JP WO2014/125955 A1 2014.8.21

(57)【要約】
本発明は、抗体のリフォールディング方法、リフォールディングされた抗体の製造方法
、リフォールディングされた抗体、及びこれらの利用を提供する。本発明は、ペプチドが
直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を変性させる工程、ここで該ペ
プチドは、該不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有する、及び、前記工程において
変性した、前記ペプチドが連結されなる不活性な抗体を、液相に分散させる工程を含む、
液相中での抗体のリフォールディング方法及びリフォールディングされた抗体の製造方法
などを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１−１）ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を変性さ
せる工程、ここで該ペプチドは、該不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有する、及
び、
（１−２）前記工程（１−１）において変性した、前記ペプチドが連結されなる不活性な
抗体を、液相に分散させる工程、
を含む、液相中での抗体のリフォールディング方法。
【請求項２】
抗体が１本鎖抗体、Ｆａｂ断片、Ｆ（ａｂ

）２断片、単ドメイン抗体、多価性１本鎖抗
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体、定常部融合１本鎖抗体及び完全長抗体からなる群より選択される少なくとも１種であ
る、請求項１に記載のリフォールディング方法。
【請求項３】
前記ペプチドの等電点が８．５以下である、請求項１または２に記載のリフォールディン
グ方法。
【請求項４】
（２−１）ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を変性さ
せる工程、ここで該ペプチドは、該不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有する、及
び、
（２−２）前記工程（２−１）において変性した、前記ペプチドが連結されてなる不活性
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な抗体を、液相に分散させる工程、
を含む、リフォールディングされた抗体の製造方法。
【請求項５】
抗体が１本鎖抗体、Ｆａｂ断片、Ｆ（ａｂ

）２断片、単ドメイン抗体、多価性１本鎖抗

体、定常部融合１本鎖抗体及び完全長抗体からなる群より選択される少なくとも１種であ
る、請求項４に記載の製造方法。
【請求項６】
前記ペプチドの等電点が８．５以下である、請求項４または５に記載の製造方法。
【請求項７】
前記リンカーが、基材に対して親和性を有するペプチドである、請求項４〜６のいずれか
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に記載の製造方法。
【請求項８】
請求項４〜７のいずれかに記載の製造方法によって得られる、リフォールディングされた
抗体。
【請求項９】
請求項１〜３のいずれかに記載の方法によってリフォールディングされた抗体及び／また
は請求項４〜７のいずれかに記載の製造方法によって得られたリフォールディングされた
抗体を、基材に接触させる工程を含有する、リフォールディングされた抗体の基材への固
定化方法。
【請求項１０】
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抗体に連結されたペプチドを介して、抗体が基材に固定される、請求項９に記載の固定化
方法。
【請求項１１】
前記不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドが以下の（ａ）または（ｂ
）に示すペプチドであり、基材がポリカーボネート及びポリメタクリル酸メチルからなる
群より選択される少なくとも１種である、請求項９または１０に記載の固定化方法、
（ａ）配列番号１〜４のいずれかで表されるアミノ酸配列からなるペプチド、
（ｂ）前記（ａ）のアミノ酸配列において１または複数のアミノ酸が欠失、置換及び／ま
たは付加されたアミノ酸配列からなり、且つ、ポリカーボネート及びポリメタクリル酸メ
チルからなる群より選択される少なくとも１種に親和性を有するペプチド。
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【請求項１２】
請求項９〜１１のいずれかに記載の固定化方法によってリフォールディングされた抗体が
固定されてなる、基材。
【請求項１３】
ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を含有する、液相中
での抗体のリフォールディング用組成物、ここで該ペプチドは、該不活性な抗体の等電点
よりも低い等電点を有する。
【請求項１４】
更に、前記ペプチドが連結されなる不活性な抗体の等電点よりもｐＨが０．５以上高い溶
液を含有する、請求項１３に記載の組成物。

10

【請求項１５】
抗体をコードするポリヌクレオチドと、該抗体の等電点より低い等電点を有するペプチド
をコードするポリヌクレオチドとが直接またはリンカーを介して連結されてなる、液相中
での抗体のリフォールディング用ペプチド連結抗体発現ベクター。
【請求項１６】
請求項１５に記載のベクターを宿主細胞に導入して形質転換させることにより得られる形
質転換体。
【請求項１７】
請求項１６に記載の形質転換体から得られる、ペプチドが連結されてなる抗体。
【請求項１８】
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アスパラギン酸残基からなるペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる抗体
、ここで該ペプチドは、該不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有する。
【請求項１９】
前記抗体が、不活性な抗体またはリフォールディングされた抗体である、請求項１８に記
載の抗体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は抗体のリフォールディング方法、リフォールディングされた抗体の製造方法、
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リフォールディングされた抗体、及びこれらの利用に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、バイオ、医薬、食品をはじめとする様々な分野において抗体が広く利用されてい
る。抗体は個々に特有の活性を有していることから、その活性に基づいて目的に応じた抗
体が選択され、利用されている。また、抗体を生産する方法も種々知られており、所望の
抗体を大量生産することも可能となっている。
【０００３】
しかしながら、従来の生産方法では十分な活性を備えた抗体が得られるとは限らない。
例えば、組換え大腸菌などを宿主として抗体を生産させた場合、その大部分が不活性な抗
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体として得られることも多い。所望の活性を備えた抗体を獲得するためには、得られた不
活性な抗体に対して更にリフォールディング操作を行う必要がある。
【０００４】
ここでリフォールディングに関して、例えば、アルギニン、還元型グルタチオン、酸化
型グルタチオンを含有するリフォールディング緩衝液中に変性したタンパク質を滴下する
工程を包含する、変性したタンパク質のリフォールディング方法が報告されている（特許
文献１）。また、界面活性剤存在下で膜タンパク質をリフォールディングする工程を包含
する方法が報告されている（特許文献２）。また、金属キレート配位子に配位結合する金
属イオンを含む活性固相に結合するための固着部分を有するペプチドをキレート結合によ
って固相表面に吸着させたのちに、固相表面上で該ペプチドをリフォールディングできる
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ことが報告されている（特許文献３）。また、特定のペプチドを固相表面に吸着させたの
ちに、固相表面上で該ペプチドの立体構造を修復できることが報告されている（特許文献
４、５）。
【０００５】
このように、これまでに種々のリフォールディング方法が報告されているが、従来の方
法ではリフォールディング効率が低い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００５／０３３３０７号
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【特許文献２】特表２００７−５３７１３９号公報
【特許文献３】特表２００８−５２０６１６号公報
【特許文献４】国際公開第２００９／１０１８０７号
【特許文献５】特開２０１１−１６８５０５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
このことから、本発明は、所望の活性を備えた抗体をより効率良くリフォールディング
できる手段を提供することを目的とする。より具体的には、所望の抗体をより効率良くリ
フォールディングできる、液相中での抗体のリフォールディング方法を提供することを目
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的とする。また、本発明は、リフォールディングされた抗体を液相中で効率良く製造する
ための方法、及び該方法により得られるリフォールディングされた抗体を提供することを
目的とする。また、本発明は、前記方法によってリフォールディングされた抗体の基材へ
の固定化方法、及び該方法によってリフォールディングされた抗体が固定されてなる基材
を提供することを目的とする。更に、本発明は、液相中での抗体のリフォールディング用
組成物、液相中での抗体のリフォールディング用助剤、液相中での抗体のリフォールディ
ング用ペプチド発現ベクター、液相中での抗体のリフォールディング用ペプチド連結抗体
発現ベクター、該ベクターを用いて得られる形質転換体、及び該形質転換体から得られる
ペプチドが連結されてなる抗体などを提供することを目的とする。
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【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検討を行ったところ、変性された不活性な抗体
のリフォールディングを、液相中で、該不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有する
ペプチドを用いて行うことによって、効率良くリフォールディングでき、従って、所望の
抗体を効率良く獲得できることを見出した。本発明は、かかる知見に基づいて、更に検討
を重ねることにより完成されたものである。
【０００９】
すなわち、本発明は、下記に掲げる発明を提供する。
項１．（１−１）ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を
変性させる工程、ここで該ペプチドは、該不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有す
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る、及び、
（１−２）前記工程（１−１）において変性した、前記ペプチドが連結されなる不活性な
抗体を、液相に分散させる工程、
を含む、液相中での抗体のリフォールディング方法。
項２．抗体が１本鎖抗体、Ｆａｂ断片、Ｆ（ａｂ

）２断片、単ドメイン抗体、多価性１

本鎖抗体、定常部融合１本鎖抗体及び完全長抗体からなる群より選択される少なくとも１
種である、項１に記載のリフォールディング方法。
項３．前記ペプチドの等電点が８．５以下である、項１または２に記載のリフォールディ
ング方法。
項４．前記ペプチドが、基材に対して親和性を有するペプチドである、項１〜３のいずれ
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かに記載のリフォールディング方法。
項５．前記リンカーが、基材に対して親和性を有するペプチドである、項１〜４のいずれ
かに記載のリフォールディング方法。
項６．（２−１）ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を
変性させる工程、ここで該ペプチドは、該不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有す
る、及び、
（２−２）前記工程（２−１）において変性した、前記ペプチドが連結されてなる不活性
な抗体を、液相に分散させる工程、
を含む、リフォールディングされた抗体の製造方法。
項７．抗体が１本鎖抗体、Ｆａｂ断片、Ｆ（ａｂ

