
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遺伝子型と表現型の対応付け分子と、Ｃ末端がピューロマイシン又はその誘導体を含む
Ｃ末端ラベル化剤によりラベル化されたＣ末端ラベル化蛋白質との相互作用によって形成
される複合体 であって、
　対応付け分子を構成する蛋白質部分以外の部分および該Ｃ末端ラベル化剤がそれぞれ相
互作用解析に必要な修飾を受けており、
　対応付け分子は、スペーサーを介して蛋白質とそれをコードする mRNAを連結した対応付
け分子であり、該対応付け分子のスペーサーに対応付け分子間の相互作用解析に必要な修
飾を有し、
　 無細胞翻訳系で、Ｃ末端ラベル化剤の存在下で、該 mRNAと該Ｃ末端ラベル化
蛋白質の蛋白質をコードする mRNA 翻訳 ことにより対応付け分子とＣ末端ラベル化
蛋白質 同時に生成 、 生成した対応付け分子とＣ末端ラベル
化蛋白質との間で相互作用することで該複合体は形成され、無細胞翻訳系におけるＣ末端
ラベル化剤の濃度が、該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化効率に十分で、かつ該対応付け
分子の形成を阻害しない範囲である、
　 。
【請求項２】
　 一種類の対応付け分子と一種類のＣ末端ラベル化蛋白質から構成され、該
対応付け分子が含む蛋白質と該Ｃ末端ラベル化蛋白質が同一あるいは異なる、請求項１記

10

20

JP 4030019 B2 2008.1.9

を形成する方法

該方法は、
を させる

を させることを含み それにより

該方法

該複合体が、



載の 。
【請求項３】
　該複合体が一種類の対応付け分子と二種類以上のＣ末端ラベル化蛋白質から構成される
、請求項１記載の 。
【請求項４】
　相互作用解析に必要な修飾が検出用修飾および分離用修飾である請求項１～３のいずれ
か１項に記載の 。
【請求項５】
　該対応付け分子がスペーサーに検出用修飾を有する、請求項４記載の 。
【請求項６】
　該対応付け分子がスペーサーに分離用修飾を有する、請求項４記載の 。
【請求項７】
　該対応付け分子がスペーサーに検出用修飾および分離用修飾を有する、請求項４記載の

。
【請求項８】
　該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化剤が検出用修飾を有する、請求項１～７のいずれか
１項に記載の 。
【請求項９】
　該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化剤が分離用修飾を有する、請求項１
～７のいずれか１項に記載の 。
【請求項１０】
　該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化剤が検出用修飾および分離用修飾を有する、請求項
１～７のいずれか１項に記載の 。
【請求項１１】
　分離用修飾として蛍光性物質を有する、請求項６記載の 。
【請求項１２】
　検出用修飾として固定化物質を有する、請求項７記載の 。
【請求項１３】
　検出用修飾として蛍光性物質および分離用修飾として固定化物質を有する、請求項７記
載の 。
【請求項１４】
　検出用修飾として蛍光性物質を有する、請求項８記載の 。
【請求項１５】
　分離用修飾として固定化物質を有する、請求項９記載の 。
【請求項１６】
　検出用修飾として蛍光性物質および分離用修飾として固定化物質を有する、請求項１０
記載の 。
【請求項１７】
　対応付け分子がスペーサーに Cy5を有する場合は、該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化
剤がローダミングリーンを有する、請求項１１または１３記載の 。
【請求項１８】
　対応付け分子がスペーサーにローダミングリーンを有する場合は、該Ｃ末端ラベル化蛋
白質のラベル化剤が Cy5を有する、請求項１１または１３記載の 。
【請求項１９】
　固定化物質がビオチンである、請求項１２、１３、１５及び１６のいずれか１項に記載
の 。
【請求項２０】
　対応付け分子から mRNAが除去されている、請求項１～１９のいずれか１項に記載の
。
【請求項２１】
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　請求項１～２０ に記載
複合体を形成 蛋白質間相互作用の解析方法であって、対応付け分子

を固定化することを特徴とする、解析方法。
【請求項２２】
　請求項１～２０ に記載

複合体を形成 蛋白質間相互作用の解析方法であって、対応付け分子
を固定化しないことを特徴とする蛋白質間相互作用の解析方法。
【請求項２３】
　 RIもしくは蛍光イメージングアナライズ法による、または DNAチップもしくはプロテイ
ンチップを用いる、請求項２１記載の解析方法。
【請求項２４】
　蛍光相互相関分析法による、請求項２２記載の解析方法。
【請求項２５】
　複数の、遺伝子型と表現型の対応付け分子を含み、該対応付け分子間の相互作用によっ
て形成される複合体 、
　対応付け分子間の相互作用解析に必要な修飾を、対応付け分子を構成する蛋白質部分以
外の部分に有し、
　対応付け分子は、スペーサーを介して蛋白質とそれをコードする mRNAを連結した対応付
け分子であり、かつ該対応付け分子のスペーサーに、対応付け分子間の相互作用解析に必
要な修飾を有し、
　 無細胞翻訳系で複数の mRNA 翻訳 ることにより複数の対応付け分子 同
時に生成 、 生成した対応付け分子間で相互作用することで該
複合体が形成される、
　 。
【請求項２６】
　 同一あるいは異なる蛋白質を含む２種類の対応付け分子からなる、請求項２
５記載の 。
【請求項２７】
　 同一あるいは異なる蛋白質を含む３種類以上の対応付け分子からなる、請求
項２５記載の 。
【請求項２８】
　相互作用解析に必要な修飾が検出用修飾および分離用修飾である、請求項２５～２７の
いずれか１項に記載の 。
【請求項２９】
　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに検出用修飾を有する、請求項２８記載の

。
【請求項３０】
　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに分離用修飾を有する、請求項２８記載の

。
【請求項３１】
　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに分離用修飾を有し、残
りの少なくとも一つがスペーサーに検出用修飾を有する、請求項２８記載の 。
【請求項３２】
　検出用修飾として蛍光性物質を有する、請求項２８、２９及び３１のいずれか１項に記
載の 。
【請求項３３】
　分離用修飾として、固定化物質を有する、請求項２８、３０及び３１のいずれか１項に
記載の 。
【請求項３４】
　検出用修飾として蛍光性物質、および分離用修飾として固定化物質を有する、請求項３
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１記載の 。
【請求項３５】
　固定化物質がビオチンである、請求項３３又は３４記載の 。
【請求項３６】
　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに検出用修飾として Cy5を有し、残りの対
応付け分子が検出用修飾としてローダミングリーンを有する、請求項３２又は３４記載の

。
【請求項３７】
　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに検出用修飾としてローダミングリーンを
有し、残りの対応付け分子がスペーサーに検出用修飾として Cy5を有する、請求項３２又
は３４記載の 。
【請求項３８】
　対応付け分子が、 mRNAが除去された対応付け分子であり、 mRNAが除去された対応付け分
子間の相互作用によって形成される請求項２５～３７のいずれか１項に記載の 。
【請求項３９】
　 mRNAが除去された対応付け分子のスペーサーに検出用修飾を有する、請求項３８記載の

。
【請求項４０】
　 mRNAが除去された対応付け分子のスペーサーに分離用修飾を有する、請求項３８記載の

。
【請求項４１】
　 mRNAが除去された対応付け分子のスペーサーに分離用修飾および検出用修飾を有する、
請求項３８記載の 。
【請求項４２】
　請求項２５～４１のいずれか１項に記載 複合体を形成する

蛋白質間相互作用の解析方法であって、対応付け分子を固定化することを特
徴とする、解析方法。
【請求項４３】
　請求項２５～４１のいずれか１項に記載 複合体を形成する

