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研究成果の概要（和文）：カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスの膜型ユビキチンリガーゼMIRは、免疫受容体をユビキチ
ン化することでリソソーム分解を誘導する。本研究ではMIRによる免疫受容体認識の分子基盤解明を目的とし、脂質二
重膜中でのMIRタンパク質の構造決定を試みた。大腸菌の大量発現系を用いて、組換えMIR膜貫通領域を封入体として生
産し、逆相カラムを用いて精製したものを、膜骨格タンパク質MSP1による微小な脂質二重膜構造体（ナノディスク）へ
組み込むことに成功した。

研究成果の概要（英文）：MIR is a membrane associated ubiquitin ligase family encoded in KSHV. MIR is an 
immune evasion molecule because it induces the lysosomal degradation of immunoreceptors by 
ubiquitination. To reveal the substrate recognition mechanism of MIR family, I developed a expression and 
purification system of recombinant MIR-transmembrane polypeptide for NMR analysis. Purified 
MIR-transmembrane polypeptide was successfully reconstituted in the nanodisc, which is a lipid bilayer by 
membrane scaffold protein.

研究分野： タンパク質科学

キーワード： ウイルス　免疫回避　免疫受容体　膜タンパク質　ユビキチンリガーゼ
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1. 研究開始当初の背景  
(1) ヒトヘルペスウイルス科に属するカポ
ジ肉腫関連ヘルペスウイルス（Kaposi’s 
sarcoma-associated herpesvirus：KSHV）は
後天性免疫不全症候群（Acquired Immune 
Deficiency Syndrome:AIDS）などに起因する
免疫低下時に重篤な腫瘍（カポジ肉腫など）
を引き起こす、潜伏感染性ウイルスである。
この腫瘍は極めて予後が不良であり、さらに
KSHV にはアシクロビルに代表される抗ヘル
ペス薬が有効ではないため、効果的な治療法
の開発が必要である。 
 
(2) KSHV は溶解感染時に抗原提示分子であ
る Major histocompatibility complex class 
I（MHC-I）の発現が低下することが知られて
おり、我々のグループは KSHV が発現する
Modulator of immune recognition (MIR)1（別
名 K3）および MIR2（別名 K5）が MHC-I を宿
主細胞表面より消失させ、抗原提示を阻害す
ることを世界に先駆けて見いだした(引用文
献①)。さらに我々のグループは、MIR2 が
MHC-I のみならず、抗原提示における補助刺
激を担う B7-2、および接着分子 ICAM1 をも細
胞表面より消失させることを明らかにした
(引用文献②)。このように、MHC-I をはじめ
とする免疫受容体が消失した細胞は抗原提
示ができないためにキラーT 細胞による監視
をくぐり抜けてしまうことから、MIR1 および
MIR2 は溶解感染の成立に大きく寄与する免
疫回避分子であると考えられている。そこで
申請者は、MIR1 および MIR2 は KSHV の溶解感
染を制御するための、新たな創薬標的となる
可能性があると考えた。 
 
(3) MIR は膜貫通型の E3 ユビキチンリガー
ゼであり、二本の膜貫通領域、それらをつな
ぐ短い細胞外領域、細胞質領域 N 末端側の
RING varinat（RINGv）ドメイン､および特定
のドメインを持たないと考えられる細胞質
領域 C 末端で構成される。MIR は標的となる
免疫受容体を認識し、RINGv ドメインがユビ
キチン結合酵素 E2 を介して免疫受容体の細
胞質領域にあるリジン残基にユビキチンを
付加する。ユビキチン化された免疫受容体は
ユビキチン依存的エンドサイトーシスによ
り細胞表面から速やかに消失する。かつて
MIR による免疫受容体の認識領域については、
「MIR の膜貫通領域が免疫受容体を認識す
る」という仮説が提唱されていたが(引用文
献③)、申請者は詳細なキメラ解析を行うこ
とによって、MIR2 が膜貫通領域のみならず細
胞外領域をも使用して免疫受容体を認識す
ることを発見した(引用文献④)。すなわち
MIR は膜貫通領域と細胞外領域を併用して免
疫受容体を認識するという、これまでに考え
られていたよりも複雑な認識機構の存在が
示唆された。 
 
(4) MIR による標的認識を制御することは

MIR の活性制御につながり、すなわち KSHV 感
染制御に応用できると考えられる。しかしな
がら、認識の詳細な分子基盤は未だ不明であ
ったことから、申請者は MIR による免疫受容
体認識の物理化学的メカニズムを明らかに
することが重要であると考えた。 
 
２．研究の目的 
 MIR による免疫回避は免疫受容体の認識に
よって始まると考えられる。そこで、MIR に
よる免疫受容体の認識メカニズムについて
分子レベルで解明し、MIR 活性の阻害による
KSHV 感染制御法の開発につなげることが本
研究の目的である。 
 
