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(57)【要約】
可溶性ランダムポリペプチドのライブラリーを作製するための方法および組成物が提供さ
れる。この方法では、ポリペプチド中の親水性残基の分率が、ポリペプチド構築物の溶解
度を維持するために制御される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
可溶性ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに連結された当該可溶性ポリペプチ
ドのライブラリーを作製する方法であって、
複数のポリヌクレオチドを合成するステップ、
前記ポリヌクレオチドから、コードされたポリペプチドを産生するステップ、および
各ポリペプチドを、そのポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに連結するステッ
プ
を含み、各ポリペプチド中の親水性または表面適合性アミノ酸残基の割合は、そのポリ
ペプチドが可溶性になるように選択される方法。
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【請求項２】
前記ポリペプチドが長さ約１００アミノ酸残基である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記ポリヌクレオチドが、キャップなしトリマーホスホラミダイトを使用して合成され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記ポリヌクレオチドが終止コドンを含まない、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
可溶性ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに連結され、請求項１に記載の方法
によって作製された、当該可溶性ポリペプチドのライブラリー。
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【請求項６】
ファージライブラリーである、請求項５に記載のライブラリー。
【請求項７】
真核生物細胞中に存在する、請求項５に記載のライブラリー。
【請求項８】
リボソームディスプレイライブラリーである、請求項５に記載のライブラリー。
【請求項９】
ＲＮＡディスプレイライブラリーである、請求項５に記載のライブラリー。
【請求項１０】
プラスミドディスプレイライブラリーである、請求項５に記載のライブラリー。

30

【請求項１１】
各ポリペプチド中の親水性または表面適合性アミノ酸残基の割合が、以下の式：
【数１】

を使用して選択され、式中、Ｎ＝分子中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性または表面適合
性アミノ酸の分率であり、ｙは、０．０１、０．０２、０．０３、０．０４および０．０
５からなる群より選択される、請求項１に記載の方法。
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【請求項１２】
各ポリペプチド中の親水性または表面適合性アミノ酸残基の割合が、以下の式：
【数２】

を使用して選択され、式中、Ｎ＝各ポリペプチド中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性また
は表面適合性アミノ酸の分率である、請求項１に記載の方法。
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【請求項１３】
各ポリペプチド中の親水性または表面適合性アミノ酸残基の割合が、以下の式：
【数３】

を使用して選択され、式中、Ｎ＝各ポリペプチド中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性また
は表面適合性アミノ酸の分率である、請求項１２に記載の方法。
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【請求項１４】
親水性または表面適合性アミノ酸残基が、Ａｓｐ、Ａｒｇ、Ｓｅｒ、Ｇｌｎ、Ａｓｎ、
Ｌｙｓ、Ｇｌｕ、Ｇｌｙ、Ｐｒｏおよびそれらの組合せからなる群より選択される、請求
項１から４または１１から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
親水性または表面適合性アミノ酸残基が、Ａｒｇ、Ｌｙｓ、Ａｓｎ、Ｈｉｓ、Ｐｒｏお
よびＡｓｐならびにそれらの組合せからなる群より選択される、請求項１から４または１
１から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
少なくとも１つのプロリンまたはグリシン残基が各ポリペプチドに含まれる、請求項１
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から４または１１から１３のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
本願は、２００７年２月１２日出願の米国仮特許出願第60/900869号の優先権を主張す
る。この優先出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
発明の背景
発明の分野
本発明は、可溶性ランダムポリペプチドのライブラリーを作製するための組成物および
方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
関連技術の説明
タンパク質のｉｎ

ｖｉｔｒｏ進化は、所望の特性を有し得るタンパク質の出発集団が

、改善された特性を有するタンパク質を進化させるために、選択および変異の回を重ねて
受けるプロセスである。例えば、タンパク質を、レセプターなどの標的に対するその結合
特性に関して選択することができる。タンパク質は、ＲＮＡディスプレイ、リボソームデ
ィスプレイ、ファージディスプレイなどにおけるように、それらをコードするポリヌクレ
オチドに連結され得るものであり、所望の特性を有するタンパク質のサブセットの回収後
、そうしたタンパク質をコードするポリヌクレオチドは、さらなる選択回で使用するため
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のタンパク質集団を得るために、変異を受け得る。このようにして、特性の改善されたタ
ンパク質が、進化によって迅速に取得し得る。タンパク質のこのようなｉｎ

