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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転写調節因子として機能するタンパク質ＩＥ－１、ＩＥ－０および／またはそれらの断
片の内因性レベルを上回る発現を可能にする核酸を含む組換えバキュロウイルスであって
、前記核酸の核酸配列は、
　　（ａ）配列番号１～５のいずれかに示される核酸配列、
　　（ｂ）配列番号１～５のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも９０％の
配列同一性を有し、組換えバキュロウイルスにおいて転写調節因子として機能できるタン
パク質をコードする核酸配列、
　　（ｃ）配列番号６～９のいずれかに示されるアミノ酸配列を含有するアミノ酸をコー
ドする核酸配列、および
　　（ｄ）配列番号６～９のいずれかに示されるアミノ酸配列と少なくとも９０％の配列
類似性を有し、組換えバキュロウイルスにおいて転写調節因子として機能できるアミノ酸
配列をコードする核酸配列
からなる群から選択される少なくとも一種の核酸配列を含む、組換えバキュロウイルス。
【請求項２】
　組換えタンパク質の発現を駆動するのに適している任意のプロモーターと作動可能に連
結した、エンハンサー領域としての少なくとも１種の組換え相同領域（ｈｒ）をさらに含
む、請求項１に記載の組換えバキュロウイルス。
【請求項３】
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　組換え相同領域（ｈｒ）が、配列番号２７に示される配列（ｈｒ１）である、請求項２
に記載の組換えバキュロウイルス。
【請求項４】
　相同領域（ｈｒ）と作動可能に連結したプロモーターが、
　　（ａ）配列番号１０～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸及
び
　　（ｂ）組換えバキュロウイルスにおいてプロモーターとして機能でき、配列番号１０
～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも９０％の配列同一性を有する
核酸配列を含有する核酸
からなる核酸の群から選択される、請求項２または３に記載の組換えバキュロウイルス。
【請求項５】
　配列番号１７～２６からなる群から選択される組換えプロモーター配列、転写調節因子
をコードする配列およびエンハンサー領域の組合せを含む核酸を含む、請求項１から４の
いずれかに記載の組換えバキュロウイルス。
【請求項６】
　組換えタンパク質をコードする核酸配列をさらに含み、前記核酸配列が、請求項１から
５に記載の核酸配列からなる群から選択される核酸配列と作動可能に連結している、請求
項１から５のいずれかに記載の組換えバキュロウイルス。
【請求項７】
　転写調節因子として機能するタンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および／またはそれらの断
片の内因性レベルを上回る発現のための請求項１に記載の前記核酸を含み、バキュロウイ
ルスにおける組込みまたは転位に適した核酸配列をさらに含む、請求項１から６のいずれ
かに記載の組換えバキュロウイルスの生産に適したトランスファーベクター。
【請求項８】
　組換えタンパク質の発現を駆動するのに適している任意のプロモーターと作動可能に連
結した、エンハンサー領域としての少なくとも１種の組換え相同領域（ｈｒ）をさらに含
む、請求項７に記載のトランスファーベクター。
【請求項９】
　組換え相同領域（ｈｒ）が、配列番号２７に示される配列（ｈｒ１）である、請求項８
に記載のトランスファーベクター。
【請求項１０】
　相同領域（ｈｒ）と作動可能に連結したプロモーターが、
　　（ａ）配列番号１０～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸及
び
　　（ｂ）組換えバキュロウイルスにおいてプロモーターとして機能でき、配列番号１０
～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも９０％の配列同一性を有する
核酸配列を含有する核酸
からなる核酸の群から選択される、請求項８または９に記載のトランスファーベクター。
【請求項１１】
　配列番号１７～２６からなる群から選択される組換えプロモーター配列、転写調節因子
をコードする配列およびエンハンサー領域の組合せを含む核酸配列を含む、請求項７から
１０のいずれかに記載のトランスファーベクター。
【請求項１２】
　組換えタンパク質をコードする核酸配列をさらに含み、該核酸配列が、請求項１及び７
から１１に記載の前記核酸配列からなる群から選択される核酸配列と作動可能に連結して
いる、請求項７から１１のいずれかに記載のトランスファーベクター。
【請求項１３】
　組換えタンパク質をコードする核酸配列を欠く、請求項７から１１のいずれかに記載の
トランスファーベクター。
【請求項１４】
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　バクミドであることを特徴とする、請求項７から１３のいずれかに記載のトランスファ
ーベクター。
【請求項１５】
　バキュロウイルス発現系「Ｂａｃ－ｔｏ－Ｂａｃ（商標）」（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（
登録商標））、「ＢａｃＰＡＫ（商標）」（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ（登録商標））、「Ｆｌａ
ｓｈＢＡＣ（商標）」（Ｏｘｆｏｒｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ（商標））、「ＢａｃｕＶａｎｃｅ（商標）」（ＧｅｎＳｃｒｉｐｔ（商標））、「Ｂ
ａｃ－Ｎ－Ｂｌｕｅ　ＤＮＡ（商標）」（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（登録商標））、「Ｂａ
ｃｕｌｏＤｉｒｅｃｔ（商標）」（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（登録商標））、「ＢａｃＶｅ
ｃｔｏｒ（登録商標）」１０００、２０００、３０００（Ｎｏｖａｇｅｎ（登録商標））
、「ＤｉａｍｏｎｄＢａｃ（商標）」（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ（登録商標））また
は「ＢａｃｕｌｏＧｏｌｄ（商標）」（ＢＤ　ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ（商標））のいず
れかに由来することを特徴とする、請求項７から１４のいずれかに記載のトランスファー
ベクター。
【請求項１６】
　転写調節因子として機能するタンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および／またはそれらの断
片の内因性レベルを上回る発現のための請求項１に記載の前記核酸を含み、細菌複製にさ
らに適している、請求項１から１５のいずれかに記載の組換えバキュロウイルスまたはト
ランスファーベクターを生産するのに適したクローニングベクターであって、
　組換えタンパク質の発現を駆動するのに適している任意のプロモーターと作動可能に連
結した、エンハンサー領域としての少なくとも１種の組換え相同領域（ｈｒ）をさらに含
み、かつ
　組換え相同領域（ｈｒ）が、配列番号２７に示される配列（ｈｒ１）である、クローニ
ングベクター。
【請求項１７】
　相同領域（ｈｒ）と作動可能に連結したプロモーターが、
　（ａ）配列番号１０～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸及び
　（ｂ）組換えバキュロウイルスにおいてプロモーターとして機能でき、配列番号１０～
１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも９０％の配列同一性を有する核
酸配列を含有する核酸
からなる核酸の群から選択される、請求項１６に記載のクローニングベクター。
【請求項１８】
　配列番号１７～２６からなる群から選択される組換えプロモーター配列、転写調節因子
をコードする配列およびエンハンサー領域の組合せを含む核酸配列を含む、請求項１６又
は１７に記載のクローニングベクター。
【請求項１９】
　組換えタンパク質をコードする核酸配列をさらに含み、前記核酸配列が、請求項１及び
１６から２０に記載の核酸配列からなる群から選択される核酸配列と作動可能に連結して
いる、請求項１６から１８のいずれかに記載のクローニングベクター。
【請求項２０】
　組換えタンパク質をコードする核酸配列を欠く、請求項１６から１９のいずれかに記載
のクローニングベクター。
【請求項２１】
　転写調節因子として機能するタンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および／またはそれらの断
片の内因性レベルを上回る発現のための請求項１に記載の前記核酸を含む、請求項１から
２０のいずれかに記載の組換えバキュロウイルス、トランスファーベクターまたはクロー
ニングベクターを生産するのに適した核酸配列を有する核酸分子であって、
　組換えタンパク質の発現を駆動するのに適している任意のプロモーターと作動可能に連
結した、エンハンサー領域としての少なくとも１種の組換え相同領域（ｈｒ）をさらに含
み、かつ
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　組換え相同領域（ｈｒ）が、配列番号２７に示される配列（ｈｒ１）である、核酸分子
。
【請求項２２】
　相同領域（ｈｒ）と作動可能に連結したプロモーターが、
　（ａ）配列番号１０～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸及び
　（ｂ）組換えバキュロウイルスにおいてプロモーターとして機能でき、配列番号１０～
１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも９０％の配列同一性を有する核
酸配列を含有する核酸
からなる核酸の群から選択される、請求項２１に記載の核酸分子。
【請求項２３】
　配列番号１７～２６からなる群から選択される組換えプロモーター配列、転写調節因子
をコードする配列およびエンハンサー領域の組合せを含む核酸配列を含む、請求項２１又
は２２に記載の核酸分子。
【請求項２４】
　組換えタンパク質をコードする核酸配列をさらに含み、前記核酸配列が、請求項１及び
請求項２１から２３に記載の核酸配列からなる群から選択される核酸配列と作動可能に連
結している、請求項２１から２３のいずれかに記載の核酸分子。
【請求項２５】
　組換えタンパク質をコードする核酸配列を欠く、請求項２１から２４のいずれかに記載
の核酸分子。
【請求項２６】
　請求項１から６のいずれかに記載の組換えバキュロウイルスで感染させ、請求項７から
１５のいずれかに記載のトランスファーベクターでトランスフェクトし、請求項１６から
２０のいずれかに記載のクローニングベクターで形質導入し、または請求項２１から２５
のいずれかに記載の核酸分子で形質転換した宿主細胞。
【請求項２７】
　昆虫細胞系統であることを特徴とする、請求項２６に記載の、感染させ、トランスフェ
クトし、形質導入または形質転換した宿主細胞。
【請求項２８】
　鱗翅目または双翅目の属に属する昆虫に由来することを特徴とする、請求項２６または
２７に記載の、感染させ、トランスフェクトし、形質導入または形質転換した宿主細胞。
【請求項２９】
　イラクサギンウワバ、ヨトウガ、アスカラファ・オドラタ、カイコ、キイロショウジョ
ウバエまたはネッタイシマカに由来することを特徴とする、請求項２６から２８のいずれ
かに記載の、感染させ、トランスフェクトし、形質導入または形質転換した宿主細胞。
【請求項３０】
　Ｈｉ－５（商標）、Ｓｆ９、Ｓｆ２１、ＢＴＩ－Ｔｎ５Ｂ－１、Ｔｎ３６８、Ｅｘｐｒ
ｅｓＳｆ＋（商標）、ＢＴＩ－ＴｎＡｏ３８、ＡＴＣ－１０およびＳｃｈｎｅｉｄｅｒの
ショウジョウバエ系統２からなる群から選択される細胞系統であることを特徴とする、請
求項２６から２９のいずれかに記載の、感染させ、トランスフェクトし、形質導入または
形質転換した宿主細胞。
【請求項３１】
　請求項１から２５のいずれかに記載の組換えバキュロウイルス、トランスファーベクタ
ー、クローニングベクターまたは核酸分子を含む培養培地。
【請求項３２】
　請求項２６から３０のいずれかに記載の、感染させ、トランスフェクトし、形質導入ま
たは形質転換した宿主細胞から、従来手段により組換えタンパク質を抽出することと、
抽出された前記組換えタンパク質を従来手段により精製することと
を含む、組換えタンパク質を産生するための方法。
【請求項３３】
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　組換えタンパク質が、サブユニット単量体ワクチン、サブユニット多量体ワクチン、ウ
イルス様粒子、治療用タンパク質、抗体、酵素、サイトカイン、血液凝固因子、抗凝固薬
、受容体、ホルモンおよび診断用タンパク質からなる群から選択される、請求項３２に記
載の組換えタンパク質を産生するための方法。
【請求項３４】
