、ポリ（アミノ酸）、ポリ無水物、ポリカーボネート、ポリ
アクリレート、ポリアルキレン（例えば、ポリエチレン等）、ポリアクリルアミド、ポリ
アルキレングリコール（例えば、ポリエチレングリコール等）、ポリアルキレンオキシド
（例えば、ポリエチレンオキシド等）、ポリアルキレンテレフタレート（例えば、ポリエ
チレンテレフタレート等）、ポリオルトエステル、ポリビニルエーテル、ポリビニルエス
テル、ポリビニルハライド、ポリビニルピロリドン、ポリエステル、ポリシロキサン、ポ
リウレタン、ポリヒドロキシ酸（例えば、ポリラクチド、ポリグリコリド等）、ポリ（ヒ

40

ドロキシ酪酸）、ポリ（ヒドロキシ吉草酸）、ポリ［ラクチド−ｃｏ−（ε−カプロラク
トン）］、ポリ［グリコリド−ｃｏ−（ε−カプロラクトン）］等）、ポリ（ヒドロキシ
アルカノエート）、及びこれらのコポリマー等の合成高分子化合物等が挙げられる。コア
粒子は上述の材料のうち１種類から構成されていてもよく、２種類以上から構成されてい
てもよい。
【００２４】
前記セルロースには、合成により改質されたものも含み、例えば、セルロース誘導体（
例えば、アルキルセルロース、ヒドロキシアルキルセルロース、セルロースエーテル、セ
ルロースエステル、ニトロセルロース、およびキトサン）等が挙げられる。より具体的な
セルロース誘導体としては、例えば、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシ
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プロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチルメチルセ
ルロース、セルロースアセテート、セルロースプロピオネート、セルロースアセテートブ
チレート、セルロースアセテートフタレート、カルボキシメチルセルロース、セルロース
トリアセテート、セルローススルフェートナトリウム塩等が挙げられる。
【００２５】
前記ポリアクリレートとしてより具体的には、例えば、ポリ（メタクリル酸メチル）、
ポリ（メタクリル酸エチル）、ポリ（メタクリル酸ブチル）、ポリ（メタクリル酸イソブ
チル）、ポリ（メタクリル酸ヘキシル）、ポリ（メタクリル酸イソデシル）、ポリ（メタ
クリル酸ラウリル）、ポリ（メタクリル酸フェニル）、ポリ（アクリル酸メチル）、ポリ
（アクリル酸イソプロピル）、ポリ（アクリル酸イソブチル）、ポリ（アクリル酸オクタ

10

デシル）等が挙げられる。
【００２６】
中でも、コア粒子及びリンカーを構成する材料としては、タンパク質であることが好ま
しく、Ｃ末端抗原部位を欠損した古細菌由来のａＰ１、又は該ａＰ１と実質的に同等の活
性を有するタンパク質改変体であることがより好ましい。
Ｃ末端抗原部位を欠損した古細菌由来のａＰ１、又は該ａＰ１と実質的に同等の活性を
有するタンパク質改変体は、耐熱性を有する。そのため、本実施形態の抗原結合用キャリ
アを、大腸菌発現系を用いて製造する場合に、大腸菌由来のタンパク質等の不純物を加熱
により変性させることで取り除き、効率的に抗原結合用キャリアを精製することができる
20

。
【００２７】
図２は、本発明の抗原結合用キャリアの他の実施形態を模式的に示す図であり、Ｃ末端
抗原部位を欠損した古細菌ａＰ１の４量体を模式的に示す図である。
Ｃ末端抗原部位を欠損した古細菌ａＰ１の４量体（１Ｂ）は、ａＰ０結合部位（２１）
と、抗原結合部位（２３）と、ａＰ０結合部位（２１）と抗原結合部位（２３）とに挟ま
れた可動性領域（２２）とからなるＣ末端抗原部位を欠損したａＰ１（１００）を含む。
さらに、Ｃ末端抗原部位を欠損したａＰ１（１００）中のａＰ０結合部位（２１）同士が
結合してコア粒子様構造を形成することで、多量体を形成している。
図２において、Ｃ末端抗原部位を欠損したａＰ１（１００）が４量体を形成しているも
のを例示しているが、これに限定されない。
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Ｃ末端抗原部位を欠損したａＰ１（１００）は、土台となるａＰ０を含まずとも、それ
単体を混合することにより、Ｐ０結合部位（２１）同士が結合することにより、多量体を
形成することができる。また、ａＰ０を含むことで、最大で７量体の多量体を形成するこ
とができる。本実施形態の抗原結合用キャリアに用いられるＣ末端抗原部位を欠損したａ
Ｐ１は、好ましくは２量体以上７量体以下、より好ましくは４量体以上７量体以下の多量
体を形成している。
【００２８】
本実施形態における抗原結合用キャリアに用いられるＣ末端抗原部位を欠損したａＰ１
の他に、ａＰ０を含んでいてもよく、ａＰ０を含まなくてもよい。中でも、必要とするタ
ンパク質の種類が１種類で済むことから、本実施形態における抗原結合用キャリアでは、

