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1. 学術背景
生体膜に存在する膜タンパク質は、生命の恒常性の維持においてその中心的な役割を担っている。そのため、膜タンパ
生体膜に存在する膜タンパク質は、生命の恒常性の維持においてその中心的な役割を担っている。そのため、膜タンパ
ク質の異常が多くの疾患発症と密接に関係しており、上市されている医薬品の約半数が膜タンパク質を標的したもので
ク質の異常が多くの疾患発症と密接に関係しており、上市されている医薬品の約半数が膜タンパク質を標的したもので
ある。したがって、より有効な医薬品を創出するには、膜タンパク質とそれを標的とする医薬品との分子間相互作用を定
ある。したがって、より有効な医薬品を創出するには、膜タンパク質とそれを標的とする医薬品との分子間相互作用を定
量的に明らかにすることは必要不可欠な情報である。
膜タンパク質は水中で不可逆的に凝集し機能を失うことから、一般
量的に明らかにすることが必要不可欠である。膜タンパク質は水中で不可逆的に凝集し機能を失うことから、一般的に、
的に、相互作用解析には、膜タンパク質そのものではなく、膜タンパク質中の親水性ドメインのみを用いられる。しかし
相互作用解析には、膜タンパク質そのものではなく、膜タンパク質中の親水性ドメインのみを用いられる。しかしなが
ながら、膜タンパク質固有の機能発現にはその正確な立体構造が重要であり、親水性ドメインの一部を利用した場合で
ら、膜タンパク質固有の機能発現にはその正確な立体構造が重要であり、親水性ドメインの一部を利用した場合では、
は、元の膜タンパク質の立体構造を保持しているとは限らない。また、膜タンパク質は生体膜中において、他の膜タンパ
元の膜タンパク質の立体構造を保持しているとは限らない。また、膜タンパク質は生体膜中において、他の膜タンパク
ク質や脂質などと相互に作用することで多量体を形成し、協調的に機能している。加えて、膜タンパク質は、分子夾雑環
質や脂質などと相互に作用することで多量体を形成し、協調的に機能している。加えて、膜タンパク質は、分子夾雑環
境の中でリガンドの結合に伴い、
立体構造を変化するといった構造ダイナミクスを起こすことが知られている。したがっ
境の中でリガンドの結合に伴い、立体構造を変化するといった構造ダイナミクスを起こすことが知られている。した
て、精製環境下で親水性ドメインの一部だけを用いた従来のアプローチでは生体膜上での膜タンパク質の動勢や構造ダ
がって、精製環境下で親水性ドメインの一部だけを用いた従来のアプローチでは生体膜上での膜タンパク質の動勢や構
イナミクスを閑却視していることからも、一義的に生体応答を反映しているとは言い切れない。
造ダイナミクスを閑却視していることからも、一義的に生体応答を反映しているとは言い切れない。
以上の学術背景に基づき、本研究では、水晶振動子マイクロバランス(QCM)法を駆使し、
「膜タンパク質そのもの」を
(QCM) 法を駆使し、「膜タンパク質そのもの」を
以上の学術背景に基づき、本研究では、水晶振動子マイクロバランス
用いた、夾雑環境の中、構造ダイナミクスに伴うリガンドと膜タンパク質ヘテロ多量体との分子間相互作用を定量可能な
構造ダイナミクスに伴うリガンドと膜タンパク質ヘテロ多量体との分子間相互作用を定量可能な
技術の開発を目指した。
技術の開発を目指した。

2. 自然免疫受容体 mTLR9 再構成プロテオリポソームの調製
我々はこれまでに、リポソーム存在下、無細胞膜タンパク質合成を行うことで、翻訳途中の膜タンパク質が疎水性場で
あるリポソーム膜へ自発的に再構成されることを明らかにしている（無細胞膜タンパク質合成/リポソームシステム）1)。
さらには、リポソーム膜のシャペロン様活性により活性本体である高次構造を形成することを明らかにしてきた 2)。そこ
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で本手法を用いて、自然免疫受容体 TLR9
TLR9 を再構成した TLR9 プロ

(A)

テオリポソームの調製を試みた。まず、PCR によって pUNO1mTLR09 より完全長のマウス TLR9 遺伝子を増幅した。増幅した
mTLR9 遺伝子を T7 プロモータによって遺伝子発現可能なプラス
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(B)

ミド DNA に組込むことで遺伝子発現ベクターpURE-mTLR9 FL を
得ることに成功した。続いて、リポソーム存在下、無細胞タンパク
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質合成を行い、超遠心分離にてリポソーム分画と凝集・沈殿分画を
分画精製した。分画精製したサンプルをウェスタンブロット法にて