　請求項１から６のいずれかに記載の組換えバキュロウイルスを生産するための、請求項
７から１５のいずれかに記載のトランスファーベクターの使用。
【請求項３５】
　請求項１から１５のいずれかに記載の組換えバキュロウイルスまたはトランスファーベ
クターを生産するための、請求項１６から２０のいずれかに記載のクローニングベクター
の使用。
【請求項３６】
　請求項１から２０のいずれかに記載の組換えバキュロウイルス、トランスファーベクタ
ーまたはクローニングベクターを生産するための、請求項２１から２５のいずれかに記載
の核酸分子の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バイオテクノロジー分野に含まれるということができるものであり、組換え
タンパク質産生の質および効率を増大させうる、プロモーター、エンハンサーとしての相
同領域（ｈｒ）および転写調節因子をコードする配列、例えば、バキュロウイルスＡｃ－
ｉｅ－０１　ｃＤＮＡ、またはそれらの任意の組合せなどを含む核酸配列を包含する。さ
らに、本発明はまた、上記の本発明の核酸配列を含むベクター自体、それらの配列または
ベクターで感染させ、形質転換し、またはトランスフェクトした細胞、ならびに前記の配
列、ベクターまたは細胞を使用することによってタンパク質を産生する方法も対象とする
。
【背景技術】
【０００２】
　バキュロウイルス発現ベクター系（ＢＥＶＳ）は、ワクチン、治療分子または診断試薬
として使用される組換えタンパク質を産生するための、十分に確立された方法である。過
剰発現および迅速な発達速度の潜在性があるので、ＢＥＶＳは、任意の目的のために組換
えタンパク質を産生するための最も魅力的な選択肢の１つである。組換えタンパク質発現
のために産業上使用されるものとして、最も採用されているバキュロウイルスは、オート
グラファ・カリフォルニカ核多角体病ウイルス（Ａｕｔｏｇｒａｐｈａ　ｃａｌｉｆｏｒ
ｎｉｃａ　ｍｕｌｔｉｎｕｃｌｅａｒ　ｐｏｌｙｈｅｄｒｏｓｉｓ　ｖｉｒｕｓ）（Ａｃ
ＭＮＰＶ）をベースとし、適した発現宿主としてスポドプテラ・フルギペルダ　９（Ｓｐ
ｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄａ　９）（Ｓｆ９）またはスポドプテラ・フルギ
ペルダ　２１（Ｓｆ２１）昆虫細胞を用い（非特許文献１）、かつ、イラクサギンウワバ
（Ｔｒｉｃｈｏｐｌｕｓｉａ　ｎｉ）（Ｔ．ｎｉ）昆虫幼虫を生きた生物工場として用い
る（非特許文献２）。ＢＥＶＳは、８０年代に開発され（非特許文献３）、細胞質酵素か
ら膜結合タンパク質に至る数百種の組換えタンパク質が、バキュロウイルス感染昆虫細胞
において成功裏に産生されてきた。
【０００３】
　ＢＥＶＳ産生性を増大させるための努力がなされてきた（非特許文献４）。マルトース
結合タンパク質、グルタチオンＳトランスフェラーゼ、ＳＵＭＯおよびＫＤＥＬ保留シグ
ナルを含めた、タンパク質発現を改善すると報告されている常在性融合タンパク質をコー
ドする組換えバキュロウイルスの構築のために、種々のトランスファーベクターが利用可
能である。発現されたタンパク質の安定性を改善するための関連するその他の試みは、細
胞培養においてウイルスの成長に必須ではないバキュロウイルスゲノム中の２種の遺伝子
、すなわち、ｃｈｉＡ（キチナーゼ）およびｃａｔｈ（カテプシン）に焦点を合わせて調
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べられてきた。ＣｈｉＡ欠失は、小胞体中にタンパク質を蓄積することおよび細胞の分泌
経路を介してタンパク質をプロセッシングすることによって、分泌型タンパク質の産生を
改善すると思われる。さらに、カテプシンプロテアーゼの形成の阻止もまた、ｃｈｉＡ－

ウイルスからの生成物安定性の改善に寄与し得る。Ｔ．ｎｉ由来のＨｉｇｈ－Ｆｉｖｅ（
商標）（Ｈｉ－５）またはＢＴＩ－ＴｎＡｏ３８細胞系統などの新規昆虫細胞系統が、バ
キュロウイルス生産性を増大させるために最近開発され、異種タンパク質回収の最終量が
大幅に改善した（非特許文献５、６）。
【０００４】
　昆虫細胞の機構がバキュロウイルス感染によって深刻に損なわれる前にタンパク質発現
が起こるよう、組換えタンパク質発現を加速することは、ＢＥＶＳの重要な改善となろう
。ポリヘドリン（ｐｏｌｈ）またはｐ１０遺伝子の従来の強力なウイルスプロモーターに
よって駆動される遅い発現は、外来タンパク質翻訳後修飾において深刻な不利益をもたら
す。従来使用されていたｐｏｌｈまたはｐ１０プロモーターよりも早期の発現を可能にす
るバキュロウイルスプロモーターが性状解析されており、異種タンパク質産生のために使
用されてきたが、産生性の低下を示した（非特許文献７）。
【０００５】
　ＢＥＶＳを改善するための別の可能性は、ウイルス誘導性細胞死を低減することによっ
て、感染後の遅い時間に細胞完全性の保存を増強させることであろう。ＢＥＶＳによって
引き起こされる感染後の遅い時間の昆虫細胞機構の深刻な機能障害の低減は、組換えタン
パク質（分泌型または比分泌型）を産生し、蓄積するための時間枠を増大するだけでなく
、複雑なタンパク質のフォールディングのための、または産生されたタンパク質の任意の
翻訳後修飾のためのより多くの時間を可能にするはずである。
【０００６】
　いくつかのバキュロウイルスＤＮＡエレメントは、ウイルス増殖に必要である後期発現
因子遺伝子の活性化に関与していることが判明している。それらのうち１種として、Ａｃ
ＭＮＰＶ（オートグラファ・カリフォルニカ核多角体病ウイルス）由来の最初期（ｉｅ）
タンパク質ＩＥ－１およびそのスプライシング変異体ＩＥ－０がある。Ａｃ－ｉｅ－０１
遺伝子によってコードされるＡｃＭＮＰＶ　ｍＲＮＡの翻訳は、内部翻訳開始によってＩ
Ｅ－０およびＩＥ－１の両方をもたらす。両者は、転写調節因子としてのその効力のため
にバキュロウイルス遺伝子発現の重大なメディエーターであると考えられる（非特許文献
８）。ＡｃＭＮＰＶ　ＩＥ－１は、感染の際に極めて早期に合成され、そのＮ末端酸性ド
メインの活性によってプラスミドトランスフェクションアッセイにおいて転写を刺激する
、６７ｋＤａの二量体のＤＮＡ結合タンパク質である（非特許文献９、１０）。ＩＥ－１
は、核内に蓄積し、そこで、後期の間、維持される（非特許文献１１）。ＩＥ－１による
トランス活性化は、転写エンハンサーとして機能し、ウイルスＤＮＡ複製の起点である、
バキュロウイルス相同領域（ｈｒ）配列にホモ二量体として結合することによって増強さ
れる。ＡｃＭＮＰＶ　ＩＥ－０は、７２．６－ｋＤａの、ｏｒｆ１４１（エキソン０）に
よってコードされる３８個のアミノ酸、ｉｅ１の上流非翻訳リーダーによってコードされ
る１６個のアミノ酸および全５８２個のアミノ酸ＩＥ－１タンパク質からなる６３６個の
アミノ酸のタンパク質である。したがって、最終生成物は、Ｎ末端と融合しているさらな
る５４個のアミノ酸を除いてＩＥ－１と同一である。おそらく、その共通配列のために、
ＩＥ－０およびＩＥ－１は、ｈｒエンハンサー結合および転写調節を含めた生化学的活性
を共有する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｎｅｔｔｌｅｓｈｉｐ, Ｊ.Ｅ., Ａｓｓｅｎｂｅｒｇ, Ｒ., Ｄｉｐｒ
ｏｓｅ, Ｊ.Ｍ., Ｒａｈｍａｎ－Ｈｕｑ, Ｎ., Ｏｗｅｎｓ, Ｒ.Ｊ. Ｒｅｃｅｎｔ ａｄ
ｖａｎｃｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｐｒｏｔｅｉｎｓ ｉｎ ｉｎｓ
ｅｃｔ ａｎｄ ｍａｍｍａｌｉａｎ ｃｅｌｌｓ ｆｏｒ ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ ｂｉｏｌ
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ｏｇｙ. Ｊ. Ｓｔｒｕｃｔ. Ｂｉｏｌ.　２０１０，　１７２，　５５－６５．
【非特許文献２】Ｇｏｍｅｚ－Ｃａｓａｄｏ Ｅ, Ｇｏｍｅｚ－Ｓｅｂａｓｔｉａｎ Ｓ, 
Ｎｕｎｅｚ ＭＣ, Ｌａｓａ－Ｃｏｖａｒｒｕｂｉａｓ Ｒ, Ｍａｒｔｉｎｅｚ－Ｐｕｌｇ
ａｒｉｎ Ｓ, Ｅｓｃｒｉｂａｎｏ ＪＭ. Ｉｎｓｅｃｔ ｌａｒｖａｅ ｂｉｏｆａｃｔｏ
ｒｉｅｓ ａｓ ａ ｐｌａｔｆｏｒｍ ｆｏｒ ｉｎｆｌｕｅｎｚａ ｖａｃｃｉｎｅ ｐｒ
ｏｄｕｃｔｉｏｎ. Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｅｘｐｒ Ｐｕｒｉｆ. ７９： ３５－４３. ２０１
１.
【非特許文献３】Ｓｍｉｔｈ, Ｇ.Ｅ., Ｍ.Ｄ. Ｓｕｍｍｅｒｓ, ａｎｄ Ｍ.Ｊ. Ｆｒａ
ｓ－ｅｒ. １９８３. Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｈｕｍａｎ ｂｅｔａ ｉｎｔｅｒｆｅ
ｒｏｎ ｉｎ ｉｎｓｅｃｔ ｃｅｌｌｓ ｉｎｆｅｃｔｅｄ ｗｉｔｈ ａ ｂａｃｕｌｏｖ
ｉｒｕｓ ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ ｖｅｃｔｏｒ. Ｍｏｌ. Ｃｅｌｌ. Ｂｉｏｌ. ３： ２
１５６－２１ ６５.
【非特許文献４】Ｈｉｔｃｈｍａｎ ＲＢ, Ｐｏｓｓｅｅ ＲＤ, Ｋｉｎｇ ＬＡ. Ｂａｃ
ｕｌｏｖｉｒｕｓ ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍｓ ｆｏｒ ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎ
ｔ ｐｒｏｔｅｉｎ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｉｎ ｉｎｓｅｃｔ ｃｅｌｌｓ. Ｒｅｃｅｎ
ｔ Ｐａｔ Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ. ２００９；３（１）：４６－５４.
【非特許文献５】Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ Ｙ, Ｚｈａｎｇ Ｓ, Ｂｌｉｓｓａｒｄ ＧＷ. Ａ
ｏ３８, ａ ｎｅｗ ｃｅｌｌ ｌｉｎｅ ｆｒｏｍ ｅｇｇｓ ｏｆ ｔｈｅ ｂｌａｃｋ ｗ
ｉｔｃｈ ｍｏｔｈ, Ａｓｃａｌａｐｈａ ｏｄｏｒａｔａ （Ｌｅｐｉｄｏｐｔｅｒａ： 
Ｎｏｃｔｕｉｄａｅ）, ｉｓ ｐｅｒｍｉｓｓｉｖｅ ｆｏｒ ＡｃＭＮＰＶ ｉｎｆｅｃｔ
ｉｏｎ ａｎｄ ｐｒｏｄｕｃｅｓ ｈｉｇｈ ｌｅｖｅｌｓ ｏｆ ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ
 ｐｒｏｔｅｉｎｓ. ＢＭＣ Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ. ２０１０，１０：５０.
【非特許文献６】Ｔａｔｉｃｅｋ ＲＡ, Ｃｈｏｉ Ｃ, Ｐｈａｎ ＳＥ, Ｐａｌｏｍａｒ
ｅｓ ＬＡ, Ｓｈｕｌｅｒ ＭＬ. Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ｇｒｏｗｔｈ ａｎｄ ｒｅ
ｃｏｍｂｉｎａｎｔ ｐｒｏｔｅｉｎ ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ ｉｎ ｔｗｏ ｄｉｆｆｅｒ
ｅｎｔ ｉｎｓｅｃｔ ｃｅｌｌ ｌｉｎｅｓ ｉｎ ａｔｔａｃｈｅｄ ａｎｄ ｓｕｓｐｅ
ｎｓｉｏｎ ｃｕｌｔｕｒｅ. Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ. Ｐｒｏｇ. ２００１, １７ （４）
, ６７６－６８４.
【非特許文献７】Ｈｉｌｌ－Ｐｅｒｋｉｎｓ ＭＳ, Ｐｏｓｓｅｅ ＲＤ. Ａ ｂａｃｕｌ
ｏｖｉｒｕｓ ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ ｖｅｃｔｏｒ ｄｅｒｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｂ
ａｓｉｃ ｐｒｏｔｅｉｎ ｐｒｏｍｏｔｅｒ ｏｆ Ａｕｔｏｇｒａｐｈａ ｃａｌｉｆｏ
ｒｎｉｃａ ｎｕｃｌｅａｒ ｐｏｌｙｈｅｄｒｏｓｉｓ ｖｉｒｕｓ. Ｊ Ｇｅｎ Ｖｉｒ
ｏｌ. １９９０, ７１ （ Ｐｔ ４）：９７１－６.
【非特許文献８】Ｐａｓｓａｒｅｌｌｉ, Ａ. Ｌ., ａｎｄＬ. Ｋ. Ｍｉｌｌｅｒ. Ｔｈ
ｒｅｅ ｂａｃｕｌｏｖｉｒｕｓ ｇｅｎｅｓ ｉｎｖｏｌｖｅｄ ｉｎ ｌａｔｅ ａｎｄ 
ｖｅｒｙ ｌａｔｅ ｇｅｎｅ ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ： ｉｅ－１, ｉｅ－ｎ, ａｎｄ ｌ
ｅｆ－２. Ｊ. Ｖｉｒｏｌ. １９９３, ６７：２１４９－２１５８
【非特許文献９】Ｒｏｄｅｍｓ, Ｓ. Ｍ., Ｓ. Ｓ. Ｐｕｌｌｅｎ, ａｎｄ Ｐ. Ｄ. Ｆｒ
ｉｅｓｅｎ. ＤＮＡ－ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｔｒａｎｓｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ ｂｙ ＩＥ
１ ｏｆ Ａｕｔｏｇｒａｐｈａ ｃａｌｉｆｏｒｎｉｃａ ｎｕｃｌｅａｒ ｐｏｌｙｈｅ
ｄｒｏｓｉｓ ｖｉｒｕｓ： ＩＥ１ ｄｏｍａｉｎｓ ｒｅｑｕｉｒｅｄ ｆｏｒ ｔｒａｎ
ｓａｃｔｉｖａｔｉｏｎ ａｎｄ ＤＮＡ ｂｉｎｄｉｎｇ. Ｊ. Ｖｉｒｏｌ. １９９７, 
７１： ９２７０－９２７７.