40

ａＰ０を含まないことが好ましい。
【００２９】
配列番号１は、Ｃ末端抗原部位を欠損した古細菌ａＰ１のアミノ酸配列である。
また、Ｃ末端抗原部位を欠損したａＰ１と実質的に同等の活性を有するタンパク質改変
体とは、例えば、配列番号１に示すアミノ酸配列において、１若しくは数個のアミノ酸が
欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列を含むタンパク質等が挙げられる。
ここで、欠失、置換、若しくは付加されてもよいアミノ酸の数としては、１個以上１５
個以下が好ましく、１個以上１０個以下がより好ましく、１個以上５個以下がさらに好ま
しい。
【００３０】
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また、Ｃ末端抗原部位を欠損したａＰ１と実質的に同等の活性を有するタンパク質改変
体とは、例えば、配列番号１に示すアミノ酸配列と同一性が７０％以上であり、好ましく
は８０％以上であり、より好ましくは９０％以上であり、さらに好ましくは９５％以上で
あり、特に好ましくは９９％以上であるアミノ酸配列を含むタンパク質等が挙げられる。
【００３１】
さらに、前記タンパク質改変体は、Ｃ末端抗原部位を欠損したａＰ１と実質的に同等の
活性、すなわち、多量体形成能及び可動性領域を有する。
【００３２】
また、リンカーにおける抗原結合部位は、例えば、対象の抗原と結合可能な官能基等で
あればよい。
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前記官能基としては、例えば、活性エステル構造（例えば、ｐ−ニトロフェニルエステ
ル基、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミドエステル基、コハク酸イミドエステル基、フタル酸
イミドエステル基、５−ノルボルネン−２、３−ジカルボキシイミドエステル基等）、カ
ルボキシ基、アミノ基、チオール基等が挙げられ、これらに限定されない。
【００３３】
＜本実施形態の抗原結合用キャリアの製造方法＞
本実施形態の抗原結合用キャリアの製造方法としては、例えば、市販の生体適合性を有
する高分子化合物をコア粒子及びリンカーとして用いて、公知の方法を適宜選択して、コ
ア粒子とリンカーとを結合させて作製すればよい。コア粒子とリンカーとの結合様式は、
特別な限定はなく、例えば、共有結合（例えば、アミド結合、ジスルフィド結合、エステ

20

ル結合等）、静電的相互作用、水素結合、ファンデルワールス結合、疎水効果による結合
等が挙げられる。
【００３４】
本実施形態の抗原結合用キャリアの製造方法として、より具体的には、例えば、リンカ
ーを含む溶液を調製し、浸漬、吹きつけ等の公知の方法でコア粒子表面に塗布した後、室
温下又は加温下にて乾燥させることにより化学結合を行うことができる。
上記のリンカーの溶液濃度について、特別な限定はなく、例えば、０．０５重量％以上
であってよく、例えば、０．１重量％以上３０重量％以下であってよく、例えば０．１重
量％以上２０重量％以下であってよく、例えば０．３重量％以上１０重量％以下であって
よい。リンカー溶液中のリンカー濃度が上記範囲内にあることにより、リンカーの、コア
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粒子へ化学結合させる数を一定数にすることができ、効率的にリンカーを固定化すること
ができる。
【００３５】
また、本実施形態の抗原結合用キャリアがタンパク質である場合については、後述の＜
＜対象の抗原に対する特異的抗体の製造方法＞＞の［結合工程］において、詳細に説明す
る。
【００３６】
＜＜ベクター＞＞
一実施形態において、本発明は、上述のＣ末端抗原部位を欠損した古細菌由来のａＰ１
、又は該ａＰ１と実質的に同等の活性を有するタンパク質改変体をコードする核酸を含む
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ベクターを提供する。
【００３７】
本実施形態のベクターによれば、Ｃ末端抗原部位を欠損した古細菌由来のａＰ１、又は
該ａＰ１と実質的に同等の活性を有するタンパク質改変体からなる抗原結合用キャリアを
容易に製造することができる。
【００３８】
上述のＣ末端抗原部位を欠損した古細菌由来のａＰ１、又は該ａＰ１と実質的に同等の
活性を有するタンパク質改変体をコードする核酸としては、例えば、配列番号２に示す塩
基配列からなる核酸、又は配列番号２に示す塩基配列と７０％以上、例えば８０％以上、
例えば９０％以上、例えば９５％以上の同一性を有し、多量体形成能及び可動性領域を有
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するタンパク質をコードする核酸の塩基配列からなる核酸等が挙げられる。
【００３９】
本実施形態のベクターは、発現ベクターであることが好ましい。発現ベクターとしては
特に制限されず、例えば、ｐＢＲ３２２、ｐＢＲ３２５、ｐＵＣ１２、ｐＵＣ１３等の大
腸菌由来のプラスミド；ｐＵＢ１１０、ｐＴＰ５、ｐＣ１９４等の枯草菌由来のプラスミ
ド；ｐＳＨ１９、ｐＳＨ１５等の酵母由来プラスミド；λファージ等のバクテリオファー
ジ；アデノウィルス、アデノ随伴ウィルス、レンチウィルス、ワクシニアウィルス、バキ
ュロウィルス等のウィルス；及びこれらを改変したベクター等を用いることができる。抗
原がタンパク質である場合、これらは抗原と抗原結合用キャリアとの融合タンパク質であ
10