ｖｉｔｒｏ

進化を達成するための系は、例えば、米国特許出願第11/415,844号（その全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる）に開示されている。
【０００３】
しばしば、タンパク質が大きな可溶性構成体（それ自体のｍＲＮＡなど）に結合してい
る場合、その構成体は、溶液中で結合体を維持するための溶解度タグとして作用する。こ
のような場合、タンパク質はタグから解離すると、溶解できなくなる。この進化段階は、
溶解度に基づく１つまたは複数の選択ステップを使用しなかったので、その結果はほとん
ど使用できない恐れがある。したがって、機能的選択をするための可溶性タンパク質構築
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物のライブラリーの構築は、重要性を増してきた（Eur. J. Biochem. 271, 1595‑1608; F
EBS 2004）。終止コドンを欠くライブラリーは構築できるが、そのようなライブラリーは
必ずしも可溶性ではないタンパク質を提供する。１つの顕著な例において、Choらはある
ライブラリーを構築し、そこから、それ自体のｍＲＮＡに結合したＡＴＰ結合タンパク質
を選択した。しかし、それ自体の結合したｍＲＮＡから離れると、こうして選択したタン
パク質は非常に不溶性となった。Cho, G., Keefe, A.D., Liu,R., Wilson, D.S.、および
Szostak, J. W. (2000) J. Mol. Biol. 297, 309‑319（その全体が参照により本明細書に
組み込まれる）。各クローンは、一部だけが折り畳まれ機能的なようであった。該タンパ
ク質自体は、遊離タンパク質として発現した場合、凝集する傾向がある。これらのタンパ
ク質の選択は、ｍＲＮＡ−ｃＤＮＡテイルにより付与された改善された溶解度により促進
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された可能性があるとの仮説が立てられ、これは、このような配列が典型的なファージデ
ィスプレイ選択において見出されないであろうことを示す。Takahashi, T.ら、TRENDS in
Biochemical Sciences, Vol.28, No.3, 2003年3月（その全体が参照により本明細書に組
み込まれる）。Choらが記載した方法は、１０９アミノ酸の構築物を使用しており、その
うち８０アミノ酸はランダムであった。Cho, G., Keefe, A. D., Liu, R., Wilson, D. S
.およびSzostak, J. W. (2000) J. Mol. Biol. 297, 309‑319。Choらの方法では、コドン
を偏らせることは含まれていなかった。構築物末端の２９アミノ酸は同定されてなかった
が、それらが顕著に偏ったものでない限り、この集団が概して可溶性であると予測するこ
とは不可能であろう。
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【０００４】
機能的クローンの不溶性は、広大な配列空間で折り畳まれかつ機能的なタンパク質の相
対的な不足をおそらく反映していると示唆されている。Takahashi, T.ら、TRENDS in Bio
chemical Sciences, Vol.28, No.3, 2003年3月。したがって、可溶性タンパク質および可
溶性タンパク質のライブラリーを調製する方法が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願第11/415,844号
【非特許文献】
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【０００６】
【非特許文献１】Eur. J. Biochem. 271, 1595‑1608; FEBS 2004
【非特許文献２】Cho, G., Keefe, A.D., Liu,R., Wilson, D.S.
【非特許文献３】Szostak, J. W. (2000) J. Mol. Biol. 297, 309‑319
【非特許文献４】Takahashi, T.ら、TRENDS in Biochemical Sciences, Vol.28, No.3, 2
003年3月
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
発明の概要
一実施形態において、可溶性ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに連結された
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当該可溶性ポリペプチドのライブラリーの作製方法が提供され、この方法は、複数のポリ
ヌクレオチドを合成するステップ、これらのポリヌクレオチドから、コードされたポリペ
プチドを産生するステップ、および各ポリペプチドを、そのポリペプチドをコードするポ
リヌクレオチドに連結するステップを含み、各ポリペプチド中の親水性または表面適合性
アミノ酸残基の割合は、そのポリペプチドが可溶性になるように選択される。
【０００８】
さらなる実施形態において、このポリペプチドは、長さ約１００アミノ酸残基となるこ
とができる。さらなる実施形態において、このポリヌクレオチドは、キャップなしトリマ
ーホスホラミダイト（ｕｎｃａｐｐｅｄ

ｔｒｉｍｅｒ

ｐｈｏｓｐｈｏｒａｍｉｄｉｔ

ｅｓ）を使用して合成され得る。さらなる実施形態において、このポリヌクレオチドは終
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止コドンを含まない。
【０００９】
さらなる実施形態において、親水性または表面適合性アミノ酸残基は、Ａｓｐ、Ａｒｇ
、Ｓｅｒ、Ｇｌｎ、Ａｓｎ、Ｌｙｓ、Ｇｌｕ、Ｇｌｙ、Ｐｒｏおよびそれらの組合せから
なる群より選択され得る。さらなる実施形態において、親水性または表面適合性アミノ酸
残基は、Ａｒｇ、Ｌｙｓ、Ａｓｎ、Ｈｉｓ、ＰｒｏおよびＡｓｐならびにそれらの組合せ
からなる群より選択され得る。さらなる実施形態において、少なくとも１つのプロリンま
たはグリシン残基が各ポリペプチドに含まれ得る。
【００１０】
さらなる実施形態において、各ポリペプチド中の親水性または表面適合性アミノ酸残基
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の割合は、以下の式：
【００１１】
【数１】

【００１２】
を使用して選択でき、式中、Ｎ＝分子中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性または表面適合
性アミノ酸の分率であり、ｙは、０．０１、０．０２、０．０３、０．０４および０．０
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５からなる群より選択される。
【００１３】
さらなる実施形態において、各ポリペプチド中の親水性または表面適合性アミノ酸残基
の割合は、以下の式：
【００１４】
【数２】

30
【００１５】
を使用して選択でき、式中、Ｎ＝各ポリペプチド中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性アミ
ノ酸の分率である。
【００１６】
さらなる実施形態において、各ポリペプチド中の親水性または表面適合性アミノ酸残基
の割合は、以下の式：
【００１７】
【数３】
40

【００１８】
を使用して選択でき、式中、Ｎ＝各ポリペプチド中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性アミ
ノ酸の分率である。
【００１９】
一実施形態において、可溶性ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに連結された
当該ポリペプチドのライブラリーが提供され、このライブラリーは、以下のステップ：複

50

(6)

JP 2010‑517583 A 2010.5.27

数のポリヌクレオチドを合成するステップ、これらのポリヌクレオチドから、コードされ
たポリペプチドを産生するステップ、および各ポリペプチドを、そのポリペプチドをコー
ドするポリヌクレオチドに連結するステップを含み、各ポリペプチド中の親水性または表
面適合性アミノ酸残基の割合は、そのポリペプチドが可溶性になるように選択されること
を含む方法によって作製された、可溶性ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに連
結された当該可溶性ポリペプチドのライブラリーを含む。
【００２０】
さらなる実施形態において、このライブラリーはファージライブラリーとなることがで
きる。さらなる実施形態において、請求項のライブラリーは、真核生物細胞内に存在し得
る。さらなる実施形態において、このライブラリーは、リボソームディスプレイライブラ
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リーとなることができる。さらなる実施形態において、このライブラリーは、ＲＮＡディ
スプレイライブラリーとなることができる。さらなる実施形態において、このライブラリ
ーはプラスミドディスプレイライブラリーとなることができる。さらなる実施形態におい
て、このポリヌクレオチドは終止コドンを含まない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】疎水性アミノ酸分率による、長さ１００アミノ酸のタンパク質の集団の分布を示
す図である。
【図２】開示された実施形態のいくつかの間に生じ得る種々の可能なステップを記載する
20