【非特許文献１０】Ｌｉｎ Ｘ, Ｃｈｅｎ Ｙ, Ｙｉ Ｙ, Ｚｈａｎｇ Ｚ： Ｂａｃｕｌｏ
ｖｉｒｕｓ ｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙ ｅａｒｌｙ １, ａ ｍｅｄｉａｔｏｒ ｆｏｒ ｈｏ
ｍｏｌｏｇｏｕｓ ｒｅｇｉｏｎｓ ｅｎｈａｎｃｅｒ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｉｎ ｔｒａｎ
ｓ. Ｖｉｒｏｌ Ｊ ２０１０, ７：３２.
【非特許文献１１】Ｏｋａｎｏ Ｋ, Ｍｉｋｈａｉｌｏｖ ＶＳ, Ｍａｅｄａ Ｓ： Ｃｏｌ
ｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｂａｃｕｌｏｖｉｒｕｓ ＩＥ－１ ａｎｄ ｔｗｏ ＤＮＡ
－ｂｉｎｄｉｎｇ ｐｒｏｔｅｉｎｓ, ＤＢＰ ａｎｄ ＬＥＦ－３, ｔｏ ｖｉｒａｌ ｒ
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ｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｆａｃｔｏｒｉｅｓ. Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ｖｉｒｏｌｏｇｙ １
９９９, ７３（１）：１１０－１１９.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ａ）ｐｏｌｈまたはｐ１０プロモ－ターを使用する市販のＢＥＶＳよりも強力な発現お
よびｂ）ウイルス誘導性細胞損傷を低減することによるバキュロウイルス系における長期
の発現を可能にする新規代替ＢＥＶＳが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、ＢＥＶＳを使用する組換えタンパク質の発現の改善のための生成物および方
法を提供する。
【００１０】
　以下の項は、この発現の改善を可能にするための好ましい実施形態である：
　１．転写調節因子として機能するタンパク質ＩＥ－１、ＩＥ－０および／またはそれら
の断片の内因性レベルを上回る発現を可能にする核酸配列を含む組換えバキュロウイルス
であって、核酸は、
　　（ａ）配列番号１～５のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸
　　（ｂ）配列番号１～５のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも７０％、
好ましくは少なくとも７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なく
とも８５％、より好ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の配列
同一性を有し、組換えバキュロウイルスにおいて転写調節因子として機能できるタンパク
質をコードする核酸配列、
　　（ｃ）配列番号６～９のいずれかに示されるアミノ酸配列を含有するアミノ酸をコー
ドする核酸配列、および
　　（ｄ）配列番号６～９のいずれかに示されるアミノ酸配列と少なくとも７０％、好ま
しくは少なくとも７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも
８５％、より好ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の配列類似
性を有し、組換えバキュロウイルスにおいて転写調節因子として機能できるアミノ酸配列
をコードする核酸配列
からなる群から選択される、組換えバキュロウイルス。
【００１１】
　２．組換えタンパク質の発現を駆動するのに適している任意のプロモーターと作動可能
に連結した、エンハンサー領域としての少なくとも１種の組換え相同領域（ｈｒ）をさら
に含む、項１に記載の組換えバキュロウイルス。
【００１２】
　３．組換え相同領域（ｈｒ）が、配列番号２７に示される配列（ｈｒ１）である、項２
に記載の組換えバキュロウイルス。
【００１３】
　４．相同領域（ｈｒ）と作動可能に連結したプロモーターが、
　　（ａ）配列番号１０～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸と
、
　　（ｂ）組換えバキュロウイルスにおいてプロモーターとして機能でき、配列番号１０
～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも７０％、好ましくは少なくと
も７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８５％、より好
ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の配列同一性を有する、核
酸配列と
を含む核酸の群から選択される、項２または３に記載の組換えバキュロウイルス。
【００１４】
　５．配列番号１７～２６を含む群から選択される組換えプロモーター、転写調節因子を
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コードする配列およびエンハンサー領域の組合せを含む核酸配列を含む、項１～４のいず
れかに記載の組換えバキュロウイルス。
【００１５】
　６．組換えタンパク質をコードする核酸配列をさらに含み、前記核酸配列が、項１～５
の核酸配列からなる群から選択される核酸配列と作動可能に連結している、項１～５のい
ずれかに記載の組換えバキュロウイルス。
【００１６】
　７．転写調節因子として機能するタンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および／またはそれら
の断片の内因性レベルを上回る発現のための前記配列を含み、バキュロウイルスにおける
組込みまたは転位に適した核酸配列をさらに含む、項１～６のいずれかに記載の組換えバ
キュロウイルスの生産に適したトランスファーベクター。
【００１７】
　８．組換えタンパク質の発現を駆動するのに適している任意のプロモーターと作動可能
に連結した、エンハンサー領域としての少なくとも１種の組換え相同領域（ｈｒ）をさら
に含む、項７に記載のトランスファーベクター。
【００１８】
　９．組換え相同領域（ｈｒ）が、配列番号２７に示される配列（ｈｒ１）である、項８
に記載のトランスファーベクター。
【００１９】
　１０．相同領域（ｈｒ）と作動可能に連結したプロモーターが、
　　（ａ）配列番号１０～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸と
、
　　（ｂ）組換えバキュロウイルスにおいてプロモーターとして機能でき、配列番号１０
～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも７０％、好ましくは少なくと
も７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８５％、より好
ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の配列同一性を有する核酸
配列と
を含む核酸の群から選択される、項８または９に記載のトランスファーベクター。
【００２０】
　１１．配列番号１７～２６を含む群から選択される組換えプロモーター、転写調節因子
をコードする配列およびエンハンサー領域の組合せを含む核酸配列を含む、項７～１０の
いずれかに記載のトランスファーベクター。
【００２１】
　１２．組換えタンパク質をコードする核酸配列をさらに含み、前記核酸配列が、項７～
１１の核酸配列からなる群から選択される核酸配列と作動可能に連結している、項７～１
１のいずれかに記載のトランスファーベクター。
【００２２】
　１３．組換えタンパク質をコードする核酸配列を欠く、項７～１１のいずれかに記載の
トランスファーベクター。
【００２３】
　１４．バクミドであることを特徴とする、項７～１３のいずれかに記載のトランスファ
ーベクター。
【００２４】
　１５．バキュロウイルス発現系「Ｂａｃ－ｔｏ－Ｂａｃ（登録商標）」（ｉｎｖｉｔｒ
ｏｇｅｎ（商標））、「ＢａｃＰＡＫ（商標）」（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ（商標））、「Ｆｌ
ａｓｈＢＡＣ（商標）」（Ｏｘｆｏｒｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉ
ｅｓ（商標））、「ＢａｃｕＶａｎｃｅ（商標）」（ＧｅｎＳｃｒｉｐｔ（商標））、「
Ｂａｃ－Ｎ－Ｂｌｕｅ　ＤＮＡ（商標）」（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（商標））、「Ｂａｃ
ｕｌｏＤｉｒｅｃｔ（商標）」（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（商標））、「ＢａｃＶｅｃｔｏ
ｒ（登録商標）」１０００、２０００、３０００（Ｎｏｖａｇｅｎ（登録商標））、「Ｄ
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ｉａｍｏｎｄＢａｃ（商標）」（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ（登録商標））または「Ｂ
ａｃｕｌｏＧｏｌｄ（商標）」（ＢＤ　ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ（商標））のいずれかに
由来することを特徴とする、項７～１４のいずれかに記載のトランスファーベクター。
【００２５】
　１６．転写調節因子として機能するタンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および／またはそれ
らの断片の内因性レベルを上回る発現のための前記配列を含み、細菌複製にさらに適して
いる、項１～１５のいずれかに記載の組換えバキュロウイルスまたはトランスファーベク
ターを生産するのに適したクローニングベクター。
【００２６】
　１７．組換えタンパク質の発現を駆動するのに適している任意のプロモーターと作動可
能に連結した、エンハンサー領域としての少なくとも１種の組換え相同領域（ｈｒ）をさ
らに含む、項１６に記載のクローニングベクター。
【００２７】
　１８．組換え相同領域（ｈｒ）が、配列番号２７に示される配列（ｈｒ１）である、項
１７に記載のクローニングベクター。
【００２８】
　１９．相同領域（ｈｒ）と作動可能に連結したプロモーターが、
　（ａ）配列番号１０～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸と、
　（ｂ）組換えバキュロウイルスにおいてプロモーターとして機能でき、配列番号１０～
１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも７０％、好ましくは少なくとも
７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８５％、より好ま
しくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の配列同一性を有する核酸配
列と
を含む核酸の群から選択される、項１７または１８に記載のクローニングベクター。
【００２９】
　２０．配列番号１７～２６を含む群から選択される組換えプロモーター、転写調節因子
をコードする配列およびエンハンサー領域の組合せを含む核酸配列を含む、項１６～１９
のいずれかに記載のクローニングベクター。
【００３０】
　２１．組換えタンパク質をコードする核酸配列をさらに含み、前記核酸配列が、項１６
～２０の核酸配列からなる群から選択される核酸配列と作動可能に連結している、項１６
～２０のいずれかに記載のクローニングベクター。
【００３１】
　２２．組換えタンパク質をコードする核酸配列を欠く、項１６～２０のいずれかに記載
のクローニングベクター。
【００３２】
　２３．転写調節因子として機能するタンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および／またはそれ
らの断片の内因性レベルを上回る発現のための前記配列を含む、項１～２２のいずれかに
記載の組換えバキュロウイルス、トランスファーベクターまたはクローニングベクターを
生産するのに適した核酸配列。
【００３３】
　２４．組換えタンパク質の発現を駆動するのに適している任意のプロモーターと作動可
能に連結した、エンハンサー領域としての少なくとも１種の組換え相同領域（ｈｒ）をさ
らに含む、項２３に記載の核酸配列。
【００３４】
　２５．組換え相同領域（ｈｒ）が、配列番号２７に示される配列（ｈｒ１）である、項
２４に記載の核酸配列。
【００３５】
　２６．相同領域（ｈｒ）と作動可能に連結したプロモーターが、
　（ａ）配列番号１０～１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸と、
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　（ｂ）組換えバキュロウイルスにおいてプロモーターとして機能でき、配列番号１０～
１６のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも７０％、好ましくは少なくとも
７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８５％、より好ま
しくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の配列同一性を有する核酸配
列と
を含む核酸の群から選択される、項２４または２５に記載の核酸配列。
【００３６】
　２７．配列番号１７～２６を含む群から選択される組換えプロモーター、転写調節因子
をコードする配列およびエンハンサー領域の組合せを含む核酸配列を含む、項２３～２６
のいずれかに記載の核酸配列。
【００３７】
　２８．組換えタンパク質をコードする核酸配列をさらに含み、前記核酸配列が、項２３
～２７の核酸配列からなる群から選択される核酸配列と作動可能に連結している、項２３
～２７のいずれかに記載の核酸配列。
【００３８】