る抗原結合キャリア発現ベクター作製用であってもよい。
【００４０】
上述の発現ベクターにおいて、抗原結合用キャリア発現用プロモーターとしては特に限
定されず、例えば、ＥＦ１αプロモーター、ＳＲαプロモーター、ＳＶ４０プロモーター
、ＬＴＲプロモーター、ＣＭＶ（サイトメガロウィルス）プロモーター、ＨＳＶ−ｔｋプ
ロモーター等の動物細胞を宿主とした発現用のプロモーター、カリフラワーモザイクウイ
ルス（ＣａＭＶ）の３５Ｓプロモーター、ＲＥＦ（ｒｕｂｂｅｒ

ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ

ｆａｃｔｏｒ）プロモーター等の植物細胞を宿主とした発現用のプロモーター、ポリヘ
ドリンプロモーター、ｐ１０プロモーター等の昆虫細胞を宿主とした発現用のプロモータ
ー等を使用することができる。これらプロモーターは、抗原結合用キャリア、又は抗原結
合キャリアを発現する宿主に応じて、適宜選択することができる。

20

【００４１】
上述の発現ベクターは、さらに、マルチクローニングサイト、エンハンサー、スプライ
シングシグナル、ポリＡ付加シグナル、選択マーカー、複製起点等を有していてもよい。
【００４２】
＜＜キット＞＞
一実施形態において、本発明は、対象の抗原に対する特異的抗体を作製するためのキッ
トであって、上述の抗原結合用キャリア、又は上述のベクターを備えることを特徴とする
キットを提供する。
【００４３】
本実施形態のキットによれば、免疫化される非ヒト哺乳動物において、対象の抗原に対

30

する特異的抗体を高効率で産生させることができる。
【００４４】
本実施形態のキットは、上述の抗原結合用キャリアを備える場合には、対象の抗原と、
上述の抗原結合用キャリアとを結合させるための試薬、反応溶媒、触媒等をさらに備えて
いてもよい。前記試薬、反応溶媒、触媒等は、対象の抗原、及び上述の抗原結合用キャリ
アの種類に応じて、公知のものを適宜選択することができる。
【００４５】
また、本実施形態のキットは、上述のベクターを備える場合には、前記ベクター中の上
述の抗原結合用キャリアをコードする核酸を増幅するためのプライマー、核酸増幅用試薬
（例えば、基質としてのヌクレオチド三リン酸、核酸合成酵素、増幅反応用緩衝液等）等

40

をさらに備えていてもよい。
ヌクレオチド三リン酸は、核酸合成酵素に応じた基質（ｄＮＴＰ、ｒＮＴＰ等）である
。核酸合成酵素は、使用する核酸増幅方法に応じた酵素であり、例えば、ＤＮＡポリメラ
ーゼ、ＲＮＡポリメラーゼ、逆転写酵素等が挙げられる。増幅反応用緩衝液としては、例
えば、トリス緩衝液、リン酸緩衝液、ベロナール緩衝液、ホウ酸緩衝液、グッド緩衝液等
が挙げられ、ｐＨは特に限定されない。
また、本実施形態のキットは、上述のベクターを備える場合には、上述のベクターを宿
主細胞に導入するためのトランスフェクション試薬をさらに備えていてもよい。
前記トランスフェクション試薬は、カチオン性高分子、カチオン性脂質、ポリアミン系
試薬、ポリイミン系試薬及びリン酸カルシウムからなる群より選択される。このようなト
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ランスフェクション試薬としては、例えば、Ｅｆｆｅｃｔｅｎｅ
ｏｎ

