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Molecules that covalently bind to a native protein of interest are useful for detection and regulation of the 

protein. The key to successful development of selective modifiers includes high selectivity of the ligand, and 
appropriate reactivity and proper orientation of the reactive group, achievement of which often requires 
intense efforts. Moreover, three-dimensional structures of the protein-ligand complex are often required to 
determine the appropriate site for embedding the reactive group, which limits the versatility of this strategy. 

Macrocyclic peptides could be ideal as the non-covalent ligand scaffold for selective covalent modifiers, 
because their large surface areas and diverse structures allow for high selectivity to various target proteins. 
Previously, our group has developed a methodology for facile construction of a library of trillions of 
macrocyclic peptides containing various non-natural amino acids by combining in vitro translation system 
with genetic code reprogramming technique. Our group has also demonstrated that peptides selectively 
binding to a given target protein can be readily discovered from the library by means of in vitro selection. 

We here report a new methodology for facile discovery of peptide-based selective covalent modifiers with 
desired reactivity. An mRNA-displayed library of macrocyclic peptides bearing a tunable reactive group was 
constructed and screened by in vitro selection, resulting in covalent modifiers of the designated target protein. 
The efficiency of the covalent bond formation could be readily modulated by rational modification of the 
reactive group without loss of the selectivity. 

		

	

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。	

	

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

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）。変性条件下では

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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 Molecules that covalently bind to a native protein of interest are useful for detection and regulation of 
the protein. The key to successful development of selective modifiers includes high selectivity of the ligand, 
and appropriate reactivity and proper orientation of the reactive group, achievement of which often requires 
intense efforts. Moreover, three-dimensional structures of the protein-ligand complex are often required 
to determine the appropriate site for embedding the reactive group, which limits the versatility of this 
strategy.
 Macrocyclic peptides could be ideal as the non-covalent ligand scaffold for selective covalent modifiers, 
because their large surface areas and diverse structures allow for high selectivity to various target proteins. 
Previously, our group has developed a methodology for facile construction of a library of trillions of 
macrocyclic peptides containing various non-natural amino acids by combining in vitro translation system 
with genetic code reprogramming technique. Our group has also demonstrated that peptides selectively 
binding to a given target protein can be readily discovered from the library by means of in vitro selection.
We here report a new methodology for facile discovery of peptide-based selective covalent modifiers with 
desired reactivity. An mRNA-displayed library of macrocyclic peptides bearing a tunable reactive group 
was constructed and screened by in vitro selection, resulting in covalent modifiers of the designated target 
protein. The efficiency of the covalent bond formation could be readily modulated by rational modification 

of the reactive group without loss of the selectivity. 
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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。	

	

	

	

	

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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