フローチャートを示す図である。
【００２２】
図面の簡単な説明
図１は、疎水性アミノ酸分率による、長さ１００アミノ酸のタンパク質の集団の分布を
示す図である。およそ６１のセンスコドンの比率である、５０％の親水性アミノ酸および
５０％の疎水性アミノ酸の集団から配列が選択される場合。Min‑yi Shen, Fred P. Davis
, Andrej Sali; The optimal size of a globular protein domain: A simple sphere‑pa
cking model; Chemical Physics Letters 405 (2005) 224‑228)より。
【００２３】
図２は、開示された実施形態のいくつかの間に生じ得る種々の可能なステップを記載す
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るフローチャートを示す図である。
【００２４】
好ましい実施形態の詳細な説明
本開示は、本来的に可溶性のランダムポリペプチドのライブラリーを生成するための組
成物および方法に関する。種々の実施形態において、可溶性タンパク質のライブラリーを
調製するための方法が提供される。有利なことに、本明細書に開示されるライブラリーは
、種々の異なる形式（ＲＮＡディスプレイ、リボソームディスプレイ、ファージディスプ
レイなどを含む）を取ることができる。本明細書に記載されるいくつかの実施形態は、ポ
リペプチド中に存在する疎水性アミノ酸に対する親水性アミノ酸の比率を制御することに
よる、可溶性ポリペプチドの調製に関する。本明細書に記載されるいくつかの実施形態は
、ポリペプチド中の表面適合性アミノ酸の含量を制御することによる、可溶性ポリペプチ
ドの調製に関する。本明細書に開示される種々の実施形態において、ｉｎ
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ｖｉｔｒｏ進

化の可溶性産物の選択のための方法が提供される。本明細書に記載される種々の実施形態
は、可溶性ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに連結された当該可溶性ポリペプ
チドの調製に関する。
【００２５】
当業者に理解されるとおり、可溶性ポリペプチドを作製する能力は、広範な種々の適用
において大きな利益（例えば、選択系へのアクセスしやすさの増加を含む）を有し得る。
本明細書に開示される方法およびそのような方法によって生成されるライブラリーは、例
えば、所望の特性を有するポリペプチドを開発するためのｉｎ

ｖｉｔｒｏ進化プロセス

において有用である。このような特性には、例えば、標的タンパク質（例えばレセプター
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）への結合の増大またはワクチンに使用されるポリペプチドの開発が含まれる。
【００２６】
上記およびさらなる実施形態は、本明細書で使用する用語の一部について定義を簡単に
考察した後、以下により詳細に考察する。
【００２７】
本明細書で使用される各項の見出しは、編成だけを目的としており、記載する主題を限
定するものと決して解釈すべきでない。本出願中に引用されるすべての文献および同様の
資料（特許、特許出願、記事、書籍、論文およびインターネットウェブページが含まれる
が、これらに限定されない）は、任意の目的のために、その全体が参照により明示的に組
み込まれる。組み込まれた文献中の用語の定義が、本教示に示す定義と異なるように思わ
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れる場合には、本教示に示す定義が優先するものとする。本教示中で議論される温度、濃
度、時間などの前には暗黙の「約」が存在し、わずかで実質的でない逸脱は、本明細書の
教示の範囲内であると理解される。本出願において、単数形の使用は、そうでないと特に
示されない限り複数形を含む。また、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ、ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ、
ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ、ｃｏｎｔａｉｎ、ｃｏｎｔａｉｎｓ、ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ、ｉ
ｎｃｌｕｄｅ、ｉｎｃｌｕｄｅｓおよびｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」の使用は、限定を意図す
るものではない。上記の一般的説明および以下の詳細な説明の両方は、例示および説明の
みであり、本発明を制限しないことが理解されるべきである。
【００２８】
他に定義がない場合、本明細書に記載される本発明に関連して使用される科学用語およ

20

び技術用語は、当業者が一般的に理解している意味を有するものとする。さらに、文脈が
他を要求しない限り、単数形の用語は複数形を含むものとし、複数形の用語は単数形を含
むものとする。本明細書に提供する実施形態に従って利用する場合、以下の用語は、別途
指示がない限り、以下の意味を有すると理解するものとする。
【００２９】
用語「タンパク質」、「ペプチド」および「ポリペプチド」は、任意の形態（例えば、
Ｄ−アミノ酸またはＬ−アミノ酸、ペプチド結合を介して重合可能な合成または修飾アミ
ノ酸など）のアミノ酸を含む２つ以上の単位のポリマー分子を意味すると本明細書で定義
され、これらの用語は、本明細書で互換的に使用し得る。
30

【００３０】
用語「連結された」とは、本明細書で使用する場合、結合していることを意味する。本
明細書に記載されるような連結された構成体は、そうである必要はないが、互いに物理的
に直接接続することができる。いくつかの実施形態において、連結された構成体は、互い
に物理的に直接結合される。直接的な物理的連結の一例は、ポリペプチド−ｍＲＮＡ融合
物である。直接的な物理的連結の別の例は、ｍＲＮＡを、そのｍＲＮＡから合成されたポ
リペプチドに連結させるリボソームである。他の実施形態において、構成体同士は、同じ
ファージ、リボソームまたは細胞との結合によって間接的に連結できるが、必ずしも互い
に物理的に直接結合していない。間接的連結の例には以下が含まれるがこれらに限定され
ない：ポリヌクレオチドを含み、そのポリヌクレオチドがコードするポリペプチドを発現
しているファージ、およびポリヌクレオチドを含み、そのポリヌクレオチドがコードする

40

ポリペプチドを発現している細胞。
【００３１】
用語「表面適合性」は、本明細書で使用する場合、ポリペプチドの不溶性に実質的に寄
与せずにそのポリペプチドの表面に存在できることを意味する。アミノ酸Ａｓｐ、Ａｒｇ
、Ｓｅｒ、Ｇｌｎ、Ａｓｎ、Ｌｙｓ、Ｇｌｕ、ＧｌｙおよびＰｒｏは、「表面適合性」と
みなされる。
【００３２】
「ヌクレオチド」とは、モノマー単位としての、または核酸内の、ヌクレオシドのリン
酸エステルをいう。「ヌクレオチド５