Ｔｒａｎｓｆｅｃｔｉ

Ｒｅａｇｅｎｔ（ｃａｔ．ｎｏ．３０１４２５，Ｑｉａｇｅｎ，ＣＡ）、Ｔｒａｎ

ｓＦａｓｔＴＭ

Ｔｒａｎｓｆｅｃｔｉｏｎ

ｇａ，ＷＩ）、ＴｆｘＴＭ−２０
）、ＳｕｐｅｒＦｅｃｔ

Ｒｅａｇｅｎｔ（Ｅ２４３１，Ｐｒｏｍｅ

Ｒｅａｇｅｎｔ（Ｅ２３９１，Ｐｒｏｍｅｇａ，ＷＩ

Ｔｒａｎｓｆｅｃｔｉｏｎ

Ｑｉａｇｅｎ，ＣＡ）、ＰｏｌｙＦｅｃｔ

Ｒｅａｇｅｎｔ（３０１３０５，

Ｔｒａｎｓｆｅｃｔｉｏｎ

（３０１１０５，Ｑｉａｇｅｎ，ＣＡ）、ＬｉｐｏｆｅｃｔＡＭＩＮＥ

Ｒｅａｇｅｎｔ

ａｇｅｎｔ（１１６６８−０１９，Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ

２０００

Ｒｅ

ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｃ

Ａ）、ＪｅｔＰＥＩ（×４）ｃｏｎｃ．（１０１−３０，Ｐｏｌｙｐｌｕｓ−ｔｒａｎｓ
ｆｅｃｔｉｏｎ，Ｆｒａｎｃｅ）、ＥｘＧｅｎ
ｓ

５００（Ｒ０５１１，Ｆｅｒｍｅｎｔａ
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Ｉｎｃ．，ＭＤ）等が挙げられ、それらに限定されない。

【００４６】
また、本実施形態のキットが上述のベクターを備え、さらに対象の抗原がタンパク質で
ある場合には、前記抗原タンパク質をコードする核酸を前記ベクターに挿入するため、制
限酵素、制限酵素処理用バッファー、リガーゼ、リガーゼ処理用バッファー等をさらに備
えていてもよい。
【００４７】
＜＜対象の抗原に対する特異的抗体の製造方法＞＞
一実施形態において、本発明は、対象の抗原に対する特異的抗体の製造方法であって、
対象の抗原を、上述の抗原結合用キャリアに結合させ、抗原結合キャリアを作製する結合

20

工程と、前記抗原結合キャリアを非ヒト哺乳動物に投与する免疫工程と、前記免疫工程後
に、前記非ヒト哺乳動物から血清、脾臓細胞、リンパ節細胞、末梢血白血球、又はＢ細胞
を採取する採取工程と、を備える製造方法を提供する。
【００４８】
本実施形態の製造方法によれば、対象の抗原に対する特異的抗体を高効率で得ることが
できる。
【００４９】
本明細書において、「抗体」の種類としては、ポリクローナル抗体であっても、モノク
ローナル抗体であってもよく、さらに、抗原結合フラグメントであってもよい。また、「
抗体」には、免疫グロブリンの全てのクラス及びサブクラスが含まれる。

30

また、本明細書において、「ポリクローナル抗体」とは、異なるエピトープに対する異
なる抗体を含む抗体調製物を意味する。
また、本明細書において、「モノクローナル抗体」とは、実質的に均一な特異性を持つ
抗体を意味する。
本明細書において、「抗原結合フラグメント」とは、抗体の一部分（部分断片）であっ
て、標的タンパク質を特異的に認識するものを意味する。具体的には、Ｆａｂ、Ｆａｂ
、Ｆ（ａｂ

）２、可変領域断片（Ｆｖ）、ジスルフィド結合Ｆｖ、一本鎖Ｆｖ（ｓｃＦ

ｖ）、ｓｃ（Ｆｖ）２、ダイアボディー、多特異性抗体、およびこれらの重合体等が挙げ
られる。
40

【００５０】
本明細書において、「特異的結合」とは、抗体が抗原にのみ結合することを意味し、例
えば試験管内におけるアッセイ、好ましくは精製した野生型抗原を用いたプラズモン共鳴
アッセイ（例えば、ＢＩＡｃｏｒｅ、ＧＥ−Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ

Ｕｐｐｓａｌａ，

Ｓｗｅｄｅｎ等）における抗体の抗原のエピトープへの結合等により定量することができ
る。結合の親和性は、ｋａ（抗体−抗原複合体からの抗体結合に関する速度定数）、ｋＤ
（解離定数）、及びＫＤ（ｋＤ／ｋａ）によって規定することができる。抗体が抗原に特
異的に結合している場合の結合親和性（ＫＤ）は、１０−８ｍｏｌ／Ｌ以下であることが
好ましく、１０−９Ｍ〜１０−１３ｍｏｌ／Ｌであることがより好ましい。
本実施形態の製造方法における各工程について、以下に詳細に説明する。
【００５１】
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［結合工程］
まず、対象の抗原を、上述の抗原結合用キャリアに結合させて、抗原結合キャリアを作
製する。
対象の抗原としては、上述の＜＜抗原結合用キャリア＞＞において例示されたものと同
様のものが挙げられる。
【００５２】
対象の抗原を抗原結合用キャリアに結合させる方法としては、対象の抗原及び抗原結合
用キャリアの種類に応じて、公知の方法を適宜選択すればよい。
上述の抗原結合用キャリアと抗原との結合様式は、特別な限定はなく、例えば、上述の
＜＜抗原結合用キャリア＞＞におけるリンカーの抗原結合部位として例示された官能基を