　２９．組換えタンパク質をコードする核酸配列を欠く、項２３～２７のいずれかに記載
の核酸配列。
【００３９】
　３０．項１～２９のいずれかの組換えバキュロウイルス、トランスファーベクター、ク
ローニングベクターまたは核酸配列で感染させ、トランスフェクトし、形質導入または形
質転換した宿主細胞。
【００４０】
　３１．昆虫細胞系統であることを特徴とする、項３０に記載の、感染させ、トランスフ
ェクトし、形質導入または形質転換した宿主細胞。
【００４１】
　３２．鱗翅目（Ｌｅｐｉｄｏｐｔｅｒａ）または双翅目（Ｄｉｐｔｅｒａ）の属に属す
る昆虫に由来することを特徴とする、項３０または３１に記載の、感染させ、トランスフ
ェクトし、形質導入または形質転換した宿主細胞。
【００４２】
　３３．イラクサギンウワバ、ヨトウガ、アスカラファ・オドラタ（Ａｓｃａｌａｐｈａ
　ｏｄｏｒａｔａ）、カイコ（Ｂｏｍｂｙｘ　ｍｏｒｉ）、キイロショウジョウバエ（Ｄ
ｒｏｓｏｐｈｉｌａ　ｍｅｌａｎｏｇａｓｔｅｒ）またはネッタイシマカ（Ａｅｄｅｓ　
ａｅｇｙｐｔｉ）に由来することを特徴とする、項３０～３２のいずれかに記載の、感染
させ、トランスフェクトし、形質導入または形質転換した宿主細胞。
【００４３】
　３４．Ｈｉ－５（商標）、Ｓｆ９、Ｓｆ２１、ＢＴＩ－Ｔｎ５Ｂ－１、Ｔｎ３６８、Ｅ
ｘｐｒｅｓＳｆ＋（登録商標）、ＢＴＩ－ＴｎＡｏ３８、ＡＴＣ－１０およびＳｃｈｎｅ
ｉｄｅｒのショウジョウバエ系統２からなる群から選択される細胞系統であることを特徴
とする、項３０～３３のいずれかに記載の、感染させ、トランスフェクトし、形質導入ま
たは形質転換した宿主細胞。
【００４４】
　３５．項１～２９のいずれかの組換えバキュロウイルス、トランスファーベクター、ク
ローニングベクターまたは核酸配列を含む培養培地。
【００４５】
　３６．項３０～３４に記載の、感染させ、トランスフェクトし、形質導入または形質転
換した宿主細胞、ならびに従来手段による組換えタンパク質を抽出および精製を含む、組
換えタンパク質を産生するための方法。
【００４６】
　３７．組換えタンパク質が、サブユニット単量体ワクチン、サブユニット多量体ワクチ
ン、ウイルス様粒子、治療用タンパク質、抗体、酵素、サイトカイン、血液凝固因子、抗
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凝固薬、受容体、ホルモンおよび診断用タンパク質試薬を含む群から選択される、項３６
に記載の組換えタンパク質を産生するための方法。
【００４７】
　３８．項１～６のいずれかに記載の組換えバキュロウイルスを生産するための、項７～
１５のいずれかに記載のトランスファーベクターの使用。
【００４８】
　３９．項１～１５のいずれかに記載の組換えバキュロウイルスまたはトランスファーベ
クターを生産するための、項１６～２２のいずれかに記載のクローニングベクターの使用
。
【００４９】
　４０．項１～２２のいずれかに記載の組換えバキュロウイルス、トランスファーベクタ
ーまたはクローニングベクターを生産するための、項２３～２９のいずれかに記載の核酸
配列の使用。
【００５０】
　４１．（ａ）配列番号１～５のいずれかに示されるヌクレオチド配列を含有する核酸、
　（ｂ）配列番号１～５のいずれかに示されるヌクレオチド配列と少なくとも７０％、好
ましくは少なくとも７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくと
も８５％、より好ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の配列同
一性を有し、組換えバキュロウイルスにおいて転写調節因子として機能できるタンパク質
をコードする核酸配列、
　（ｃ）配列番号６～９のいずれかに示されるアミノ酸配列を含有するアミノ酸をコード
する核酸配列、および
　（ｄ）配列番号６～９のいずれかに示されるアミノ酸配列と少なくとも７０％、好まし
くは少なくとも７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８
５％、より好ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の配列類似性
を有し、組換えバキュロウイルスにおいて転写調節因子として機能できるアミノ酸配列を
コードする核酸配列
からなる群から選択される核酸である導入遺伝子を含むトランスジェニック細胞系統。
【００５１】
　４２．昆虫、鳥類または哺乳類起源のものである、項４１に記載のトランスジェニック
細胞系統。
【００５２】
　４３．項４１または４２に記載のトランスジェニック細胞系統の成長ならびに従来手段
による組換えタンパク質の抽出および精製を含む、組換えタンパク質を産生するための方
法。
【００５３】
　４４．組換えバキュロウイルスにおいてプロモーターとして機能する核酸配列を含む核
酸配列であって、
　（ａ）配列番号１２、１４または１５に示されるヌクレオチド配列を含有する核酸、お
よび
　（ｂ）配列番号１２、１４または１５に示されるヌクレオチド配列と少なくとも７０％
、好ましくは少なくとも７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少な
くとも８５％、より好ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の配
列同一性を有する核酸配列
からなる群から選択される、核酸配列。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】４種の主要なエレメント：発現が、プロモーター（Ｂ；例えば、ｐｏｌｈまたは
ｐＢ２９）によって駆動される、転写調節因子（Ａ；例えば、ＩＥ０およびＩＥ１）をコ
ードする配列；組換えタンパク質をコードする外来遺伝子の発現を駆動するプロモーター
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（Ｄ；例えば、ｐ１０、ｐｏｌｈ、ｐＢ２９ｐ１０またはｐ６．９ｐ１０）の上流の、エ
ンハンサー相同領域（ｈｒ）配列（Ｃ；例えば、ｈｒ１）を含む、本発明のバキュロウイ
ルス組換えＤＮＡエレメントの模式図である。スキームは、組換えタンパク質の前例のな
い過剰発現をもたらす本発明の組換えＤＮＡエレメント間の相互作用の理論的機序を示す
図である。
【図２】「Ｂａｃ－ｔｏ－Ｂａｃ（登録商標）」クローニング系（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ
（商標））による組換えバキュロウイルスの生成をもたらす異なる方法論を示す図である
。
【図３】組換えバキュロウイルスを作製するために使用されるその他の市販の技術と適合
するクローニング、ドナーおよびトランスファーベクターを作製するための一般スキーム
を示す図である。
【図４】Ａ）ｐＢ２９またはｐｏｌｈプロモーターの制御下で発現されるｈｒ１ｐ１０、
ｈｒ１ｐＢ２９ｐ１０またはｈｒ１ｐ６．９ｐ１０およびＡｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡを
含有する、本発明のバキュロウイルス発現カセットにおいて発現される場合の、感染後種
々の時間での感染Ｓｆ２１細胞に蓄積されたＧＦＰタンパク質の増大を測定するための蛍
光定量的アッセイを示す図である。すべてのＧＦＰ発現レベルを、従来のバキュロウイル
スベクターにおいてｐｏｌｈプロモーターを用いて得られたものと比較した。グラフは、
各バキュロウイルスの３つの独立した発現実験の平均値を表し、各場合において、標準偏
差は５％未満である。この図はまた、野生型バキュロウイルスを用いる（対照）、ｐｏｌ
ｈプロモーターの制御下でＧＦＰを発現する従来のバキュロウイルスを用いる、または本
発明の発現カセットによってＧＦＰを発現するバキュロウイルスｐｏｌｈＡｃ－ｉｅ－０
１／ｈｒ１ｐＢ２９ｐ１０ＧＦＰを用いる感染後種々の時間でのＳｆ２１細胞を示す代表
的な蛍光顕微鏡写真を示す。細胞を、Ａ）およびＢ）において、５の多重感染度（ＭＯＩ
）で、またはＣ）において、０．１のＭＯＩで感染させた。
【図５】Ａ）ｐｏｌｈプロモーターの制御下、従来のバキュロウイルスベクターによって
（明灰色）またはエレメントｐｏｌｈＡｃ－ｉｅ－０１／ｈｒ１ｐＢ２９ｐ１０ＧＦＰか
らなる本発明の発現カセットを用いて工学的に作製したバキュロウイルスベクターによっ
て（暗灰色）発現され、マイクロ流体タンパク質分析（Ｅｘｐｅｒｉｏｎ（商標）；Ｂｉ
ｏＲａｄ（商標）、ＵＳＡ）によって測定された、感染後種々の時間での単層で増殖させ
たＳｆ２１昆虫細胞における組換えＧＦＰタンパク質の量の比較を示す図である。細胞を
、両ウイルスを用いて５のＭＯＩで感染させた；Ｂ）ｐｏｌｈプロモーターの制御下、従
来のバキュロウイルスベクターによって（明灰色）またはエレメントｐｏｌｈＡｃ－ｉｅ
－０１／ｈｒ１ｐ６．ｐ１０ＧＦＰからなる本発明の発現カセットを用いて工学的に作製
したバキュロウイルスベクターによって（暗灰色）発現され、マイクロ流体タンパク質分
析（Ｅｘｐｅｒｉｏｎ（商標）；ＢｉｏＲａｄ（商標）、ＵＳＡ）によって測定された、
感染後種々の時間での懸濁液中で増殖させたＳｆ９昆虫細胞中に蓄積された組換えＧＦＰ
タンパク質の比較を示す図である。細胞を、両ウイルスを用いて、０．１のＭＯＩで感染
させた；非継続線は、ｐｏｌｈプロモーターの制御下でＧＦＰを発現する従来のバキュロ
ウイルスを用いて得られたものと比較した、本発明の発現カセットを含有するバキュロウ
イルスによって生産された組換えＧＦＰの増大パーセンテージを示す；Ｃ）パネルＡに記
載された実験の感染細胞抽出物を分離するＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルのクーマシーブルー染色
；Ｄ）パネルＢに記載された実験の感染細胞抽出物を分離するＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルのク
ーマシーブルー染色。
【図６】Ｓｆ９昆虫細胞を、懸濁液で培養し、ｐｏｌｈの制御下でＡｃ－ｉｅ－０１　ｃ
ＤＮＡを過剰発現するバキュロウイルスによって、または本発明のバキュロウイルス発現
カセットｐｏｌｈＡｃ－ｉｅ－０１／ｈｒ１ｐ６．９ｐ１０ＧＦＰの状況でリポータータ
ンパク質ＧＦＰを発現するバキュロウイルスによって感染させて、これらの細胞の細胞密
度（Ａ）および生存率（Ｂ）を評価した図である。対照として、ｐｏｌｈの制御下でＧＦ
Ｐタンパク質を発現する従来のバキュロウイルスを使用した。細胞を、懸濁液で０．１の
ＭＯＩで感染させた。（Ａ）細胞を、感染後種々の時間（０、２４および４８時間）でカ
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ウントして、細胞密度を算出した。細胞増殖が、Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡの過剰発現
によってもたらされる正確な瞬間のより詳細な分析が、ｐｏｌｈＧＦＰまたはｐｏｌｈＡ
ｃ－ｉｅ－０１／ｈｒ１ｐ６．９ｐ１０ＧＦＰに感染した細胞の挿入図中に示されている
。（Ｂ）細胞生存率は、トリパンブルー染色（懸濁細胞およびＰＢＳバッファー中０．４
％の着色剤の１：１希釈）によって評価した。この染色によって、生存細胞および死細胞
間の区別が可能となる。細胞生存率は、感染後種々の時間（０～１２０時間）での総細胞
数に対する生存細胞のパーセンテージによって算出した。ｐｏｌｈプロモーターの下でリ
ポータータンパク質ＧＦＰを過剰発現する対照の従来のバキュロウイルスを用いて（Ｃ）
、またはｐｏｌｈプロモーターの制御下でＡｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡを過剰発現するバ
キュロウイルスを用いて（Ｄ）、５のＭＯＩで感染したＨｉ－５（商標）昆虫細胞単層の
顕微鏡写真。顕微鏡写真は、倒立顕微鏡Ｌｅｉｃａ（商標）ＤＭＩＬ（商標）において２
０Ｘ倍率で感染の９６時間後に得た。
【図７】Ａ）Ｓｆ９昆虫細胞を、ｐｏｌｈプロモーターの制御下でＧＦＰタンパク質を発
現する従来のバキュロウイルスによって（１）、またはＡｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡによ
ってコードされる転写調節因子を過剰発現する、エレメントｐｏｌｈＡｃ－ｉｅ－０１／
ｈｒ１ｐ６．９ｐ１０ＧＦＰを含有する本発明の発現カセットを用いて工学的に作製した
バキュロウイルスベクターによって（２）感染させた図である。細胞を、感染後種々の時
間（０～１２０時間）でサンプリングし、細胞抽出物を、ＳＤＳ－ＰＡＧＥおよびＧＦＰ
に対するか、または細胞アクチンタンパク質に対する抗血清を用いるウエスタンブロット
によって分析した。Ｂ）パネルＡにおいて分析されたようなＳｆ９昆虫細胞において発現
されたＧＦＰタンパク質の機能性を、蛍光定量によって測定した。従来の組換えバキュロ
ウイルス（灰色バー）によって産生されたＧＦＰタンパク質を用いて感染後種々の時間で
得られた蛍光値を、本発明のバキュロウイルスカセットを有する組換えバキュロウイルス
によって産生されたもの（黒色バー）と比較した。
【図８】組換えタンパク質をコードする外来遺伝子のプロモーター（単数または複数）か
らの転写を増強する、転写調節因子、相同領域（ｈｒ）のコード配列を含む、本発明のバ
キュロウイルス発現カセットに含有される好ましいエレメントの模式図である。
【図９】Ｔ．ｎｉから単離されたｐＢ２プロモーターの配列分析および転写調節エレメン
トｐＢ２９配列の決定を示す図である。Ａ）Ｔ．ｎｉ．から単離されたＢＪＨＳＰ２（Ｇ
ｅｎｂａｎｋ受託番号Ｕ４１６４０）のｐＢ２プロモーター領域のヌクレオチド配列。こ
れまでに記載された転写開始部位が、三角によって示されているが、ＴＡＴＡボックスに
は下線が引かれ、潜在的なシス作用エレメントは、ｐＢ２配列中で四角に囲まれている。
影を付けたヌクレオチド残基は、ｐＢ２９プロモーター中に組み込まれた配列を示す。予
測されるＢｒ－ＣおよびＥｃＲ推定結合部位はまた、透明な四角によって図中で示されて
いる。Ｂ）ｐＢ２　ＤＮＡ断片およびその誘導体プロモーターｐＢ２９の略図。そのプロ
モーター活性を、リポーター遺伝子としてＧＦＰタンパク質を使用して蛍光定量的分析に
よって分析した。すべての実験において、ＧＦＰ発現は感染の７２時間後定量し、３つの