蛋白質間相互作用の解析方法であって、対応付け分子を固定化しないことを
特徴とする、解析方法。
【請求項４４】
　 RIもしくは蛍光イメージングアナライズ法による、または DNAチップもしくはプロテイ
ンチップを用いる、請求項４２記載の解析方法。
【請求項４５】
　蛍光相互相関分析法による、請求項４３記載の解析方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】
【０００１】
　本発明は、対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質の複合体および対応付け分子の複合体
、ならびにそれらの複合体を利用した蛋白質間相互作用解析方法に関する。
【従来の技術】
【０００２】
　現在、ウイルスからヒトまで多様な生物のゲノムの塩基配列が解読されようとしている
。ゲノムシーケンスの研究では、第２幕のポストシーケンスの研究として、解読したゲノ
ム情報からその意味を解析する研究、すなわち、遺伝子や蛋白質の機能解析の研究が期待
されている (Saegusa A. Japan boosts proteomics and cell biology... Nature 401, 67
51 (1999), Dalton R, Abbott A. Can researchers find recipe for proteins and chip
s? Nature 402, 6763 (1999))。
【０００３】
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　蛋白質と遺伝子との間の機能解析における大きな違いの１つは、蛋白質の多くが、生体
内で複数で関わり合って相互作用しながら機能を果たしていると言う点である。たとえば
細胞が外界からホルモンなどの刺激を受けて、レセプターに結合すると、様々な蛋白質が
構造を変え、様々な蛋白質と相互作用することで、膜内と細胞質内の一連のシグナル伝達
系が動き出し、最終的には核内の転写調節系におよび、特定の遺伝子の発現が制御される
。このような様々な蛋白質 -蛋白質間相互作用のネットワークである遺伝子ネットワーク
を解析することが、ポストゲノム機能解析の新しい大きな研究テーマとなっている (宮本
悦子、柳川弘志  (2000) シリーズ・ポストシークエンスのゲノム科学 3: プロテオミクス ,
 pp.136-156; 宮本悦子、柳川弘志  (2001) 蛋白質・核酸・酵素、 46(2), pp.138-147)。
このようなポストゲノム機能解析によって、蛋白質間相互作用ネットワーク解析から重要
な生体酵素の発見などによる医薬品の創製が期待され、医療、食料、エネルギー、環境な
ど多くの分野の産業で優れたネットワーク解析技術が所望されている。
【０００４】
　遺伝子機能の解析技術としては、コンピューターによる大量のゲノムシーケンスデータ
の中から、蛋白質の構造解析より得た機能モチーフパターンを見つけ出すアルゴリズムな
どを駆使して遺伝子機能を解析するバイオインフォマティックス  (Sali A. Functional l
inks between proteins. Nature 402, 23 (1999))、 DNAチップなどによりどの遺伝子がい
つ働いているかという生物学的情報を得ることを目的とした遺伝子発現プロファイルを解
析するトランスクリプトミクス (Schena M, et al. Quantitative monitoring of gene ex
pression patterns with a complementary DNA microarray. Science 270, 467 (1995))
、そして、二次元ゲル電気泳動によるプロテオームの分離と質量分析計による同定  (Blac
kstock W..P, Weir M..P. Proteomics: quantitative and physical mapping of cellula
r proteins. Trends Biotechnol 3, 121 (1999))や、蛋白質チップ  (Dalton R, Abbott A
. Can researchers find recipe for proteins and chips? Nature 402, 6763 (1999)) 
による蛋白質発現プロファイルを解析するプロテオミクスなどがある。これらの研究の中
でも、ゲノムに対するプロテオーム (蛋白質の総体 )の研究であるプロテオミクスが特に注
目されている。
【０００５】
　進化分子工学のツールとして誕生した「遺伝子 (遺伝子型 )と蛋白質 (表現型 )の対応付け
」を応用して、ポストゲノム機能解析における蛋白質間相互作用を網羅的に解析する方法
として、 in vitroウイルス法  (Miyamoto-Sato E, et al. The constraction of the viru
s type assignment molecule in evolutionary molecular engineering. Viva Origino 2
5, 35 (1997), Nemoto N, et al. In vitro virus: Bonding of mRNA bearing puromycin
 at the 3'-terminal end to the C-terminal end of its encoded protein on the ribo
some in vitro. FEBS Lett. 414, 405 (1997), WO 98/16636)、 STABLE法  (Doi N, Yanaga
wa H. STABLE: protein-DNA fusion system for screening of combinatorial protein l
ibraries in vitro. FEBS Lett. 457, 227 (1999))、ファージディスプレー法  (Smith G.
P. Searching for peptide ligands with an epitope library. Science 228, 1315 (198
5))、リボソーム・ディスプレイ法（ Mattheakis, L.C. et al. (1994) Proc. Natl. Acad
. Sci. USA 91,9022-9026, Mattheakis,L.C. & Dower,W.J. (1995)WO 95/11922)）、 mRNA
-ペプチドフュージョン (mRNAディスプレイ )法 (Roberts R.W, Szostak J.W. (1997) Proc.
 Natl. Acad. Sci. USA 94, 12297)などが知られている。
【０００６】
　これらの方法は、遺伝子ライブラリーを無細胞翻訳によってその遺伝子がコードしてい
る蛋白質をもつ対応付けライブラリーとすることにより、ある蛋白質 (ベイト )と相互作用
する蛋白質をもつ対応付け分子の遺伝子群を網羅的に検出 (対応付け分子の遺伝子部分を
利用して PCRで増幅して検出 )するシステムである。このシステムが共通して抱えている問
題点は、ライブラリーから網羅的にスクリーニングによって濃縮され絞り込まれた対応付
け分子の遺伝子群の詳細な複合体の解析、すなわち、詳細な蛋白質間相互作用解析をいか
にハイスループットに行うかである。
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【０００７】
　蛋白質間の相互作用を解析する方法としては、免疫沈降 (Xiong et al. 1993 Nature 36
6, 701-704)、 GST融合蛋白質によるプルダウン・アッセイ (Kaelin, et al. 1991 Cell 64
, 521-532)、 TAP法  (Guillaume Rigaut, et al., Nature biotechnology 17, 1030 (1999
))、酵母ツーハイブリッド法  (Fields S, Song O. A novel genetic system to detect p
rotein-protein interactions. Nature 340, 245 (1989))などが知られている。免疫沈降
法では、基本的に目的蛋白質の抗体がないと検出できない。 GST融合蛋白質によるプルダ
ウン・アッセイでは、ベイトを GST融合蛋白質として大腸菌などで大量発現させるため、
ベイトの準備に手間がかかる。 TAP法は、細胞で発現した蛋白質の複合体を網羅的にスク
リーニングした後、その複合体の蛋白質を質量分析などで解析する必要がある。酵母ツー
ハイブリッド法では、酵母の細胞内で、あらゆる生物種からの２種類の蛋白質間の相互作
用を調べることが出来るが、酵母細胞で発現するものに限られる。また、１組づつ解析し
ていく必要があり、大規模な総当たり解析が、 S. cerevisiae (Ito et al. 2000 Proc Na
tl Acad Sci USA 97(3), 1143-7; Uetz et al. 2000 Nature 403(6770), 623-7)、 H. pyl
ori (Rain et al. 2001 Nature 409, 211-215)、そして C. elegans (Walhout et al. 200
0, Science 287(5450), 116-22)で報告されているが、そのハイスループット化は容易で
はない。また、Ｃ末端ラベル化法 (Miyamoto-Sato, E., Nemoto, N., Kobayashi, K., Yan
agawa, H.: Nucleic Acids Res. 28: 1176-1182 (2000)、特開平 11-322781)も提案されて
きているが、ラベル化剤の分離や未ラベル化蛋白質の分離などに手間のかかる点で改良の
余地がある。
【０００８】
　その他、蛋白質間相互作用の測定法として、表面プラズモン共鳴法、蛍光共鳴エネルギ
ー移動法、蛍光偏光解析法、エバネッセント場イメージング法、蛍光相関分光法、蛍光イ
メージング法などが知られているが、特に、蛍光相関分光法 (Fluorescence Correlation 
Spectroscopy: FCS)は、測定に必要な試料量が少なく、測定時間も短く、ハイスループッ
トな測定法として期待されている。さらに、二種類の蛍光色素を用いる蛍光相互相関分光
法 (Fluorescence Cross-Correlation Spectro- scopy: FCCS)では、一種類の蛍光色素を
用いる FCSでは困難であった同程度の大きさをもつ分子間の相互作用も検出が可能であり
、蛋白質間相互作用のハイスループットな測定法として期待される。
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、新規な蛋白質間相互作用解析方法を提供することである。特には、ハ
イスループットな蛋白質間相互作用解析を実現することである。
【００１０】
　ハイスループットな蛋白質間相互作用解析を実現するために解決しなければならない主
な問題は、従来のどのような相互作用測定法を利用するにしても、相互作用解析のための
蛋白質の準備をなるべく簡単にすることである。すなわち、蛋白質合成、検出や固定のた
めのタグや蛍光色素などによる蛋白質の修飾、修飾した蛋白質の分離・精製、そして相互
作用の形成などの各工程を出来る限り簡略化することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者等は上記課題を達成すべく鋭意研究の結果、対応付け分子である IVVとＣ末端
ラベル化法によるＣ末端ラベル化蛋白質の複合体または対応付け分子の複合体を利用する
ことで、蛋白質間の相互作用を解析できることを見出した。また、特定の態様で対応付け
分子とＣ末端ラベル化蛋白質を用いること、または、特定の態様の対応付け分子を用いる
ことで、ハイスループットな蛋白質間相互作用解析を実現できることを見いだした。従っ
て、本発明は以下の複合体及びそれを用いる蛋白質相互作用解析方法を提供する。
【００１２】
　従って、本発明は、以下のものを提供する。
【００１３】
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　１．　遺伝子型と表現型の対応付け分子と、Ｃ末端がピューロマイシン又はその誘導体
を含むＣ末端ラベル化剤によりラベル化されたＣ末端ラベル化蛋白質との相互作用によっ
て形成される複合体であって、
　対応付け分子を構成する蛋白質部分以外の部分および該Ｃ末端ラベル化剤がそれぞれ相
互作用解析に必要な修飾を受けて 、
　