）２断片、単ドメイン抗体、多価性１

10

本鎖抗体、定常部融合１本鎖抗体及び完全長抗体からなる群より選択される少なくとも１
種である、項６に記載の製造方法。
項８．前記ペプチドの等電点が８．５以下である、項６または７に記載の製造方法。
項９．前記ペプチドが、基材に対して親和性を有するペプチドである、項６〜８のいずれ
かに記載の製造方法。
項１０．前記リンカーが、基材に対して親和性を有するペプチドである、項６〜９のいず
れかに記載の製造方法。
項１１．項６〜１０のいずれかに記載の製造方法によって得られる、リフォールディング
された抗体。
項１２．項１、３、４、６、８及び９のいずれかに記載の、前記不活性な抗体の等電点よ
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りも低い等電点を有するペプチドからなる、液相中での抗体のリフォールディング用助剤
。
項１３．項１〜５のいずれかに記載の方法によってリフォールディングされた抗体及び／
または項６〜１０のいずれかに記載の製造方法によって得られたリフォールディングされ
た抗体を、基材に接触させる工程を含有する、リフォールディングされた抗体の基材への
固定化方法。
項１４．抗体に連結されたペプチドを介して、抗体が基材に固定される、項１３に記載の
固定化方法。
項１５．前記不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドが以下の（ａ）ま
たは（ｂ）に示すペプチドであり、基材がポリカーボネート及びポリメタクリル酸メチル
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からなる群より選択される少なくとも１種である、項１３または１４に記載の固定化方法
、
（ａ）配列番号１〜４のいずれかで表されるアミノ酸配列からなるペプチド、
（ｂ）前記（ａ）のアミノ酸配列において１または複数のアミノ酸が欠失、置換及び／ま
たは付加されたアミノ酸配列からなり、且つ、ポリカーボネート及びポリメタクリル酸メ
チルからなる群より選択される少なくとも１種に親和性を有するペプチド。
項１６．項１３〜１５のいずれかに記載の固定化方法によってリフォールディングされた
抗体が固定されてなる、基材。
項１７．ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を含有する
、液相中での抗体のリフォールディング用組成物、ここで該ペプチドは、該不活性な抗体
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の等電点よりも低い等電点を有する。
項１８．更に、前記ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されなる不活性な抗体の
等電点よりもｐＨが０．５以上高い溶液を含有する、項１７に記載の組成物。
項１９．抗体をコードするポリヌクレオチドと、該抗体の等電点より低い等電点を有する
ペプチドをコードするポリヌクレオチドとが直接またはリンカーを介して連結されてなる
、液相中での抗体のリフォールディング用ペプチド連結抗体発現ベクター。
項２０．項１９に記載のベクターを宿主細胞に導入して形質転換させることにより得られ
る形質転換体。
項２１．項２０に記載の形質転換体から得られる、ペプチドが連結されてなる抗体。
項２２．項１、３、４、６、８及び９のいずれかに記載の、前記不活性な抗体の等電点よ
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りも低い等電点を有するペプチドをコードするポリヌクレオチドを含有する、液相中での
抗体のリフォールディング用ペプチド発現ベクター。
項２３．アスパラギン酸残基からなるペプチドが直接またはリンカーを介して連結されて
なる抗体、ここで該ペプチドは、該不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有する。
項２４．前記抗体が、不活性な抗体またはリフォールディングされた抗体である、項２３
に記載の抗体。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、不活性な抗体から所望の活性を備えた抗体へと効率良くリフォールデ
ィングすることができる。このように、本発明は所望の活性を備えた抗体を効率良く獲得
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できることから、抗体の生産コストを低減することが可能となり、従って、本発明によれ
ば抗体をより安価に提供することが可能となる。
【００１１】
また、本発明において使用する、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプ
チドが基材への吸着能を備えている場合には、リフォールディングにより得られた所望の
活性を備える抗体を、該ペプチドを介して、その活性が保持された状態で、より容易、高
効率、高密度に、更にその配向がより均一になるよう制御して基材に固定化することがで
きる。
【００１２】
また、本発明が対象とする抗体には、前記不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有
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するペプチド以外にも、基材への吸着能を備えた別のペプチドを更に連結させることがで
きる。このことから、本発明において使用する前記不活性な抗体の等電点よりも低い等電
点を有するペプチドが基材への吸着能を備えていない場合であっても、基材への吸着能を
備えた前記別のペプチドを介して、リフォールディングにより得られた所望の活性を備え
た抗体を、その活性が保持された状態で、より容易、高効率、高密度に、更にその配向が
より均一になるよう制御して基材に固定化することができる。
【００１３】
このことから本発明によれば、所望の活性を備えた抗体を効率良く獲得できるとともに
、所望の活性を備えた抗体が固定化された高精度な基材を、より簡便且つ効率良く得るこ
とができる。このような本発明は、バイオ、医薬、食品をはじめとする様々な分野におけ
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る抗体利用技術の一層の普及に寄与する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は抗CEA抗体を用いたリフォールディング結果を示す。
【図２】図２は抗CEA抗体を用いたリフォールディング結果を示す。
【図３】図３は抗RNase抗体を用いたリフォールディング結果を示す。
【図４】図４は抗RNase抗体を用いたリフォールディング結果を示す。
【図５】図５は抗CRP抗体を用いたリフォールディング結果を示す。
【図６】図６は抗CRP抗体を用いたリフォールディング結果を示す。
【図７】図７は各抗体におけるリフォールディング結果を示す（抗TSH抗体、抗IgA抗体、
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抗IgG抗体、抗TF189抗体）。
【図８】図８は、リフォールディングされた抗体を基材へ固定させた結果を示す（PM）。
【図９】図９は、低等電点ペプチド及び親和性ペプチドを連結させた抗体におけるリフォ
ールディング結果を示す（PS）。
【図１０】図１０は、低等電点ペプチド及び親和性ペプチドを連結させた抗体におけるリ
フォールディング結果を示す（SiN）。
【図１１】図１１は、リフォールディングされた抗体を基材へ固定させた結果を示す（PM
）。
【図１２】図１２は、リフォールディングされた抗体を基材へ固定させた結果を示す（PS
）。
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【図１３】図１３は重鎖Fab、軽鎖Fabのリフォールディング結果を示す（抗CEA抗体）。
【図１４】図１４は重鎖Fab、軽鎖Fabのリフォールディング結果を示す（抗RNase抗体）
。
【図１５】図１５は重鎖Fab、軽鎖Fabのリフォールディング結果を示す（抗TF189抗体）
。
【図１６】図１６は重鎖Fab、軽鎖Fabのリフォールディング結果を示す（抗AFP抗体）。
【図１７】図１７は、リフォールディングされた重鎖Fab、軽鎖Fabの活性評価の結果を示
す（抗CEA抗体）。
【図１８】図１８は、リフォールディングされた重鎖Fab、軽鎖Fabの活性評価の結果を示
す（抗RNase抗体）。
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【図１９】図１９は、リフォールディングされた重鎖Fab、軽鎖Fabの活性評価の結果を示
す（抗TF189抗体）。
【図２０】図２０はラクダ抗体VHHのリフォールディング結果を示す。
【図２１】図２１はリフォールディングされたVHHの基材へ固定及び活性評価の結果を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、本発明について説明する。
１．液相中での抗体のリフォールディング方法
本発明の液相中での抗体のリフォールディング方法は、（１−１）ペプチドが直接または
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リンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を変性させる工程、及び、（１−２）前記
工程（１−１）において変性した、前記ペプチドが連結されなる不活性な抗体を、液相に
分散させる工程、を含むことを特徴とする。ここで、前記工程（１−１）において、前記
ペプチドは、前記不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有することを特徴とする。
【００１６】
本発明における前記工程（１−１）は、前述の通り、前記ペプチドが直接またはリンカ
ーを介して連結されてなる不活性な抗体を変性させる工程である。
【００１７】
ここで抗体は任意の抗体をいい、特に制限されないが、例えば１本鎖抗体、Ｆａｂ断片
、Ｆ（ａｂ

）２断片、単ドメイン抗体（ナノボディ、variable domain of heavy chain
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of heavy‑chain antibody（ＶＨＨ）など）、多価性１本鎖抗体、定常部融合１本鎖抗体
、完全長抗体（インクローナルなどを含む）などが例示される。
【００１８】
また、工程（１−１）に使用される前記ペプチド、すなわち、不活性な抗体の等電点よ
りも低い等電点を有するペプチドは、該不活性な抗体の等電点（ｐＩ）よりも低い等電点
を有する。該ペプチドの等電点は、このように不活性な抗体の等電点より低い限り制限さ
れないが、該ペプチドの好ましい等電点として８．５以下が例示され、より好ましくは８
以下、更に好ましくは７．５以下、更に特に好ましくは７以下が例示される。
【００１９】
該ペプチドとしては前述の説明を充足する限り制限されないが、好ましくは５〜５０の
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アミノ酸残基であるものが例示され、より好ましくは５〜４１のアミノ酸残基、更に好ま
しくは１０〜３１のアミノ酸残基であるものが例示される。
【００２０】
また、このような等電点及びアミノ酸残基数を有する前記ペプチドにおいて好ましくは
酸性アミノ酸残基を２以上含むものが例示され、より好ましくは酸性アミノ酸残基を３〜
２０、更に好ましくは酸性アミノ酸残基を４〜１５含むものが例示される。
【００２１】
また、前記酸性アミノ酸残基数を充足する前記ペプチドにおいて好ましくは酸性アミノ
酸残基数が塩基性アミノ酸残基数より多いものが例示され、より好ましくは１以上多いも
の、更に好ましくは酸性アミノ酸残基数が塩基性アミノ酸残基数より２〜２５、特に好ま
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しくは酸性アミノ酸を４〜２０多いものが例示される。
【００２２】
ここで、酸性アミノ酸とはアスパラギン酸、グルタミン酸を指し、塩基性アミノ酸とは
リシン、アルギニン、ヒスチジンを指す。
【００２３】
このようなペプチドとして好ましくは「不活性な抗体」の等電点よりも「該不活性な抗
体と前記ペプチドとが直接連結されてなるもの」全体としての等電点を０．３以上低くで
きるものであり、より好ましくは等電点を０．３〜５程度低くできるものであり、更に好
ましくは０．３〜４程度低くできるものが例示される。また、このようなペプチドとして
より好ましくは「不活性な抗体」の等電点よりも「該不活性な抗体と前記ペプチドとがリ
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ンカーを介して連結されてなるもの」全体としての等電点を０．３以上低くできるもので
あり、より好ましくは等電点を０．３〜５程度低くできるものであり、更に好ましくは０
．３〜４程度低くできるものが例示される。
【００２４】
また、抗体の等電点にもよるが、ペプチドとして好ましくは、前記不活性な抗体と前記
ペプチドとが直接またはリンカーを介して連結されてなるものの全体としての等電点を３
．５〜７．５程度にできるものが挙げられ、より好ましくは全体としての等電点を３．５
〜７程度にできるものが挙げられ、更に好ましくは全体としての等電点を４〜６．５程度
にできるものが挙げられる。
【００２５】
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本発明において使用される、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチド
は、これが連結される不活性な抗体の等電点を考慮して選択される。使用する該不活性な
抗体と該ペプチドとは、当業者であれば容易に選択できる。なお、本発明において等電点
は、市販のソフトウェアGenetyx ver6（株式会社ゼネティックス製）を用いて算出される
値であり、Genetyx ver6の手順に従いアミノ酸配列を入力することによって、そのアミノ
酸残基の配列に基づいてプログラムに従い等電点が算出される。例えば、本発明において
算出される抗体の等電点は、抗体のアミノ酸配列が同一であれば、その活性、不活性に関
わらず、同じ値が算出される。すなわち、本発明において「不活性な抗体」の等電点と「
抗体」の等電点は同じである。
【００２６】
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該ペプチドは、前述のように不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有する限り制限
されないが、一例として、アスパラギン酸及び／またはグルタミン酸からなるペプチド、
アスパラギン酸及び／またはグルタミン酸の残基数が塩基性アミノ酸の残基数より多いペ
プチド、配列番号１〜４のいずれかで表されるアミノ酸配列からなるペプチド、配列番号
１〜４のいずれかで表されるアミノ酸配列を２以上有するペプチド、これらのペプチドの
アミノ酸配列において１または複数のアミノ酸が欠失、置換及び／または付加されたアミ
ノ酸配列からなるペプチドが挙げられる。
【００２７】
なお、本発明においてペプチドとは、アミノ酸残基の数によってはオリゴペプチド、ポ
リペプチド、タンパク質と称されるものも含む。また、前記ペプチドにおいて、「１また
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は複数」の範囲は本発明の効果を奏する限り制限されないが、例えば１〜１５個、好まし
くは１〜１０個、より好ましくは１〜５個、さらに好ましくは１〜４個、特に好ましくは
１〜３個、さらに特に好ましくは１または２個が挙げられる。
【００２８】
特定のアミノ酸配列において、１または複数のアミノ酸を欠失、置換及び／または付加
させる技術は公知である。このように欠失、置換及び／または付加されたペプチドとして
、例えば、アスパラギン酸及び／またはグルタミン酸からなるペプチド、アスパラギン酸
及び／またはグルタミン酸の残基数が塩基性アミノ酸の残基数より多いペプチド、配列番
号１〜４のいずれかで表されるアミノ酸配列からなるペプチド、または、配列番号１〜４
のいずれかで表されるアミノ酸配列を２以上有するペプチドの有するアミノ酸配列に対し
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て５０％以上の同一性を有するアミノ酸配列からなり、且つ、本発明の効果を奏するペプ
チドが例示される。また、該ぺプチドとして、アミノ酸の同一性は通常７０％以上、好ま
しくは８０％以上、より好ましくは９０％以上、更に好ましくは９５％以上、特に好まし
くは９７％以上、更に特に好ましくは９８％以上である。
【００２９】
該ペプチドは前述の特徴を備える限り制限されないが、リフォールディングされた抗体
を何らかの基材に固定させる場合、該抗体を基材により簡便に固定する観点から、前述の
、不活性な抗体に直接またはリンカーを介して連結されてなる、該不活性な抗体の等電点
よりも低い等電点を有するペプチド（以下、低等電点ペプチドと称する場合がある）は、
更に基材に対して親和性を備えているものが好ましい。例えば、本発明を制限するもので
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はないが、前記配列番号１〜４のいずれかで表されるアミノ酸配列からなるペプチドはポ
リカーボネート及び／またはポリメタクリル酸メチルに親和性を有しており、従って、基
材に対して親和性を備えている低等電点ペプチドとしては配列番号１〜４のいずれかで表
されるアミノ酸配列からなるペプチド、配列番号１〜４のいずれかで表されるアミノ酸配
列を２以上有するペプチド、これらのペプチドのアミノ酸配列において１または複数のア
ミノ酸が欠失、置換及び／または付加されたアミノ酸配列からなり、且つ、ペプチドはポ
リカーボネート及び／またはポリメタクリル酸メチルに親和性を有するペプチドが例示さ
れる。１または複数のアミノ酸が欠失、置換及び／または付加については前述と同様に、
親和性、基材、これらの結合条件については後述と同様に説明される。
【００３０】
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本発明において前記ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗
体は、前記ペプチドと不活性な抗体とが直接またはリンカーを介して連結されている限り
制限されず、連結部位も制限されない。例えば、不活性な抗体は、１種の前記ペプチド１
つまたは複数個に、直接またはリンカーを介して連結されていてもよく、複数種の前記ペ
プチドに直接またはリンカーを介して連結されていてもよい。
【００３１】
これらの連結部位は、本発明の効果が得られる限り制限されないが、リフォールディン
グされた抗体において所望の活性の発揮を妨げない部位が例示される。抗体の所望の活性
になるべく悪影響を与えないようにする点から、抗体の可変部以外に該ペプチドを連結さ
せることが好ましく、抗体の可変部よりもＣ末端側及び／またはＮ末端側がより好ましく
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、抗体の可変部よりもＣ末端側が更に好ましい。
【００３２】
また、使用可能なリンカーとしても本発明の効果が得られる限り制限されず、従来公知
の技術を用いて当業者が通常の検討範囲内で適宜決定すればよい。このようなリンカーと
して、一般にフレキシブルリンカーと称されるリンカーが例示され、広く用いられている
フレキシブルリンカーのアミノ酸配列としては（Ｇ４Ｓ）ｎ（例えばｎ＝１〜４）が例示
される。
【００３３】
また、前記ペプチドが基材に対して親和性を備えているか否かにかかわらず、前述のよ
うにリフォールディングされた抗体を基材により簡便に固定する観点から、リンカーとし
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て、基材に親和性を備えているペプチド（以下、親和性ペプチドと称する場合がある）を
用いてもよい。
【００３４】
このような親和性ペプチドとしては、本発明の効果が制限されず、また、基材に親和性
を有している限り制限されないが、一例として配列番号５〜５２のいずれかで示されるア
ミノ酸配列を含有するペプチド、ヒスチジンからなるペプチド、ＴＡＴペプチドなどが挙
げられる。
【００３５】
例えば、配列番号５〜８で表されるペプチドは、ポリカーボネート及び／またはポリメ
タクリル酸メチルに親和性を有しており、配列番号９〜２８で表されるペプチドは親水性