独立した実験の標準偏差を有する算術中央値（ｍｅｄｉａ）として示されている。
【図１０】種々のプロモーターまたはプロモーターの組合せの使用によって媒介されたＧ
ＦＰ発現レベルを示す図である。Ａ）種々の個々のまたはキメラプロモーターの制御下で
ＧＦＰを発現する種々の組換えバキュロウイルスに感染したＳｆ２１細胞の感染後２４時
間での蛍光定量的分析。Ｂ）蛍光定量的アッセイによって測定された、パネルＡと同一の
組換えバキュロウイルスに感染したＳｆ２１細胞におけるＧＦＰ発現の時間経過研究。す
べての実験は、５のＭＯＩで行い、図は、３つの独立した実験の算術中央値（ｍｅｄｉａ
）および対応する標準偏差を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　本発明は、ＢＥＶＳにおける組換えタンパク質の発現を、バキュロウイルスへの組換え
ＤＮＡエレメントの導入によって改善する。
【００５６】
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　本発明の組換えＤＮＡエレメントは、内因性レベルを上回るバキュロウイルス転写調節
因子の発現を引き起こす配列ならびに任意選択でエンハンサー相同領域（ｈｒ）およびこ
れらの上記のエレメントと作動可能に連結したプロモーターである。
【００５７】
　さらに、組換えＤＮＡエレメントは、発現カセットの一部を形成し得る。
【００５８】
　「発現カセット」とは、遺伝子発現を制御する（例えば、プロモーター）および／また
は遺伝子発現のために必要である（例えば、遺伝子自体）組換えＤＮＡエレメントを含有
する核酸配列を指す。発現カセットは、組換えベクターまたはバキュロウイルス中に導入
され得る。
【００５９】
　組換えＤＮＡエレメントは、単一の核酸配列、単一のクローニングベクター、単一のト
ランスファーベクター、単一の組換えバキュロウイルスまたは単一の細胞に組み込まれ得
る。しかし、それらはまた、種々の核酸配列、種々のクローニングベクター、種々のトラ
ンスファーベクターまたは種々の組換えバキュロウイルス中に存在し、かつ同一細胞中に
導入されてもよい。
【００６０】
　本発明は、驚くべきことに、内因性レベルを上回るバキュロウイルス転写調節因子の発
現を引き起こす配列の導入、および任意選択でエンハンサー相同領域（ｈｒ）配列、プロ
モーターまたはプロモーターの組合せの導入が、組換えタンパク質の産生を、感染後早期
（感染後６～８時間）から後期（感染後４８～９６～１２０時間）に前例のないレベルに
増大させることができることを示す。
【００６１】
　さらに、これらの組換えＤＮＡエレメントの導入はまた、バキュロウイルス感染細胞の
増殖（特に、感染後早期の）、感染後の遅い時間の生存率ならびに前記バキュロウイルス
感染細胞の分子細胞機構および形態の完全性も増大させる。バキュロウイルス感染の間の
細胞機能の完全性の改善はまた、組換えタンパク質の正しい翻訳後プロセシングに寄与す
る。
【００６２】
　これらの組換えＤＮＡエレメントの導入はまた、従来のｐｏｌｈまたはｐ１０プロモー
ターと比較して、宿主細胞における組換えタンパク質産生を増大させる。
【００６３】
　したがって、本発明の一態様は、転写調節因子の内因性レベルを上回る発現を可能にす
る核酸配列を含有する組換えバキュロウイルスに関する。好ましい実施形態では、転写調
節因子は、ＩＥ－１、ＩＥ－０および／またはそれらの断片である。
【００６４】
　「バキュロウイルス」とは、主に昆虫および節足動物に感染する無脊椎動物の感染ウイ
ルスのファミリーを指す。「組換えバキュロウイルス」は、さらに導入された組換えＤＮ
Ａを有するものであり、導入が、例えば、相同組換えまたは転位などによって行われるも
のである。組換えバキュロウイルスは、ＡｃＭＮＰＶを起源とすることが好ましい。
【００６５】
　「組換えＤＮＡ」とは、一または複数のＤＮＡ鎖の組合せまたは挿入によって作製され
ており、それによって通常は一緒には生じないＤＮＡを組み合わせる人工ＤＮＡの形態を
指す。
【００６６】
　「組換えＤＮＡエレメント」とは、プロモーター、エンハンサーまたは遺伝子などの組
換えＤＮＡ内の機能的エレメントを指す。上記のように、本発明の組換えＤＮＡエレメン
トとは、内因性レベルを上回るバキュロウイルス転写調節因子の発現を引きおこす配列、
これらの上記のエレメントと作動可能に連結したエンハンサー相同領域（ｈｒ）およびプ
ロモーターである。
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【００６７】
　「転写調節因子」とは、特定の遺伝子の転写を調節する能力を有する調節タンパク質を
指し、調節が、例えば、エンハンサーまたはレプレッサー領域との結合および／または転
写に関与しているさらなるタンパク質を補充することなどによって行われるものを指す。
【００６８】
　ＩＥ－１およびそのスプライシング変異体ＩＥ－０は、バキュロウイルス感染の間に内
因性に発現される転写調節因子である。本発明によれば、ＩＥ－１、ＩＥ－０および／ま
たはそれらの断片は、これらのタンパク質の総レベルが内因性レベルを上回って増大させ
るよう組換えによって発現される。これは、例えば、内因性遺伝子の更なるコピーを導入
することまたはプロモーターによる内因性遺伝子の発現を操作することによって達成され
得る。さらに、内因性遺伝子のコピーは、ｐｏｌｈまたはｐＢ２９などの適したプロモー
ターの制御下で導入遺伝子として導入され得る。
【００６９】
　タンパク質ＩＥ－１、ＩＥ－０および／またはそれらの断片の発現レベルは、定量的Ｐ
ＣＲおよびウエスタンブロット解析などの当業者に従来公知である方法を用いて、ｍＲＮ
Ａレベルおよびタンパク質レベルの両方で決定され得る。
【００７０】
　本発明によれば、ＩＥ－１、ＩＥ－０およびそれらの断片は、配列番号１（Ａｃ－ｉｅ
－０１とも呼ばれる）～配列番号５の核酸によってコードされる。配列番号１は、ＩＥ－
１およびＩＥ－０の両方をコードするＡｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡであり、配列番号２は
、ＩＥ－１のコード配列（ＣＤＳ）であり、配列番号３は、ＩＥ－０のＣＤＳである。配
列番号４および５は、それぞれ、触媒的転写調節因子活性を保持するＩＥ－１およびＩＥ
－０のＮ末端ドメインのＣＤＳである。配列番号２～５によってコードされるタンパク質
は、それぞれ、配列番号６～９によって表されている。
【００７１】
　本発明はさらに、転写調節因子として機能できるアミノ酸であるか、またはそれをコー
ドする配列番号１～９の変異体を開示する。これらの変異体は、そのヌクレオチドまたは
アミノ酸配列が、１つまたは複数の位置で、これらの元となる核酸鎖またはアミノ酸鎖と
異なっており、それによる相違が、ヌクレオチドまたはアミノ酸残基の付加、欠失および
／または置換であり得る核酸鎖またはアミノ酸鎖である。
【００７２】
　本発明の核酸配列およびアミノ酸配列は、それぞれ、デフォルトパラメータを用いるＥ
ＭＢＯＳＳ　Ｎｅｅｄｌｅを使用して決定される配列同一性または配列類似性の程度によ
って、その他の核酸およびアミノ酸配列と区別されなければならない（ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｅｂｉ．ａｃ．ｕｋ／Ｔｏｏｌｓ／ｐｓａ／ｅｍｂｏｓｓ＿ｎｅｅｄｌｅ／）。こ
のような変異体を作製する方法として、ランダムまたは部位特異的突然変異誘発、部位飽
和突然変異誘発、ＰＣＲベースのフラグメントアセンブリー、ＤＮＡシャッフリング、ｉ
ｎ　ｖｉｔｒｏまたはｉｎ　ｖｉｖｏでの相同組換えおよび遺伝子合成の方法が挙げられ
る。
【００７３】
　配列番号１～５の変異体の配列は、配列番号１～５の配列と少なくとも７０％、好まし
くは少なくとも７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８
５％、より好ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％同一である。
【００７４】
　配列番号６～９の変異体の配列は、配列番号６～９の配列と少なくとも７０％、好まし
くは少なくとも７５％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８
５％、より好ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％類似である。
【００７５】
　好ましい実施形態では、本発明の組換えバキュロウイルスは、タンパク質ＩＥ－１、Ｉ
Ｅ－０および／またはそれらの断片の内因性レベルを上回る発現を可能にする核酸配列に
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加えて、それぞれのプロモーターと作動可能に連結していることによって組換えタンパク
質の発現を増強し得る組換え相同領域（ｈｒ）をさらに含有する。
【００７６】
　相同領域、ｈｒは、その中心付近に不完全な３０ｂｐのパリンドロームを有する約７０
ｂｐの反復されたユニットからなる。相同領域は、ＡｃＭＮＰＶゲノム中の８つの位置で
反復され、各側に２～８の反復配列を有する。相同領域は、転写エンハンサーおよびバキ
ュロウイルスＤＮＡ複製の起点の両方として意味づけられている。
【００７７】
　「エンハンサー領域」とは、転写調節因子が結合することにより、関連する遺伝子の転
写のレベルを増大させる制御配列を指す。
【００７８】
　「組換えタンパク質」とは、組換えＤＮＡに起因するタンパク質を指す。このようなタ
ンパク質は、ヒトおよび動物の利益のために使用され得、工業的、商業的または治療的用
途を有し得る。
【００７９】
　「作動可能に連結している」とは、一方が、他方に影響を及ぼすような方法で連結して
いる２種の核酸配列であって、他方への影響が、例えば、転写調節に関するものであるも
のを指す。
【００８０】
　「プロモーター」とは、ＲＮＡポリメラーゼが結合して、転写を開始できるＤＮＡ配列
を指す。配列は、転写因子などの転写を調節する種々のタンパク質の結合部位をさらに含
有し得る。プロモーター配列は、ＤＮＡ配列中で近接して位置し、リンカーまたはスペー
サーによって分離され得る種々のプロモーター断片（異なるまたは同一断片のいずれか）
からなり得る。このようなプロモーターは、キメラプロモーターと呼ばれる。
【００８１】
　プロモーター（単数または複数）の上流のエンハンサー相同領域配列ｈｒは、ｈｒ１（
配列番号２７）であることが好ましい。組換えタンパク質の発現を駆動するプロモーター
は、配列番号１０～１６またはプロモーターとして機能でき、配列番号１０～１６のいず
れかにおいて示されたヌクレオチド配列と少なくとも７０％、好ましくは少なくとも７５
％、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８５％、より好ましく
は少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の同一性を有する配列を含む群か
ら選択されることが好ましい。
【００８２】
　好ましい実施形態では、核酸配列は、配列番号１７～２６を含む群から選択される組換
えプロモーター、転写調節因子をコードする配列およびエンハンサー領域の組合せを含む
。
【００８３】
　上記で示されるように、本発明の組換えプロモーター、転写調節因子をコードする配列
およびエンハンサー領域は、単一分子の一部を形成する必要はなく、代わりに、これらの
配列は、それらが作動可能に連結されている限り、すなわち、同一細胞内に含有される限
り、別個の分子の一部を形成し得る。
【００８４】
　本発明の組換えバキュロウイルスは、組換えタンパク質をコードする核酸配列を含むこ
とが好ましい。この核酸配列は、タンパク質ＩＥ－１、ＩＥ－０および／またはそれらの
断片の内因性レベルを上回る発現を可能にする核酸配列、および任意選択で相同領域（ｈ
ｒ）と作動可能に連結している。
【００８５】
　一実施形態では、本発明は、本発明の組換えバキュロウイルス、トランスファーベクタ
ー、クローニングベクターまたは核酸配列で感染させ、トランスフェクトし、形質導入ま
たは形質転換した宿主細胞を開示する。好ましくは、宿主細胞は、細胞培養で維持される
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。宿主細胞は、好ましくは、昆虫細胞系統、より好ましくは、鱗翅目または双翅目の属に
属する昆虫に由来する細胞系統であり、より好ましくは、宿主細胞は、イラクサギンウワ
バ、ヨトウガ、アスカラファ・オドラタ、カイコ、キイロショウジョウバエおよびネッタ
イシマカからなる群に由来し、最も好ましくは、Ｈｉ－５（商標）、Ｓｆ９、Ｓｆ２１、
ＢＴＩ－Ｔｎ５Ｂ－１、Ｔｎ３６８、ＥｘｐｒｅｓＳｆ＋（登録商標）、ＢＴＩ－ＴｎＡ
ｏ３８、ＡＴＣ－１０およびＳｃｈｎｅｉｄｅｒのショウジョウバエ系統２からなる昆虫
細胞系統の群から選択される。宿主細胞は、単層培養または懸濁培養され得る。
【００８６】
　さらなる態様において、本発明は、本発明の宿主細胞を使用する組換えタンパク質を産
生するための方法を開示する。組換えタンパク質の発現後、組換えタンパク質の抽出およ
び精製は、従来手段によって行われる。
【００８７】
　タンパク質産生のための好ましい実施形態では、宿主細胞は、使用される細胞系統およ
び発酵手順に応じて、１ｍｌあたり２×１０６～８×１０６個細胞の間の密度で浮遊培養
（バイオリアクター）される。さらに、細胞は、０．１～１のＭＯＩで感染させる。
【００８８】
　好ましくは、本発明の方法によって産生される組換えタンパク質は、サブユニット単量
体ワクチン、サブユニット多量体ワクチン、ウイルス様粒子、治療用タンパク質、抗体、
酵素、サイトカイン、血液凝固因子、抗凝固薬、受容体、ホルモンおよび診断用タンパク
質試薬を含む群から選択されるタンパク質である。
【００８９】
　本発明の一態様は、培養培地における本発明の組換えバキュロウイルス、トランスファ
ーベクター、クローニングベクターまたは核酸配列の使用に関する。好ましい実施形態で
は、培養培地は、本発明のバキュロウイルスを含む。
【００９０】
　本発明は、本発明の組換えバキュロウイルスを生産するために使用され得、バキュロウ