10

用いた共有結合（例えば、アミド結合、ジスルフィド結合、エステル結合等）、静電的相
互作用、水素結合、ファンデルワールス結合、疎水効果による結合等が挙げられる。
【００５３】
対象の抗原を抗原結合用キャリアに結合させる方法としてより具体的には、抗原結合用
キャリアと対象の抗原を溶解又は分散させた液体とを接触させる方法が挙げられる。対象
の抗原を溶解又は分散した液体のｐＨは、例えば４以上１１以下であればよく、例えば５
以上１０以下であればよい。ｐＨが上記範囲であることにより、対象の抗原と抗原結合用
キャリアとの結合を効率よく行うことができるとともに、対象の抗原の変性又は分解を抑
制することが可能となる。
20

【００５４】
また、対象の抗原を抗原結合用キャリアに結合させる方法としてより具体的には、リン
カーにおける抗原結合部位がカルボキシ基であり、対象の抗原がアミノ基を有する場合、
抗原結合部位のカルボキシ基と抗原のアミノ基との縮合反応により結合する方法等が挙げ
られる。
【００５５】
また、対象の抗原を抗原結合用キャリアに結合させる方法としてより具体的には、抗原
及び抗原結合用キャリアがタンパク質である場合、例えば、以下のような方法で結合させ
ればよい。
まず、抗原結合用キャリアをコードする核酸を含む発現ベクターに、抗原タンパク質を
コードする核酸を挿入し、抗原結合キャリアをコードする核酸を含む発現ベクターを作製

30

する。挿入方法としては、例えば、制限酵素を用いて、前記発現ベクターの抗原結合用キ
ャリアをコードする核酸の塩基配列の３

末端に抗原タンパク質をコードする核酸の塩基

配列を挿入し、ライゲーションする方法、又は抗原タンパク質をコードする核酸の塩基配
列を付加したプライマーを用いたＰＣＲによるクローニング法等が挙げられる。
【００５６】
次いで、抗原結合キャリアをコードする核酸を含む発現ベクターを用いて、宿主を形質
転換する。前記宿主としては、例えば、大腸菌等の細菌、動物細胞、植物細胞、昆虫細胞
等が挙げられる。
次いで、当該宿主を培養して抗原結合キャリアを発現させる。培地の組成、培養の温度
、時間、誘導物質の添加等の条件は、形質転換体が生育し、抗原結合キャリアが効率よく

40

産生されるよう、公知の方法に従って当業者が決定できる。また、例えば、選択マーカー
として抗生物質抵抗性遺伝子を発現ベクターに組み込んだ場合、培地に抗生物質を加える
ことにより、形質転換体を選択することができる。
次いで、宿主が発現した抗原結合キャリアを適宜の方法により精製することにより、抗
原結合キャリアが得られる。
例えば、抗原結合用キャリアがａＰ１、又は該ａＰ１と実質的に同等の活性を有するタ
ンパク質改変体である場合、耐熱性を有するため、加熱により不純物を取り除き精製する
ことができる。
【００５７】
［免疫工程］
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次いで、前記結合工程で得られた抗原結合キャリアを非ヒト哺乳動物に投与する。
前記非ヒト哺乳動物としては、例えば、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、ウ
サギ、イヌ、ネコ、ウマ、ウシ、ヒツジ、ブタ、ヤギ、マーモセット、サル等が挙げられ
、これらに限定されない。また、前記非ヒト哺乳動物は、健常体でもよく、自己免疫疾患
モデル動物でもよい。中でも、効率的に抗体を産生できることから、前記非ヒト哺乳動物
は、自己免疫疾患モデル動物であることが好ましい。
【００５８】
抗原結合キャリアの非ヒト哺乳動物への投与方法としては、特別な限定はなく、例えば
、動脈内注射、静脈内注射、皮下注射、鼻腔内的、経気管支的、筋内的、経皮的、又は経
10

口的に当業者に公知の方法等が挙げられる。
【００５９】
また、抗原結合キャリアの非ヒト哺乳動物への投与量は、非ヒト哺乳動物の年齢、性別
、体重、投与方法、処理時間等を勘案して適宜調節される。
【００６０】
［採取工程］
次いで、前記免疫工程後の非ヒト哺乳動物から血清、脾臓細胞、リンパ節細胞、末梢血
白血球、又はＢ細胞を採取する。
【００６１】
本実施形態の製造方法を用いて、ポリクローナル抗体を製造する場合、前記採取された
血清から、公知の方法（例えば、塩析、遠心分離、透析、カラムクロマトグラフィー等）