50

(10)

JP WO2014/125955 A1 2014.8.21

ポリスチレンなどの親水性の樹脂に親和性を有しており、配列番号２９〜５２で表される
ペプチドは窒化ケイ素に親和性を有しており、ヒスチジンからなるペプチドはニッケル、
亜鉛、銅、コバルト、鉄などの二価の金属をはじめとする金属に親和性を有しており、Ｔ
ＡＴペプチドは細胞膜等に代表されるリン脂質二重膜に親和性を有している。このことか
ら、これらのペプチドはそれぞれポリカーボネート及び／またはポリメタクリル酸メチル
製の基材、親水性の樹脂製の基材、窒化ケイ素製の基材、金属製の基材、またはリン脂質
二重膜が付されてなる基材に親和性を有している。基材の詳細は後述のように説明される
。
【００３６】
また、このほか親和性ペプチドとしては、配列番号５〜５２のいずれかで表されるアミ
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ノ酸配列において１または複数のアミノ酸が欠失、置換及び／または付加されたアミノ酸
配列からなり、且つ、前記所定の基材に親和性を有するペプチドが例示される。これらの
アミノ酸配列において１または複数のアミノ酸が欠失、置換及び／または付加についても
、前述と同様に説明され、基材への親和性を有する範囲であれば制限されない。また、こ
れらにおいて前記低等電点ペプチドに該当するペプチドは、前述する基材に親和性を有す
る低等電点ペプチドとして好ましく用いられる。
【００３７】
また、親和性ペプチドは、不活性な抗体と低等電点ペプチドとの間以外の部分に連結さ
れてもよい。また、該親和性ペプチドは、前記フレキシブルリンカーなど他の任意のリン
カーと更に連結されていてもよい。
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【００３８】
また、本発明において前記低等電点ペプチドと不活性な抗体との間には、更には、低等
電点ペプチド、親和性ペプチド、不活性な抗体の間には、必要に応じて低等電点ペプチド
、親和性ペプチド及び／または抗体とを切断できるように切断部位が連結されていてもよ
い。切断方法も制限されず、従来公知の技術を用いて当業者が通常の検討範囲内で適宜決
定すればよい。例えば、このような切断については、従来公知の制限酵素による切断が例
示され、この場合、制限酵素による切断可能な部位を必要に応じて連結させておけばよく
、不活性な抗体をリフォールディングさせた後に従来公知の制限酵素で切断可能なように
しておくことが例示される。
【００３９】
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本発明において低等電点ペプチドと不活性な抗体が連結される一例として、更に親和性
ペプチドが連結される一例として、これらに制限されないが、不活性な抗体−低等電点ペ
プチド、不活性な抗体−親和性ペプチド−低等電点ペプチド、不活性な抗体−低等電点ペ
プチド−親和性ペプチド、不活性な抗体−親和性ペプチド−低等電点ペプチド−親和性ペ
プチド、親和性ペプチド−不活性な抗体−低等電点ペプチドなどが挙げられる。
【００４０】
また、例えば、低等電点ペプチドが基材への親和性を備えている場合には、該低等電点
ペプチドを介して、リフォールディングされた抗体を基材に容易に固定させることができ
る。また、低等電点ペプチドが基材への親和性を備えてない場合には、例えば前述の親和
性ペプチドを連結させることによって、該親和性ペプチドを介して、リフォールディング
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された抗体を基材に容易に固定させることができる。また、例えば不活性な抗体−親和性
ペプチド−低等電点ペプチドのような構造を有する場合には、抗体をリフォールディング
させた後に低等電点ペプチドを切断して、残った親和性ペプチドを介して、リフォールデ
ィングされた抗体を基材に容易に固定させることもできる。
【００４１】
なお、本発明において親和性を有するとは、ペプチドが基材に直接結合できるかどうか
に基づき判断すればよく、直接結合すれば親和性を有するといえる。また、ペプチドによ
って親和性が異なることから、親和性を有するペプチドを介して抗体を基材に固定させる
場合には、親和性を有するペプチドと基材とを適宜選択することによって一層容易に抗体
を基材に固定できる。
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【００４２】
親和性ペプチドとしては前述のものが例示でき、これらに適する基材としてはそれぞれ
前述のポリメタクリル酸メチル製の基材、ポリカーボネート製の基材、親水性の樹脂製の
基材、窒化ケイ素製の基材などが例示される。
【００４３】
基材としてより具体的に、例えば「ポリメタクリル酸メチル製の基材」とは、表面が修
飾されていないポリメタクリル酸メチルを基材表面の一部及び／または全面に有し、且つ
、そのポリメタクリル酸メチル表面に前記ポリメタクリル酸メチルに対して親和性を有す
るペプチドが結合できる限り制限されない。例えば、ポリメタクリル酸メチル製の基材と
は、ポリメタクリル酸メチルからなる基材、他の成分で構成されたものの一部または全面

10

にポリメタクリル酸メチルが積層及び／または被覆されてなる基材などが挙げられる。ま
た、例えば「親水性の樹脂製の基材」とは、表面が修飾されていない親水性の樹脂を基材
表面の一部及び／または全面に有し、且つ、その親水性の樹脂表面に前記親水性の樹脂に
対して親和性を有するペプチドが結合できる限り制限されない。例えば、親水性の樹脂製
の基材とは、親水性の樹脂からなる基材、他の成分で構成されたものの一部または全面に
親水性の樹脂が積層及び／または被覆されてなる基材など親水性の樹脂表面を有する基材
が挙げられる。親水性の樹脂としては、親水性の、ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチ
ル、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリジメチルシロキサンといっ
た樹脂が例示される。通常、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンなどは疎水性
であるが、基材表面にこれらの樹脂が使用される場合には、その表面を親水化処理して親
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水性としたものを指す。親水化処理は化学処理、電子線照射処理、オゾン酸化処理、プラ
ズマ処理、コロナ処理、紫外線照射処理など、従来公知の方法によって適宜行えばよい。
また、例えば「窒化ケイ素基材」とは、表面が修飾されていない窒化ケイ素を基材表面の
一部及び／または全面に有し、且つ、前記窒化ケイ素親和性ペプチドが窒化ケイ素表面に
結合できる限り制限されない。例えば、窒化ケイ素基材とは、窒化ケイ素からなる基材、
他の成分で構成されたものの一部または全面に窒化ケイ素が積層及び／または被覆されて
なる基材などが挙げられる。また、前述の「ポリカーボネート製の基材」、「金属製の基
材」、「リン脂質二重膜を有する基材」もこれらと同様に説明でき、当業者であればこれ
らの基材を容易に取得することができる。
【００４４】
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不活性な抗体、低等電点ペプチド、親和性ペプチドなどは、従来公知の遺伝子工学的手
法や化学合成法などによって作製できる。例えば、不活性な抗体やこれらのペプチドは、
抗体及び／または前記ペプチドの産生能を有する微生物から単離・精製することによって
取得してもよい。また、前記ペプチドは、前記ペプチドのアミノ酸配列またはこれをコー
ドするヌクレオチド配列の情報に従って、従来公知の化学合成法により合成して取得して
もよい。化学合成法には、液相法や固相法によるペプチド合成法が包含される。取得した
ペプチドが基材への親和性を有するかどうかについては、取得したペプチドが基材に直接
結合できるかどうかに基づき判断すればよく、直接結合すれば親和性を有するといえる。
結合条件は、使用するペプチドの種類や基材に応じて、あるいは、基材に固定化させたい
抗体等に応じて適宜決定すればよく、例えはＰＢＳといった任意の緩衝液中でペプチドを
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基材と接触させることにより、取得したペプチドが基材に直接結合できるかどうか判断す
ればよい。低等電点ペプチドが連結されてなる不活性な抗体、あるいは、更に親和性ペプ
チドが連結されてなる不活性な抗体は例えば架橋剤などを利用して作製でき、また、例え
ば後述する発現ベクターを用いて作製でき、低等電点ペプチドをコードするポリヌクレオ
チド、抗体をコードするポリヌクレオチド、更に必要に応じて親和性ペプチドをコードす
るポリヌクレオチドをベクター等に挿入し、次いで、該ベクターが組み込まれた形質転換
体を培養したのち、所望のペプチドを取得すればよい。
【００４５】
本発明において使用される前記「ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてな
る不活性な抗体」の全体としての等電点は、使用する抗体の等電点にもよって異なり、本
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発明の効果が得られる限り制限されないが、例えば、全体としての等電点は好ましくは３
．５〜７．５、より好ましくは３．５〜７程度、更に好ましくは４〜６．５程度が例示さ
れる。
【００４６】
本発明の前記工程（１−１）は、前記ペプチドが直接またはリンカーを介して連結され
てなる不活性な抗体を変性させる工程である。ここで変性とは前述の不活性な抗体を可溶
化させることであり、例えば、不活性な抗体に対して変性剤、還元剤などをはじめとする
カオトロピック剤や界面活性剤といったタンパク質変性能を有する薬剤を作用させること
により、不活性な抗体を変性させて可溶化することが例示される。より具体的な薬剤の例
として、尿素（例えば８Ｍ）、塩酸グアニジン（例えば６Ｍ）、ＳＤＳ(sodium lauryl s
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ulfate、例えば１％)、チオシアン酸ナトリウム（例えば４Ｍ）、チオシアン酸カリウム
（例えば４Ｍ）、β−メルカプトエタノール、ジチオトレイトールなどが挙げられ、より
具体的な変性の例として、前述のペプチドが連結されてなる不活性な抗体に前記薬剤を作
用させることにより実施できる。このような不活性な抗体の変性は本発明の分野において
よく知られており、当業者であれば従来公知の技術を用いて当業者が通常の検討範囲内で
タンパク質変性能を有する薬剤の種類、その濃度、変性時間等を適宜決定すればよい。
【００４７】
本発明において不活性な抗体としては、抗体が持つ特有の活性が十分に発揮されない抗
体をいう。例えば、組換え大腸菌などを宿主として抗体を生産させた場合、その抗体の大
部分が不溶で不活性な凝集体（封入体（inclusion body））として回収されることがあり
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、この凝集体（封入体）の状態にある抗体が例示される。
【００４８】
前記工程（１−２）は、前記工程（１−１）において変性した、前記ペプチドが連結さ
れなる不活性な抗体を、液相に分散させることによって、所望の活性を有する抗体へとリ
フォールディングする工程である。より具体的には、前記工程（１−２）は、前記ペプチ
ドが連結されなる不活性な抗体を、基材などの固相に固定されていない状態で液相に分散
させることによって、所望の活性を有する抗体へとリフォールディングする工程である。
固相とは特に制限されないが、前述するようなポリカーボネート及び／またはポリメタク
リル酸メチル製の基材、親水性の樹脂製の基材、窒化ケイ素製の基材、金属製の基材、リ
ン脂質二重膜が付されてなる基材、ゲルなどが例示される。液相へ分散させる例としては
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、変性した、前記ペプチドが連結されなる不活性な抗体の、希釈による液相への分散、透
析による液相への分散、ゲルクロマトグラフィーを用いた液相への分散などが挙げられ、
変性した、前記ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体が更
に液相に分散される限り制限されない。
【００４９】
このような分散は、前述の変性した、ペプチドが連結されなる不活性な抗体がリフォー
ルディングされる限り制限されないが、例えば、前記工程（１−２）において液相に分散
される直前の前記ペプチドが連結されなる不活性な抗体が接触している前記薬剤濃度が例
えば１／１０〜１／１００などへと低減されるように、前記変性したペプチドが連結され
なる不活性な抗体を液相に分散されることが例示される。液相に分散される温度、時間も
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当業者であれば適宜設定でき、例えば後述する実施例に従い実施できる。
【００５０】
液相へ分散させるにあたって使用可能な溶液は、前述の変性した、ペプチドが連結され
なる不活性な抗体を液相に分散させることが可能であって、該不活性な抗体のリフォール
ディングが可能な溶液であれば制限されない。このような溶液として、後述の実施例に記
載されるような緩衝液といった溶液が例示され、必要に応じて、溶液のイオン強度、組成
等を適宜設定すればよい。例えばこのような溶液として、前記ペプチドが直接またはリン
カーを介して連結されてなる不活性な抗体全体の等電点よりｐＨが０．５以上高い溶液が
例示され、好ましくは前記等電点よりｐＨが０．５〜４．５高い溶液が例示され、より好
ましくは前記等電点よりｐＨが１〜４高い溶液が例示され、更に好ましくは前記等電点よ
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りｐＨが１．５〜４高い溶液が例示される。また、本発明の効果が得られる限り制限され
ないが、抗体をこのような液相へ分散させるにあたって使用可能な溶液のイオン強度は、
好ましくはＮａＣｌ濃度０〜５００ｍＭが例示され、イオン強度が低い場合であっても高
効率でのリフォールディングが可能である点から、より好ましくはＮａＣｌ濃度０〜３０
０ｍＭが例示され、更に好ましくはＮａＣｌ濃度０〜１５０ｍＭが例示される。
【００５１】
この観点から、本発明は、抗体のリフォールディング用組成物を提供するともいえ、該
組成物は、前記ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を含
有し、より好ましくは、前述のようにして変性した、前記ペプチドが連結されてなる不活
性な抗体を含有する。また、該組成物は、更に必要に応じて、前記ペプチドが連結されて
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なる不活性な抗体のリフォールディングが可能な溶液を含有し、好ましくは前記ペプチド
が直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体全体の等電点よりｐＨが０．
５以上高い溶液を含有し、より好ましくは前記等電点よりｐＨが０．５〜４．５高い溶液
を含有し、更に好ましくは前記等電点よりｐＨが１〜４高い溶液を含有し、特に好ましく
は前記等電点よりｐＨが１．５〜４高い溶液を含有してもよい。該組成物を用いることに
よって不活性な抗体をより簡便にリフォールディングでき、該組成物中でリフォールディ
ングが進む観点からは、該組成物にリフォールディングされた抗体が含有されている場合
もある。
【００５２】
本発明においてリフォールディングとは本発明の分野で通常使用されている意味であり
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、抗体が、凝集体すなわち封入体といった不活性な状態から、非凝集体（非封入体）であ
り且つその抗体特有の活性を発揮できる状態になることをいう。このような非凝集体（非
封入体）の状態にある抗体が前記液相に存在していれば、不活性な抗体がリフォールディ
ングされたということができる。あるいは、このような所望の活性を備える抗体が前記液
相に存在していれば、不活性な抗体がリフォールディングされたということができる。
【００５３】
また、本発明は効率よくリフォールディングを行うことができるものであり、リフォー
ルディング効率は、前記液相において、凝集体（封入体）の状態にある抗体の量と、非凝
集体（非封入体）の状態にある抗体の量とを比較することによって判断され、非凝集体（
非封入体）の状態にある抗体の量が多いほど、リフォールディング効率が高いと判断する
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。後述する実施例に基づけば、得られた液相の吸光度を測定したり、遠心前の液相中の抗
体濃度と遠心後に得られた上清中の抗体濃度とを比較することにより判断でき、前者では
吸光度が低いほど、後者では遠心前の液相中の抗体濃度に対して遠心後に得られた上清中
の抗体濃度が高いほど、リフォールディング効率が高いと判断する。より具体的には、例
えば、後述する透析を用いた実施例に基づけば、リフォールディング後に得られる抗体を
含有する溶液の吸光度を測定したり、リフォールディング後に得られる抗体を含有する溶
液において、遠心前の溶液中の抗体濃度と遠心後に得られた上清中の抗体濃度とを比較す
ることにより判断でき、前者では吸光度が低いほど、後者では遠心前の液相中の抗体濃度
に対して遠心後に得られた上清中の抗体濃度が高いほど、リフォールディング効率が高い
と判断する。また、例えば、後述するゲルクロマトグラフィを用いた実施例に基づけば、
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カラムに負荷する直前の溶液中の抗体濃度（あるいは重量）と、カラムから溶出させた抗
体濃度（あるいは重量）とを比較して、前者に対する後者の割合が高いほど、抗体が効率
よくリフォールディングされたといえる。
【００５４】
このように、本発明において「液相中での抗体のリフォールディング」とは、前記工
程（１−１）において変性された、前記ペプチドが連結されてなる不活性な抗体が、前記
工程（１−２）において、基材などの固相に固定されていない状態で、所望の活性を有す
る抗体へとリフォールディングされることをいう。該方法によれば、不活性な抗体のリフ
ォールディング効率を向上させることができ、従って、所望の活性を備えた抗体を高効率
で獲得することができる。このことから、該方法はまた、不活性な抗体のリフォールディ
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ング効率を高める方法ともいえる。
【００５５】
また、ここで使用される不活性な抗体が親和性を有するペプチドに連結されている場合
には、後述の固定化方法に記載されるように、抗体のリフォールディング後、該親和性を
有するペプチドを介して、所望の抗体を基材により簡便、高精度且つ高効率で固定化させ
ることができ、これは、所望の抗体がより高精度且つ高効率で固定されてなる基材の提供
に寄与する。
【００５６】
また、このように不活性な抗体に前記低等電点ペプチドを連結させることによって不活
性な抗体を効率良くリフォールディングできることから、該低等電点ペプチドは、液相中
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での抗体のリフォールディング助剤ということができる。このことから、本発明は抗体の
等電点よりも低い等電点を有するペプチドからなる、液相中での抗体のリフォールディン
グ助剤を提供する。該助剤は、抗体のリフォールディング効率を向上させるために使用さ
れる。該助剤、すなわち、低等電点ペプチドは前述と同様にして説明される。
【００５７】
また、このように不活性な抗体に前記低等電点ペプチドを連結させることによって不活
性な抗体を効率良くリフォールディングできることから、本発明は、前記低等電点ペプチ
ドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体やリフォールディングされ
た抗体を提供するものともいえる。これらの低等電点ペプチド、抗体等についても前述と
同様にして説明される。
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【００５８】
２．リフォールディングされた抗体の製造方法
本発明のリフォールディングされた抗体の製造方法は、（２−１）ペプチドが直接また
はリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体を変性させる工程、及び、（２−２）前
記工程（２−１）において変性した、前記ペプチドが連結されてなる不活性な抗体を、液
相に分散させる工程、を含むことを特徴とする。ここで、前記工程（２−１）において、
前記ペプチドは、前記不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有することを特徴とする
。
【００５９】
ここで、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチド、抗体、不活性な抗
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体、ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる不活性な抗体、リンカー、変
性、液相、分散、変性や分散の条件、抗体のリフォールディング等は、前述と同様にして
説明される。また、リンカーとして親和性ペプチドを用いる場合、その基材等についても
前述と同様に説明される。
【００６０】
該製造方法によればリフォールディングされた抗体が製造され、特に、リフォールディ
ングされた抗体を効率良く製造できる。
【００６１】
該製造方法において得られる前記ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてな
る抗体においては、必要に応じて、不要なペプチドを切断することも可能であり、この場
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合、例えば前述する切断部位をあらかじめ連結させておき、リフォールディング後に制限
酵素等を用いて不要なペプチドを切断させればよい。
【００６２】
このような本発明の製造方法によれば、前記ペプチドが連結されてなる抗体を効率良く
獲得することができる。このことから、本発明の製造方法は、リフォールディングされた
抗体の製造効率を高める方法ともいえる。また、このようにして得られたリフォールディ
ングされた抗体が基材に対して親和性を有するペプチドと連結されている場合には、必要
に応じて該親和性を有するペプチドを介して、得られた抗体を基材により容易、高精度且
つ高効率で固定でき、従って、本発明は、種々の分析等においてより高精度な基材の提供
に寄与する。
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【００６３】
３．リフォールディングされた抗体の基材への固定化方法、及び該固定化方法によってリ
フォールディングされた抗体が固定されてなる基材
本発明のリフォールディングされた抗体の基材への固定化方法は、前述の液相中での抗
体のリフォールディング方法によってリフォールディングされた抗体及び／または前述の
リフォールディングされた抗体の製造方法によって得られたリフォールディングされた抗
体を、基材に接触させる工程を含有することを特徴とする。
【００６４】
ここで、液相中での抗体のリフォールディング方法、リフォールディングされた抗体の
製造方法、及びリフォールディングされた抗体は前述の通りである。