イルスにおける組込みまたは転位に適した配列に加えて、タンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１
および／またはそれらの断片の内因性レベルを上回る発現のために前記配列を含むトラン
スファーベクターを開示する。
【００９１】
　トランスファーベクターは、一般に、バキュロウイルスへの遺伝情報の挿入を可能にす
る。
【００９２】
　トランスファーベクターは、好ましくは、（ｉ）タンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および
／またはそれらの断片の内因性レベルを上回る発現のための配列に加えて、（ｉｉｉ）組
換えタンパク質の発現を駆動するのに適したプロモーターと連結した（ｉｉ）組換え相同
領域（ｈｒ）を含有する。これらの組換えＤＮＡエレメントの好ましい組合せは、組換え
バキュロウイルスについて上記で記載されたとおりである。
【００９３】
　好ましい一態様では、トランスファーベクターは、前記組換えタンパク質をコードする
核酸配列を含むが、別の好ましい実施形態では、トランスファーベクターは、このような
配列を欠く。
【００９４】
　好ましい実施形態では、トランスファーベクターは、バクミドである。
【００９５】
　「バクミド」とは、細胞にトランスフェクトした場合にバキュロウイルスを作製するの
に十分なＤＮＡ配列を含有するプラスミド構築物を指す。
【００９６】
　さらに好ましい一実施形態では、トランスファーベクターは、市販のバキュロウイルス
発現系「Ｂａｃ－ｔｏ－Ｂａｃ（登録商標）」（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（商標））、「Ｂ
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ａｃＰＡＫ（商標）」（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ（商標））、「ＦｌａｓｈＢＡＣ（商標）」（
Ｏｘｆｏｒｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（商標））、「Ｂａｃ
ｕＶａｎｃｅ（商標）」（ＧｅｎＳｃｒｉｐｔ（商標））、「Ｂａｃ－Ｎ－Ｂｌｕｅ　Ｄ
ＮＡ（商標）」（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（商標））、「ＢａｃｕｌｏＤｉｒｅｃｔ（商標
）」（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（商標））、「ＢａｃＶｅｃｔｏｒ（登録商標）」１０００
、２０００、３０００（Ｎｏｖａｇｅｎ（登録商標））、「ＤｉａｍｏｎｄＢａｃ（商標
）」（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ（登録商標））または「ＢａｃｕｌｏＧｏｌｄ（商標
）」（ＢＤ　ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ（商標））のいずれかに由来する。
【００９７】
　本発明は、本発明の組換えバキュロウイルスおよび／またはトランスファーベクターを
生産するために使用され得、タンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および／またはそれらの断片
の内因性レベルを上回る発現のために前記配列を含み、細菌複製にさらに適しているクロ
ーニングベクターを開示する。
【００９８】
　「クローニングベクター」とは、一般に、制限酵素認識部位、細菌増殖の複製起点およ
び選択マーカーの存在を含む、クローニングに適している任意のベクターを指す。
【００９９】
　クローニングベクターは、好ましくは、（ｉ）タンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および／
またはそれらの断片の内因性レベルを上回る発現のための配列に加えて、（ｉｉｉ）組換
えタンパク質の発現を駆動するのに適したプロモーターと連結した（ｉｉ）組換え相同領
域（ｈｒ）を含有する。これらの組換えＤＮＡエレメントの好ましい組合せは、組換えバ
キュロウイルスについて上記で記載されたとおりである。
【０１００】
　好ましい一態様では、クローニングベクターは、前記組換えタンパク質をコードする核
酸配列を含むが（「ドナーベクター」とも呼ばれる）、別の好ましい実施形態では、クロ
ーニングベクターは、このような配列を欠く。
【０１０１】
　本発明は、本発明の組換えバキュロウイルス、トランスファーベクターおよび／または
クローニングベクターを生産するために使用され得、タンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１およ
び／またはそれらの断片の内因性レベルを上回る発現のための前記配列を含む核酸配列を
開示する。
【０１０２】
　核酸配列は、好ましくは、（ｉ）タンパク質ＩＥ－０、ＩＥ－１および／またはそれら
の断片の内因性レベルを上回る発現のための配列に加えて、（ｉｉｉ）組換えタンパク質
の発現を駆動するのに適したプロモーターと連結した（ｉｉ）組換え相同領域（ｈｒ）を
含有する。これらの組換えＤＮＡエレメントの好ましい組合せは、組換えバキュロウイル
スについて上記で記載されたとおりである。
【０１０３】
　好ましい一態様では、核酸配列は、前記組換えタンパク質をコードする核酸配列を含む
が、別の好ましい実施形態では、核酸配列は、このような配列を欠く。
【０１０４】
　バキュロウイルス系によるＡｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡの一過性発現は、驚くべきこと
に、細胞に、ウイルス抵抗性および細胞増殖の独特の特性を付与する。これは、この遺伝
子によってコードされる転写調節因子の過剰発現により、生産性の増大および種々の細胞
ストレスに対する抵抗性に絡む興味深いバイオテクノロジー応用に結びつく可能性のある
その他のウイルス性または細胞性遺伝子が活性化されることを示唆する。この研究に由来
する潜在的な適用は、弱毒化または不活化ウイルスに基づいた従来のワクチンの生産にお
ける使用の潜在性がある、組換えタンパク質産生またはウイルス増殖に使用される、高度
に生産性のある細胞系統に相当し得る、昆虫、鳥類または哺乳類トランスジェニック細胞
の作製であり得る。
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　したがって、本発明の一態様は、導入遺伝子として、配列番号１～５の配列またはその
変異体または配列番号６～９のタンパク質もしくは上記で定義されるその変異体をコード
する配列を保持するトランスジェニック細胞系統に関する。トランスジェニック細胞系統
は、哺乳類、鳥類または昆虫起源のものであることが好ましい。さらなる一実施形態では
、本発明のトランスジェニック細胞系統は、組換えタンパク質の産生のために使用され得
、これが、従来の手段によって抽出され、精製される。
【０１０６】
　「トランスジェニック細胞系統」とは、細胞に導入された遺伝子を含有する細胞系統を
指す。
【０１０７】
　組換えバキュロウイルスプロモーターｐＢ２９（配列番号１４）およびキメラ組換えバ
キュロウイルスプロモーターｐＢ２９ｐ１０（配列番号１２）およびｐＢ２ｐ１０（配列
番号１５）は、ｐＢ２などの従来のプロモーターと比較して、発現の改善を可能にすると
いう驚くべき知見に基づいて、本発明のさらなる態様は、このような配列または配列番号
１２、１４もしくは１５の配列に対して少なくとも７０％、好ましくは少なくとも７５％
、より好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８５％、より好ましくは
少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％同一である配列番号１２、１４もし
くは１５の配列変異体を含む核酸配列に関する。
配列の概要
【０１０８】
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【表１】

【０１０９】
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【０１１０】
ブタペスト条約に従う微生物の供託
　プラスミドは、２０１１年１０月４日に受託番号ＣＥＣＴ８０３１で、Ｓｐａｎｉｓｈ
　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（ＣＥＣＴ）（ｗｗｗ．ｃｅｃｔ．
ｏｒｇ）；Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｖａｌｅｎｃｉａ、Ｐａｒｃ　Ｃｉｅｎｔｉｆ
ｉｃ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｔ　ｄｅ　Ｖａｌｅｎｃｉａ；　Ｃａｔｅｄｒａｔｉｃｏ　
Ａｇｕｓｔｉｎ　Ｅｓｃａｒｄｉｎｏ、９；　４６９８０　Ｐａｔｅｒｎａ　（Ｖａｌｅ
ｎｃｉａ）、Ｓｐａｉｎに供託された。
［実施例］
【実施例１】
【０１１１】
　バキュロウイルス転写調節因子の過剰発現は、バキュロウイルスベクター発現系（ＢＥ
ＶＳ）における組換えタンパク質の発現を増大するプロモーターと機能的に連結している
相同領域ｈｒのエンハンサー機能を増強する。
【０１１２】
　ＡｃＭＮＰＶに由来する、Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡによってコードされる最初期ウ
イルスタンパク質、すなわち、ＩＥ－１およびＩＥ－０は、バキュロウイルスにおける強
力な転写調節因子である。これらのタンパク質によって媒介されるトランス活性化は、バ
キュロウイルス相同領域（ｈｒ）配列との、ホモ二量体としてのその結合によって増強さ
れ、これは、転写エンハンサーとして作用する。ＡｃＭＮＰＶ　ＩＥ－１／ＩＥ－０は、
そのＮ末端酸性ドメインの活性によってプラスミドトランスフェクションアッセイにおい
て転写を刺激する、６７～７２ｋＤａの二量体ＤＮＡ結合タンパク質である（７、８）。
ＩＥ－１およびＩＥ－０は、感染の際、極めて早期に合成され、核内に蓄積し、後期の間
中、そこで維持される。ｄｕａｌプラスミドｐＦａｓｔＢａｃ（商標）（ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ（商標））を使用して、Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡをｐｏｌｈプロモーターの制
御下でクローニングした。同一プラスミド中であるが、別の遺伝子座中に、これまでに合
成され、プロモーターｐＢ２９およびｐ１０と融合している相同領域ｈｒ１を含有するｈ
ｒ１ｐＢ２９ｐ１０キメラプロモーターの下流に、ＧＦＰをコードする遺伝子をクローニ
ングした。プロモーターｐＢ２９は、Ｔ．ｎｉ鱗翅類において塩基性幼若ホルモン抑制性
タンパク質２（Ｂａｓｉｃ　ｊｕｖｅｎｉｌｅ　ｈｏｒｍｏｎｅ－ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｂ
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ｌｅ　ｐｒｏｔｅｉｎ　２）（ＢＪＨＳＰ－２）の発現を駆動するプロモーターｐＢ２に
由来するＤＮＡ断片である。バキュロウイルス発現ベクター中に組み込まれた場合に全長
昆虫由来プロモーターよりも高い発現レベルを示す、ｐＢ２プロモーターに由来する４３
６のヌクレオチドからなる配列を含む、断片ｐＢ２９。得られた本発明のバキュロウイル
ス発現カセットおよび組換えＤＮＡエレメントの推定機能の模式図が、図１に示されてい
る。得られたプラスミドを使用し、「Ｂａｃ－ｔｏ－Ｂａｃ（登録商標）」系（ｉｎｖｉ
ｔｒｏｇｅｎ（商標））によって組換えバキュロウイルスを作製した。並行して、ｐｏｌ
ｈプロモーターの制御下でＧＦＰタンパク質を発現する従来のバキュロウイルスを、同一
系によって作製した。
【０１１３】
　種々のバキュロウイルスによって媒介されるＧＦＰタンパク質の発現を、単層で培養さ
れたＳｆ２１細胞において感染後種々の時間での蛍光定量によって研究した。ｐｏｌｈプ
ロモーターの制御下でタンパク質を発現する従来のバキュロウイルスと比較して、転写調
節因子およびエンハンサー配列を含有するバキュロウイルス発現カセットを用いるＧＦＰ
の発現レベルは、５のＭＯＩで使用した場合に約２倍高く（図４Ａ）、０．１のＭＯＩで
使用した場合には４倍高かった（示されていないデータ）。タンパク質蓄積におけるこれ
らの相違はまた、Ｈｉ－５（商標）細胞においても観察され（示されていないデータ）、
本発明のバキュロウイルス発現カセットは、研究および産業において使用される種々の昆
虫細胞系統において組換えタンパク質を産生するために使用され得ることを示唆した。
【０１１４】
　重要なことに、蛍光顕微鏡によって観察される感染細胞では、本発明のバキュロウイル
ス発現カセットによって媒介されるＧＦＰ発現は、ＧＦＰ発現を駆動するために従来のプ
ロモーターｐｏｌｈが使用された場合よりも早く検出され、さらに、感染細胞の蛍光強度
は、大幅に高かった（図４Ｂ）。蛍光細胞は、本発明の発現カセットを含有する組換えバ
キュロウイルスを用いて、５のＭＯＩで感染させた場合、感染後１６時間という早期に検
出され、前記ＧＦＰ発現は、感染の時間に沿って増大していた（図４Ｂ）。新規および対
照組換えバキュロウイルス間のこれらの著しい相違はまた、低い０．１のＭＯＩでも観察
された（図４Ｃ）。
【０１１５】
　転写調節因子の過剰発現のために使用されるプロモーターの影響を分析するために、Ａ
ｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡをまた、ｐｏｌｈプロモーターの置換でｐＢ２９プロモーター
の制御下、上記の発現カセット中にクローニングした。Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡ発現
を駆動するために使用したプロモーターとは独立に、ＧＦＰ蓄積は、リポータータンパク
質が、ｐｏｌｈプロモーターの制御下で発現され、発現カセット中にＡｃ－ｉｅ－０１お
よびｈｒ１エレメントがない従来のバキュロウイルスを使用した場合に観察されたものよ