　

　対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質の複合体。
　２．　一種類の対応付け分子と一種類のＣ末端ラベル化蛋白質から構成され、該対応付
け分子が含む蛋白質と該Ｃ末端ラベル化蛋白質が同一あるいは異なる、１記載の複合体。
　３．　該複合体が一種類の対応付け分子と二種類以上のＣ末端ラベル化蛋白質から構成
される、１記載の複合体。
　 ．　相互作用解析に必要な修飾が検出用修飾および分離用修飾である

記載の複合体。
　 ．　該対応付け分子がスペーサーに検出用修飾を有する、 記載の複合体。
　 ．　該対応付け分子がスペーサーに分離用修飾を有する、 記載の複合体。
　 ．　該対応付け分子がスペーサーに検出用修飾および分離用修飾を有する、 記載の
複合体。
　 ．　該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化剤が検出用修飾を有する、 のいずれか
１項に記載の複合体。
　 ．　該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化剤が分離用修飾を有する、 のいずれか
１項に記載の複合体。
　 ．　該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化剤が検出用修飾および分離用修飾を有する
、 のいずれか１項に記載の複合体。
　 ．　分離用修飾として蛍光性物質を有する、 記載の複合体。
　 ．　検出用修飾として固定化物質を有する、 記載の複合体。
　 ．　検出用修飾として蛍光性物質および分離用修飾として固定化物質を有する、
記載の複合体。
　 ．　検出用修飾として蛍光性物質を有する、 記載の複合体。
　 ．　分離用修飾として固定化物質を有する、 記載の複合体。
　 ．　検出用修飾として蛍光性物質および分離用修飾として固定化物質を有する、

記載の複合体。
　 ．　対応付け分子がスペーサーに Cy5を有する場合は、該Ｃ末端ラベル化蛋白質の
ラベル化剤がローダミングリーンを有する、 または 記載の複合体。
　 ．　対応付け分子がスペーサーにローダミングリーンを有する場合は、該Ｃ末端ラ
ベル化蛋白質のラベル化剤が Cy5を有する、 または 記載の複合体。
　 ．　固定化物質がビオチンである、 、 、 及び のいずれか１項に記
載の複合体。
　 ．　対応付け分子から mRNAが除去されている、 のいずれか１項に記載の複
合体。
【００１４】
　 ．　１～ に記載された複合体を形成する対応付け分子及びＣ末端ラベル化分子
を用いる蛋白質間相互作用の解析方法であって、対応付け分子を固定化することを特徴と
する、解析方法。

10

20

30

40

50

(7) JP 4030019 B2 2008.1.9

おり
対応付け分子は、スペーサーを介して蛋白質とそれをコードする mRNAを連結した対応付

け分子であり、該対応付け分子のスペーサーに対応付け分子間の相互作用解析に必要な修
飾を有し、

無細胞翻訳系で、Ｃ末端ラベル化剤の存在下で、該 mRNAと該Ｃ末端ラベル化蛋白質の蛋
白質をコードする mRNAが翻訳されることにより対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質が同
時に生成し、生成した対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質との間で相互作用することで
該複合体は形成され、無細胞翻訳系におけるＣ末端ラベル化剤の濃度が、該Ｃ末端ラベル
化蛋白質のラベル化効率に十分で、かつ該対応付け分子の形成を阻害しない範囲である、
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　 ．　１～ に記載された複合体を形成する対応付け分子及びＣ末端ラベル化分子
を用いる蛋白質間相互作用の解析方法であって、対応付け分子を固定化しないことを特徴
とする蛋白質間相互作用の解析方法。
　 ．　 RIもしくは蛍光イメージングアナライズ法による、または DNAチップもしくは
プロテインチップを用いる、 記載の解析方法。
　 ．　蛍光相互相関分析法による、 記載の解析方法。
【００１５】
　 ．　複数の、遺伝子型と表現型の対応付け分子を含み、該対応付け分子間の相互作
用によって形成される複合体であり、対応付け分子間の相互作用解析に必要な修飾を、対
応付け分子を構成する蛋白質部分以外の部分に有
　

　

　対応付け分子の複合体。
　 ．　同一あるいは異なる蛋白質を含む２種類の対応付け分子からなる、 記載の
複合体。
　 ．　同一あるいは異なる蛋白質を含む３種類以上の対応付け分子からなる、 記
載の複合体。
　 ．　相互作用解析に必要な修飾が検出用修飾および分離用修飾である、

記載の複合体。
　 ．　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに検出用修飾を有する、 記載
の複合体。
　 ．　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに分離用修飾を有する、 記載
の複合体。
　 ．　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに分離用修飾を有し、残りの少な
くとも一つがスペーサーに検出用修飾を有する、 記載の複合体。
　 ．　検出用修飾として蛍光性物質を有する、 、 及び のいずれか１項に
記載の複合体。
　 ．　分離用修飾として、固定化物質を有する、 、 及び のいずれか１項
に記載の複合体。
　 ．　検出用修飾として蛍光性物質、および分離用修飾として固定化物質を有する、

記載の複合体。
　 ．　固定化物質がビオチンである、 又は 記載の複合体。
　 ．　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに検出用修飾として Cy5を有し、
残りの対応付け分子が検出用修飾としてローダミングリーンを有する、 又は 記載
の複合体。
　 ．　対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに検出用修飾としてローダミング
リーンを有し、残りの対応付け分子がスペーサーに検出用修飾として Cy5を有する、

