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共有結合型阻害剤は不可逆的阻害が可能なため、効果が強くかつ長く続くという特長がある。しかし、小分子の共有結
合型阻害剤は標的選択性が低い場合が多く、医薬利用には副作用が課題となる。一方で、中分子は標的との相互作用面積
を広くとれるため、反応性官能基以外の部位で標的選択性を担保できる可能性が高い。そこで我々は、中分子の特性と長
所を最大限に活かせる化合物種として、共有結合型阻害剤への応用を着想した。本研究では、人工アミノ酸を含むペプチ
ドの翻訳合成法と試験管内分子選択法とを組み合わせることで、共有結合を介して標的に結合する高選択性中分子化合物
の汎用創製手法の確立を目指した。
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共有結合形成能を調節可能な中分子ペプチドリガンドの開発を目指し、フッ素置換型のフェニルカーバメート基を側鎖
に有するオルニチン誘導体群（Orn(X)）を設計した（図１a）
。紙面の都合上詳細は割愛するが、Orn(X)は脱離基部分のフ
ッ素置換基の場所と数を変更することで、求核性官能基との反応性を自由に変更できることを実験的に実証済みである
（図１b）
。この Orn(X)を、筆者らが以前に開発したチオエーテル型大環状ペプチドの翻訳合成法 1 と組み合わせることで、
Orn(X)を有した環状ペプチドライブラリーを構築した。mRNA ディスプレイ法を活用した当該ライブラリーの試験管内分
。変性条件下では
子選択 2 により、標的タンパク質 A に対して変性条件下でも結合し得る活性種の濃縮を行った（図１c）
共有結合を介さないペプチドリガンドは解離してしまうことが予想されるため、本実験により共有結合修飾剤のみを選択
できると期待した。実際に、7 サイクルの試験管内分子選択実験を繰り返した後に得られた cDNA 配列を解析することで、
タンパク質 A の共有結合型阻害剤ペプチドの候補配列を複数同定することに成功した。
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本稿では、同定した候補ペプチドのうち、AT-1-(X)（図 2a）についてその結合特性を報告する。Fmoc 法を用いてペプ
チド鎖を固相上で伸長・大環状化した後に、選択的に脱保護した Orn 側鎖部位を各種カーバメート誘導体で修飾すること
で、異なる反応性官能基をもったペプチド AT-1-(X)誘導体群を合成した。標的タンパク質 A をこれらのペプチドと混合
した後、SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動により解析したところ、ペプチドと反応させた場合のみに移動度の遅いバ
ンドが観測され、タンパク質 A が AT-1 ペプチドによって化学的に修飾されていることが示唆された。この結果をうけ、
反応後のサンプルを質量分析したところ、
確かに共有結合を介して AT-1 がタンパク質 A に結合していることを確認した。
さらに、トリプシン消化後の AT-1 ラベル化タンパク質 A をタンデム質量分析により解析することで、タンパク質 A の N
末端アミノ基が Orn(X)のカーバメート部位を攻撃し、AT-1 との間でウレア結合による架橋を形成していることを解明し
た。同様のバンドシフトは他のコントロールタンパク質では観測されず、AT-1 ペプチドが標的タンパク質 A を選択的に
認識できることを物語っている。特筆すべき点として、AT-1 に含まれる Orn(X)の脱離基部分の反応性を変更するに従っ
て、共有結合形成したタンパク質に相当するバンドの強度が変化したことから、当初の設計通り共有結合形成能を微調整
可能な共有結合型中分子ペプチドの開発が確認された。
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本稿では紙面の関係上、タンパク質 A に対する共有結合型リガンドの取得に絞って解説したが、本研究で開発した共有
結合リガンドの創製技術を活用することで、疾病関連タンパク質を含め複数の標的に対する共有結合型環状ペプチドリガ
ンドの取得に成功している。本研究で開発した方法論では共有結合形成能を調整可能であることから、標的選択性を担保
し副作用を抑えた新規中分子薬剤候補をうみだす基盤技術となることが期待される。
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