−三リン酸」とは、５

位に三リン酸エステル基

を有するヌクレオチドをいい、しばしば、リボース糖の構造的特徴を特に指摘するために
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、「ＮＴＰ」または「ｄＮＴＰ」および「ｄｄＮＴＰ」と示される。三リン酸エステル基
は、種々の酸素の硫黄置換を含み得る（例えば、α−チオ−ヌクレオチド５

−三リン酸

）。核酸化学の総説については、Shabarova, Z.およびBogdanov, A. Advanced Organic C
hemistry of Nucleic Acids, VCH, New York, 1994を参照のこと。
【００３３】
用語「核酸」とは、天然核酸、人工核酸、それらのアナログ、またはそれらの組合せを
いう。
【００３４】
本明細書で使用する場合、用語「ポリヌクレオチド」および「オリゴヌクレオチド」は
互換的に使用され、ヌクレオチドモノマーの一本鎖および二本鎖のポリマー（核酸）を意
味し、これには、ヌクレオチド間ホスホジエステル結合連結（例えば、３

−５

および

２

−５

、逆連結（ｉｎｖｅｒｔｅｄ

−３

および

５

−５

、分枝構造）によって連結された、２

ｌｉｎｋａｇｅ）、例えば、３

10

−デオキシリボヌクレオチド（核酸）

およびリボヌクレオチド（ＲＮＡ）、またはアナログ核酸が含まれるが、これらに限定さ
れない。ポリヌクレオチドは、Ｈ+、ＮＨ4+、トリアルキルアンモニウム、Ｍｇ2+、Ｎａ+
などの対イオンと結合している。ポリヌクレオチドは、全体がデオキシリボヌクレオチド
から構成できるか、全体がリボヌクレオチドから構成できるか、またはそれらのキメラ混
合物でもよい。ポリヌクレオチドは、核酸塩基および糖アナログを含み得る。ポリヌクレ
オチドのサイズは、典型的に、数モノマー単位（例えば、より一般に当技術分野でオリゴ
ヌクレオチドと頻繁に呼ばれる場合には５〜４０）から、数千モノマーヌクレオチド単位

20

までの範囲である。別に示されない限り、ポリヌクレオチド配列が示される場合はいつで
も、ヌクレオチドは、左から右に５

から３

の順であり、「Ａ」はデオキシアデノシン

を示し、「Ｃ」はデオキシシチジンを示し、「Ｇ」はデオキシグアノシンを示し、そして
「Ｔ」はチミジンを示すことが理解されよう。
【００３５】
用語「ｔＲＮＡ分子」は、本明細書で使用する場合、通常の意味を有し、また、安定な
アミノアシルｔＲＮＡアナログ（ＳＡＴＡ）、連結ｔＲＮＡアナログ（Ｌｉｎｋｉｎｇ
ｔＲＮＡ

Ａｎａｌｏｇ）およびナンセンスサプレッサーアナログも意味するものとする

が、これらのアナログはすべて本明細書に記載されている。ｔＲＮＡ分子には、ネイティ
ブｔＲＮＡ、合成ｔＲＮＡ、ネイティブｔＲＮＡと合成ｔＲＮＡとの組合せ、それらの任

30

意の修飾が含まれる。好ましい実施形態において、ｔＲＮＡは、リボソームペプチジルト
ランスフェラーゼにより新生ペプチドに接続され、ｔＲＮＡ分子のアンチコドンとＲＮＡ
メッセージのコドンとの間の紫外線誘発架橋を介してｍＲＮＡに接続される。これは、例
えば、チオウラシル、ブロモウラシルなどによって行われ得る。１つの好ましい実施形態
において、リンカーは、ｍＲＮＡの最後の翻訳可能なコドンまたは好ましくは選択したｔ
ＲＮＡアンチコドンのいずれかの上に予め配置した、ソラレンモノ付加体、非ソラレン架
橋剤、またはそれらのアナログもしくは修飾体から形成されたソラレン架橋である。好ま
しくは、ｔＲＮＡ終止アンチコドンが選択される。終止コドン／アンチコドン対は、全長
転写物のために選択する。当業者は、終止コドンを有さないｍＲＮＡも使用され得ること
、さらには、任意のコドンまたは核酸トリプレットが、本発明のいくつかの実施形態に従

40

って使用され得ることを、理解するであろう。天然に存在しないアンチコドンを有するｔ
ＲＮＡは、当技術分野で公知の方法に従って合成できる。
【００３６】
一実施形態において、ｔＲＮＡのアンチコドンは、ｍＲＮＡとの架橋を形成でき、この
架橋は、以下の１つまたは複数からなる群より選択される：２−チオシトシン、２−チオ
ウリジン、４−チオウリジン、５−ヨードシトシン、５−ヨードウリジン、５−ブロモウ
リジンおよび２−クロロアデノシン、アリールアジド、ならびにそれらの修飾またはアナ
ログ。これらの架橋剤は、Ａｍｂｉｏｎ，Ｉｎｃ．（Ａｕｓｔｉｎ、ＴＸ）、Ｄｈａｒｍ
ａｃｏｎ，Ｉｎｃ．（Ｌａｆａｙｅｔｔｅ、ＣＯ）および他の周知の科学材料製造業者か
ら市販されている。
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【００３７】
用語「偽終止コドン」は、天然にはナンセンスコドンではないが、メッセージがさらに
翻訳されるのを防ぐコドンを意味するように、本明細書で定義される。偽終止コドンは、
以下に記載するように、「安定なアミノアシルｔＲＮＡアナログ」即ちＳＡＴＡを使用す
ることによって、作製され得る。このように、偽終止コドンは、ＳＡＴＡによって認識さ
れ、ＳＡＴＡに結合するコドンである。偽終止コドンを作製する別の方法は、その偽コド
ンに相補的なアンチコドンを有する必要なｔＲＮＡが実質的に枯渇された、人工の系を作
製することである。したがって、翻訳は、存在しないｔＲＮＡが要求されるときに、例え
ば偽終止コドンで、停止する。
【００３８】