記載の複合体。
　 ．　対応付け分子が、 mRNAが除去された対応付け分子であり、 mRNAが除去された対
応付け分子間の相互作用によって形成される のいずれか１項に記載の複合体。
　 ．　 mRNAが除去された対応付け分子のスペーサーに検出用修飾を有する、 記載
の複合体。
　 ．　 mRNAが除去された対応付け分子のスペーサーに分離用修飾を有する、 記載
の複合体。
　 ．　 mRNAが除去された対応付け分子のスペーサーに分離用修飾および検出用修飾を
有する、 記載の複合体。
【００１６】
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　 ．　 のいずれか１項に記載された複合体を形成する対応付け分子を用い
る蛋白質間相互作用の解析方法であって、対応付け分子を固定化することを特徴とする、
解析方法。
　 ．　 のいずれか１項に記載された複合体を形成する対応付け分子をを用
いる蛋白質間相互作用の解析方法であって、対応付け分子を固定化しないことを特徴とす
る、解析方法。
　 ．　 RIもしくは蛍光イメージングアナライズ法による、または DNAチップもしくは
プロテインチップを用いる、 記載の解析方法。
　 ．　蛍光相互相関分析法による、 記載の解析方法。
【発明の実施の形態】
【００１７】
　蛋白質間の相互作用を解析する際に、それら相互作用している蛋白質の複合体を分離し
、検出する工程が必要である。これまで、融合蛋白質などにより分離用の修飾を施したも
のと、 in vitroウイルスなどの対応付け分子により検出用の修飾 (遺伝子型の遺伝子タグ
の RT-PCRによる増幅 )を施したものとの複合体とそれを利用した蛋白質間の相互作用の解
析については早くから提案してきたが (宮本悦子、柳川弘志  (2000) シリーズ・ポストシ
ークエンスのゲノム科学 3: プロテオミクス , pp.136-156; 宮本悦子、柳川弘志  (2001) 
蛋白質・核酸・酵素、 46(2), pp.138-147)、本発明は、 IVVのスペーサーに分離用あるい
は検出用の機能を持たせて、 IVVとＣ末端ラベル化蛋白質との相互作用による複合体を利
用して蛋白質間の相互作用を解析するもので、これまでそのような発想は皆無であった。
その理由としては、対応付け分子の本来の目的である遺伝子型を増幅して表現型を検出す
る技術を必ずしもここでは利用しないことが挙げられる。すなわち、本発明では、融合蛋
白などの設計は全く必要ない。特に IVVを用いた場合には、 IVVの形成時に、同時に IVVの
スペーサーに分離用の修飾 (ベイト IVVと呼ぶことがある。 ) /および検出用の修飾 (
プレイ IVVと呼ぶことがある。 )を施すことが可能で、さらに、Ｃ末端ラベル化法によりＣ
末端ラベル化蛋白質のＣ末端ラベル化剤に分離用の修飾 (ベイトＣ末端ラベル化蛋白質と
呼ぶことがある。 ) 検出用の修飾 (プレイＣ末端ラベル化蛋白質と呼ぶこと
がある。 )を施すことが可能である。この様な特徴を持つ IVVとＣ末端ラベル化蛋白質との
相互作用による複合体を利用して蛋白質間の相互作用解析を可能としたものである。また
、特に IVVを用いた場合には、 IVVの形成時に、同時に IVVのスペーサーに分離用の修飾 (ベ
イト IVVと呼ぶことがある。 )および検出用の修飾 (プレイ IVVと呼ぶことがある。 )を施す
ことが可能で、さらに、 IVV間相互作用による複合体を利用して蛋白質間の相互作用解析
を可能としたものである。すなわち、ハイスループットなプロテオーム解析法として、対
応付け分子である IVVをこれまでとは異なる方法で利用することで、上記の課題を解決し
、蛋白質間相互作用解析を行うことができる。
【００１８】
　以上により、従来の in vitro virus法などによりライブラリーから網羅的にスクリーニ
ングによって濃縮された対応付け分子の遺伝子群の詳細な複合体の解析、すなわち、詳細
な蛋白質間相互作用解析をハイスループットに行うことができる。以下、詳細に説明する
。
【００１９】
＜１＞本発明の複合体を構成する対応付け分子
　本明細書において、対応付け分子とは、表現型と遺伝子型と対応付ける分子を意味する
。対応付け分子は、遺伝子型を反映する塩基配列を有する核酸を含む遺伝子型分子と、表
現型の発現に関与するタンパク質を含む表現型分子とが結合してなる。遺伝子型分子は、
遺伝子型を反映する塩基配列を、その塩基配列が翻訳され得るような形態で有するコード
分子と、スペーサー部とが結合してなる。
【００２０】
　対応付け分子における、表現型分子に由来する部分、スペーサー分子に由来する部分、
及び、コード分子に由来する部分をそれぞれ、デコード部、スペーサー部及びコード部と
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呼ぶ。また、遺伝子型分子における、スペーサー分子に由来する部分、及び、コード分子
に由来する部分をそれぞれ、スペーサー部及びコード部と呼ぶ。
【００２１】
　図８に、対応付け分子、スペーサー分子及びコード分子の一例の大まかな構成を示す。
この対応付け分子は、ピューロマイシンを含むスペーサー (スペーサー部と呼ぶ )と表現型
のコードを反映する塩基配列 (コード部と呼ぶ )からなる。この対応付け分子は、コード分
子に何らかの方法によってピューロマイシンを含むスペーサー部を結合して遺伝子型分子
とし、無細胞翻訳系において、リボソーム上で表現型分子と連結した構成をもつ。スペー
サー分子は、ポリエチレングリコールを主成分とした PEG領域、少なくともピューロマイ
シンあるいはピューロマイシンと 1残基以上の DNA /または RNAからなる CCA領域、少
なくとも 1残基以上の DNA /または RNAを含むドナー領域、さらに、少なくとも 1残基
の DNA /または RNAの塩基に機能修飾を施した機能付与ユニット (X)からなる。コード
分子は、デコード部の一部の配列からなる DNAあるいは /または RNAのポリ A配列を含む 3'末
端領域、および、 DNA /または RNAからなる転写プロモーターおよび翻訳エンハンサ
ーを含んだ 5'UTR、さらに、主として表現型分子の配列からなる ORF領域から構成される。
以下、この例を参照して説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００２２】
＜１－１＞スペーサー分子
　スペーサー分子は、核酸の 3'末端に結合できるドナー領域と、ドナー領域に結合した、
ポリエチレングリコールを主成分とした PEG領域と、 PEG領域に結合した、ペプチド転移反
応によってペプチドと結合し得る基を含むペプチドアクセプター領域とを含む。
【００２３】
　核酸の 3'末端に結合できるドナー領域は、通常、１以上のヌクレオチドからなる。ヌク
レオチドの数は、通常には１～１５、好ましくは１～２である。ヌクレオチドはリボヌク
レオチドでもデオキシリボヌクレオチドでもよい。
【００２４】
　ドナー領域の 5'末端の配列は、ライゲーション効率を左右する。コード部とスペーサー
部をライゲーションさせるためには、少なくとも 1残基以上を含むことが必要であり、ポ
リ A配列をもつアクセプターに対しては、少なくとも１残基の dC(デオキシシチジル酸 )あ
るいは２残基の dCdC(ジデオキシシチジル酸 )が好ましい。塩基の種類としては、 C>U又は T
>G>Aの順で好ましい。
【００２５】
　 PEG領域はポリエチレングリコールを主成分とするものである。ここで、主成分とする
とは、 PEG領域に含まれるヌクレオチドの数の合計が 20 bp以下、又は、ポリエチレングリ
コールの平均分子量が 400以上であることを意味する。好ましくは、ヌクレオチドの合計
の数が 10 bp以下、又は、ポリエチレングリコールの平均分子量が 1000以上であることを
意味する。
【００２６】
　 PEG領域のポリエチレングリコールの平均分子量は、通常には、 400～ 30,000、好ましく
は 1,000～ 10,000、より好ましくは 2,000～ 8,000である。ここで、ポリエチレングリコー
ルの分子量が約 400より低いと、このスペーサー分子に由来するスペーサー部を含む遺伝
子型分子を対応付け翻訳したときに、対応付け翻訳の後処理が必要となることがあるが（
Liu, R., Barrick, E., Szostak, J.W., Roberts, R.W. (2000) Methods in Enzymology,