20

によって、精製してポリクローナル抗体を得ることができる。
【００６２】
また、本実施形態の製造方法を用いて、モノクローナル抗体を製造する場合、ハイブリ
ドーマ法や組換えＤＮＡ法によって作製することができる。
【００６３】
ハイブリドーマ法としては、例えば、コーラーおよびミルスタインの方法（例えば、Ｋ
ｏｈｌｅｒ

＆

Ｍｉｌｓｔｅｉｎ，

Ｎａｔｕｒｅ，

２５６：４９５（１９７５）参

照）等が挙げられる。この方法における細胞融合工程に使用される抗体産生細胞としては
、例えば、前記免疫工程後の非ヒト哺乳動物の脾臓細胞、リンパ節細胞、末梢血白血球等
が挙げられる。また、免疫されていない動物から予め単離された上記の細胞、又はリンパ

30

球などに対して、抗原を培地中で作用させることによって得られた抗体産生細胞（Ｂ細胞
）も使用することができる。ミエローマ細胞としては、公知の種々の細胞株を使用するこ
とができる。抗体産生細胞及びミエローマ細胞は、それらが融合可能であれば、異なる動
物種起源のものでもよいが、同一の動物種起源のものであることが好ましい。
ハイブリドーマを得る方法としてより具体的は、例えば、前記免疫工程後のマウスから
得られた脾臓細胞と、マウスミエローマ細胞との間の細胞融合により産生され、その後の
スクリーニングにより、標的蛋白質に特異的なモノクローナル抗体を産生するハイブリド
ーマを得る方法等が挙げられる。
また、ハイブリドーマにより産生されたモノクローナル抗体を得る方法としては、例え
ば標的蛋白質に対するモノクローナル抗体は、ハイブリドーマを培養することにより、ま

40

た、ハイブリドーマを投与した非ヒト哺乳動物の腹水から、取得する方法等が挙げられる
。
【００６４】
組換えＤＮＡ法としては、例えば、上記抗体をコードするＤＮＡをハイブリドーマやＢ
細胞等からクローニングし、適当なベクターに組み込んで、これを宿主（例えば、哺乳類
細胞株、大腸菌、酵母細胞、昆虫細胞、植物細胞等）に導入し、組換え抗体として産生さ
せる手法等が挙げられる（例えば、Ｐ．Ｊ．Ｄｅｌｖｅｓ，Ａｎｔｉｂｏｄｙ
ｕｃｔｉｏｎ：Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ
．Ｓｈｅｐｈｅｒｄ
ｅｓ，２０００

ａｎｄ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，１９９７

ＯＸＦＯＲＤ

Ｃ．Ｄｅａｎ

Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ

ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ

Ｐｒｏｄ

ＷＩＬＥＹ、Ｐ
Ａｎｔｉｂｏｄｉ

ＰＲＥＳＳ、Ｖａｎｄａｍｍｅ
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ａｌ．，Ｅｕｒ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１９２：７６７−７７５（１９

９０）参照）。
抗体をコードするＤＮＡの発現においては、重鎖又は軽鎖をコードするＤＮＡを別々に
発現ベクターに組み込んで宿主を形質転換してもよく、重鎖及び軽鎖をコードするＤＮＡ
を単一の発現ベクターに組み込んで宿主を形質転換してもよい（例えば、国際特許出願第
９４／１１５２３号参照）。
抗体は、上記宿主を培養し、宿主内又は培養液から分離及び精製し、実質的に純粋で均
一な形態で取得することができる。抗体の分離及び精製は、通常のポリペプチドの精製で
使用されている方法を使用することができる。
トランスジェニック動物作製技術を用いた方法では、例えば、抗体遺伝子が組み込まれ

10

たトランスジェニック動物（例えば、ウシ、ヤギ、ヒツジ、ブタ等）を作製し、そのトラ
ンスジェニック動物のミルクから、抗体遺伝子に由来するモノクローナル抗体を大量に取
得する方法等が挙げられる。
【００６５】
本実施形態の製造方法で得られた抗体の抗原への結合活性は、例えば、ＥＬＩＳＡ法、
ウエスタンブロッティング法、フローサイトメトリー法、ウエスタンブロット法、ドット
ブロット法、ラジオイムノアッセイ法、免疫沈降法、免疫染色法等により評価することが
できる。
【実施例】
20