10

可溶性ポリペプチドのためのアミノ酸の選択
ポリペプチドに関する多くの用途が、水溶性を要する。本明細書に開示された方法を使
用して、可溶性ポリペプチドを産生するように偏らせたライブラリーを構築できる。
【００３９】
ポリペプチドの溶解度は、他のタンパク質特徴のなかでも、ポリペプチド中の疎水性残
基の割合およびそのポリペプチドの長さに依存する。一般に、ポリペプチドが可溶性とな
るには、ポリペプチドが、好ましくは、折り畳みの制約にかかわりなく、疎水性コアを被
覆するために利用可能な適切な数の親水性アミノ酸を有する。分子の体積に対する表面の
比率は、サイズの減少と共に増大するので、この比率は、異なるサイズまたは長さの配列
について異なるであろう。

20

【００４０】
単純なモデルは、偏りのないアミノ酸含量について、溶解度に最適なサイズが約１５０
アミノ酸であることを示している。Shen, M.‑ Y., Davis, F., Sali, A. Chemical Physi
cs Letters (2005) 405, pp.224‑228（その全体が参照により本明細書に組み込まれる）
。この２００５年の単純なモデルに従えば、長さ１０９アミノ酸のポリペプチドの少なく
とも９０％が、不溶性であると予測される。アミノ酸を、疎水性対親水性、または表面対
コア占有者とみなす場合、集団中の異なる比率の分布は、確率ｐおよび１−ｐとして２つ
の型のパーセンテージを有する二項分布として理解できる：
【００４１】
【数４】

30

【００４２】
式中、ｒは、配列中に存在する第１のクラスを示すアミノ酸数であり、（ｎ−ｒ）は第２
のクラスを示すアミノ酸数であり、ｎ＝配列の長さである。したがって、５０％の疎水性
アミノ酸および５０％の親水性アミノ酸を有するタンパク質集団について、ｎ＝１００の
ときの疎水性アミノ酸分率による母分布は、図１に示すように見える。

40

【００４３】
ポリペプチドの溶解度に影響を与える主な因子の１つは、水溶媒への疎水性アミノ酸の
露出である。溶解度の増大のために、ポリペプチドが、水溶媒から離れて位置づけられる
疎水性アミノ酸を有することが一般に所望される。これは、ある意味では、体積に対する
表面の比率の制約である。ポリペプチドが小さいほど、体積に対する表面の比率は大きく
なるであろう。体積に対する表面の比率は、タンパク質の長さによって変化するので、疎
水性アミノ酸に対する親水性アミノ酸の割合は、ポリペプチド中の総アミノ酸数に従って
、溶解度に向けてこの比率を偏らせるように、調整され得る。
【００４４】
完全に親水性アミノ酸のポリペプチド集団について、分子は完全に折り畳まれない状態
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でいることができるので、構造は存在しないであろう。これを、非常に低いがゼロではな
い疎水性アミノ酸分率を有する集団と比較すると、親水性アミノ酸残基の分布の仕方はよ
り少なく、親水性アミノ酸残基は疎水性アミノ酸残基を溶媒からなおも遮蔽する。ポリペ
プチドの疎水性アミノ酸分率が増大するにつれて、親水性アミノ酸残基の配置に対する制
約は増加し、したがって、構造化する傾向が高まる。この傾向は、「ランダムコイル」の
次に「本質的に無秩序なポリペプチド（ｉｎｔｒｉｎｓｉｃａｌｌｙ
ｅｄ

ｄｉｓｏｒｄｅｒ

ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ）」、次に「モルテングロビュール」、そして剛直な高度

に構造化したグロビュール、そして最終的には不溶性凝集体の順に、進む。したがって、
ポリペプチドの疎水性アミノ酸集団がゼロから１００％に増大するにつれ、ポリペプチド
の構造は以下のように変化する：構造なし→ランダムコイル→本質的に無秩序なポリペプ

10

チド→モルテングロビュール→剛直な高度に構造化されたグロビュール→不溶性凝集体。
【００４５】
一般に、所与の長さのポリペプチドについて、本質的に無秩序なポリペプチドに最適な
疎水性に対する親水性の比率が存在し、モルテングロビュールに関する比率については疎
水性に対する親水性の比率はより低く、剛直なグロビュールについての疎水性に対する親
水性の比率はさらにより低く、それを下回ると溶解度の機会はほとんどない。
【００４６】
可溶性ポリペプチドライブラリーの調製において、ポリペプチド中の疎水性アミノ酸残
基および親水性または表面適合性アミノ酸残基の分布は、ポリペプチドが可溶性になるよ
うに親水性または表面適合性アミノ酸の割合を選択することによって、溶解度に向かって

20

含量を偏らせるように選択できる。以下の式が、ポリペプチドが可溶性になるように親水
性または表面適合性アミノ酸残基の割合を選択するために使用され得る：
【００４７】
【数５】

【００４８】

30

式中、Ｎ＝ポリペプチド中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性または表面適合性アミノ酸の
分率である。この式は以下のように導出される：
【００４９】
【数６】

40

【００５０】
式中、Ｎ＝ポリペプチド中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性または表面適合性アミノ酸の
分率である。上記式を使用する一例において、Ｎ＝１００のとき、表面適合性アミノ酸の
割合は５８％であり、内側は４２％である。上記式を、親水性または表面適合性アミノ酸
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の割合を選択するためのガイドラインとして使用して、ポリペプチド中の疎水性アミノ酸
残基および親水性即ち「表面適合性」アミノ酸残基の分布の調整は、所望のレベルの溶解
度が達成されるまで実施され得る。
【００５１】
アミノ酸Ａｓｐ、Ａｒｇ、Ｓｅｒ、Ｇｌｎ、Ａｓｎ、Ｌｙｓ、Ｇｌｕ、ＧｌｙおよびＰ
ｒｏは、「表面適合性」とみなされる。親水性または表面適合性アミノ酸の割合を選択す
ることに加えて、アミノ酸の骨格における鋭い方向転換も、特にポリペプチドが小さくな
るにつれて、溶解度を補助することになろう。したがって、いくつかの実施形態において
、グリシンおよびプロリンの添加も、偏りの中に含めることができる。単純な結合ポリペ
プチドを含むいくつかの実施形態において、高い溶解度を有する緩いポリペプチド立体配