 vol. 318, 268-293）、分子量 1000以上、より好ましくは 2000以上の PEGを用いると、対
応付け翻訳のみで高効率の対応付けができるため、翻訳の後処理が必要なくなる。また、
ポリエチレングリコールの分子量が増えると、遺伝子型分子の安定性が増す傾向があり、
特に分子量 1000以上で良好であり、分子量 400以下では DNAスペーサーと性質がそれほどか
わらず不安定となることがある。
【００２７】
　ペプチドアクセプター領域は、ペプチドのＣ末端に結合できるものであれば特に限定さ
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れないが、例えば、ピューロマイシン、 3'-N-アミノアシルピューロマイシンアミノヌク
レオシド（ 3'-N-Aminoacylpuromycin aminonucleoside, PANS-アミノ酸）、例えばアミノ
酸部がグリシンの PANS-Gly、バリンの PANS-Val、アラニンの PANS-Ala、その他、全アミノ
酸に対応する PANS-全アミノ酸が利用できる。また、化学結合として 3'-アミノアデノシン
のアミノ基とアミノ酸のカルボキシル基が脱水縮合した結果形成されたアミド結合でつな
がった 3'-N-アミノアシルアデノシンアミノヌクレオシド（ 3'-Aminoacyladenosine amino
nucleoside, AANS-アミノ酸）、例えばアミノ酸部がグリシンの AANS-Gly、バリンの AANS-
Val、アラニンの AANS-Ala、その他、全アミノ酸に対応する AANS-全アミノ酸が利用できる
。また、ヌクレオシドあるいはヌクレオシドとアミノ酸のエステル結合したものなども利
用できる。その他、ヌクレオシドあるいはヌクレオシドに類似した化学構造骨格を有する
物質と、アミノ酸あるいはアミノ酸に類似した化学構造骨格を有する物質を化学的に結合
可能な結合様式のものなら全て利用することができる。
【００２８】
　ペプチドアクセプター領域は、好ましくは、ピューロマイシンもしくはその誘導体、又
は、ピューロマイシンもしくはその誘導体と 1残基もしくは２残基のデオキシリボヌクレ
オチドもしくはリボヌクレオチドからなることが好ましい。ここで、誘導体とはタンパク
質翻訳系においてペプチドのＣ末端に結合できる誘導体を意味する。ピューロマイシン誘
導体は、ピューロマイシン構造を完全に有しているものに限られず、ピューロマイシン構
造の一部が欠落しているものも包含する。ピューロマイシン誘導体の具体例としては、 PA
NS-アミノ酸、 AANS-アミノ酸などが挙げられる。
【００２９】
　ペプチドアクセプター領域は、ピューロマイシンのみの構成でもかまわないが、 5'側に
1残基以上の DNA /または RNAからなる塩基配列を持つことが好ましい。配列としては
、 dC-ピューロマイシン , rC-ピューロマイシンなど、より好ましくは dCdC-ピューロマイ
シン , rCrC-ピューロマイシン , rCdC-ピューロマイシン , dCrC-ピューロマイシンなどの
配列で、アミノアシル -tRNAの 3'末端を模倣した CCA配列（ Philipps, G.R. (1969) Nature
 223, 374-377）が適当である。塩基の種類としては、 C>U又は T>G>Aの順で好ましい。
【００３０】
　スペーサー分子は、ドナー領域と PEG領域との間に、少なくとも１つの機能付与ユニッ
トを含むことが好ましい。機能付与ユニットは、好ましくは、少なくとも 1残基のデオキ
シリボヌクレオチド又はリボヌクレオチドの塩基に機能修飾を施したものである。例えば
、機能修飾物質として、図９に示した蛍光物質、ビオチン、あるいは His-tagなど各種分
離タグなどを導入したものが可能である。
【００３１】
　図９に、スペーサー分子の一例の詳細な構成を示す。スペーサー分子は、ポリエチレン
グリコールを主成分とした PEG領域、ピューロマイシンあるいはピューロマイシンと少な
くとも 1残基の DNA /または RNAからなる CCA領域、少なくとも 1残基以上の DNA /
または RNAを含むドナー領域、さらに、少なくとも 1残基の DNA /または RNAの塩基に
機能修飾を施した機能付与ユニット (X)からなる。ここでは、機能付与ユニット (X)として
蛍光物質 T(Fl)とビオチン T(Bio)が用いられている。
【００３２】
＜１－２＞コード分子
　コード分子は、転写プロモーターおよび翻訳エンハンサーを含む 5'非翻訳領域と、 5'非
翻訳領域の 3'側に結合した、タンパク質をコードする ORF領域と、 ORF領域の 3'側に結合し
た、ポリ A配列及び、必要によりその 5'側に翻訳増強配列（例えば制限酵素 XhoIが認識す
る配列）を含む 3'末端領域を含む核酸である。
【００３３】
　コード分子は、 DNAでも RNAでもよく、 RNAの場合、 5'末端に Cap構造があってもなくても
良い。また、コード分子は任意のベクターやプラスミドに組み込まれたものとしてもよい
。
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【００３４】
　 3'末端領域は、好ましくは SNNS配列（例えば XhoI配列）とその下流にポリ A配列を含む
。スペーサー分子とコード分子とのライゲーション効率に影響を与える要素としては 3'末
端領域のポリ A配列が重要であり、ポリ A配列は、少なくとも２残基以上の dA /また
は rAの混合あるいは単一のポリ A連続鎖であり、好ましくは、 3残基以上、より好ましくは
６以上、さらに好ましくは８残基以上のポリ A連続鎖である。
【００３５】
　コード分子の翻訳効率に影響する要素としては、転写プロモーターと翻訳エンハンサー
からなる 5'UTR、および、ポリ A配列を含む 3'末端領域の組み合わせがある。 3'末端領域の
ポリ A配列の効果は通常には 10残基以下で発揮される。 5'UTRの転写プロモーターは T7/T3
あるいは SP6などが利用でき、特に制限はない。好ましくは SP6であり、特に、翻訳のエン
ハンサー配列としてオメガ配列やオメガ配列の一部を含む配列を利用する場合は SP6を用
いることが特に好ましい。翻訳エンハンサーは好ましくはオメガ配列の一部であり、オメ
ガ配列の一部としては、 TMVのオメガ配列（ Gallie D.R., Walbot V. (1992) Nucleic Aci
ds Res., vol. 20, 4631-4638）の一部 (O29)を含んだものが好ましい。
【００３６】
　また、翻訳効率に関し、 3'末端領域においては、 XhoI配列とポリ A配列の組み合わせが
重要となる。また、 ORF領域の下流部分、すなわち XhoI配列の上流に親和性タグがついた
ものとポリ A配列の組み合わせも重要となる。親和性タグ配列としては、抗原抗体反応な
ど、タンパク質を検出できるいかなる手段を用いるための配列であればよく、制限はない
。好ましくは、抗原抗体反応によるアフィニティー分離分析用タグである Flag-tag配列で
ある。ポリ A配列効果としては、 Flag-tag等の親和性タグに XhoI配列がついたものとそこ
へさらにポリ A配列がついたものの翻訳効率が上昇する。
【００３７】
　上記の翻訳効率に関し効果のある構成は、対応付け効率にも有効である。
【００３８】
　 ORF領域については、 DNA /または RNAからなるいかなる配列でもよい。遺伝子配列
、エキソン配列、イントロン配列、ランダム配列、あるいは、いかなる自然界の配列、人
為的配列が可能であり、配列の制限はない。また、コード分子の 5'UTRを SP6+O29とし、 3'
末端領域を、たとえば、 Flag+XhoI+An (n=8)とすることで、各長さは、 5'UTRで約 60bp、 3'
末端領域で約 40bpであり、 PCRのプライマーにアダプター領域として組み込める長さであ
る。このため、あらゆるベクターやプラスミドや cDNAライブラリーから PCRによって、 5'U
TRと 3'末端領域をもったコード分子を簡単に作成できる。コード分子において、翻訳は OR
F領域を超えてされてもよい。すなわち、 ORF領域の末端に終止コドンがなくてもよい。
【００３９】
　図１０に、コード分子の一例の詳細な構成を示す。コード分子は、 3'末端領域と、 DNA