(C)

分布解析したところ、リポソームの有無によらず上清分画 S に
mTLR9 FL の存在が認められず、すべて沈殿分画 P に存在していた
（図.1 (A)）
。これは、mTLR9 に存在する膜貫通ドメインが翻訳さ
れる前に mTLR9 の凝集が進行してしまったため、リポソーム膜へ
の挿入が起きなかったと考えられる。そこで、反応溶液にリポソー
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図１
図
1. TLR9 のリポソームへの組込み評価(A) ウェスタン
ブロット法、(B) CBB 染色、(C) minimal mTLR9 の組込み

ムだけではなく、分子シャペロンである DnaKJE も添加することでさらなる凝集抑制を試みた（図.1 (B)）
。SDS-PAGE の
結果、DnaKJE を添加した場合においても mTLR9 のリポソーム膜への再構成が認められなかった。mTLR9 は、細胞質ド
メインだけでも約 22.8kDa 有する分子量 113.7kDa の非常に大きな一回貫通膜タンパク質である。このことから、タンパ
ク質の品質管理機構、膜タンパク質ソーティング機構を有さない無細胞タンパク質合成では 3)、膜貫通ドメインを翻訳し
た後に細胞質ドメインを翻訳している際中にリポソーム膜へ安定に挿入することが困難であると推察される。そこで、完
全長の mTLR9 を用いるのではなく、CpG-ODN との結合に必要な細胞外ドメインを残しつつ、結合に必要のないドメイ
ンを極力削除した mTLR9 誘導体(minimal mTLR9)を設計することで、TLR9 プロテオリポソームの調製を目指した。
minimal mTLR9 発現プラスミドを用いて TLR9 プロテオリポソームの調製を試みたところ、リポソームと DnaKJE を併用
することで、minimal mTLR9 をリポソーム膜へ再構成することに成功した（図.1 (C)）
。

3. 水晶マイクロバランス振動子を用いた相互作用解析
背景水晶マイクロバランス振動子を用いた相互作用解析

ODN

続いて、
リポソーム膜に再構成した TLR9 と CpG-ODN との結合を QCM で
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評価した。QCM 金電極への TLR9 プロテオリポソームの固定は、金電極にビ
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オチン SAM を形成させた後、ストレプトアビジンを結合させ、続いてビオ

0

チン修飾脂質を混合してある TLR9 プロテオリポソームを添加することで行
た図.2）
。その結果、mTLR9 プロテオリポソームを用いた場合では CpG-ODN
の添加後、振動周波数の減少が認められた。このことから、リポソーム膜に
再構成した mTLR9 は CpG-ODN と結合することが明らかとなった。その一
方、mTLR9 を再構成していないリポソームでは、CpG-ODN の添加後に周波
数変化が認められなかった。以上より、精製環境での分子間相互作用を評価
する系の立ち上げに成功した。今後は、構築した測定系を用いて夾雑環境で
の分子間相互作用解析、mTLR9 単独ではなく他の膜タンパク質と複合体を形
成した再構成プロテオリポソームでの相互作用解析を進めていく。
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った。水晶振動子の周波数変化を測定することで CpG-ODN の結合を評価し
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図２
図
2. TLR9 と CpG-ODN との結合評価

4. 謝辞
本研究は公益財団法人豊田理化学研究所の豊田理研スカラー助成によって行われたものであり、ご支援いただきました
公益財団法人豊田理化学研究所にこの場を借りて深く感謝申し上げます。

REFERENCES
REFERENCES

1) M. Ando, M. Akiyama, D. Okuno, M. Hirano, T. Ide, S. Sawada, Y. Sasaki and K. Akiyoshi, Biomater. Sci., 4 (2016) 258-264.
2) M. Ando, S. Schikula, Y. Sasaki and K. Akiyoshi, Adv. Sci., 5 (2018) 1800524.
(2) Ando M, Schikula S, Sasaki Y, Akiyoshi K. Adv Sci, 5, 1800524, 2018
3) Y. Shimizu, A. Inoue, Y. Tomari, T. Suzuki, T. Yokogawa, K. Nishikawa and T. Ueda, Nat. Biotechnol., 19 (2001) 751-755.
(1) Ando M, Akiyama M, Okuno D, Hirano M, Ide T, Sawada S, Sasaki Y, Akiyoshi K. Biomater Sci, 4: 258-264, 2016.
(3) Shimizu Y, Inoue A, Tomari Y, Suzuki T, Yokogawa T, Nishikawa K, Ueda T. Nat Biotechnol., 19: 751-5, 2001.

* 京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻

