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１．研究計画の概要 
（１）プリオンを含むタンパク質の構造多形
の生物学的意義の解明 
 アミノ酸配列さえ決まれば唯一の立体構
造が決まるというタンパク質の基本原理は
大きく揺らいできている。いったんある形に
フォールディングしたあと秩序維持機構が
破綻し、プリオンやアミロイドのような凝集
に構造転換してしまう場合や、そもそも特定
の立体構造を持たない場合（天然変性タンパ
ク質）のような「構造多形」がタンパク質の
機能発現に重要なことが近年わかってきた
からである。そこで本研究では、タンパク質
の構造多形が細胞内のタンパク質社会の中
でどのような役割を担っているのかをさま
ざまなアプローチで調べることを目的とす
る。 
（２）構成的アプローチによるタンパク質機
能発現システムの再構築 
 細胞という複雑系内の現象を理解するた
めに、通常は何らかのプローブ（抗体、蛍光、
RIなど）を導入して複雑な中から特定のもの
だけを調べる分析的な手法が取られる。が、
そうやってわかってきた現象をより深く正
確に理解するためにはできるだけ不要なも
のを取り除き単純化した実験系が必要であ
る。そこで本研究では、最近実用化された必
須因子のみから構成された無細胞タンパク
質合成系（PUREシステム）を基盤技術とし
てタンパク質がいかに機能発現を達成して
いるのか、再構築により理解を深めることを
目的とする。 
 
２．研究の進捗状況 
 

（１）プリオンを含むタンパク質の構造多形
の生物学的意義の解明 
 タンパク質の中には本来の立体構造以外
にアミロイドやプリオンのような分子間β
シートよりなる秩序をもった凝集状態に構
造変換するものがあることがわかってきた。
中でも、プリオンはタンパク質の異常構造が
増殖しつつ伝播していくことが知られてい
るが、その形成機構や細胞内での動態などに
ついてほとんどわかっていない。これまでに、
酵母プリオンをモデルとして、酵母プリオン
Sup35 タンパク質の細胞内での動態を調べ
る新しい方法を確立して、プリオン伝播に関
する知見を得た。 
（２）構成的アプローチによるタンパク質機
能発現システムの再構築 
 タンパク質が機能を発現するには、ポリペ
プチドが合成されたあとにフォールディン
グする必要がある。従来のフォールディング
研究は、精製したタンパク質を尿素などの変
性剤で変性させてからフォールディングす
るプロセスを調べてきたが、リボソームでの
翻訳というベクトルをもったタンパク質合
成時のフォールディングに適用できるかど
うかは定かではない。そこで、本研究では、
必須因子のみから構成された無細胞タンパ
ク質合成系（PUREシステム）を基盤技術と
して、翻訳に共役したタンパク質フォールデ
ィングを調べている。これまでシャペロンを
含まない条件にて大腸菌の全蛋白質を発現
させ、その凝集のなりやすさを評価し、タン
パク質の凝集に関する新知見を得た。さらに、
大腸菌の主要シャペロン（GroEL系、DnaK
系、Trigger Factor）を加えた PUREシステ
ムにて凝集しやすいタンパク質を合成して、
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どのタンパク質にどのシャペロンの効果が
あるのかを調べた。 
 
３．現在までの達成度 
①当初の計画以上に進展している。 
（理由）研究計画（２）においては無細胞タ
ンパク質合成系の研究と in vivo でのシャペ
ロニン研究が思いがけず融合し、今後新しい
展開が期待できる。 
 
４．今後の研究の推進方策 
当研究室オリジナルの手法により当初の計
画以上に研究が進展し、新たな方向性が見え
てきている。アドバンテージを維持したまま
研究を推進する。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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