/または RNAからなる転写プロモーターおよび翻訳エンハンサーを含む 5'UTRと、デ
コード部の配列情報からなる、すなわち表現型タンパク質をコードする ORF領域とからな
る。ここでは、 3'末端領域として、 DNA /または RNAからなる親和性タグ配列、 XhoI
配列、ポリ A配列を含み、 Flag-tag配列を用いている。 5'UTRとして、転写プロモーターの
SP6、翻訳エンハンサーのオメガ配列の一部である O29を含む配列を用いている。
【００４０】
＜１－３＞遺伝子型分子およびその製造方法
　遺伝子型分子は、転写プロモーターおよび翻訳エンハンサーを含む 5'非翻訳領域と、 5'
非翻訳領域の 3'側に結合した、タンパク質をコードする ORF領域と、 ORF領域の 3'側に結合
した、ポリ A配列を含む 3'末端領域を含む核酸であるコード分子の 3'末端と、スペーサー
分子のドナー領域とが結合してなる。
【００４１】
　遺伝子型分子を構成するコード分子は、上記のコード分子において XhoI配列が必須では
ない他は、コード分子について説明したとおりである。しかしながら、 XhoI配列を有する
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ことが好ましい。
【００４２】
　遺伝子型分子は、上記コード分子の 3'末端と、スペーサー分子のドナー領域を、通常の
リガーゼ反応により結合させることにより製造できる。反応条件としては、通常、４～２
５℃で４～４８時間の条件が挙げられ、 PEG領域を含むスペーサー分子の PEG領域内のポリ
エチレングリコールと同じ分子量のポリエチレングリコールを反応系に添加する場合には
、 15℃で 0.5～４時間に短縮することも可能である。
【００４３】
　スペーサー分子とコード分子の組み合わせはライゲーション効率に重要な効果をもたら
す。アクセプターにあたるコード部の 3'末端領域において、少なくとも２残基以上、好ま
しくは３残基以上、さらに好ましくは６～８残基以上の DNA /または RNAのポリ A配列
があること、さらに、 5'UTRの翻訳エンハンサーとしては、オメガ配列の部分配列 (O29; 
図１０ )が好ましく、スペーサー部のドナー領域としては、少なくとも１残基の dC(デオキ
シシチジル酸 )あるいは２残基の dCdC(ジデオキシシチジル酸 )が好ましい。このことによ
って、 RNAリガーゼを用いることで DNAリガーゼのもつ問題点を回避し、かつ効率を 60～ 80
%に保つことができる。
【００４４】
　遺伝子型分子が RNAである場合には、 (a)転写プロモーターおよび翻訳エンハンサーを含
む 5'非翻訳領域と、 5'非翻訳領域の 3'側に結合した、タンパク質をコードする ORF領域と
、 ORF領域の 3'側に結合した、ポリ A配列を含む 3'末端領域を含むコード分子の 3'末端と、
(b)（１）～（４）のいずれか１項に記載のスペーサー分子のドナー領域であって RNAから
なるものとを、スペーサー分子内の PEG領域を構成するポリエチレングリコールと同じ分
子量をもつ遊離のポリエチレングリコールの存在下で、 RNAリガーゼにより結合させるこ
とが好ましい。
【００４５】
　ライゲーション反応時に、 PEG領域を含むスペーサー部の PEG領域と同じ分子量のポリエ
チレングリコールを添加することによって、スペーサー部のポリエチレングリコールの分
子量によらずライゲーション効率が 80～ 90%以上に向上し、反応後の分離工程も省略する
ことができる。
【００４６】
＜１－４＞対応付け分子及びその製造方法
　対応付け分子は、上記の遺伝子型分子を、ペプチド転移反応で、遺伝子型分子内の ORF
領域によりコードされたタンパク質である表現型分子と連結してなるものである。
【００４７】
　対応付け分子は、遺伝子型分子を無細胞翻訳系で翻訳することにより、ペプチド転移反
応で、遺伝子型分子内の ORF領域によりコードされたタンパク質である表現型分子と連結
することを含む。
【００４８】
　無細胞翻訳系は、好ましくは、小麦胚芽又はウサギ網状赤血球のものである。翻訳の条
件は通常に採用される条件でよい。例えば、２５～３７℃で１５～ 240分の条件が挙げら
れる。
【００４９】
　無細胞翻訳系については、これまで大腸菌 (E. coli)、ウサギ網状赤血球、小麦胚芽の
系で対応付け分子の形成が検討され、ウサギ網状赤血球の系でのみ対応付け分子が確認さ
れていたが（ Nemoto, N., Miyamoto-Sato, E., Yanagawa, H. (1997) FEBS Lett. 414, 4
05; Roberts, R.W, Szostak, J.W. (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 12297）、
この態様によれば、 PEG領域を含むスペーサー部をもつ対応付け分子として、小麦胚芽の
系でも対応付け分子の形成を行うことができる。また、これまでウサギ網状赤血球の系で
は遺伝子型分子の安定性を欠くために実用性に乏しく、短い鎖長の遺伝子型分子にのみ適
用されてきたが（ Roberts, R.W, Szostak, J.W. (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94
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, 12297; Nemoto, N., Miyamoto-Sato, E., Yanagawa, H. (1997) FEBS Lett. 414, 405
）、 PEG領域を含むスペーサー部をもつ対応付け分子は、小麦胚芽の系ではより安定であ
り長い鎖長を取り扱える実用的な系である。
【００５０】
＜１－５＞対応付け分子 (IVV)の好ましい態様
　本態様の共翻訳における IVVは、図２０に示すように、翻訳テンプレートによってＣ末
端修飾された蛋白質 (=対応付け分子 )に関するものである。翻訳テンプレートは、蛋白質
に翻訳される情報を持つコード部と PEGスペーサー部からなる。コード部の 3'末端に A配列
を有し、 A配列は、短いポリ A配列を含む。短いポリ A配列とは、通常には２～１０塩基の A
からなる配列である。 PEGスペーサー部は、ポリエチレングリコールを主成分とした PEG領
域において、ポリエチレングリコールの分子量が 400以上であることを特徴とする、また
、ドナー領域 CCA領域において、少なくとも 1つの修飾物質 (F１
F２ )を含むことを特徴とする。また、 CCA領域は、該翻訳テンプレートによって翻訳さ