３．研究の方法 
(1) 申請者は自ら発見したMIR2の細胞外領
域による免疫受容体認識についてすでに詳
細な変異解析と分子動力学的シミュレーシ
ョンを行っており、MIR2 細胞外領域 Ser120
の側鎖が免疫受容体の認識を担うことと、
Phe119 の側鎖が細胞膜に埋没することが認
識に重要である可能性を見いだしている。す
なわちMIRの細胞外領域と細胞膜とは重要な
関係があり、免疫受容体認識の物理化学的相
互作用を詳細に解明するためには、MIR と免
疫受容体の結合構造を脂質二重膜環境で解
明することが必要であるとの結論に至った。 
 そこで本研究では人工脂質二重膜構造体
である「ナノディスク」(引用文献⑤)を用い、
MIR および免疫受容体をナノディスクに再構
成し、続いてこれを核磁気共鳴分光法
（Nuclear Magnetic Resonance: NMR）によ
って結合状態の立体構造を決定することで、
構造情報から免疫受容体認識の分子基盤を
説明することを試みた。 
 
(2) 本研究は以下の項目で構成される。 
①KSHV MIRの膜貫通領域および細胞外領域部
分のポリペプチドをコードする cDNA を大腸
菌発現ベクターに組み込み、大腸菌内で大量
に発現させ、精製する 
 
②ヒト MHC-Iの膜貫通領域およびその近傍領
域部分のポリペプチドをコードする cDNA を
大腸菌発現ベクターに組み込み、大腸菌内で
大量に発現させ、精製する 
 
③膜骨格タンパク質 MSP1 および MSP1E3D1 を
大腸菌内で大量に発現・精製する 
 
④KSHV MIRの膜貫通領域および細胞外領域部
分、ヒト MHC-I の膜貫通領域およびその近傍
領域部分を、膜骨格タンパク質とリン脂質で
調製したナノディスクに再構成する 
 
⑤溶液 NMR による構造決定を行い、脂質二重
膜内における細胞外および膜貫通領域の構
造を明らかにすることで、MIR と受容体の結
合の物理化学的パラメーターを解明する。 



 
４．研究成果 
(1) 申請者は既に組換え KSHV MIR1 タンパ
ク質（膜貫通領域および細胞外領域）の作製
方法をすでに確立している。そこで本研究に
おいては免疫受容体MHC-Iの膜貫通領域部分
およびその近傍について、組換えタンパク質
として発現・精製を行った。ヒト MHC-I の膜
貫通領域およびその近傍をコードする cDNA
を大腸菌発現ベクターに組み込み、大腸菌
BL21(DE3)codon plus に遺伝子導入すること
で、MHC-I は封入体として大量に発現させる
ことに成功した。 
 
(2) ナノディスク直径の異なる膜骨格タン
パク質 MSP1 および MSP1E3D1 を大腸菌
BL21(DE3)において大量発現させ、Ni アフィ
ニティ樹脂による精製を行った。精製した
MSP1E3D1 タ ン パ ク 質 と リ ン 脂 質
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoch
oline (DPPC) 、 
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphoch
oline （ DMPC ） 、 あ る い は
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosp
hocholine（POPC）を混合することで、人工
脂質二重膜構造体であるナノディスクを調
製した。調製したナノディスクについてはゲ
ル濾過クロマトグラフィーおよび電気泳動
を行い、それが正しく調製されたことを確認
した。ナノディスクに膜タンパク質を再構成
したものをNMR測定によって構造決定まで完
了する為には、ナノディスクが長期間安定性
を保つことが要求されるが、本研究において
調製したナノディスクは作製後3週間が経っ
ても安定して存在いることを、ゲル濾過クロ
マトグラフィーにより確認した。 
 
(3) 組換え MIR1 タンパク質（膜貫通領域お
よび細胞外領域）のナノディスクへの再構成
方法を検討した。界面活性剤ミセルに溶解し
た膜タンパク質とナノディスクを透析チュ
ーブ内で混合し、透析を行うことによって、
膜タンパク質はナノディスクへと組み込ま
れることが既に知られている。申請者は組換
え MIR1 タンパク質（膜貫通領域および細胞
外領域）を膜骨格タンパク質と混合すること
で、MIR1 をナノディスクへと組み込むことに
成功した。ディスク直径の異なる 2種類の膜
骨格タンパク質 MSP1 および MSP1E3D1 を用意
し、それぞれのナノディスクへの MIR1 膜貫
通領域ペプチドの組み込み効率を比較した
ところ、直径の大きい MSP1E3D1 に効率よく
組み込まれることが明らかになった。脂質に
ついては POPC、DPPC、および DMPC の３種類
を検討し、DPPC が MIR1 膜貫通領域ペプチド
の組み込みに最適であることを明らかにし
た。また、ナノディスクと MIR1 膜貫通領域
ペプチドの最適混合比率はモル比で1:5であ
ることを明らかにした。この条件で作製した、
MIR1-ナノディスクは円偏光二色性による二

次構造予測において 95%以上のαへリックス
構造を維持しており、これはαヘリックス構
造を持つ MSP1E3D1 により形成されたナノデ
ィスクに、MIR1 膜貫通領域ポリペプチドが膜
貫通ヘリックス構造をとって組み込まれた
ことを示している。これはすなわち MIR1 膜
貫通領域がナノディスク中にて再構成され
たことを意味する。 
 
(4) KSHV MIR の膜貫通領域の構造決定を目
指している研究は国内外を通じて例がなく、
本研究は独創的である。条件検討に時間を要
したことから、研究期間終了時には MIR１の
ナノディスクへの組み込みまでしか完成し
なかったが、今後は本研究で確立した MIR1
再構成ナノディスクを用いて複合体での立
体構造解析を行うことで、KSHV に対する創薬
につながる成果となることが期待できる。 
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