【００６６】
以下、実施例により本発明を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものでは
ない。
【００６７】
［実施例１］
（１）抗原結合キャリア発現用ベクターの作製
（１−１）古細菌Ｐ．ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉのａＰ１の全長ＤＮＡ挿入大腸菌発現用プラ
スミドベクターの作製
まず、古細菌Ｐ．ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉのａＰ１の全長ＤＮＡを、ＮｄｅＩ及びＢａｍ
ＨＩの配列を付加したプライマーを用いて、ＰＣＲにより増幅した。次いで、大腸菌発現
用プラスミドベクターｐＥＴ−３ａ（アジレント・テクノロジー社製）をＮｄｅＩ及びＢ
ａｍＨＩで処理し、ＰＣＲ産物を挿入した。得られた古細菌Ｐ．

30

ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉ

のａＰ１の全長ＤＮＡが挿入された大腸菌発現用プラスミドベクターの塩基配列を配列番
号３に示す。
【００６８】
（１−２）抗原結合キャリア発現用ベクターの作製
次いで、（１−１）で得られた古細菌Ｐ．ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉのａＰ１の全長ＤＮＡ
が挿入された大腸菌発現用プラスミドベクターを用いて、前記ａＰ１のＣ末端抗原部位に
あたる１８アミノ酸残基をコードする核酸を、抗原タンパク質をコードする塩基配列に置
換した。
抗原タンパク質として、マウスリボソームタンパク質Ｓ６のＣ末端部位（１８アミノ酸

40

残基）を用いた。マウスリボソームタンパク質Ｓ６のＣ末端部位をコードする核酸の塩基
配列を配列番号４に示す。
具体的には、前記マウスリボソームタンパク質Ｓ６のＣ末端部位をコードする塩基配列
の一部と、大腸菌発現用プラスミドベクターｐＥＴ−３ａの塩基配列の一部とを含むプラ
イマー（配列番号５及び６）を用いて、（１−１）で得られた古細菌Ｐ．ｈｏｒｉｋｏｓ
ｈｉｉのａＰ１の全長ＤＮＡが挿入された大腸菌発現用プラスミドベクターを環状のまま
鋳型としてＰＣＲを行い、得られた増幅産物を大腸菌形質転換に使用した。クローン化し
たプラスミドを大腸菌から調製し、抗原結合キャリア発現用ベクターを得た。
【００６９】
（２）抗原結合キャリアの発現及び精製
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次いで、得られた抗原結合キャリア発現ベクターを大腸菌に形質転換し、３７℃で１２
時間培養し、抗原結合キャリアを発現させた。次いで、培養後の大腸菌を回収し、超音波
処理により破砕し、９０℃に加熱して、大腸菌由来等の不要なタンパク質を変性させた。
次いで、加熱処理後の溶液を、カラムクロマトグラフィーを用いて精製し、抗原結合キャ
リアを得た。
【００７０】
（３）自己免疫疾患モデルマウスへの免疫及び抗体の精製
次いで、（２）で得られた抗原結合キャリアをアジュバンドと混合し、ウサギ（ニュー
ジーランドホワイト種）の足蹠に注射し、免疫化した。次いで、免疫化から６３日後のウ
サギから血清を採取し、ＨｉＴｒａｐ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｇ（ＧＥヘルスケア・ジャパン

10

社製）を充填したアフィニティークロマトグラフを用いて精製し、ウサギポリクローナル
抗体（ＩｇＧ）を得た。
【００７１】
（４）抗体の抗原特異性の検証
次いで、（３）で得られたポリクローナル抗体の抗原特異性を検証するために、（２）
で作製した抗原結合キャリア、ネガティブコントロールとして、古細菌Ｐ．ｈｏｒｉｋｏ
ｓｈｉｉのａＰ１の４量体、及びポジティブコントロールとして、マウスリボソームタン
パク質Ｓ６の全長タンパク質をそれぞれＳＤＳ−ＰＡＧＥで分離後、各タンパク質をタン
パク質吸着性メンブランにブロットさせた。次いで、メンブランと（３）で得られたポリ
クローナル抗体とを室温で、６０分間反応させた。その後、抗ウサギＩｇＧ抗体を用いた

20

免疫染色を行った。結果を図３に示す。
図３において、レーン１は、前記ポリクローナル抗体と、前記抗原結合キャリアを反応
させたもの、レーン２は、前記ポリクローナル抗体と、古細菌Ｐ．ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉ
のａＰ１の４量体とを反応させたもの、及びレーン３は、前記ポリクローナル抗体と、マ
ウスリボソームタンパク質Ｓ６の全長タンパク質とを反応させたものである。
また、図３において、上の矢印は、マウスリボソームタンパク質Ｓ６の全長タンパク質
の分子量にあたる位置を示し、下の矢印は、抗原結合キャリアの分子量にあたる位置を示
す。
【００７２】
図３から、得られたポリクローナル抗体は、マウスリボソームタンパク質Ｓ６に対し特