れた蛋白質と、ペプチド転移反応によって結合する機能を有することを特徴とし、代表的
には CCA領域にピューロマイシンを有する。また、修飾物質 (F１ F２ )が、該
翻訳テンプレート 該翻訳テンプレートから翻訳された蛋白質を固定化ある
いは蛍光ラベル化することを特徴とする。固定化物質としてビオチンなどが考えられ、蛍
光性物質として、フルオレセイン , Cy5, あるいはローダミングリーン (RhG)などが考えら
れる。これら、コード部および翻訳テンプレート、およびそのライブラリーが、リボソー
ム上で翻訳されることにより合成される蛋白質 (=対応付け分子 )および蛋白質 (=対応付け
分子 )のライブラリーに関するものである。
【００５１】
　リボソーム上で翻訳されることにより合成される蛋白質 (=Ｃ末端ラベル化蛋白質、対応
付け分子 )およびそのライブラリーのいろいろな組み合わせを用いて、  in vitroで蛋白質
と物質の相互作用解析が可能であり、たとえば、 IVVの一次スクリーニング後の詳細な遺
伝子ネットワークを解析する二次スクリーニングに利用できる  (図２１ )。
【００５２】
　共翻訳の IVVは、翻訳テンプレートを用いた翻訳によって合成された、翻訳テンプレー
トでＣ末端修飾された蛋白質 (図２０のＡ；対応付け分子 )も利用可能であり、翻訳テンプ
レート (図２０のＢ )と、 PEGによってＣ末端修飾された蛋白質 (図２０のＣ )の構成に特徴
を持つ。以下詳細に記述する。
【００５３】
　翻訳テンプレート (図２０のＢ )の PEGスペーサー部は、ピューロマイシンがアミノ酸と
連結できることを特徴とする以外は第一の発明と同様である。また、コード部も第一の発
明と同様であるが、特に、対応付けに適した構成としては、 3'末端領域を A配列にするこ
とが重要であり、トータル蛋白の対応付けの効率が著しく向上してフリー蛋白質の量が激
減することが確認された。ここでも、コード部の 5'末端領域を SP6+O29とし、 3'末端領域
を、たとえば、 Flag+XhoI+An (n=8)とすることで、各長さは、 5'末端領域で約 60bp、 3'末
端領域で約 40bpであり、 PCRのプライマーにアダプター領域として設計できる長さである
。これによって、あらゆるベクターやプラスミドや cDNAライブラリーから PCRによって、
本態様の 5'末端領域と 3'末端領域をもったコード部を簡単に作成可能となり、 PEGスペー
サー部をライゲーションすることで、対応付け効率の高い翻訳テンプレートが得られた。
【００５４】
　本態様の PEGによってＣ末端修飾された蛋白質 (図２０のＣ )は、蛋白質の相互作用検出
などにおいて、コード部を利用しない場合、たとえば、 FCCS測定、蛍光リーダー、プロテ
インチップなどに応用する場合は、 RNase Aなどで故意的に切断してもよい。切断するこ
とによって、コード部の妨害による蛋白質間相互作用の検出の困難性が解消出来る。また
、単独の対応付け分子をプレートやビーズやスライドガラスに固定することも可能である
。
【００５５】
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　リボソーム上で翻訳されることにより合成される蛋白質 (=Ｃ末端ラベル化蛋白質、対応
付け分子 )およびそのライブラリーのいろいろな組み合わせを用いて、 in vitroで蛋白質
と物質の相互作用解析が可能であり、たとえば、 IVVの一次スクリーニング後の詳細な遺
伝子ネットワークを解析する二次スクリーニングに利用できる  (図２１ )。
【００５６】
＜２＞Ｃ末端ラベル化蛋白質
　Ｃ末端ラベル化蛋白質は、Ｃ末端が修飾された蛋白質であり、図１１のＡに示すように
、ラベル化剤が蛋白質のＣ末端に結合した構成をもっている。すなわち、Ｃ末端ラベル化
蛋白質は、蛋白質とラベル化剤とにより構成される。
【００５７】
　Ｃ末端ラベル化蛋白質を構成する「蛋白質」とは、その機能が既知又は未知である相互
作用の解析対象として用いる蛋白質を意味する。本発明のＣ末端ラベル化蛋白質は、この
蛋白質と後述する標的分子との相互作用の有無の測定に使用できる。
【００５８】
　この蛋白質は、天然蛋白質又はその変異体、および人工蛋白質又はその変異体の何れで
もよい。天然蛋白質は、種々の生物の器官、組織又は細胞に由来するｃＤＮＡライブラリ
ーから転写および翻訳される、多様性を有する蛋白質のライブラリーをも含むものである
。人工蛋白質は、天然蛋白質の全てもしくは部分配列を組み合わせた配列、又はランダム
なアミノ酸配列を含むものである。
【００５９】
　Ｃ末端ラベル化蛋白質を構成する蛋白質は、全長蛋白質であることが好ましい。本明細
書において「全長蛋白質」とは、Ｃ末端が完全に翻訳されている蛋白質、すなわち、その
蛋白質をコードする塩基配列の終止コドンの一つ前までのコドンが翻訳されて得られた蛋
白質を意味する。全長蛋白質のＮ末端は、シグナルペプチドの切断等何らかのプロセシン
グを受けていてもよい。
【００６０】
　また、Ｃ末端ラベル化蛋白質を構成する蛋白質は親和性タグと融合した蛋白質であって
もよい。親和性タグの例としては、ポリヒスチジンペプチドやエピトープペプチド、グル
タチオン -S-トランスフェラーゼ、プロテイン A、マルトース結合蛋白質、カルモジュリン
結合ペプチド等が挙げられる。
【００６１】
　Ｃ末端ラベル化蛋白質は、ラベル化剤存在下で、翻訳テンプレートを翻訳系で発現させ
て蛋白質合成を行わせ、合成された蛋白質を精製することにより製造することができる。
以下、ラベル化剤、翻訳テンプレートおよび製造の例について説明するが、本発明はこれ
らに限定されるものではない。
【００６２】
＜２－１＞ラベル化剤
　ラベル化剤は、図１１のＢに示すように、蛋白質の翻訳系でのペプチド転移反応、すな
わち、リボソーム上でのペプチド転移反応によって蛋白質と結合し得る基（残基を含む）
をもつペプチドアクセプター部が、ヌクレオチドリンカーを介して修飾部と結合した構成
をもつ。このラベル化剤の存在下で蛋白質合成を行い、得られるＣ末端ラベル化蛋白質を
精製し、分子間相互作用の検出系を用いることによって、蛋白質相互作用の検出が可能と
なる。
【００６３】
　修飾部に含まれる修飾物質の具体例としては、蛍光性、非蛍光性修飾物質等が挙げられ
る。蛍光性物質としては、フルオレセイン系列、ローダミン系列、 Cy3、 Cy5、エオシン系
列、 NBD 系列等の蛍光色素や、緑色蛍光蛋白質（ GFP）等の蛍光性蛋白質がある。また、
非蛍光性物質としては、ビオチンのような補酵素、蛋白質、ペプチド、糖類、脂質類、色
素、ポリエチレングリコール等、何らかの目印となり得る化合物であればいかなるもので
もよい。
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【００６４】
　Ｃ末端ラベル化剤においては、修飾部が蛍光基、蛋白質と結合する基（例えばビオチニ
ル基やイミノビオチニル基）、または、その両方をもつことが好ましい。特に、ビオチニ
ル基やイミノビオチニル基を有することは、本発明Ｃ末端ラベル化剤による修飾の効率が
上昇するため、好ましい。
【００６５】
　ペプチドアクセプター部は、蛋白質の翻訳系で、ペプチド転移反応によって蛋白質と結
合し得る基をもち、好ましくはピューロマイシン又はその誘導体の残基をもつ。
【００６６】
　ピューロマイシンはアミノアシル tRNAと類似した構造をもち、蛋白質合成を阻害する抗
生物質として知られているが、低濃度では蛋白質のＣ末端に結合することが知られている
（ Miyamoto-Sato, E. et al. (2000) Nucleic Acids Res. 28: 1176-1182）。本発明で用
いることができるピューロマイシン誘導体は、ピューロマイシンと類似した構造を有し、
蛋白質のＣ末端に結合することができる物質であればいかなるものでもよい。具体例とし
ては、 3'-N-アミノアシルピューロマイシンアミノヌクレオシド、 3'-N-アミノアシルアデ
ノシンアミノヌクレオシド等が挙げられる。
【００６７】
　修飾部とペプチドアクセプター部との間をつなぐヌクレオチドリンカーとは、具体的に