10

【００６５】
本発明のリフォールディングされた抗体の基材への固定化方法は、前述のようにして得
られたリフォールディングされた抗体を、基材に接触させる工程を含有し、これによって
リフォールディングされた抗体が基材に固定される。本発明の固定化方法は前述のリフォ
ールディングされた抗体が基材に固定される限り制限されないが、抗体をより簡便に固定
できる観点から、好ましくは前述の抗体に連結されてなる低等電点ペプチド及び／または
親和性ペプチドを介して、該ペプチドが連結されたままリフォールディングされた抗体が
基材に固定化され、より好ましくは前述の抗体に連結されてなる基材への親和性を有する
ペプチドを介して、該ペプチドが連結されたまま前述のリフォールディングされた抗体が
固定化される。抗体を一層簡便に固定できる観点から、抗体を、基材に接触させる前に、
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抗体に連結されてなる低等電点ペプチド及び／または親和性ペプチドのうち固定に不要な
ペプチドを、前述するような制限酵素等を用いて切断しておくことが好ましい。この具体
的な例としては、前述の低等電点ペプチド自体が基材への親和性を有しているのであれば
、低等電点ペプチド介してリフォールディングされた抗体を基材へ固定すればよい。また
、低等電点ペプチド自体が基材への親和性を有していないのであれば、例えば、抗体−親
和性ぺプチド−低等電点ペプチドのように連結されたリフォールディングされた抗体を獲
得した後、抗体−親和性ぺプチドと低等電点ペプチドとを切断して、前者を基材に接触さ
せることによって、親和性ぺプチドを介してリフォールディングされた抗体を基材へ固定
すればよい。
【００６６】
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ここで「親和性を有する」とは前述と同様に説明され、ペプチドが基材に直接結合でき
るかどうかに基づき判断すればよく、直接結合すれば親和性を有するといえる。また、ペ
プチドによって親和性が異なることから、親和性を有するペプチドを介して抗体を基材に
固定させる場合には、親和性を有するペプチドと基材とを適宜選択することによって一層
容易に抗体を基材に固定できる。親和性を有するペプチドとしては前述のものが例示でき
、これらに適する基材としてはポリメタクリル酸メチル製の基材、ポリカーボネート製の
基材、親水性の樹脂製の基材、窒化ケイ素製の基材など前述の基材が例示される。これら
の基材も前述と同様に説明される。また、基材の形状も、前記ペプチドを結合できる限り
制限されず、例えば、板状、フィルム状（シート状）、球状、粒状（ビーズ状）、繊維状
、マイクロプレート状、筒状など任意の形状が挙げられる。本発明の基材をプロテインチ
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ップなどのバイオチップとして使用する場合には、窒化ケイ素基材は板状、フィルム状（
シート状）等の形状が好ましく例示される。
【００６７】
また、接触条件も前述と同様に説明され、一例として、後述の実施例に示される接触条
件を採用してもよく、該実施例に示される条件を参考にして、当業者が適宜決定すればよ
い。例えば、前記親和性を有するペプチドが連結されてなる抗体を含有する緩衝液といっ
た任意の溶液、例えばＰＢＳ溶液等を、基材と一定時間接触させることによって、前記ペ
プチドと基材とを結合させることができ、また、後述の実施例を参考にして、必要に応じ
て溶液を希釈したりｐＨ等を変更して基材と結合させることができる。
【００６８】
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本発明の固定化方法によれば、効率良く回収されたリフォールディングされた抗体を簡
便に基材に固定できることから、リフォールディングされた抗体が固定化された基材を効
率良く獲得することができる。また、リフォールディングされた抗体が基材に親和性を有
するペプチドと連結されている場合には、該ペプチドを介して、活性が保持された状態で
抗体を基材により簡便且つ高密度に固定することができ、更に、抗体の配向がより均一に
なるよう制御して固定することができる。このことから、本発明は所望の抗体をより簡便
、高精度且つ高効率で固定化させることができる。また、本発明の固定化方法によれば、
リフォールディングされた所望の抗体がより高精度且つ高効率で固定されてなる基材を容
易に製造できることから、本発明はプロテインチップ等のバイオチップをはじめ、抗原抗
体反応や酵素反応等を利用するカラムの充填剤、ＥＬＩＳＡ法などにおけるマイクロプレ

10

ートなどの製造も容易にする。このことから、本発明の固定化方法や基材は、臨床検査、
創薬研究、環境モニタリング、生化学などのあらゆる分野において有用である。
【００６９】
４．発現ベクター、形質転換体、及び該形質転換体から得られるペプチドが連結されてな
る抗体
本発明の液相中での抗体のリフォールディング用ペプチド連結抗体発現ベクターは、抗
体をコードするポリヌクレオチドと、該抗体の等電点より低い等電点を有するペプチドを
コードするポリヌクレオチドとが直接またはリンカーを介して連結されてなることを特徴
とする。
【００７０】

20

該ペプチド連結抗体発現ベクターは、後述するポリヌクレオチドを含んでおり、且つ、
その宿主細胞において該ポリヌクレオチドの塩基配列に基づきペプチド連結抗体を発現で
きるものであれば特に制限されない。該ペプチド連結抗体発現ベクターは、このベクター
を用いて発現される、前記ペプチドが直接またはリンカーを介して連結されてなる抗体の
液相中でのリフォールディングを効率良く行うことを目的として用いられる。ここで、液
相、抗体、リフォールディング、抗体、抗体の等電点より低い等電点を有するペプチド、
リンカー等については前述と同様にして説明される。ポリヌクレオチドは以下のようにし
て説明される。
【００７１】
本発明において使用される、抗体の等電点より低い等電点を有するペプチドをコードす