10

置が、しばしば適切であり得る。したがって、緩いポリペプチド立体配置および高い溶解
度が十分であるような状況では、必要な変異導入ステップはより少ない。より堅固でより
剛直なポリペプチド構造を要する他の実施形態では、溶解度の限界に向かってより近づく
ことが有用となり得る。言い換えると、いくつかの実施形態において、ポリペプチドがほ
ぼ不溶性になるように、ポリペプチド中の疎水性アミノ酸残基および親水性アミノ酸残基
の分布を調整することが所望され得る。これは、例えば、溶解度の限界により近いところ
から始めるか、さらなる回数変異導入を続けることによって、実施され得る。
【００５２】
およそ６１のセンスコドンの比率である、５０％の親水性アミノ酸および５０％の疎水
性アミノ酸の集団から配列が選択される場合、各変異導入ステップは、ポリペプチド中の

20

親水性アミノ酸および疎水性アミノ酸の割合を、ランダムコドントリプレットの平均に向
けて約１．５％変化させると概算される。これは、各配列につき平均して１変異の変異率
を前提とする。異なる比率は、割合における異なる変化を与える。
【００５３】
いくつかの実施形態において、以下の式が、ポリペプチドが可溶性になるように親水性
または表面適合性アミノ酸の割合を選択するために使用され得る：
【００５４】
【数７】
30

【００５５】
式中、Ｎ＝分子中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性または表面適合性アミノ酸の分率であ
り、ｙは約０、０．０１、０．０２、０．０３、０．０４または０．０５となり得る。
【００５６】
好ましい実施形態において、以下の式が、ポリペプチドが可溶性になるように親水性ま
たは表面適合性アミノ酸の割合を選択するために使用され得る：
【００５７】

40

【数８】

【００５８】
式中、Ｎ＝分子中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性または表面適合性アミノ酸の分率であ
る。
【００５９】
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他の好ましい実施形態において、以下の式が、ポリペプチドが可溶性になるように親水
性または表面適合性アミノ酸の割合を選択するために使用され得る：
【００６０】
【数９】

【００６１】

10

式中、Ｎ＝分子中のアミノ酸数であり、ｃ＝親水性または表面適合性アミノ酸の分率であ
る。
【００６２】
表面適合性アミノ酸の合わせた分率がｃをはるかに超える場合、そのポリペプチド集団
の剛直性が概して低下し、その立体配置に対する制約が減少することになろう。親水性ま
たは表面適合性アミノ酸の合わせた分率がｃに近づくにつれて、そのポリペプチドの剛直
性が高まり、折り畳まれ方が減少することになろう。
【００６３】
図２は、可溶性ポリペプチドのライブラリーを調製するための一実施形態を示す。長さ
約Ｎ残基の複数のランダムポリペプチドが、出発点として使用され得る（図２の１００）

20

。Ｎは、例えば、限定でなく、約２から約１０，０００アミノ酸までの任意の数などの、
アミノ酸残基の任意の数でもよい。いくつかの実施形態では、Ｎは、約１０〜約１０００
アミノ酸でもよい。他の実施形態では、Ｎは、約５０〜約５００アミノ酸でもよい。他の
実施形態において、Ｎは、約８０〜約１５０アミノ酸でもよい。他の実施形態において、
Ｎは、約５０、５１、５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、
６２、６３、６４、６５、６６、６７、６８、６９、７０、７１、７２、７３、７４、７
５、７６、７７、７８、７９、８０、８１、８２、８３、８４、８５、８６、８７、８８
、８９、９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９、１００、１０
１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１
１、１１２、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１１８、１１９または１２０で

30

もよい。割合ｃは、各ポリペプチド中のアミノ酸残基数であるＮに基づいて、以下のよう
に計算できる：
【００６４】
【数１０】

【００６５】

40

式中、Ｎ＝各ポリペプチド中のアミノ酸数である（図２の１１０）。各ポリペプチドにつ
いての親水性または表面適合性アミノ酸の新たな割合は、各ポリペプチドについて上記の
ように計算したｃとなるように選択される。各ポリペプチドのアミノ酸含量は、各ポリペ
プチド中の親水性または表面適合性アミノ酸の割合が（１１０）で上述のとおり計算した
ｃとなるように調整され、それによって可溶性ポリペプチドのライブラリーを提供する（
図２の１２０）。
【００６６】
したがって、可溶性ポリペプチドは、親水性または表面適合性アミノ酸の分率を選択す
ることによって設計され得る。一旦ポリペプチドのアミノ酸含量が選択されると、そのポ
リペプチドをコードするポリヌクレオチドが、当技術分野で公知の種々の方法を使用して
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合成され得る。ポリヌクレオチドの調製のための好ましい実施形態は、次の項に記載され
る。本明細書に記載されるように設計した可溶性ポリペプチドを調製するのに適切な他の
例示的方法は、Doi,N.ら、Protein Engineering, Design & Selection vol.18 no.6 pp.2
79‑284, 2005; Keefe, A. D.およびSzostak, J. W. (2001) Nature, 410, 715‑718; Yama
uchi, A.ら、(1998) FEBS Lett., 421, 147‑151.; Prijambada, I.ら、(1996) FEBS Lett
., 382, 21‑25.;ならびにDavidson, A.およびSauer, R. (1994) Proc. Natl Acad. Sci.
USA, 91, 2146‑2150（これらはすべて、参照によってその全体が本明細書に組み込まれる
）に提供されるが、限定ではない。いくつかの実施形態において、可溶性ポリペプチドを
コードするポリヌクレオチドは次いで、例えば、ポリヌクレオチドに連結された可溶性ポ
10

リペプチドのライブラリーを調製するために使用され得る。
【００６７】
ポリヌクレオチド調製
いくつかの実施形態において、可溶性ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドは、
所望のアミノ酸のためのコドンに対応するヌクレオチドトリプレットを使用して調製され
る。ポリヌクレオチドの合成は、当技術分野で公知の種々の方法を使用して実施され得る
。例えば、ポリヌクレオチドは、ホスホラミダイトを用いる方法を使用して、３