りも高かった（図４Ａ）。同様に、ｐＢ２９ｐ１０キメラプロモーターと連結されたｈｒ
１エンハンサーを含有する発現カセット中にＡｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡがないことも、
Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡを含有するものに対して、ＧＦＰの低い発現レベルをもたら
した（示されていないデータ）。
【実施例２】
【０１１６】
　Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡによってコードされる転写調節因子は、その他のｈｒ１シ
ス連結したバキュロウイルスプロモーターを増強する。
【０１１７】
　Ａｃ－ｉｅ－０１によってコードされる転写調節因子が、エンハンサー配列と組み合わ
せて、転写エンハンサー相同領域１（ｈｒ１）とシス連結したその他のバキュロウイルス
プロモーター、キメラまたはそうではないもの（ｐ６．９ｐ１０またはｐ１０）によって
媒介される発現を増大するかどうかを分析するために、本発明者らは、バキュロウイルス
発現カセットの新規セットおよびその対応するＡｃＭＮＰＶ組換えバキュロウイルスを作
製した。これらの発現カセットは、ｐｏｌｈプロモーターの制御下にクローニングされた
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Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡおよびｈｒ１ｐ１０またはｈｒ１ｐ６．９ｐ１０プロモータ
ーの下流にＧＦＰをコードする遺伝子を含有していた。発現レベルは、種々のバキュロウ
イルスに感染した昆虫細胞からの抽出物の蛍光定量的分析によって測定した。対照として
、ｐｏｌｈプロモーターの制御下でＧＦＰタンパク質を発現する従来の組換えバキュロウ
イルスを使用した。観察された結果は、Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡによってコードされ
る転写調節因子はまた、相同配列ｈｒ１と組み合わせて、その他のバキュロウイルスプロ
モーターまたはプロモーターの組合せ（キメラ）の制御下で発現されたリポータータンパ
ク質ＧＦＰの前例のない発現レベルを促進できることを実証した（図４Ａ）。ｐ６．９お
よびｐ１０からなるキメラプロモーターを使用する発現カセットの場合には、組換えタン
パク質産生は、アッセイされた種々の組換えバキュロウイルスの間で最高であった（感染
後７２時間で、対照と比較して約２．５倍高い）。
【０１１８】
　従来のバキュロウイルスによって、またはエレメントｐｏｌｈＡｃ－ｉｅ－０１／ｈｒ
１ｐＢ２９ｐ１０ＧＦＰを含有する本発明の発現カセットを組み込んでいるバキュロウイ
ルスによって媒介される、単層でのＳｆ２１昆虫細胞および懸濁液でのＳｆ９昆虫細胞の
両方におけるＧＦＰ産生のさらなる定量を、マイクロ流体タンパク質分析（Ｅｘｐｅｒｉ
ｏｎ（商標）；ＢｉｏＲａｄ（商標）、ＵＳＡ）によって実施した。単層での昆虫細胞を
、高い５のＭＯＩで感染させ、懸濁液では、低い０．１のＭＯＩで感染させた。図５Ａは
、感染後種々の時間（２４～７２時間）での、総可溶性細胞タンパク質に対する産生され
た組換えＧＦＰのパーセンテージおよび従来のバキュロウイルスに対する産生性の相対的
増大を示す。分析した最も遅い時間で、本発明の発現カセットを含有するバキュロウイル
スは、総細胞タンパク質の４０％を超える組換えＧＦＰのレベルに達した。アッセイした
バキュロウイルス間のＧＦＰバンド強度の大幅な相違は、感染細胞からの細胞抽出物が分
離された、クーマシーブルー染色されたＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルにおいて目に見えた（図５
Ｃ）。昆虫細胞を懸濁液で培養し、各バキュロウイルスを用いて感染させた場合には、組
換えタンパク質産生性の相違は、単層で培養され、高い５のＭＯＩで感染させた昆虫細胞
において検出されたものよりもかなり高かった。図５Ｂは、感染後２４～１２０時間の間
にＧＦＰ産生において見られるこのような相違を示す。興味深いことに、本発明の発現カ
セットを組み込むバキュロウイルスを使用した場合には、組換えタンパク質産生性は、時
間に沿って増大し、感染後１２０時間で最大レベルに達した。対照的に、従来のバキュロ
ウイルスによって産生された組換えタンパク質は、感染後７２時間で最大レベルに達し、
感染後のより遅い時間に減少した（図５Ｂ）。本発明のバキュロウイルス発現カセットを
用いて、感染後の極めて遅い時間に２０倍を超える産生性の増大が観察された。Ｈｉ－５
（商標）細胞において同様の結果が観察され（示されていないデータ）、本発明の発現カ
セットは、研究および産業において使用される種々の昆虫細胞系統において組換えタンパ
ク質を産生するために使用され得ることを実証した。懸濁液で培養した細胞から得たアッ
セイしたバキュロウイルス間のＧＦＰバンド強度の大幅な相違はまた、感染細胞からの細
胞抽出物が分離された、クーマシーブルー染色されたＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルにおいて目に
見えた（図５Ｄ）。
【実施例３】
【０１１９】
　本発明のバキュロウイルス発現カセットは、Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡによってコー
ドされる転写調節因子によって、細胞増殖を誘導し、細胞生存率を増大させる
　本発明者らは、顕微鏡によって、本発明のバキュロウイルス発現カセットを組み込む組
換えバキュロウイルスは、ウイルス誘導性細胞変性効果の低減および培養における細胞密
度の増大と関連する興味深い特性を有することを観察した。これらの現象を定量化し、こ
のような興味深い特性に関与するＤＮＡエレメント（単数または複数）を決定するために
、本発明者らは、ｐｏｌｈプロモーターの制御下でＡｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡによって
コードされる転写調節因子を発現する組換えバキュロウイルスを作製した。このバキュロ
ウイルスを、実施例２において使用した本発明の発現カセットのエレメントを組み込むバ
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キュロウイルス（ｐｏｌｈＡｃ－ｉｅ－０１／ｈｒ１ｐ６．９ｐ１０ＧＦＰ）およびＧＦ
Ｐタンパク質を発現する従来のバキュロウイルスと共同で使用して、低い０．１のＭＯＩ
で懸濁液のＳｆ９細胞に感染させた。感染後２４～１２０時間の間で、細胞数および細胞
生存率の増大を研究した。感染後２４時間で、上記の転写調節因子を過剰発現するバキュ
ロウイルスのいずれかによって感染した昆虫細胞は、対照組換えバキュロウイルスによっ
て感染した培養物に対して１０％より高い細胞数の増大を示した（図６Ａ）。これらの因
子が、細胞増殖における観察された相違を誘導するのに必要な時間のフローサイトメトリ
ーによるより詳細な分析によって、感染後３時間でＳ相の昆虫細胞の増大が示され、次い
で、感染後６時間で、Ｇ１の昆虫細胞数の増大が観察された。これらのデータは、タンパ
ク質をコードするＡｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡを過剰発現するバキュロウイルスに感染し
た培養物における有糸分裂の極めて早期の増大を意味する（示されていないデータ）。
【０１２０】
　ＦＡＣＳＣａｌｉｂｕｒ（商標）（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ（商標））フローサ
イトメーターで蛍光測定を実施した。細胞を、７０％　ＥｔＯＨ中で固定し、再懸濁し、
染色溶液（ＰＢＳ中、５０μｇ／ｍｌのヨウ化プロピジウム、５ｕｇ／ｍｌのＲＮアーゼ
）中でインキュベートした。データはゲート開閉して、細胞とは異なる大きさを有する粒
子を排除し、ヨウ化プロピジウムからの赤色蛍光に対して細胞数をプロットすることによ
って分析した。アッセイあたり５０，０００個細胞をカウントした。Ｍｏｄｆｉｔソフト
ウェアを使用して、細胞周期相（Ｇ１、ＳおよびＧ２）あたりの細胞総数のデータ分析を
行った。
【０１２１】
　感染細胞培養物はまた、トリパンブルー染色によって分析して、感染後種々の時間の細
胞生存率を決定した。興味深いことに、感染後極めて遅い時間（９６～１２０時間）に、
転写調節因子を過剰発現するウイルスに感染した昆虫細胞は、細胞生存率の増大（５０～
６０％の増大）および完全性の増大を示した（図６Ｂ）。これは、本発明の転写調節因子
の過剰発現が、細胞をバキュロウイルス誘導性細胞変性効果から保護し、長期の発現を可
能にすることを示唆する。感染後の細胞増殖および細胞生存率の増大は両方とも、ＢＥＶ
Ｓの組換えタンパク質産生性において重大な結果を有する。同様の結果が、転写調節因子
の過剰発現が、ｐＢ２９またはｐｏｌｈプロモーターの両方によって駆動された場合に得
られた（示されていないデータ）。懸濁液で感染したＳｆ９昆虫細胞において観察された
結果は、単層で培養されたＳｆ２１細胞において（示されていないデータ）および単層で
培養されたＨｉ－５（商標）細胞においても（図６ＣおよびＤ）確認された。これらの図
は、転写調節因子の過剰発現が、感染後の遅い時間（９６時間）に細胞完全性を改善する
方法を実証する。
【実施例４】
【０１２２】
　Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡによってコードされる転写調節因子のバキュロウイルス発
現系における過剰発現が、組換えタンパク質の翻訳後プロセシングを促進する。
【０１２３】
　バキュロウイルス感染の際の細胞完全性は、この系よって発現された外来タンパク質の
正しいフォールディングまたは任意のその他の翻訳後修飾を確認するために非常に重要で
ある。ｐｏｌｈおよびｐ１０などの、研究および生産のためによく使用されるバキュロウ
イルスの強力なプロモーターは、感染細胞がすでに、深刻な細胞変性効果を示し、細胞生
存率が低下している場合には、感染後の遅い時間にしか外来遺伝子を発現しない。上記の
ように、本発明のバキュロウイルス発現カセットにおいて使用される転写調節因子の過剰
発現は、細胞を、未だ未知の機序によるバキュロウイルス感染の発病効果から保護し、十
分に生存したままである細胞における組換えタンパク質産生のための広い時間ウィンドウ
を可能にする。本発明者らは、組換えタンパク質の翻訳後修飾との関連での本発明の発現
カセット中に組み込まれたエレメントの関連性を研究した。この目的のために、ｐｏｌｈ
プロモーターの制御下でリポータータンパク質ＧＦＰを発現する従来のバキュロウイルス
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および本発明のバキュロウイルスカセットを組み込んでおり、ＧＦＰタンパク質も発現す
るバキュロウイルス（ｐｏｌｈＡｃ－ｉｅ－０１／ｈｒ１ｐ６．９ｐ１０ＧＦＰ）を、使
用して、０．１のＭＯＩで懸濁液のＳｆ９昆虫細胞に感染させた。図７に示されるように
、感染細胞を、抗ＧＦＰモノクローナル抗体（ｍａｂ２５１５；Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ（商
標））を使用するウエスタンブロットによって感染後種々の時間で分析した。興味深いこ
とに、従来のバキュロウイルスによって発現されたＧＦＰタンパク質は、感染後４８およ
び７２時間でいくつかの反応性バンドを示し（タンパク質の適切でない発現および／また
はフォールディングを示唆する）、より遅い時間に、分子量の低減したバンド（予測され
るものよりも小さい）が観察された（分解を示唆する）（図７Ａ）。対照的に、ＧＦＰタ
ンパク質発現が、本発明のバキュロウイルス発現カセットによって媒介された場合には、
分析されたすべての感染後の時間で、このタンパク質の予測された分子量を示す１種のＧ
ＦＰバンドのみが観察された（図７Ａ）。このベクターによるＧＦＰの発現は、感染後の
極めて遅い時間（１２０時間）に大幅に低減せず、本発明のバキュロウイルス発現カセッ
トが、バキュロウイルスベクターに長期に持続する発現のための興味深い利点を付与する
ことが確認された。
【０１２４】
　並行して、特異的抗血清を使用する細胞性アクチンタンパク質のウエスタンブロット解
析によって、感染後の種々の時間で細胞機構の完全性を測定した（図７Ａ）。従来のバキ
ュロウイルスを用いる感染は、感染後７２時間で細胞完全性を深刻に損なったが、これは
、検出されるアクチンバンドが、この時点以後著しく低減したからである（細胞完全性の
完全な喪失の結果としての分解）。本発明のバキュロウイルス発現カセット中に含有され
る組換えＤＮＡエレメントによって誘導される細胞保護と一致して、細胞性アクチンは、
発現カセットを用いて工学的に作製した組換えバキュロウイルスに感染した細胞では、同
等には影響を受けなかった。
【０１２５】
　種々のバキュロウイルスによって発現される組換えＧＦＰの蛍光活性は、その正しいコ
ンホメーションを反映する。図７Ｂに示されるように、本発明のバキュロウイルス発現カ
セットとの関連で発現されたＧＦＰは、感染時間に沿って機能性の増大したパターンを維
持する。対照的に、従来のバキュロウイルスによって発現されたＧＦＰの蛍光は、感染後
７２時間でピークに達し、アクチン分解（図７Ａ）、および観察された細胞生存率低減（
図６Ｂ）と並行して、より遅い時間で低減した（図７Ｂ）。
【実施例５】
【０１２６】
　細胞培養およびウイルス
　ヨトウガＳｆ２１またはＳｆ９細胞系統を、１０％熱不活化ウシ胎児血清（Ｐａｎ　Ｂ
ｉｏｔｅｃｈ（商標）、Ｇｅｒｍａｎｙ）を含有するＴＮＭ－ＦＨ昆虫培地（Ｐａｎ　Ｂ
ｉｏｔｅｃｈ（商標）、Ｇｅｒｍａｎｙ）中、２７℃で、６ウェルの組織培養プレートで
培養した（１×１０６個細胞／ウェル）。ＡｃＭＮＰＶ組換えバキュロウイルスは、「Ｂ
ａｃ－ｔｏ－Ｂａｃ（登録商標）」バキュロウイルス発現系（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（商
標）、ＵＳＡ）によって得た。本発明の組換えＤＮＡエレメントを含有する種々のトラン