30

るポリヌクレオチドは、発現されたペプチドの等電点が、該ペプチドに直接またはリンカ
ーを介して連結される抗体の等電点より低いものであれば制限されず、前述の「１．液相
中での抗体のリフォールディング方法」において説明される低等電点ペプチドをコードす
るポリヌクレオチドが例示される。該低等電点ペプチドをコードするポリヌクレオチドで
あれば制限されないが、一例として、アスパラギン酸及び／またはグルタミン酸からなる
ペプチドをコードするポリヌクレオチド、アスパラギン酸及び／またはグルタミン酸の残
基数が塩基性アミノ酸残基数より多いペプチドをコードするポリヌクレオチド、配列番号
１〜４のいずれかで表されるアミノ酸配列からなるペプチドをコードするポリヌクレオチ
ド、例えば配列番号５３〜５６のいずれかで表される塩基配列を有するポリヌクレオチド
、また、これらのポリヌクレオチドの塩基配列を２以上有するポリヌクレオチドなどが挙

40

げられる。また、これらのいずれかのポリヌクレオチドの相補鎖に対して、ストリンジェ
ントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドなどが例示される。
【００７２】
ここで、「ストリンジェントな条件下でハイブリダイズ」するとは、標準的なハイブリ
ダイゼーション条件下に、２つのポリヌクレオチド断片が互いにハイブリダイズできるこ
とを意味し、本条件は、Sambrook et al., Molecular Cloning : A laboratory manual (
1989) Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, USAに記載されている。より具
体的には、「ストリンジェントな条件」とは、６．０ｘＳＳＣ中で、約４５℃にてハイブ
リダイゼーションを行い、そして２．０ｘＳＳＣによって５０℃にて洗浄することを意味
する。前記相補鎖に対してストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオ
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チドは、通常、前述のヌクレオチド配列と一定以上の同一性を有し、その同一性は、例え
ば７０％以上が例示され、好ましくは８５％以上、より好ましくは９０％以上、さらに好
ましくは９５％以上、特に好ましくは９８％以上、さらに特に好ましくは９９％以上であ
る。ヌクレオチド配列の同一性は、市販のまたはインターネット等の電気通信回線を通じ
て利用可能な解析ツールを用いて知ることができ、例えば、ＦＡＳＴＡ、ＢＬＡＳＴ、Ｐ
ＳＩ−ＢＬＡＳＴ、ＳＳＥＡＲＣＨ等のソフトウェアを用いて計算できる。
【００７３】
これらのポリヌクレオチドは、従来公知の遺伝子工学的手法や化学合成法などを用いて
作製できる（Proc. Natl. Acad. Sci., USA., 78, 6613 (1981)；Science, 222, 778 (19
83)；Molecular Cloning 2d Ed, Cold Spring Harbor Lab. Press(1989)；続生化学実験
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講座「遺伝子研究法Ｉ、II、III」、日本生化学会編（1986）等参照）。例えば、所望の
ポリヌクレオチドを有する微生物をはじめ適当な起源から定法に従ってｃＤＮＡライブラ
リーを作製し、該ライブラリーから、適切なプローブ等を用いて、所望のポリヌクレオチ
ドを取得すればよい。また、当業者であれば前記ペプチドのアミノ酸配列に基づいて、従
来公知の手法に基づき容易に解析、入手すればよい。配列番号５３〜５６のいずれかで表
されるポリヌクレオチドがコードするアミノ酸配列は、それぞれ前記配列番号１〜４で表
されるアミノ酸配列に相当し、例えば、配列番号１〜４いずれかで表されるアミノ酸の配
列情報や、配列番号５３〜５６のいずれかで表されるヌクレオチドの配列情報に基づいて
、あるいは、前述のペプチドの配列情報などに基づいて、従来公知の化学的ＤＮＡ合成法
により容易に作製、取得すればよい。

20

【００７４】
抗体をコードするポリヌクレオチドが、前記低等電点ペプチドをコードするポリヌクレ
オチドの上流に連結されるか下流に連結されるか、また、抗体の分子内部に前記ペプチド
をコードするポリヌクレオチドが連結されるかについては、当業者が適宜決定すればよい
。いずれにおいても、抗体の生理活性や立体構造を損なわない位置に連結することが好ま
しい。
【００７５】
本発明のペプチド連結抗体発現ベクターには、必要に応じて前述のリンカーや切断部位
が更に接続されていてもよい。リンカーを構成する塩基配列は、本発明の効果が得られる
限り制限されず、従来公知の技術を用いて当業者が通常の検討範囲内で適宜決定すればよ
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い。このようなリンカーとして前述のフレキシブルリンカーが例示され、該リンカーを好
適に発現可能なヌクレオチド配列を、該ベクターに適宜接続すればよい。
【００７６】
また、特にリンカーとして親和性ペプチドを用いる場合には、親和性ペプチドとして前
述のものが例示され、親和性ペプチドをコードするポリヌクレオチドについても前述と同
様に説明される。例えば親和性ペプチドをコードするポリヌクレオチドとしては、配列番
号５〜５２のいずれかで示されるアミノ酸配列を含有するペプチドをコードするポリヌク
レオチド、例えば配列番号５７〜８６のいずれかで表される塩基配列を有するポリヌクレ
オチド、ヒスチジンからなるペプチドをコードするポリヌクレオチド、ＴＡＴペプチドを
コードするポリヌクレオチドなどが挙げられる。また、これらのうちいずれかのポリヌク
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レオチドの相補鎖に対して、ストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレ
オチドなどが例示され、ストリンジェントな条件や各ポリヌクレオチドの作製手順等は前
述と同様に説明される。
【００７７】
親和性ペプチドなどのリンカー等も、本発明の効果を奏する限り、ペプチド連結抗体発
現ベクターへの連結部位は制限されないが、好ましくは前記プロモーターの制御下に配置
される。また、例えば、抗体−親和性ペプチド−低等電点ペプチドの順となるよう発現さ
せたい場合には、ベクターにおいてポリヌクレオチドをこの順で連結させればよい。この
際、前記この他のリンカーや切断部位も必要に応じて更に適宜連結させればよい。
【００７８】
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例えば、低等電点ペプチドを構成する塩基配列やリンカーを構成する塩基配列は、抗体
をコードするポリヌクレオチドの５

末端側及び／または３

末端側など任意の場所に連

結させることができ、抗体の所望の活性になるべく悪影響を与えないようにする点から、
前記ペプチドやリンカーをコードするポリヌクレオチドは、抗体の可変部を構成する塩基
配列以外に連結させることが好ましく、抗体の可変部を構成する塩基配列よりも５
側及び／または３

末端

末端側がより好ましく、抗体の可変部を構成する塩基配列よりも３

末端側が更に好ましい。
【００７９】
ベクターは、従来公知のように一般に宿主細胞との関係から適宜選択される。より具体
的には、本発明において使用されるベクターは、遺伝子工学分野において一般的に使用さ
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れている発現ベクターであれば制限されず、ｐＢＲ、ｐＵＣ、ｐＣＤ、ｐＥＴ、ｐＧＥＸ
、ｐＣＭＶ、ｐＭＳＧ、ｐＳＶＬをはじめとする、大腸菌等の細菌や酵母由来のプラスミ
ドベクターや、レトロウイルス、アデノウイルス、ワクチニアウイルス、バキュロウイル
ス、更にファージ等由来のウイルスベクターが例示される。これらのベクターは、前述す
るように宿主細胞との関係から適宜選択される。
【００８０】
これらのベクターには、必要に応じてプロモーターが接続されており、プロモーターは
宿主細胞に適したプロモーターであれば制限されず、従来公知のプロモーターを使用でき
る。例えば、プロモーターとしてｌａｃプロモーター、ｔｒｐプロモーター、ｔａｃプロ
モーター、ｔｒｃプロモーター、ｒａｃＡプロモーター、λＰＬプロモーター、ｌｐｐプ

20

ロモーター、Ｔ７プロモーター等が挙げられ、これは例えば宿主細胞として大腸菌を用い
る場合に使用される。また、例えば、プロモーターとしてＳＶ４０プロモーター、ＣＭＶ
プロモーター、ＲＳＶプロモーター、ＨＳＶ−ＴＫプロモーター、ＬＴＲプロモーター、
ＳＲαプロモーター、ＥＦ−１αプロモーター等が挙げられ、これは例えば宿主細胞とし
て動物細胞を用いる場合に使用される。プロモーターとして、宿主細胞との関係等を考慮
して、他に酵母細胞用プロモーター、昆虫細胞用プロモーター、ウイルスプロモーター等
も使用することができる。プロモーターが内在しているベクターにおいては、内在のプロ
モーターを使用してもよい。
【００８１】
本発明のペプチド連結抗体発現ベクターにおけるプロモーターの接続位置は、その宿主
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細胞において、前記ペプチド連結抗体が発現される限り制限されない。一般に、プロモー
ターは、前記ペプチド連結抗体をコードするポリヌクレオチドの塩基配列の上流に接続さ
れる。すなわち、本発明のペプチド連結抗体発現ベクターにおいて、前記ペプチド連結抗
体をコードするポリヌクレオチドは該プロモーターの制御下にある。
【００８２】
宿主細胞としては、従来公知の原核細胞や真核細胞の各種細胞が使用でき、大腸菌、枯
草菌、ストレプトコッカス、スタフィロコッカス、放線菌、糸状菌等の細菌、酵母、アス
ペルギルス、ドロソフィラＳ２、スポドプテラＳｆ９等の昆虫などの細胞、また、Ｌ細胞
、ＣＨＯ細胞、ＣＯＳ細胞、Ａｒｔ−２０細胞、ＨｅＬａ細胞、Ｃ１２７細胞、ミエロー
マ細胞、ＧＨ３細胞、ＦＬ細胞、ＶＥＲＯ細胞、ＣＶ−１細胞、Ｂｏｗｅｓメラノーマ細
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胞、アフリカツメガエルなどの卵母細胞等の動植物などの細胞が例示される。
【００８３】
これらのベクター、プロモーター及び宿主細胞は、本分野の技術常識に基づき適宜組み
合わせて使用すればよい。一例であるが組み合わせとしては、ｐＥＴ（Ｔ７プロモーター
）／大腸菌ＢＬ２１（ＤＥ３）、ｐＧＥＸ（Ｔａｃプロモーター）／大腸菌ＢＬ２１が例
示される。
【００８４】
このほか、本発明のペプチド発現ベクターには、更に、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、薬剤耐性遺伝子、Green Fluorescent Protein（ＧＦＰ
）等のマーカー遺伝等の塩基配列が接続されていてもよい。これらの塩基配列は、目的に
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応じて前記発現ベクターの任意の位置に接続される。
【００８５】
本発明のペプチド連結抗体発現ベクターは、該分野で従来公知の方法を用いて作製すれ
ばよく、制限酵素等を用いて前記ペプチドをコードするポリヌクレオチドや前記抗体をコ
ードするポリヌクレオチドをはじめとする必要な塩基配列を、前記ベクター上の適切な位
置に配置して作製すればよい。これら発現ベクターによれば、所望のペプチドが連結され
てなる抗体を容易に獲得できる。
【００８６】
また、本発明は、前記ペプチド連結抗体発現ベクターを宿主細胞に導入して形質転換さ
せることにより得られる形質転換体を提供する。本発明において宿主細胞は、前述の宿主
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細胞が例示される。ペプチド連結抗体発現ベクターを宿主細胞に導入して形質転換体を得
る方法は特に制限されず、従来公知の一般的な方法に従い行えばよい。例えば、多くの標
準的な実験室マニュアルに記載される方法に従って行うことができ、その具体的手法とし
ては、塩化カルシウム法、塩化ルビジウム法、ＤＥＡＥ−デキストラン媒介トランスフェ
クション、マイクロインジェクション、リポソーム等のカチオン性脂質媒介トランスフェ
クション、エレクトロポレーション、形質導入、ファージ等による感染等が挙げられる。
【００８７】
また、本発明は、前記形質転換体から得られる、前記ペプチドが連結されてなる抗体を
提供する。形質転換体、ペプチド、及び抗体については前述の通りである。本発明におい
て前記ペプチドが連結されてなる抗体は、前記ペプチドと前記抗体とを前述のように連結
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することによって一体化させたペプチド融合抗体である。
【００８８】
本発明において前記ペプチドが連結されてなる抗体は、前記形質転換体を適切な培地で
培養し、該形質転換体及び／又は培養物から所望のペプチド融合抗体を回収することによ
り製造することができる。培養、回収する方法も特に制限されず、従来公知の一般的な方
法に従い行えばよい。例えば、培養は、宿主細胞に適した任意の培地を用いて継代培養ま
たはバッチ培養を行えばよく、形質転換体の内外に産生されたタンパク質量を指標にして
、ペプチド融合抗体が適当量得られるまで行えばよい。該培養に用いられる培地としては
、宿主細胞に応じて慣用される各種の培地を適宜選択すればよく、温度、時間等の培養条
件も宿主細胞に適した従来公知の条件で実施すればよい。
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【００８９】
このようにして得られるペプチド融合抗体は、更に、必要に応じて、その物理的性質、
化学的性質等を利用した各種の分離操作、例えば溶媒抽出、蒸留、各種クロマトグラフィ
ー等の操作によって分離、精製してもよい（「生化学データーブックII」、1175‑1259 頁
、第１版第１刷、1980年、株式会社東京化学同人発行；Biochemistry, 25(25), 8274 (19
86); Eur. J. Biochem., 163, 313 (1987)等参照）。
【００９０】
このようにして得られたペプチド融合抗体は、前記液相中での抗体のリフォールディン
グ方法やリフォールディングされた抗体の製造方法に好ましく使用される。
【実施例】
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【００９１】
以下、実施例を挙げて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。
【００９２】
試験例１：Anti‑CEA scFvのリフォールディング効率の評価
１．後述する手順に従い、以下の実施例１−１〜１−３及び比較例１に示す構造を備えた
、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドが連結されてなる不活性な抗
体を調製した。
【００９３】
なお、実施例１−１は癌胎児性抗原（CEA、carcinoembryonic antigen）に対する１本
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鎖抗体（anti‑CEA scFv）に、配列番号４で表されるアミノ酸配列からなるペプチド（PM
）とヒスチジン残基（His）を直線状に連結させたものである。実施例１−２〜１−３は
、実施例１−１において配列番号４で表されるアミノ酸配列からなるペプチドに代えて、
それぞれアスパラギン酸残基５個からなるペプチド（D5）、アスパラギン酸残基１０個か
らなるペプチド（D10）を用いた以外は、実施例１と同じ構造を有するものである。なお
、配列番号４で表されるアミノ酸配列からなるペプチドを連結させていない以外は、実施
例１と同じ構造を有するものを比較例１とした。本試験例において「等電点」は、実施例
１−１〜１−３のペプチドが連結されてなる抗体、または比較例１におけるヒスチジンが
連結されてなる抗体のアミノ酸配列から計算した値であり、市販のソフトウェアGenetyx
ver6（株式会社ゼネティックス製）を用いて、その手順に従いアミノ酸配列を入力するこ