から５

へポリヌクレオチドを構築するための他の化学的方法を使用して、またはトリヌクレオ
チドおよび適切なリガーゼ（例えば、Ｔ４

ＤＮＡリガーゼまたはＲＮＡリガーゼ）を使

用して酵素的に、調製され得る。いくつかの実施形態において、ホスホラミダイト法が、
所望の長さまで酵素的にライゲーションされ得る短い配列を構築するために使用され得る

20

。
【００６８】
種々の実施形態において、ホスホラミダイト技術は、全長ポリヌクレオチドを作製する
ために使用され得る。いくつかの実施形態において、約１５０ヌクレオチドよりも長いオ
リゴの合成に適合する、例えば約１０００Åを超える孔サイズを有するＣＰＧ支持体を使
用することが有用となり得る。このようなＣＰＧ支持体は市販されている（例えば、３０
００ÅについてはＭｉｌｌｉｐｏｒｅおよび３−Ｐｒｉｍｅ、２０００ÅについてはＧｌ
ｅｎ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ）。トリヌクレオチドを一緒に付加するための種々の方法が、当

技術分野で公知である。
30

【００６９】
いくつかの実施形態において、ポリヌクレオチドは、修飾されたホスホラミダイト系を
使用して調製され得る。例えば、ポリヌクレオチドは、コドンホスホラミダイトなどの修
飾ホスホラミダイト、またはＤＮＡ合成装置における使用のために完全に保護されたヌク
レオチドトリマー（例えば、Ｂｉｏｌｙｔｉｃｓより市販される）を使用して調製され得
る。所望の疎水性／親水性比率でトリマーを混合することによって、配列のランダム部分
の合成の間に、この比率で繰り返して、貯蔵所から単純に付加できる。
【００７０】
トリマーホスホラミダイトのカップリング効率は、ほとんどのホスホラミダイト試薬に
ついての＞９９％と比較して、一般に８０〜９０％に過ぎない。無水酢酸によるキャッピ
ングが、リーディングフレームの変更を防止するために使用され得る。しかし、付加を受

40

容できない各配列が、無水酢酸でキャッピングされてさらなる反応から除外される場合、
損耗（ａｔｔｒｉｔｉｏｎ）が、多くの試薬の長さをひどく制限し得る。したがって、従
来の合成プロトコルで使用されるトリマーは、非常に短くなる傾向がある。しかし、リー
ディングフレームを変更しないでキャッピングステップを省くことは、より長い試薬を提
供し得る。キャッピングステップを、５

末端をさらなる付加のために空けておくステッ

プで置き換えることによって、さらなる付加が損耗なく可能になり得る。いくつかのプロ
トコルは、乾燥（例えば、Expedite 8900 Workstation Software User's Guideを参照の
こと）および側鎖修飾の調整（Pon, R.ら、(1986) Nuc. Acids Res. 14, 6453‑6470）な
どの他の機能のためにキャッピングを使用しているので、キャッピングステップを省く場
合には、さらなる手順が所望され得る。
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【００７１】
キャッピングステップの除去は、単一の長さの代わりに、キャッピングされていないさ
らなる長さの分布を生じ得る。この分布はまた、それぞれ０．８および０．２の確率（８
０％のカップリング効率を仮定）を有する付加対非付加の二項式に従うので、平均１００
のランダム付加を有するには、さらに１２５回のサイクルを実行することが必要となろう
。
【００７２】
いくつかの実施形態において、メチルイミジゾール（ｍｅｔｈｙｌｉｍｉｄｉｚｏｌｅ
）を用いる「モック」キャッピングステップおよび水性ではあるが無水酢酸キャッピング
試薬を用いないステップが、ランダムヌクレオチドのライブラリーを構築するために使用

10

され得る（Pon, R. T., Usman, N., Damha, M.およびOgilvie, K. K. (1986) Nuc. Acids
Res. 14, 6453‑6470; J. Scott EadieおよびD. Scott Davidson, Nucleic Acids Resear
ch 15: 8333‑8349 1987）。付加されたホスホラミダイトは、鎖の切断を後に導き得るグ
アニン塩基のＯ６に結合できるので、水性ステップが使用される。「モック」キャッピン
グステップまたは水性ステップは、グアニンから修飾を除去し、切断を防ぐ。
【００７３】
いくつかの実施形態において、ポリヌクレオチドは、意図したリーディングフレーム中
に終止コドンを含まない。
【００７４】
種々の実施形態において、可溶性ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドは、ポリ

20

ヌクレオチドに連結された可溶性ポリペプチドのライブラリーを調製するために使用する
ことができる。可溶性ポリペプチドは、例えば限定しないが、ＲＮＡディスプレイ、リボ
ソームディスプレイ、ファージディスプレイなどによって、それらをコードするポリヌク
レオチドに連結され得る。種々のライブラリー形式が、可溶性ペプチドライブラリーのた
めに使用することができる。
【００７５】
ライブラリー調製
本発明のライブラリーは、以下に記載されるものを含む多数の形式で調製することがで
きる。ライブラリー形式の各々について、可溶性ポリペプチドをコードするポリヌクレオ
チドは、可溶性ポリペプチドライブラリーの調製において使用され得る。このポリヌクレ

30

オチドは、上記項目に記載されるように、または当技術分野で公知の種々の方法によって
、合成することができる。
【００７６】
いくつかの実施形態において、可溶性ランダムポリペプチドをコードするｍＲＮＡに連
結された、終止コドンを欠くそのようなポリペプチドのライブラリーが、提供される。い
くつかの実施形態において、リボソームの解離後、これらのポリペプチド−ｍＲＮＡ融合
物に対して選択が実施され得る。例えば米国特許出願第11/415,844号（その全体が参照に
より本明細書に組み込まれる）に開示された方法が、ポリペプチド−ｍＲＮＡ融合物を作
製するために使用され得る。いくつかの実施形態において、例えば連結ｔＲＮＡアナログ
が、ｍＲＮＡをその同族ペプチドに接続するために使用できる。いくつかの実施形態にお