スファーベクターは、ｐＦａｓｔＢａｃ（商標）－ＤＵＡＬプラスミド（ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ（商標））を使用して作製した。ｐＦａｓｔＢａｃ（商標）－ＤＵＡＬ中に組み込
まれたプロモーターおよび調節エレメントは、クローニングを容易にするための適切な隣
接する制限酵素認識配列を用いて合成した（ＧｅｎＳｃｒｉｐｔ（商標）、ＵＳＡ）。こ
れらのトランスファーベクターを使用し、Ｃｅｌｌｆｅｃｔｉｎ（登録商標）（ｉｎｖｉ
ｔｒｏｇｅｎ（商標）、ＵＳＡ）を用いてＳｆ２１細胞をトランスフェクトした。次いで
、Ｓｆ２１細胞の感染から得られた組換えバキュロウイルスを、細胞において２回継代し
、プラークアッセイ法によって力価測定した。得られた本発明のバキュロウイルス発現カ
セットの遺伝子構築物が、図８に模式的に示されており、Ａｃ－ｉｅ－０１　ｃＤＮＡま
たは外来遺伝子（例えば、ＧＦＰ）の発現を駆動するプロモーターの種々の潜在的な組合
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せを示す。種々の発現カセットを使用して、図４～７に示される実施例において使用した
組換えバキュロウイルスを作製した。
【実施例６】
【０１２７】
　クローニングベクターの作製
　クローニングベクターは、外来ＤＮＡ断片が、媒介物および外来ＤＮＡを同一のオーバ
ーハングを生成する制限酵素で処理すること、次いで断片を一緒にライゲーションするこ
とによって挿入され得る本発明のバキュロウイルス発現カセットを含有するＤＮＡの小片
である。クローニングベクターの本質的な特徴は、選択された配向に向けられた外来遺伝
子、正に形質転換された細胞の選択を可能にするための抗生物質耐性などの選択マーカー
、および細菌における増殖のための機能的複製起点（ＯＲＩ）の挿入を容易にするために
合成多重クローニング部位（ＭＣＳ）を含まなくてはならない。
【実施例７】
【０１２８】
　本発明のバキュロウイルス発現カセットを含有するドナーベクターの作製
　ドナーベクターは、外来遺伝子が、適当な制限酵素を使用してクローニングされている
、バキュロウイルス発現カセットを含有するクローニングベクター、例えば、ｐＵＣ５７
プラスミドからなる。本発明のバキュロウイルス発現カセットは、以下のＤＮＡ配列：（
ｉ）ｐｏｌｈまたはｐＢ２９プロモーターなどのプロモーター配列の下流およびＨＳＶ　
ＴＫポリアデニル化シグナルの上流に、バキュロウイルス転写調節因子をコードする配列
Ａｃ－ｉｅ－０１および（ｉｉｉ）プロモーター配列、例えば、ｐＢ２９ｐ１０、ｐ１０
、ｐ６．９ｐ１０またはｐｏｌｈの上流に、（ｉｉ）別の遺伝子座中に、エンハンサー配
列、例えば、相同領域ｈｒ１とそれに続く、対象の遺伝子のクローニングのための多重ク
ローニング部位（ＭＣＳ）およびＭＣＳの下流にＳＶ４０ポリアデニル化シグナル（図１
）をライゲートすることによって合成した。バキュロウイルス発現カセットは、市販のバ
キュロウイルス作製系（転位をベースとする、例えば、「Ｂａｃ－ｔｏ－Ｂａｃ（登録商
標）」系（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（商標））または相同組換えをベースとする、例えば、
「ｆｌａｓｈＢＡＣ（商標）」（Ｏｘｆｏｒｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ（商標））、「Ｂａｃｕｌｏｇｏｌｄ（商標）」（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃ
ｅｓ（商標））、「ＢａｃＰＡＫ６（商標）」（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ（商標））、「Ｂａｃ
－Ｎ－Ｂｌｕｅ　ＤＮＡ（商標）」（ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（商標））（図２および３）
のトランスファーベクターへのサブクローニングを容易にするよう、特定の制限酵素認識
部位（例えば、５’末端のＢｇｌＩＩおよびＢｓｔＺ１７ｌならびに３’末端のＢｇｌ　
ＩＩおよびＳｇｆ　Ｉ）によってフランキングされる。
【０１２９】
　緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）をコードする遺伝子を、Ｎｃｏ　ＩおよびＳｐｅ　Ｉ制
限酵素認識部位を使用してクローニングベクターのＭＣＳ中にクローニングし、ドナープ
ラスミドベクターを作製した（図２）。
【実施例８】
【０１３０】
　本発明のバキュロウイルス発現カセットを含有するトランスファーベクターの作製
　トランスファーベクターを、５’フランキング部位のＢｓｔＺ１７　ｌおよびＸｂａ　
Ｉを用いてドナーベクターを消化し、それを同様に同一酵素で消化したトランスファーベ
クターｐＦａｓｔＢａｃ（商標）１中にクローニングすることによって作製した。この場
合には、サブクローニングの結果として、バキュロウイルス発現カセットのＳＶ４０ポリ
アデニル化シグナルは、トランスファーベクター由来のＳＶ４０ポリアデニル化シグナル
によって交換される。これとは別に、発現カセットのすべてのエレメントは、元の市販の
トランスファーベクターのｐｏｌｈプロモーターおよびＭＣＳと代わって、ｐＦａｓｔＢ
ａｃトランスファーベクター中に含まれる（図２）。
【実施例９】
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【０１３１】
　「Ｂａｃ－ｔｏ－Ｂａｃ（登録商標）」系を使用する、本発明のバキュロウイルス発現
カセットを含有するバキュロウイルス発現ベクターの作製
　改変されたトランスファーベクターｐＦａｓｔＢａｃ（商標）１および個々のバキュロ
ウイルス発現カセットを使用し、「Ｂａｃ－ｔｏ－Ｂａｃ（登録商標）」バキュロウイル
ス発現系を使用して組換えバキュロウイルスを作製した。より詳しくは、改変されたトラ
ンスファーベクターを使用して、バキュロウイルスシャトルベクター（バクミド）および
ヘルパープラスミドを含有する大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）宿主株ＤＨ１０Ｂａｃ（商標）を
形質転換し、発現カセットの転位後に組換えバクミドの作製を可能にした。次いで、本発
明のバキュロウイルス発現カセットおよびＧＦＰをコードする遺伝子を含有する組換えバ
クミドのＤＮＡを使用し、Ｃｅｌｌｆｅｃｔｉｎ（登録商標）を使用して昆虫細胞、例え
ば、Ｓｆ２１細胞をトランスフェクトした。トランスフェクションの７２時間後、細胞を
回収し、第１組換えバキュロウイルス世代を得た（図２）。次いで、この組換えバキュロ
ウイルスは、従来のプロトコールに従ってさらに増幅され、および／または力価測定され
得る。市販のＢＥＶＳによって提供されるその他のトランスファーベクターを有する組換
えバキュロウイルスを作製するために、同様の手順が使用され得る（図３）。
【実施例１０】
【０１３２】
　タンパク質サンプル調製
　各時点から感染細胞（１×１０６）を回収し、遠心分離した。上清を除去し、ＰＢＳに
細胞ペレットを再懸濁し、凍結（－１９６℃）および解凍（３７℃）の３サイクルに付し
た。細胞片は、遠心分離によって除去した。
【実施例１１】
【０１３３】
　タンパク質発現の時間経過研究
　Ｓｆ９、Ｓｆ２１またはＨｉ－５（商標）細胞を、５または０．１のＭＯＩを使用して
、調節、エンハンサーおよびプロモーターエレメントの種々の組合せの制御下でＧＦＰを
発現する種々の組換えバキュロウイルスに感染させた。細胞培養物を、種々の時点（感染
後２４、４８、７２、９６および１２０時間）で回収し、蛍光顕微鏡、蛍光定量的アッセ
イ、ＳＤＳ－ＰＡＧＥとそれに続くクーマシーブルー染色またはウエスタンブロットによ
って、またマイクロ流体分離および定量化（Ｅｘｐｅｒｉｏｎ（商標）自動化電気泳動系
；Ｂｉｏ－Ｒａｄ（商標）、ＵＳＡ）によってＧＦＰ発現を分析した。
【０１３４】
　組換えＧＦＰの定量化のために、サンプルをＰｒｏ２６０チップ（Ｂｉｏ－Ｒａｄ（商
標））にロードし、製造業者の使用説明書に従って、Ｅｘｐｅｒｉｏｎ（商標）系（Ｂｉ
ｏ－Ｒａｄ（商標））を使用してキャピラリー電気泳動によって分析した。サンプルの電
気泳動は、印加電圧および電力を制御することによってマイクロチャネルを通して行った
。マイクロ流体チップによって、分離、染色、脱染、検出およびユーザーの介入を全く必
要としない基礎データ解析を含めたいくつかの連続手順が可能となった。Ｅｘｐｅｒｉｏ
ｎ（商標）系によって、１０～２６０ｋＤａの大きさのタンパク質サンプルを、コロイド
クーマシーブルーＳＤＳ－ＰＡＧＥゲル染色に匹敵する高感度で分離し、定量化した。定
量化のために、Ｅｘｐｅｒｉｏｎ（商標）系は、Ｐｒｏ２６０ラダー、この系において使
用するために最適化されているＰｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ　Ｐｒｏｔｅｉｎ（商標）
標準物質の改変版を使用する。
【実施例１２】
【０１３５】
　蛍光顕微鏡分析
　感染細胞を、Ｌｅｉｃａ（商標）ＤＭＩＬ（商標）倒立蛍光顕微鏡でＧＦＰフィルター
を使用して６ウェル細胞培養プレート中で直接的に可視化した。
【実施例１３】
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【０１３６】
　蛍光定量的分析
　種々の量の組換えＧＦＰタンパク質を含有する感染細胞に由来する約２０μｇの総可溶
性タンパク質を分析し、Ｔｅｃａｎ（商標）ＧＥＮｉｏｓ（商標）（ＣＡ、ＵＳＡ）蛍光
プレートリーダー（励起［Ｅｘ］、４８５／発光［Ｅｍ］、５３５）によって定量化した
。
【実施例１４】
【０１３７】
　ウエスタンブロット解析
　組換えバキュロウイルスに感染した細胞からの総可溶性タンパク質画分（１０μｇ）を
、１５％のＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルで分離した。ゲルをクーマシーブルー染色法によって染
色するか、またはニトロセルロースメンブランにトランスファーした。ウエスタンブロッ
トを、１：１０００の抗ＧＦＰモノクローナル抗体ｍａｂ２５１５（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ
（商標）、ＵＳＡ）またはアクチン抗血清（２０－３３；Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ（
商標））を用いて探索し、免疫複合体は、二次抗体として、それぞれ、１：２，０００希
釈した抗マウスＩｇＧ西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）標識コンジュゲート（ＫＰ
Ｌ（商標）、ＵＫ）を用いて、または１：２，０００希釈した抗ウサギＩｇＧ西洋ワサビ
ペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）標識コンジュゲート（ＫＰＬＴＭ、ＵＫ）によって示された
。タンパク質バンドは、ＥＣＬウエスタンブロッティング検出系を使用して検出し、Ｃｈ
ｅｍｉＤｏｃ（商標）ＸＲＳゲルイメージングシステム（Ｂｉｏ－Ｒａｄ（商標）、ＵＳ
Ａ）によって分析した。
【実施例１５】
【０１３８】
　ｐＢ２　ＤＮＡ断片におけるプロモーター配列の限界の設定
　ＢＪＨＳＰ－２遺伝子（ｐＢ２）の上流のＤＮＡ領域を、これまでに報告されたＢＪＨ
ＳＰ２配列（ＧｅｎＢａｎｋ受託番号Ｕ４１６４０）に基づいてＴ．ｎｉ昆虫ＤＮＡから
ＰＣＲ増幅した。２つの挿入、８つの欠失ならびに１７の突然変異を含む増幅されたＤＮ
Ａ領域は、注釈がつけられた配列（配列番号３４）とはいくつかの面で異なっていた。種
々のバイオインフォマティクス分析を使用して、ホルモン応答エレメントと関連する６つ
の推定結合部位が、ｐＢ２配列に沿って見られ、そのうち４つが、推定エクジソン応答エ
レメント（ＥｃＲ）に対応し、それらの３つが推定Ｂｒｏａｄ－Ｃｏｍｐｌｅｘ部位（Ｂ
ｒ－Ｃ）に対応していた（図９ＡおよびＢ）。
【０１３９】
　転写活性に必須の調節領域および潜在的なホルモン調節エレメントの関連性を決定する
ために、ｐＢ２末端切断型配列を分析した（断片ｐＢ２９）（図９Ｂ）。ｐＢ２およびｐ
Ｂ２９断片の両方とも、バキュロウイルスベクターにクローニングし、ＧＦＰリポーター
タンパク質を使用してそのプロモーター活性について試験した。図９Ｂは、あらゆる断片
を用いて得られ、蛍光定量的分析によって定量化されたＧＦＰ発現レベルを示す。驚くべ
きことに、ｐＢ２９断片は、２つの推定Ｂｒ－Ｃ結合部位を欠いていても、親の全長ｐＢ
２よりも強いプロモーター活性を示した（図９Ｂ）。
【実施例１６】
【０１４０】
　ｐＢ２またはｐＢ２９および従来のバキュロウイルスプロモーター間の相乗性協同作用
　ｐＢ２またはｐＢ２９配列および従来のバキュロウイルスプロモーターｐｏｌｈまたは
ｐ１０を含む種々のキメラプロモーターを構築し、その結果、組合せｐＢ２ｐｏｌｈ、ｐ
ｏｌｈｐＢ２、ｐＢ２ｐ１０、ｐ１０ｐＢ２およびｐＢ２９ｐ１０が得られた。それらの
すべてを使用して、組換えバキュロウイルスを作製し、そのプロモーター特徴について試
験した。感染の２４時間後に、ｐｏｌｈｐＢ２およびｐＢ２９ｐ１０ハイブリッドプロモ
ーターによって駆動されるＧＦＰタンパク質発現は、従来のプロモーターｐｏｌｈまたは
ｐ１０を使用するよりも高かった（図１０Ａ）。興味深いことに、キメラプロモーターｐ
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ｏｌｈｐＢ２の制御下でのＧＦＰ発現は、感染後４８時間で低下し、キメラプロモーター
ｐＢ２９ｐ１０の制御下で発現されたＧＦＰは、時間に沿って、ｐｏｌｈプロモーターを
使用することによって得られたものよりもかなり高いレベルに増大した（図１０Ｂ）。キ
メラプロモーターｐＢ２ｐ１０は、感染後４８時間で最大ＧＦＰ発現レベルを示したが、
発現増大は、その後の時間では直線的ではなかった（図１０Ｂ）。結論として、ハイブリ
ッドプロモーターｐＢ２９ｐ１０は、ｐｏｌｈまたはｐ１０プロモーター単独よりも早期
に強力であった。
文献
【０１４１】
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