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研究成果の概要： 
蛍光タンパク質標識 PBD とその標的リン酸化ペプチドの結合を蛍光プレートリーダーで定量す
る系を構築し、PBD 依存結合を阻害する小分子を化合物ライブラリーから探索し
purpurogallin(PPG)を見出した。PPG は、試験管内で PBD と標的タンパク質(Wee1)の結合を 1
μMでほぼ完全に阻害した。PPG を用いた解析で、PBD に依存した結合は、Plk1 の細胞分裂にお
ける種々の役割の中でも、特に分裂中期における染色体の整列に最も重要な役割を有すること
が明らかになった。 
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１．研究開始当初の背景 
 ポロ関連キナーゼ 1(Polo Like Kinase 1; 
Plk1)は、ショウジョウバエの細胞分裂期に
異常な紡錘体形成を引き起こす変異の原因
遺伝子 POLO の、ほ乳類での類縁遺伝子のひ
とつである。siRNA 実験などにより、Plk1 は
分裂開始、中心体の成熟、姉妹染色体の分離、
中期染色体整列、細胞質分裂など細胞分裂の
様々な段階で重要な役割を有することが明
らかにされている。 
 Plk1 タンパク質は N 端側にキナーゼドメイ
ン、C 端側にポロ関連キナーゼ群に保存され
たポロボックスドメイン(PBD)を持つ。最近、

PBD がリン酸化タンパク質に配列特異的に結
合する領域であることが明らかにされ、PBD
に結合する細胞分裂期に重要な因子も明ら
かにされてきていた。しかし、研究開始当初、
PBD 依存性の結合を阻害する小分子化合物は
知られていなかった。 
 
２．研究の目的 
 細胞分裂期(M 期)進行に重要なタンパク質
間相互作用の中でも、Plk(Polo Like Kinase)
ファミリータンパク質リン酸化酵素のリン
酸化酵素活性部位の C 末端側にあり、Plk フ
ァミリーの活性化，基質認識，細胞内局在に



重要であるポロボックスドメイン(PBD)と、
他の基質との結合を阻害することでその役
割を解析できる小分子 (small molecule)の
探索系の開発・探索を行い，得られる小分子
を用いて M期進行における PBD の役割を解明
することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
PBD 依存性の結合を阻害する化合物探索系を
新たに構築した。PBD を GST-mVenus-PBD 融合
タンパク質として大腸菌内で発現した。
GST-mVenus-PBD 融合タンパク質を、阻害剤候
補化合物と混ぜた後、標的リン酸化ペプチド
が共有結合されている 96 ウェルプレートに
入れ，結合しなかったタンパク質を洗浄後，
結合したタンパク質を mVenus の蛍光として
定量する。結合を阻害する化合物を選び出し、
阻害能を確認した後、細胞周期進行への影響
を解析した。 

 
 

 
 

４．研究成果 
(1)化合物探索系の構築 
我々は PBD依存結合を化学生物学的に解析す
る目的で、蛍光タンパク質標識 PBD とその標
的リン酸化ペプチドの結合を蛍光プレート
リーダーで定量する系を構築した。PBD 依存
性結合は標的ペプチドのリン酸化とリン酸
化された残基のアミノ端側のセリンがきわ
めて重要であるがこの重要性を正しく再現
する系を構築することができた。 

PBD の結合に重要なアミノ酸を変異させた
PBD 変異体では結合は認められなかった
(図：白棒) 
 
(2)PBD 依存性阻害化合物の探索 
PBD 依存結合を阻害する小分子を数千化合物
からなる化合物ライブラリーから探索した。
もっとも結合を阻害する活性をもつことが
明らかになった小分子である purpurogallin
は、試験管内で PBD と標的タンパク質(Wee1)
の結合を 1μMでほぼ完全に阻害した。 
 
 
 
 

purpurogallin の類縁化合物の解析を行い、2
位に水酸基のない化合物には PBD依存性結合
阻害能がないことが明らかになった。従って
purpurogallin の 2 位の水酸基が活性に重要
である。 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3)purpurogallinを用いたPBD依存性結合の
役割の解析 
purpurogallin を HeLa 細胞に投与すると、分
裂開始がやや遅延するのみならず、細胞分裂
期からの離脱が大きく遅延した。 
 

これは染色体の赤道面への整列が遅れるこ
とによって紡錘体チェックポイントが活性
化されることによることが明らかになった。 
 

 
タイムラップスビデオ解析の結果からも、分
裂の開始がやや遅れ、染色体の中期赤道面へ
の整列が著しく遅れることが確認された。 
 

 

 
染色体の整列に重要なタンパク質である
CENP-E タンパク質の動原体への局在が
purpurogallin 存在下では著しく阻害されて
いた。 
 

 
また、染色体と紡錘糸の接着を解析したとこ
ろ、purpurogallin 存在下では接着の安定化
が起こっていないことが明らかになった。 
 

 
これらの結果から、PBD に依存した結合は、
Plk1 の細胞分裂における種々の役割の中で
も、特に CENP-E タンパク質の局在を介して
染色体と紡錘糸の接着を安定化することに
重要で、分裂中期における染色体の整列に最
も重要な役割を有することが明らかになっ
た。 
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