10

とによって算出された値である。
実施例１−１：anti‑CEA scFv‑PM‑His（等電点４．９）
実施例１−２：anti‑CEA scFv‑D5‑His（等電点４．７）
実施例１−３：anti‑CEA scFv‑D10‑His（等電点４．４）
比較例１：anti‑CEA scFv‑His（等電点５．３）
まず、配列番号４で示されるアミノ酸配列からなるペプチドをコードするポリヌクレオ
チド（配列番号５６）の３

末端側に６つのヒスチジン残基を連結させたヌクレオチド配

列を合成し、これをpET22ベクター（メルク社製）のNot I/Xho Iサイトに導入した。次い
で、anti‑CEA scFvをPCRで増幅し、前記ベクターのNdeI/NotIサイトに導入した。これに
より、T7プロモーター/Lacオペレーター→RBS→スタートコドン（ATG）‑ anti‑CEA scFv
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→前記ペプチド‑Stopコドン→T7ターミネーターの順で連結された、実施例１−１を作製
するための発現ベクターを得た。同様に、配列番号４で示されるアミノ酸配列からなるペ
プチドをコードするポリヌクレオチドに代えて、５つの連続するアスパラギン酸残基から
なるポリヌクレオチド、または、１０つの連続するアスパラギン酸残基からなるポリヌク
レオチドを用いた以外は同様にして、実施例１−２または実施例１−３を作製するための
するための発現ベクターを得た。また、配列番号４で示されるアミノ酸配列からなるペプ
チドをコードするポリヌクレオチドを用いない以外は実施例１−１同様にして、比較例１
を作製するための発現ベクターを得た。
【００９４】
このようにして得た各発現ベクターを用いてRosetta（登録商標）DE3 Competent Cells
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（Novagen社製）を形質転換し、アンピシリン及びクロラムフェニコールを含むLB‑agarプ
レートで培養し、コロニーを形成させた。コロニーを採取して2xYT培地（アンピシリン及
びクロラムフェニコール含有）10mL中に植菌し、一晩、200rpm、37℃で振盪培養して培養
液を得た。続いて、500mLのバッフル付きフラスコにOvernight Express TB Instant Medi
um（メルク社製）を50mL加え、更にアンピシリン、クロラムフェニコール、培養液をOD=0
.1となるように加えて37℃、200rpm、24時間振盪培養した。
【００９５】
培養後、菌体を遠心分離によって回収し、PBS(NaCl 137mM, KCl 2.7mM, Na2HPO4 8.1mM
, KH2PO41.47 mM (pH 7.4))を5mL加えて超音波破砕し、遠心分離によって封入体を回収し
、封入体を蒸留水で3回洗浄したのち凍結乾燥した。このようにすることによって、粉末
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状の、前記ペプチドが連結されてなる不活性な抗体を得た。
【００９６】
このようにして得られた粉末状の封入体を6M塩酸グアニジン溶液に可溶化し（25℃、10
分）、遠心分離（25℃、10,000rpm、15分）して上清を回収した。次いで、His‑Trap HPカ
ラム（GEヘルスケア社製）を8M 尿素、20mMイミダゾールを含む2xPBSで平衡化し、そこに
、前述のようにして得た上清を供給して、前記ペプチドが連結されてなる抗体をカラムに
吸着させ、8M 尿素、0.4M イミダゾールを含む2xPBSで溶出し、得られた溶出液を、8M尿
素を含むPBSで透析し、前記ペプチドが連結されてなる不活性な抗体を終濃度500μg/mLで
含有する溶液を得た。
【００９７】
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後述するリフォールディング用の液相をBD Flacon（登録商標）９６ウェルマイクロプ
レートウェル（日本ベクトンディッキンソン社製）内に準備し、前述のようにして変性さ
せた、前記ペプチドが連結されてなる不活性な抗体を、終濃度200μug/mL(0.5M Uera)と
なるようにそれぞれのウェル中へ分散させた（総体積200uL）。
【００９８】
リフォールディング用の液相について、後述の図中、pH6の液相は0.05M MESグッドバッ
ファー（商品名MES(2‑(N‑Morpholino)ethanesulfonic Acid)、ナカライテスク社製）、pH
6.5の液相は0.05M ADAグッドバッファー（商品名ADA(N‑(2‑Acetamido)iminodiacetic Aci
d)、ナカライテスク社製）、pH7の液相は0.05M MOPSグッドバッファー（商品名MOPS(3‑(N
‑Morpholino)propanesulfonic Acid)、ナカライテスク社製）、pH7.5の液相は0.05M HEPE
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Sグッドバッファー（商品名HEPES(2‑[4‑(2‑Hydroxyethyl) ‑1‑piperazinyl]ethanesulfon
ic Acid)、ナカライテスク社製）、pH8の液相は0.05M EPPSグッドバッファー（商品名EPP
S(N‑(2‑Hydroxyethyl)piperazine‑N'‑3‑propanesulfonic Acid)、ナカライテスク社製）
、pH8.5の液相は0.05M TAPSグッドバッファー（商品名TAPS(N‑Tris(hydroxymethyl)methy
l‑3‑aminopropanesulfonic Acid)、ナカライテスク社製）を用いて、また、必要に応じて
、NDSB及び／またはNaClを添加することにより準備した。また、図中の各液相のpH（6.0
〜7.5）、NDSB（１−（３−スルホナトプロピル）ピリジニウム、0Mまたは0.5M）、NaCl
濃度（0〜300mM）は、マイクロプレートウェルにおいて前記ペプチドが連結されてなる不
活性な抗体を分散させた後の液相中の値である。
【００９９】
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前述のようにして分散させた後、室温でインキュベートしながら、インキュベート開始
時から30分おきに合計６時間、波長450nmにおける吸光度をマイクロプレートリーダーで
測定した。得られた吸光度を凝集体の指標として評価した。吸光度値が高いほど、凝集体
すなわちリフォールディングされていない抗体が多く残存していることを示す。
【０１００】
２．結果を図１及び図２示す。図はいずれも６時間インキュベートした後に測定した結果
である。
実施例１−１（anti‑CEA scFv‑PM‑His）及び比較例１（anti‑CEA scFv‑His）を用いた
結果を図１に示す。図１から明らかなように、比較例１に対して、実施例１−１において
OD値が著しく小さいことが確認された。図１はOD値が小さいほど不溶で不活性な凝集体と

30

しての抗体が減少していることを示し、すなわち、OD値が小さいほどリフォールディング
効率が高いことを示す。なお、図１において、例えばpH6.0‑、0mMで示されるものは、pH6
、NDSB無添加、NaCl 0mMの液相に分散させてリフォールディングを行ったことを示し、pH
6.0+、50mMで示されるものは、pH6、NDSB 0.5M、NaCl 50mMの液相に分散させてリフォー
ルディングを行ったことを示す。また、図中、例えば「pH6.0‑」や「pH6.0+」においては
それぞれ４本のバーが示されているが、これは左から順に、すなわち図１の比較例１（an
ti‑CEA scFv‑His）の結果を示すグラフにおいて「pH6.0‑」のバーの上部に示されている
１〜４の数字の小さいほうから順にNaCl 0mM、50mM、150mM、300mMの結果を示す。後述す
る同様の図においても同様に説明される。
【０１０１】
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また、図中には示さないが、pH8やpH8.5の液相に分散させた場合であっても、NDSBの添
加の有無、NaCl濃度にかかわらず、実施例１−１においてpH7の場合と同様の良好な結果
が得られた。
【０１０２】
また、実施例１−２及び１−３を用いた場合の効果を図２に示す。図２から明らかなよ
うに、実施例１−２及び１−３のいずれにおいても前述の比較例１と比べてOD値が著しく
小さいことが確認された。
【０１０３】
このことから、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドを連結させた
不活性な抗体を変性させ、これを液相に分散させることによって、該ペプチドを連結させ
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ていない抗体を用いた場合と比較して、抗体のリフォールディング効率が著しく向上され
ることが確認できた。
【０１０４】
試験例２：Anti‑RNase scFvのリフォールディング効率の評価
１．以下の手順で、以下の実施例２−１〜２−５及び比較例２に示す構造を備えた、不活
性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドが連結されてなる不活性な抗体を調
製した。
実施例２−１：anti‑RNase scFv‑PM‑His（等電点５．９６）
実施例２−２：anti‑RNase scFv‑D5‑His（等電点５．７５）
実施例２−３：anti‑RNase scFv‑D10‑His（等電点４．９３）
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実施例２−４：anti‑RNase scFv‑D15‑His（等電点４．５５）
実施例２−５：anti‑RNase scFv‑D20‑His（等電点４．３２）
比較例２：anti‑RNase scFv‑His（等電点７．２６）
抗体としてRNaseに対する１本鎖抗体を用いた以外は試験例１の実施例１−１〜１−３
及び比較例１と同様にして、実施例２−１〜２−３及び比較例２に示す、不活性な抗体の
等電点よりも低い等電点を有するペプチドが連結されてなる不活性な抗体を調製した。
【０１０５】
更に、抗体としてRNaseに対する１本鎖抗体を用い、アスパラギン酸残基５個からなる
ペプチドに代えてアスパラギン酸残基１５個からなるペプチド（D15）またはアスパラギ
ン酸残基２０個からなるペプチド（D20）を用いる以外は試験例１の実施例１−２と同様
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にして、実施例２−４及び２−５に示す、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有す
るペプチドが連結されてなる不活性な抗体を調製した。なお、該調製において、実施例１
−２において使用した５つの連続するアスパラギン酸残基からなるポリヌクレオチドに代
えて、１５つの連続するアスパラギン酸残基からなるポリヌクレオチド、または、２０つ
の連続するアスパラギン酸残基からなるポリヌクレオチドを用いた以外は同様にして実施
例２−４及び２−５を作製するためのするための発現ベクターを使用した。
【０１０６】
次いで、実施例２−１〜２−５及び比較例２に示される抗体に対して試験例１と同様の
手順にて変性、リフォールディングを行い、マイクロプレートリーダーを用いて吸光度を
評価した。
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【０１０７】
２．結果を図３及び図４に示す。
実施例２−１及び比較例２を用いた場合の効果を図３に示す。図３から明らかなように
、比較例２に対して、実施例２−１においてOD値が著しく小さいことが確認された。
【０１０８】
また、実施例２−２〜２−５を用いた場合の効果を図４に示す。図４から明らかなよう
に、実施例２−２〜２−５のいずれにおいても前述の比較例２と比べてOD値が著しく小さ
いことが確認された。
【０１０９】
このことから、anti‑RNase scFvにおいても、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点
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を有するペプチドを連結させた不活性な抗体を変性させ、液相に分散させることによって
、該ペプチドを連結させていない抗体を用いた場合と比較して、抗体のリフォールディン
グ効率が著しく向上できることが確認できた。
【０１１０】
試験例３：Anti‑CRP scFvのリフォールディング効率の評価
１．以下の手順で、次の実施例３−１〜３−５及び比較例３に示す構造を備えた、不活性
な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドが連結されてなる不活性な抗体を調製
した。試験例２とは異なる抗体である、Ｃ反応性蛋白（CRP、C‑reactive protein）に対
する１本鎖抗体を用いた以外は試験例２と同様にして試験を行った。
実施例３−１：anti‑CRP scFv‑PM‑His（等電点５．９）
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実施例３−２：anti‑CRP scFv‑D5‑His（等電点５．８）
実施例３−３：anti‑CRP scFv‑D10‑His（等電点５）
実施例３−４：anti‑CRP scFv‑D15‑His（等電点４．６）
実施例３−５：anti‑CRP scFv‑D20‑His（等電点４．４）
比較例３：anti‑CRP scFv‑His（等電点６．６）
【０１１１】
２．結果を図５及び図６に示す。
実施例３−1及び比較例３を用いた場合の効果を図５に示す。図５から明らかなように
、比較例３に対して、実施例３−１においてOD値が著しく小さいことが確認された。
【０１１２】
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また、実施例３−２〜３−５を用いた場合の効果を図６に示す。図６から明らかなよう
に、実施例３−２〜３−５のいずれにおいても前述の比較例３と比べてOD値が著しく小さ
いことが確認された。
【０１１３】
このことから、anti‑CRP scFvにおいても、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を
有するペプチドを連結させた不活性な抗体を変性させ、液相に分散させることによって、
該ペプチドを連結させていない抗体を用いた場合と比較して、抗体のリフォールディング
効率が著しく向上できることが確認された。
【０１１４】
試験例４：Anti‑TSH、Anti‑IgA、Anti‑IgGまたはAnti‑TF189のscFvのリフォールディング
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効率の評価
１．前述の実施例１において抗体としてTSH、IgA、IgGまたはTF189を用いる以外は同様に
して実施例４〜７に示す構造を備えた、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有する
ペプチドが連結されてなる不活性な抗体を調製し、同様にして試験を行った。
実施例４：anti‑TSH scFv‑PM‑His（等電点６．４１）
実施例５：anti‑IgA scFv‑PM‑His（等電点６．４９）
実施例６：anti‑IgG scFv‑PM‑His（等電点６．１４）
実施例７：anti‑TF189 scFv‑PM‑His（等電点５．８６）
【０１１５】
２．結果を図７に示す。
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図７に示すように、抗体としてTSH、IgA、IgGまたはTF189の１本鎖抗体を用いた場合も
、前記ペプチドを連結させることによってリフォールディング効率を高めることができた
。なお、図中、例えば「pH7.5‑」や「pH7.5+」においてはそれぞれ４本のバーが示されて
いるが、これは左から順にTSH、IgA、IgG、TF189の結果を示す。また、図はイオン強度（
NaCl濃度）0ｍMの溶液に分散させてリフォールディングを行った結果である。
【０１１６】
試験例５：リフォールディング効率の算出
前記実施例１−１、実施例２−１、実施例３−１、実施例４及び比較例１に示される不
活性な抗体を以下のように変性、リフォールディングを行うことによって、これらにおけ
るリフォールディング効率を算出した。
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【０１１７】
具体的には、それぞれの前記ペプチドを連結させた不活性な抗体を、終濃度500μg/mL
となるように8M 尿素を含有するPBS中に希釈した。このようにして変性させたそれぞれの
前記ペプチドを連結させた不活性な抗体を、液相（0.05M TAPSグッドバッファー、pH8.5
、NDSB201無添加、NaCl濃度0mM）に透析により18時間分散させた（最終濃度0.5M Uera）
。10000g、25℃で、2分間遠心分離を行い、上清を回収した。遠心分離前後の抗体濃度をD
C Protein Assay Kit（バイオラッドラボラトリーズ社製）によって定量し、遠心後に回
収した上清中の抗体濃度を、遠心直前の液相中の抗体濃度で除して回収率を算出した。
【０１１８】
その結果、実施例１−１におけるリフォールディング効率は９１．２％であり、これは
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比較例１におけるリフォールディング効率４３．９％を、２倍以上で上回る回収率であっ
た。また、リフォールディング効率は、実施例２−１では８８％、実施例３−１では９０
％、実施例４では９３％であり、いずれも高効率であった。
【０１１９】
試験例６：リフォールディングされた抗体の基材への固定化
１．配列番号４で表されるアミノ酸配列からなるペプチド(PM)は、ポリメタクリル酸メチ
ル(PMMA)製の基材に親和性を有しており、実施例２−１において該ペプチドは１本鎖抗体
に連結されている。このことから、前述のようにして得た、配列番号４で表されるアミノ
酸配列からなるペプチドが連結されたリフォールディングされた抗体を、ポリメタクリル
酸メチル製の基材と接触させることによって、該ペプチドを介してリフォールディングさ

10

れた抗体が該基材上に良好に固定できるかどうかについて検討した。比較例として、前記
比較例２をリフォールディングしたものを用いた。なお、リフォールディングでは0.05M
TAPSグッドバッファーを用い、pH8.5、NDSB201無添加、NaCl濃度0mMに調整した液相を用
いた。
【０１２０】
具体的には、リフォールディング後に得られた各抗体をPBSで２倍ずつ段階希釈し、ポ
リメタクリル酸メチル製のマイクロプレート中に100μLずつ添加し、４℃で一晩インキュ
ベートした。次いで、マイクロプレートをPBST(PBS‑0.1％Tween20)で洗浄後、２％BSA‑PB
STを300μLずつ加えて25℃で１時間インキュベートした。PBSTでプレートを洗浄後、２％
BSA‑PBSTで100ng/mLに希釈したビオチン化RNase（抗原）を100μLずつ加えて２５℃で1時
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間インキュベートした。PBSTでプレートを洗浄後、２％BSA‑PBSTで5000倍希釈したHRP標
識ストレプトアビジンを100μLずつ加えて２５℃で１時間インキュベートした。PBSTで洗
浄後、TMB基質溶液を100μLずつ加えて２５℃で１５分インキュベートし、0.3M H2SO4を1
00μLずつ加えて発色反応を停止した。マイクロプレートリーダーで波長４５０ｎｍにお
ける吸光度（副波長６５０ｎｍ）を測定した。
【０１２１】
２．結果を図８に示す。該結果から明らかなように、実施例２−１を用いた場合には、基
材上での活性が、リフォールディングされた抗体の濃度依存的に向上した。これに対して
、前記ペプチドが連結されていない比較例２を用いた場合には、リフォールディングされ
た抗体に基づく活性が著しく低かった。このことから、実施例２−１で用いられたペプチ
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ドは、抗体の変性及びリフォールディング後であっても、そのポリメタクリル酸メチルに
対する良好且つ特異的な親和性を維持していることが確認され、前述のようにしてリフォ
ールディングされた抗体も、その特有の活性を十分に保持していることが確認された。
【０１２２】
試験例７：低等電点ペプチド及び親和性ペプチドを連結させた抗体における、リフォール
ディング効率の評価
１．前記実施例２−４において連結させたペプチドに加えて、以下の親和性ペプチドを連
結させた以外は試験例２と同様にして、抗体のリフォールディング効率を比較した。ここ
で、下記PSは、配列番号１０で表されるアミノ酸配列からなる親和性ペプチドであり、親
水性ポリスチレンに対して親和性を有する。下記SiNは、配列番号２９で表されるアミノ
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酸配列からなる親和性ペプチドであり、窒化ケイ素に対して親和性を有する。実施例８−
１においてPSとD15との間に酵素により切断可能な切断部位を連結させた。同様に、実施
例８−２においてSiNとD15との間に切断部位を連結させた。また、実施例２−４の低等電
点ペプチドに代えて、前記親和性ペプチドを連結させたものを、比較例４（PS）及び比較
例５（SiN）とした。なお、配列番号１０で示されるアミノ酸配列からなるペプチドをコ
ードするポリヌクレオチドは配列番号６１で表され、配列番号２９で表されるアミノ酸配
列ペプチドをコードするポリヌクレオチドは配列番号６３で表される。
実施例２−４：anti‑RNase scFv‑D15‑His（等電点４．５５）
実施例８−１：anti‑RNase scFv‑PS‑D15‑His（等電点５）
実施例８−２：anti‑RNase scFv‑SiN‑D15‑His（等電点４．８３）
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比較例２：anti‑RNase scFv‑His（等電点７．２６）
比較例４：anti‑RNase scFv‑PS‑His（等電点８．９７）
比較例５：anti‑RNase scFv‑SiN‑His（等電点８．１４）
【０１２３】
２．結果を図９及び１０に示す。
図９はPSを用いた結果であり、図１０はSiNを用いた結果である。図９から明らかなよ
うに、親和性ペプチドPSの存在下でも、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有する
ペプチドが連結された不活性な抗体ではODが低く、その抗体のリフォールディング効率を
高めることができた。同様に、図１０においても同様に、親和性ペプチドSiNの存在下で
も、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドが連結された不活性な抗体
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では、その抗体のリフォールディング効率を高めることができた。
【０１２４】
試験例８：リフォールディングされた抗体の基材への固定化
１．前記実施例２−１、実施例２−４、実施例８−１を用いて、リフォールディングされ
た抗体を、ポリメタクリル酸メチル製の基材と接触させることによって、前記ペプチドを
介してリフォールディングされた抗体が前記基材上に良好に固定できるかどうかについて
検討した。
【０１２５】
具体的には、前記実施例２−４、実施例８−１、比較例４をそれぞれ前記試験例７に従
いリフォールディングさせたのち（液相0.05M TAPSグッドバッファー、pH8.5、NDSB201無
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添加、NaCl濃度0mM）、各ペプチドが連結されてなるリフォールディングされた抗体が50u
g/mLの濃度になるようPBSで調製し、これをポリメタクリル酸メチル製の基材（マイクロ
プレート）に100uLずつ加えて25℃で2時間インキュベートした。次いで、PBSTで5回基材
を洗浄後、2%BSAを含むPBST（2% BSA‑PBST）を300uLずつ加え、25℃で1時間インキュベー
トした。次いで、PBSTで5回基材を洗浄後、biotin標識RNaseを0〜1ug/mLとなるよう2%BSA
‑PBSTで希釈し、100uLずつ加えて25℃で1時間インキュベートした。次いで、PBSTで5回基
材を洗浄後、HRP標識ストレプトアビジンを0.2ug/mLとなるよう2%BSA‑PBSTで希釈し、100
uLずつ加えて25℃で1時間インキュベートした。次いで、PBSTで5回基材を洗浄後、TMBを1
00uLずつ加えて25℃で15分間インキュベートし、0.3M硫酸を100uL加えて発色反応を停止
させた(発色反応)。その後、450nmにおける吸光度（副波長 650nm）をマイクロプレート
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リーダーで測定した。
【０１２６】
また、ポリメタクリル酸メチル製の基材（マイクロプレート）を親水性ポリスチレン製
の基材（マイクロプレート）に代えた以外は前述と同様にして前記実施例２−４、実施例
８−１を用いて試験を行い、親水性ポリスチレン製の基材に対して固定の程度を測定した
。
【０１２７】
２．結果を図１１及び１２に示す。
図１１から明らかなように、ポリメタクリル酸メチルに親和性を有し、且つ、不活性な
抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチド（PM）が導入されている実施例２−１に
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おいてリフォールディングされた抗体によれば、該リフォールディングされた抗体に連結
されているPMの効果によって、ポリメタクリル酸メチル製の基材にリフォールディングさ
れた抗体が高密度に固定化され、ポリメタクリル酸メチルに親和性を有するペプチドが連
結されていない他のリフォールディングされた抗体と比較して、高いシグナルが得られた
。
【０１２８】
また、図１２においても同様の傾向が認められ、親水性ポリスチレンに親和性を有する
ペプチド（PS）と不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドの両ペプチド
が導入されている実施例８−１においてリフォールディングされた抗体によれば、該リフ
ォールディングされた抗体に連結されているPSの効果によって、親水性ポリスチレン製の
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基材にリフォールディングされた抗体が高密度に固定化され、親水性ポリスチレンに親和
性を有するペプチドが連結されていない他のリフォールディングされた抗体と比較して、
高いシグナルが得られた。
【０１２９】
試験例９：重鎖Fab、軽鎖Fabのリフォールディング効率の評価
１．実施例１−１（anti‑CEA scFv‑PM‑His）における一本鎖抗体を、CEAに対する重鎖のF
ab抗体（Fab H）またはCEAに対する軽鎖のFab抗体（Fab L）に代えた以外は、試験例１と
同様にして、以下の実施例９−１及び実施例９−２に示される、不活性な抗体の等電点よ
りも低い等電点を有するペプチドが連結されてなる不活性な抗体を作製した。また、実施
例２−１（anti‑RNase scFv‑PM‑His）における一本鎖抗体を、RNaseに対する重鎖のFab抗
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体（Fab H）またはRNaseに対する軽鎖のFab抗体（Fab L）に代えた以外は、試験例２と同
様にして、以下の実施例９−３及び実施例９−４に示される、不活性な抗体の等電点より
も低い等電点を有するペプチドが連結されてなる不活性な抗体を作製した。また、実施例
７（anti‑TF189 scFv‑PM‑His）における一本鎖抗体を、TF189に対する重鎖のFab抗体（Fa
b H）またはTF189に対する軽鎖のFab抗体（Fab L）に代えた以外は、試験例４と同様にし
て、以下の実施例９−５及び実施例９−６に示される、不活性な抗体の等電点よりも低い
等電点を有するペプチドが連結されてなる不活性な抗体を作製した。また、同様に、抗体
としてAFPを用いる以外は実施例９−１等と同様にして、以下の実施例９−７及び実施例
９−８に示される、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドが連結され
20