30

異的な抗体であることが示された。また、前記ポリクローナル抗体と、前記抗原結合キャ
リアを反応させてもの（図３のレーン１）において、Ｃ末端抗原部位が、抗原であるＳ６
のＣ末端領域の１８アミノ酸残基に置換されたａＰ１は、通常４量体を形成しているが、
ＳＤＳの還元作用により、３量体、２量体、又は単量体に分解され、バンドが分子量の低
い位置まで広がっているものと推察された。
また、リボソームタンパク質は、高度に保存された部位を有するタンパク質であり、従
来の方法では、優れた特異性を有する抗体を作製しにくいが、本発明の抗原結合用キャリ
アを用いることで、容易に優れた特異性を有する抗体を作製できることが示された。
【００７３】
［実施例２］

40

（１）抗原結合キャリア発現用ベクターの作製
抗原タンパク質として、マウスリボソームタンパク質Ｓ６のＣ末端部位（１８アミノ酸
残基）をコードする核酸の代わりに、酵母Ｈｂｓ１の１４０番目〜１５番目の２０アミノ
酸残基をコードする核酸（配列番号７）を用いて、前記Ｈｂｓ１の１４０番目〜１５番目
の２０アミノ酸残基をコードする塩基配列の一部と、大腸菌発現用プラスミドベクターｐ
ＥＴ−３ａの塩基配列の一部とを含むプライマー（配列番号８及び９）を用いた以外は、
実施例１の（１）と同様の方法を用いて、抗原結合キャリア発現用ベクターを作製した。
【００７４】
（２）抗原結合キャリアの発現及び精製
次いで、実施例１の（２）と同様の方法を用いて、抗原結合キャリア発現ベクターを大
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腸菌に形質転換し、抗原結合キャリアを発現させて、精製し、抗原結合キャリアを得た。
【００７５】
（３）自己免疫疾患モデルマウスへの免疫及び抗体の産生
次いで、実施例１の（３）と同様の方法を用いて、（２）で得られた抗原結合キャリア
をウサギ（ニュージーランドホワイト種）に投与し、ウサギポリクローナル抗体（ＩｇＧ
）を精製した。
【００７６】
（４）抗体の抗原特異性の検証
次いで、（３）で得られたポリクローナル抗体の抗原特異性を検証するために、（２）
で作製した抗原結合キャリア、ネガティブコントロールとして、古細菌Ｐ．ｈｏｒｉｋｏ
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ｓｈｉｉのａＰ１の４量体、及びポジティブコントロールとして、酵母Ｈｂｓ１の全長タ
ンパク質をそれぞれＳＤＳ−ＰＡＧＥで分離後、各タンパク質をタンパク質吸着性メンブ
ランにブロットさせた。次いで、メンブランと（３）で得られたポリクローナル抗体とを
室温で、６０分間反応させた。その後、抗ウサギＩｇＧ抗体を用いた免疫染色を行った。
結果を図４に示す。
図４において、レーン１は、前記ポリクローナル抗体と、古細菌Ｐ．ｈｏｒｉｋｏｓｈ
ｉｉのａＰ１の４量体とを反応させてもの、レーン２は、前記ポリクローナル抗体と、前
記抗原結合キャリアを反応させてもの、及びレーン３は、前記ポリクローナル抗体と、酵
母Ｈｂｓ１の全長タンパク質とを反応させたものである。
また、図４において、上の矢印は、酵母Ｈｂｓ１の全長タンパク質の分子量にあたる位
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置を示し、下の矢印は、抗原結合キャリアの分子量にあたる位置を示す。
【００７７】
図４から、得られたポリクローナル抗体は、酵母Ｈｂｓ１に対し特異的な抗体であるこ
とが示された。また、前記ポリクローナル抗体と、前記抗原結合キャリアを反応させたも
の（図４のレーン２）において、Ｃ末端抗原部位が、抗原である酵母Ｈｂｓ１の１４０番
目〜１５番目の２０アミノ酸残基に置換されたａＰ１は、通常４量体を形成しているが、
ＳＤＳの還元作用により、３量体、２量体、又は単量体に分解され、バンドが分子量の低
い位置まで広がっているものと推察された。
また、Ｈｂｓ１は、高度に保存された部位を有するタンパク質であり、従来の方法では
、優れた特異性を有する抗体を作製しにくいが、本発明の抗原結合用キャリアを用いるこ
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とで、容易に優れた特異性を有する抗体を作製できることが示された。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
本発明の抗原結合用キャリアは、取扱いが容易であり、任意の抗原に対する特異的な抗
体の作製に利用することができる。
【符号の説明】
【００７９】
１Ａ…抗原結合用キャリア、１Ｂ…Ｃ末端抗原部位を欠損した古細菌ａＰ１の４量体、
１１…コア粒子、１２…リンカー、１３、２３…抗原結合部位、２１…ａＰ０結合部位、
２２…可動性領域、１００…Ｃ末端抗原部位を欠損したａＰ１。
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【図２】

【図４】

【図３】
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