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Viruses consist of a protective proteinaceous shell packaging their genome, referred to as a nucleocapsid. 
Viruses are classified into non-enveloped virus and enveloped virus which buds from infected cells. The 
budding mechanisms of most enveloped viruses are still unknown, and a high-throughput screening system to 
discover functional peptide motif for viral budding has been required. In this study, we developed the screening 
system to discover budding motifs using artificially evolved non-viral nucleocapsids. After the two rounds of 
screening, the candidate peptide motif enhancing budding efficiency of the artificial non-viral nucleocapsid. 
This screening system has potential as a high-throughput screening system to discover novel peptide motif for 
viral budding. 

  

 

１．研究背景 

ウイルスはゲノムを内包するタンパク質カプシド（ヌクレオカプシド）を基本構成とし、ヌクレオカプシドの周りに脂

質二重膜を持って宿主細胞から出芽するエンベロープウイルスと、膜を持たないノンエンベロープウイルスに大別され

る。しかし近年の研究によって、エンベロープをまとったタンパク質カプシドの放出はエンベロープウイルスに限らず生

体内にも存在し、細胞間情報伝達・脳の記憶形成・ウイルスの感染などに寄与することが示唆された。またエボラウイル

スなどは、宿主細胞の細胞外小胞産生に関わる ESCRT機構(endosomal sorting complex required for transport)を利用して出
芽する。つまりウイルス出芽機構を解明することは、ウイルス進化・起源の解明や抗ウイルス治療薬の開発などだけでは

なく、細胞外小胞の産生機構への理解にも不可欠である。しかし出芽機構はウイルス種類によって大きく異なるため、一

部のウイルスを除いて出芽機構の詳細は不明である。天然ウイルスの変異体を一つ一つ解析するような既存の手法では、

スループットが低いため、様々なウイルスの出芽機構を網羅的に解明する方法が求められている。 
筆者はこれまでに、分子進化工学によって好

熱細菌のタンパク質（ルマジン合成酵素）を、

ウイルスの様に自身の mRNA のタグ配列選択
的に内包する人工ヌクレオカプシド（NC）に実
験室内進化させた 1.2。この人工 NCの表面には
様々なペプチドの提示や翻訳後修飾が可能であ

り、RNAタグ配列を他の遺伝子に乗せ換えるこ
とで、任意の RNA を選択的に内包することが
できる。本研究では、細胞外出芽モチーフを網

羅的に探索することを目指し、人工 NC にペプ
チドライブラリーを提示し、細胞から出芽する

エンベロープヌクレオカプシド（eNC）をスクリ
ーニングするシステムを構築した。 
 

２．哺乳類細胞で発現可能なタンパク質カプセル変異体の同定 

筆者らはこれまでに、自己集合カプセル型タンパク質である好熱性細菌 Aquifex aeolicusのルマジン合成酵素を元と
し、自身の mRNAを内包する人工 NCの分子進化に成功している 1。この人工 NCは大腸菌内で発現後に自己集合する 
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図 １．先行研究における人工 NCの分子進化過程 1。スケールバーは 50 nm. 
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が、ヒト培養細胞でも同様に発現・自己集合するかは確かめられ

ていなかった。そこで本研究では、ヒト培養細胞から出芽する人

工 NC スクリーニング系に使用可能な NC 変異体を最初に検討し
た。先行研究で既に得ていた変異体（λcp, β16, α2,α9）に加え、α9
にランダム変異を導入した 3種類の変異体（#1, #2, #3）を Expi293F
細胞内で、CMVプロモーター下で発現した。その結果、NC-#1の
発現量、そしてカプシド内への RNA 内包効率が最も良いことが
分かった（図 2）。NC-#1をアフィニティータグで精製後、透過型
電子顕微鏡のネガティブ染色による解析を行った。その結果、NC-
#1 は α9 変異体と同様、直径約 31 nm のカプセル構造を取っていることが分かった。精製後の NC-#1 から RNA を抽出
し、逆転写 PCR（RT-PCR）による cDNAの増幅から、mRNAがカプセルに内包されていることを確認した。 
 
３．細胞外出芽タンパク質カプセルのスクリーニング 
続いて NC-#1の表面に 8 アミノ酸で構成されるランダムペプチドライ
ブラリーを提示し、細胞外へ出芽する NC のスクリーニングを行った。
NC ライブラリーを Expi293F 細胞内で発現後に培養上清を回収し、細胞
外小胞画分をゲルろ過クロマトグラフィーによって精製した。精製後の

細胞外出芽 NCから内包 RNAを抽出し、RT-PCRによって cDNAを増幅
することで再びプラスミドライブラリーを構築した。この一連のプロセ

スを 2回繰り返し、6種類の NC変異体をランダムに選択し、それぞれの
細胞外発現量をウエスタンブロッティングにより定量した（図 3）。その
結果、NC-#1-5 変異体の細胞外発現量が、ペプチドを表面に提示しない
NC-#1のおよそ 3倍に上昇した。NC-#1-5に提示されたペプチド配列をデータベースと比較した結果、既知のウイルス中
には同定されていない配列であった。 
 
４．まとめと展望 
本研究において、これまで大腸菌内での形成が確かめられていた人工 NCの中、NC-#1という変異体がヒト培養細胞

内で効率よく発現することが判明し、微量ではあるが細胞外へ放出されることが示唆された。NC-#1にランダムペプチ
ドを導入し、細胞外へ放出された NCライブラリーを回収、RT-PCRによって再び増幅することで、細胞外出芽 NCをス
クリーニングする系を構築した。初期スクリーニングの結果、細胞外出芽効率が 3倍程度向上した NC-#1-5を同定し
た。今後は、導入するペプチドの長さ、アミノ酸組成、翻訳後修飾反応 3などが異なったライブラリーをスクリーニン

グすることで、様々な細胞外出芽ペプチドモチーフの探索が可能になることが期待される。 
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図 ３．細胞外出芽 NCのスクリーニング結果。 

赤い三角形で示したバンドが NC、下部の数字は相対発

現量を表す。 

図 ２．ウエスタンブロッティングによる人工 NC発現確認。 
下図は透過型電子顕微鏡写真（スケールバー：50 nm）。 
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