40

いて、連結ｔＲＮＡアナログは、例えば、アンチコドンループ上に配置された架橋剤を有
する、ネイティブまたは合成のｔＲＮＡ（またはネイティブ−合成ハイブリッドの組合せ
）でもよい。好ましくは、この架橋剤は、共有結合を介してアンチコドンループに結合さ
れる。いくつかの実施形態において、連結ｔＲＮＡアナログは、リボソームペプチジルト
ランスフェラーゼの作用を介して、その３
。３

アミノアシル部分に新生ペプチドを受容する

アミノアシル部分は、そのｔＲＮＡにとってネイティブでもよく、または合成によ

り導入することができる。いくつかの実施形態において、メッセージは、ｔＲＮＡが結合
したコドン（連結コドン）を越えては翻訳されないので、ペプチドとｔＲＮＡとの間のエ
ステル結合は、リボソームペプチジルトランスフェラーゼから保護される。したがって、
リボソームペプチジルトランスフェラーゼは、ｔＲＮＡからペプチドを開放することがで
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きない。したがって、本発明のいくつかの実施形態において、ｔＲＮＡとペプチド鎖との
間のエステル結合は、ピューロマイシンの必要性を避けるのに十分に頑丈である。連結ｔ
ＲＮＡアナログとペプチドとの間の接続は、エステル結合を介して連結される場合、翻訳
されたメッセージを、連結コドンを越えて「翻訳できない」ようにすることによって、リ
ボソームペプチジルトランスフェラーゼによる解離から保護される。有利なことに、メッ
セージは次いで、さらなる同定、選択および進化のために、そのペプチドに安定に結合さ
れる。別の利点は、合成または修飾されたｔＲＮＡを、連結ｔＲＮＡアナログを使用する
いくつかの実施形態において使用する必要がないということである。
【００７７】
いくつかの特定の実施形態において、ｔＲＮＡは、３

末端が未修飾であるという意味

10

で未修飾であり、アンチコドンループ上には軽微な修飾を有しても有さなくてもよい。多
くの実施形態において、未修飾のネイティブｔＲＮＡ（特に、３

末端が未修飾）が使用

でき、したがって、この系を、とりわけ、コスト効果をよりよくし、より効率的にし、よ
り迅速にし、エラーを起こりにくくし、かなり高い収率を生じることを可能にする。以下
の理論に拘束されることを望まないが、ピューロマイシン（または類似のリンカー）の存
在は、いくつかの場合には低い収率を生じ得る。なぜなら、ピューロマイシンは、伸長因
子のｔＲＮＡとの相互作用を妨害し、したがって収率に影響を与えるからである。さらに
、伸長因子は、ピューロマイシン（または類似のリンカー）によって妨害されない場合、
動的なプルーフリーディングを達成でき、それによってエラー率を低下させる。
20

【００７８】
上記ＲＮＡディスプレイライブラリー形式に加えて、多数の細胞ベースのライブラリー
法が、可溶性ポリペプチドライブラリーに利用可能である（例えば、ファージ（Smith, G
. P. (1985) Science 228 1315‑1317）、細菌（Georgiou, G.ら、(1993) TIBTECH 11 6‑1
0）および動物ウイルス（Kasahara, Nら、(1994) Science 266, 1373‑1376）の表面上）
。ファージディスプレイでは、タンパク質またはペプチドは、コートタンパク質への融合
物としてファージの表面上に個々に発現され、一方で同じファージ粒子が、そのタンパク
質またはペプチドをコードするＤＮＡを保有する。ファージの選択は、特定のファージが
単離およびクローニングされるのを可能にし、そのタンパク質またはペプチドに関するＤ
ＮＡが回収および増殖または発現されるのを可能にする、タンパク質またはペプチドの認
識を含む特異的結合反応を介して達成される。

30

【００７９】
本明細書に開示される可溶性タンパク質ライブラリーに適した別のライブラリー形式は
、リボソームディスプレイである。この形式は、コード化ｍＲＮＡとの安定な複合体もま
た形成されるような、リボソーム表面上での新生形態でのポリペプチドのディスプレイを
含む；この複合体は、タンパク質またはペプチドに対するリガンドおよび単離されたｍＲ
ＮＡの逆転写によって得られる遺伝情報を用いて選択される。これは、リボソームディス
プレイまたはポリソームディスプレイとして知られる。このような方法の説明は、Ｇ．Ｋ
ａｗａｓａｋｉ／Ｏｐｔｅｉｎ

Ｉｎｃ．に付与された２つの米国特許（Kawasaki, G.、

米国特許第5,643,768号、Cell free synthesis and isolation of novel genes and poly
peptides (1997年7月1日)および同第5,658,754号(1997年8月19日)であり、その全体が参
照により本明細書に組み込まれる）中に見出され得る。
【００８０】
上記の種々のデバイスおよび系は、本発明を実施するための多数の方法を提供する。記
載されたすべての目的または利点が、必ずしも本明細書に記載された任意の特定の実施形
態に従って達成され得るわけではないことを理解すべきである。また、本発明は、特定の
実施形態および例との関連で開示されてきたが、本発明が、具体的に開示された実施形態
を越えて、他の代替的実施形態および／または使用ならびにその明らかな改変および均等
物まで及ぶことが、当業者には理解されよう。したがって、本発明は、本明細書の好まし
い実施形態の具体的な開示によって限定されることを意図しない。
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【図２】
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BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW
(72)発明者 ウィリアムズ、 リチャード ビー．
アメリカ合衆国 ９１０３０−３１５８ カリフォルニア州 サウス パサデナ オレンジ グロ
ーブ アヴェニュー １１０４
Ｆターム(参考) 4B024 AA20 CA01 CA12 DA01 DA02 DA05 DA11 EA03 HA01
4B064 AG01 CA12 CA19 CC24 DA20
4H045 AA20 AA50 CA01 CA10 CA30 CA40 CA50 FA74
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