てなる不活性な抗体を作製した。
実施例９−１：anti‑CEA Fab H‑PM‑His

（等電点４．９１）

実施例９−２：anti‑CEA Fab L‑PM‑His

（等電点５．８１）

実施例９−３：anti‑RNase Fab H‑PM‑His

（等電点６．３２）

実施例９−４：anti‑RNase Fab L‑PM‑His

（等電点５．５５）

実施例９−５：anti‑TF189 Fab H‑PM‑His

（等電点６．５４）

実施例９−６：anti‑TF189 Fab L‑PM‑His

（等電点５．３３）

実施例９−７：anti‑AFP Fab H‑PM‑His

（等電点７．２９）

実施例９−８：anti‑AFP Fab L‑PM‑His

（等電点５．８１）

得られた実施例９−１〜９−８のペプチドが連結されてなる不活性な抗体を、前記試験
例１と同様にして変性、リフォールディングを行い、そのリフォールディング効率を評価

30

した。なお、本試験例では、変性、リフォールディングは実施例９−１〜９−８がそれぞ
れ単独で存在する条件下で行うことに加えて、実施例９−１及び９−２が共存する条件下
（anti‑CEA Fab‑PM‑His (H+L)）、実施例９−３及び９−４が共存する条件下（anti‑RNas
e Fab‑PM‑His (H+L)）、実施例９−５及び９−６が共存する条件下（anti‑TF189 Fab‑PM‑
His (H+L)）、実施例９−７及び９−８が共存する条件下（anti‑AFP Fab‑PM‑His (H+L)）
でも行った。
【０１３０】
２．結果を図１３〜図１６に示す。
図１３〜図１６は、それぞれCEA、RNase、TF189、AFPに関する各結果を示す。これらの
結果から明らかなように、いずれにおいてもOD値が小さく、効率良くリフォールディング
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されていることが確認された。
【０１３１】
試験例１０：リフォールディング効率の算出
試験例９において実施例９−１及び９−２が共存する条件下（anti‑CEA Fab‑PM‑His (H
+L)）、実施例９−３及び９−４が共存する条件下（anti‑RNase Fab‑PM‑His (H+L)）、実
施例９−５及び９−６が共存する条件下（anti‑TF189 Fab‑PM‑His (H+L)）を用いて、前
記試験例５と同様にして変性、リフォールディングを行うことによって、これらにおける
リフォールディング効率を算出した。
【０１３２】
その結果、リフォールディング効率は、anti‑CEA Fab‑PM‑His (H+L)では９３％、anti‑
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RNase Fab‑PM‑His (H+L)では１００％、anti‑TF189 Fab‑PM‑His (H+L)では１００％であ
り、いずれも高効率であった。
【０１３３】
試験例１１：リフォールディングされた重鎖Fab、軽鎖Fabの活性評価
１．以下のペプチドを連結させた不活性な抗体を、前記試験例１０と同様にして変性、リ
フォールディングすることによって得た、リフォールディングされた各抗体を、後述の手
順に従いポリメタクリル酸メチル製の基材と接触させ、固定された各抗体の活性を評価し
た。また、前記試験例１０において用いたanti‑CEA Fab ‑PM‑His (H+L)、anti‑RNase Fab
‑PM‑His (H+L)、anti‑TF189 Fab ‑PM‑His (H+L)についてもリフォールディングを行い、
同様にしてポリメタクリル酸メチル製の基材と接触させて、固定された各抗体の活性を評
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価した。リフォールディングは、0.05M TAPSグッドバッファーを用い、pＨ8.5、NDSB201
無添加、NaCl濃度0mMに調整された液相を用いて行った。
−CEAに対する抗体
実施例１−１：anti‑CEA scFv‑PM‑His
実施例９−１：anti‑CEA Fab H‑PM‑His
実施例９−２：anti‑CEA Fab L‑PM‑His
−RNaseに対する抗体
実施例２−１：anti‑RNase scFv‑PM‑His
実施例９−３：anti‑RNase Fab H‑PM‑His
実施例９−４：anti‑RNase Fab L‑PM‑His
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−TF189に対する抗体
実施例７：anti‑TF189 scFv‑PM‑His
実施例９−５：anti‑TF189 Fab H‑PM‑His
実施例９−６：anti‑TF189 Fab L‑PM‑His
【０１３４】
より具体的には、前述のようにして得た、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有
するペプチドが連結されてなる、リフォールディングされた抗体（anti‑CEA抗体、anti‑R
Nase抗体）が100ug/mLの濃度になるようPBSで調製し、これをポリメタクリル酸メチル製
の基材（マイクロプレート）に100uLずつ加えて25℃で2時間インキュベートした。次いで
、PBSTで5回基材を洗浄後、2%BSAを含むPBST（2% BSA‑PBST）を300uLずつ加え、25℃で1
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時間インキュベートした。次いで、PBSTで5回基材を洗浄後、biotin標識CEAまたはbiotin
標識RNaseを0〜1ug/mLとなるよう2%BSA‑PBSTで希釈し、100uLずつ加えて25℃で1時間イン
キュベートした。次いで、PBSTで5回基材を洗浄後、HRP標識ストレプトアビジンを0.2ug/
mLとなるよう2%BSA‑PBSTで希釈し、100uLずつ加えて25℃で1時間インキュベートした。次
いで、PBSTで5回基材を洗浄後、TMBを100uLずつ加えて25℃で15分間インキュベートし、0
.3M硫酸を100uL加えて発色反応を停止させた。その後、450nmにおける吸光度（副波長 65
0nm）をマイクロプレートリーダーで測定した。
【０１３５】
また、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドが連結されてなる、リ
フォールディングされた抗体（anti‑TF189抗体）については、同様に、前述のようにして
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得たペプチドが連結されてなるリフォールディングされた抗体が100ug/mLの濃度になるよ
うPBSで調製し、これをポリメタクリル酸メチル製の基材（マイクロプレート）に100uLず
つ加えて25℃で2時間インキュベートした。次いで、PBSTで5回基材を洗浄後、2%BSAを含
むPBST（2% BSA‑PBST）を300uLずつ加え、25℃で1時間インキュベートした。次いで、PBS
Tで5回基材を洗浄後、Transferrinを0〜1ug/mLとなるよう2%BSA‑PBSTで希釈し、100uLず
つ加えて25℃で1時間インキュベートした。次いで、PBSTで5回基材を洗浄後、biotin標識
抗Transferrin抗体を0.25ug/mLとなるよう2%BSA‑PBSTで希釈し、100uLずつ加えて25℃で1
時間インキュベートした。これ以降の手順は前述同様にして行い、吸光度測定した。
【０１３６】
２．結果を図１７〜１９に示す。
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図１７〜１９から明らかなように、特にFab LとFab Hを混合させた場合に、一本鎖抗体
を用いた場合と同様に、所望の活性が観察された。通常、H鎖とL鎖はこれらが協力して抗
原認識を行うと考えられている。本試験例において、Fab HやFab Lが単独で存在する場合
と比較して、Fab LとFab Hとが共存させてリフォールディングを行い、この場合に高い活
性が認められたことは、本発明によれば抗体に由来する所望の活性が良好に回復されてい
ることを示している。
【０１３７】
試験例１２：VHHのリフォールディング効率の評価
前述の実施例１において抗体としてラクダ由来VHHを用いる以外は同様にして実施例１
０に示す構造を備えた、不活性な抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチドが連結
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されてなる不活性な抗体を調製し、同様にして試験を行った。また、比較のため、比較例
６に示す構造を備えた抗体を調製し、同様にして試験行った。
実施例１０：VHH‑PM‑His（等電点６．０５）
比較例６：VHH‑His（等電点８．２０）
図２０に示すように、抗体としてVHH単ドメイン抗体を用いた場合も、前記ペプチドを
連結させることによって凝集が著しく解消され、これによってリフォールディング効率を
高めることができることが分かった。液相のｐＨが７．５など更に低い場合であっても、
同様の傾向が認められた。
【０１３８】
試験例１３：リフォールディング効率の算出
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試験例１２に記載される実施例１０及び比較例６を用いて、前記試験例５と同様にして
変性、リフォールディングを透析によって行い、これらにおけるリフォールディング効率
を算出した。具体的には、8M Urea‑PBSに溶解させた実施例１０（VHH‑PM‑His）を、0.5mg
/mL VHH‑PM‑His、0.5M Urea、50mM TAPSとなるよう希釈して得た溶液1mLを透析チューブ
内に入れ、50mM TAPS 1Lの外液に対して4℃で一晩透析した。次いで、透析チューブ内の
溶液を回収し、遠心分離によって凝集体を除去した。遠心分離前後のタンパク質濃度をDC
Protein Assay（バイオラッドラボラトリーズ社製）によってそれぞれ定量し、回収率を
算出した。比較例６（VHH‑His）についても同様にして回収率を算出した。
【０１３９】
その結果、実施例１０では回収率が９５％であったのに対し、比較例６では回収率が２
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０％であった。このことから、抗体としてVHHを用いた場合であっても不活性な抗体を効
率よくリフォールディングできたことが分かった。
【０１４０】
試験例１４：リフォールディング効率の算出
試験例１３とは異なる方法を用いて、実施例１０についてリフォールディング効率を算
出した。具体的には、ゲルクロマトグラフィーによってリフォールディング効率を算出し
た。まず、AKTA Purifier UPC10 クロマトグラフィシステム（GEヘルスケア社製）にゲル
濾過カラムHi Trap Desalting（GEヘルスケア社製） 5mL を2個連結してセットし、50mM
TAPS (pH 8.5)で平衡化した。次に、8M Urea‑PBSに溶解させた実施例１０（VHH‑PM‑His）
を、0.5mg/mL VHH‑PM‑His、0.5M Urea、50mM TAPS、0.5M NDSB201となるよう希釈して得
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た溶液2mLを前記カラムに負荷し、50mM TAPS (pH 8.5)を供給した。次いで 最初に溶出さ
れるタンパク質のピークを含有する溶液を回収した（3mL回収）。 回収したタンパク質溶
液の濃度をDC protein assay（バイオラッドラボラトリーズ社製）で定量し、アプライ量
と回収量から回収率を算出した。その結果、実施例１０では回収率が９９％であった。こ
のことから、抗体としてVHHを用いた場合であっても不活性な抗体を効率よくリフォール
ディングできたことが分かった。
【０１４１】
試験例１５：リフォールディングされたVHHの基材への固定及び活性評価
１．前記実施例１０を用いてリフォールディングされた抗体を、ポリメタクリル酸メチル
製の基材と接触させることによって、前記ペプチドを介してリフォールディングされた抗
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体が前記基材上に良好に固定できるかどうかについて検討した。また、当該固定化された
抗体がその活性を維持しているかどうかについて検討した。比較例６についても同様にし
て検討した。
【０１４２】
具体的には、前記実施例１０を試験例１３に従いリフォールディングさせたのち、ペプ
チドが連結されてなるリフォールディングされた抗体が45ug/mLの濃度になるようPBSで調
製し、これをポリメタクリル酸メチル製の基材（マイクロプレート）に100uLずつ加えて2
5℃で2時間インキュベートした。次いで、PBSTで5回基材を洗浄後、2% BSA‑PBSTを300uL
ずつ加え、25℃で1時間インキュベートした。次いで、PBSTで5回基材を洗浄後、biotin標
識hCGを0〜1ug/mLとなるよう2%BSA‑PBSTで希釈し、100uLずつ加えて25℃で1時間インキュ
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ベートした。次いで、PBSTで5回基材を洗浄後、HRP標識ストレプトアビジンを0.2ug/mLと
なるよう2%BSA‑PBSTで希釈し、100uLずつ加えて25℃で1時間インキュベートした。次いで
、PBSTで5回基材を洗浄後、TMBを100uLずつ加えて25℃で15分間インキュベートし、0.3M
硫酸を100uL加えて発色反応を停止させた(発色反応)。その後、450nmにおける吸光度（副
波長 650nm）をマイクロプレートリーダーで測定した。
【０１４３】
２．結果を図２１に示す。
図２１から明らかなように、ポリメタクリル酸メチルに親和性を有し、且つ、不活性な
抗体の等電点よりも低い等電点を有するペプチド（PM）が導入されている実施例１０にお
いてリフォールディングされた抗体によれば、該リフォールディングされた抗体に連結さ
れているPMの効果によって、ポリメタクリル酸メチル製の基材にリフォールディングされ
た抗体が高密度に固定化され、ポリメタクリル酸メチルに親和性を有するペプチドが連結
されていない抗体と比較して、高いシグナルが得られた。このことから、実施例１０にお
いてリフォールディングされた抗体が基材に高密度に固定化され、また、抗体に由来する
所望の活性が良好に回復されていることが分かった。
【図１】
【図２】

【図３】
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