は、リボヌクレオチドまたはデオキシリボヌクレオチドが１個ないし複数個つながった核
酸または核酸誘導体であり、特に好ましい例として、シトシン塩基を含むリボヌクレオチ
ド（ -rC-）またはデオキシリボヌクレオチド（ -dC-）が１個ないし複数個つながった化合
物が挙げられる。その他、修飾部とペプチドアクセプター部との間に挿入することによっ
て修飾蛋白質の収量を上げることができる物質であればいかなるものでもよい。
【００６８】
　ラベル化剤においては、ヌクレオチドリンカーが 2'-デオキシシチジル酸、 2'-デオキシ
シチジル -(3',5')-2'-デオキシシチジル酸、リボシチジル酸、又は、リボシチジル -(3',5
')-リボシチジル酸であることが好ましい。
【００６９】
　ラベル化剤は、上記修飾部とペプチドアクセプター部とを所望のヌクレオチドリンカー
を介して、それ自体既知の化学結合方法によって結合させることにより製造することがで
きる。具体的には、例えば、適当な保護基で保護された上記ペプチドアクセプター部を固
相担体上に結合させ、核酸合成機等を用いてヌクレオチドリンカーとしてヌクレオチドホ
スホアミダイト、およびデオキシヌクレオチドホスホアミダイト、修飾物質として蛍光物
質やビオチンなどを結合したヌクレオチドホスホアミダイトを順次結合させた後、脱保護
を行うことによって作製することができる。上記各部の種類、あるいは結合の種類によっ
ては液相合成法で結合させるかあるいは両者を併用することもできる。また、修飾物質と
してニッケル等の金属イオンを用いる場合には、金属イオンが配位しうるニトリロトリ酢
酸やイミノジ酢酸等のキレート性の試薬を結合させ、次いで金属イオンを配位させること
ができる。
【００７０】
＜２－２＞翻訳テンプレート
　翻訳テンプレートは、本発明修飾蛋白質を製造する際に利用できる翻訳テンプレートで
あり、図１１のＣに示すように、ポリ A配列を含む 3'末端領域、転写プロモーターを含ん
だ 5'非翻訳領域 (5'UTR)、および、蛋白質のコードされた ORF領域から構成される。翻訳テ
ンプレートは DNAでも RNAでもよい。
【００７１】
　さらに詳細には、翻訳テンプレートは、蛋白質をコードする ORF領域と、 ORF領域の５’
側に位置する、転写プロモーターおよび翻訳エンハンサーを含んだ 5'UTRと、 ORF領域の 3'
側に位置する、ポリ A配列 (polyA)を含んだ 3'末端領域から構成される。
【００７２】
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　さらに好ましい翻訳テンプレートは、 5'UTRの転写プロモーターとして SP6 RNAポリメラ
ーゼのプロモーター配列を含み、翻訳エンハンサーとしてタバコモザイクウイルス (TMV)
のオメガ配列の一部 (O29)を含む。また、 ORF領域がその下流部分に親和性タグ配列を含む
ことが好ましい。親和性タグ配列は、上述の親和性タグをコードする配列であり、好まし
くは His-tag（ポリヒスチジンタグ）配列を含む。本発明翻訳テンプレートを用いて製造
された本発明修飾蛋白質をポリヒスチジンタグを用いて製造する場合には、ポリヒスチジ
ンタグは長い方が、ニッケルキレート樹脂による回収率が向上するため、好ましい。ポリ
ヒスチジンタグの好ましい長さの範囲は、修飾される蛋白質の種類や標識の種類により変
化し得るが、通常には、８～１２残基である。
【００７３】
　なお、本明細書において「上流」および「下流」とは、転写または翻訳の方向における
ものを意味する。
【００７４】
　翻訳テンプレートは、 DNAである場合、上記の領域を適当な DNAベクター又はプラスミド
に導入することにより得られた DNAベクター又はプラスミドであってもよい。また、翻訳
テンプレートは、 RNAである場合、 5'末端に Cap構造があってもなくてもよい
【００７５】
＜２－３＞Ｃ末端ラベル化蛋白質の製造
　Ｃ末端ラベル化蛋白質の製造に用いられる翻訳系としては、無細胞蛋白質合成系や細胞
発現系が挙げられる。無細胞蛋白質合成系の具体例としては、小麦胚芽抽出液、ウサギ網
状赤血球抽出液、大腸菌 S30抽出液等が挙げられる。これらの無細胞蛋白質合成系の中に
、上記翻訳テンプレートを加え、同時に 1～ 100μ Mの修飾剤を加え、 25～ 37℃で 1～数時間
保温することによってＣ末端修飾蛋白質が合成される。合成された修飾蛋白質は、そのま
ま次の精製プロセスまたは検出プロセスに供することができる。一方、細胞発現系の具体
例としては、大腸菌、枯草菌、好熱菌、酵母等の細菌から、昆虫細胞、哺乳類等の培養細
胞、さらに線虫、ショウジョウバエ、ゼブラフィッシュ、マウス等に至るまで、遺伝子導
入が可能な細胞であればいかなるものでもよい。これらの細胞の中に、上記本発明翻訳テ
ンプレートを導入し、同時に 1～ 100μ Mの修飾剤を電気穿孔法、マイクロインジェクショ
ン法等により細胞の中に導入し、細胞の至適生育温度で数時間保温することによって修飾
蛋白質が合成される。合成された修飾蛋白質は、細胞を破砕することによって回収し次の
精製プロセスまたは検出プロセスに供することができる。また、そのまま細胞の中で検出
プロセスに供することも可能である。翻訳テンプレートは、用いる翻訳系に合わせて適切
なものを選択する。
【００７６】
　Ｃ末端ラベル化蛋白質を精製する方法としては、アフィニティー、ゲルろ過、イオン交
換等のクロマトグラフィーや、電気泳動、沈澱、透析等、一般に蛋白質の精製に用いられ
るあらゆる方法が利用可能である。好ましくは、アフィニティークロマトグラフィー、ゲ
ルろ過、イオンクロマトグラフィー、電気泳動、沈殿、透析、および、それらの任意の組
合せが挙げられる。特に好ましい例として、ポリヒスチジンペプチドやエピトープペプチ
ド、グルタチオン -S-トランスフェラーゼ、プロテイン A、マルトース結合蛋白質、カルモ
ジュリン結合ペプチド等の親和性タグを融合した修飾蛋白質を親和性樹脂で精製し、さら
に未反応の修飾剤を完全に除去するためにゲルろ過カラムに数回かける方法がある。
【００７７】
　また、上記の親和性タグを融合した修飾蛋白質を親和性樹脂で予め精製した後、修飾部
のビオチニル基あるいはイミノビオチニル基とアビジンあるいはストレプトアビジンの親
和性を利用して、未修飾蛋白質を完全に除き、 100%修飾された蛋白質を得る方法もある。
【００７８】
＜２－５＞Ｃ末端ラベル化蛋白質の好ましい態様
　本態様の共翻訳におけるＣ末端ラベル化蛋白質は、図１９に示すように、翻訳テンプレ
ートにより翻訳され、修飾剤によってＣ末端ラベル化された蛋白質を利用することも可能
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である。翻訳テンプレートは、蛋白質に翻訳される情報を持つコード部とポリエチレング
リコールを主成分とした PEGスペーサー部からなる。コード部は、アクセプター領域（ A配
列）と発現増強配列（ X配列）を有し、 A配列として、短いポリ A配列を含む。短いポリ A配
列とは、通常には２～１０塩基の Aからなる配列である。 X配列として、 C(あるいは G)NNC(
あるいは G)配列を有する配列、たとえば、 XhoI配列を有することを特徴とする。 PEGスペ
ーサー部は、ポリエチレングリコールを主成分とした PEG領域において、ポリエチレング
リコールの分子量が 400以上であることを特徴とする、また、ドナー領域 CC
A領域において、少なくとも 1つの機能付与ユニット (F)を含むことを特徴とする。 CCA領域
は、該翻訳テンプレートによって翻訳された蛋白質と、ペプチド転移反応によって結合す
る機能を有しないことを特徴とする。機能性修飾物質 (F１ F２ )が、該翻訳
テンプレート 該翻訳テンプレートから翻訳された蛋白質を固定化あるいは
蛍光ラベル化することを特徴とする。固定化物質としてビオチンなどが考えられ、蛍光性
物質として、フルオレセイン , Cy5, あるいはローダミングリーン (RhG)などが考えられる
。また、修飾剤は、蛋白質のＣ末端を標識する修飾部とピューロマイシンを含むペプチド
アクセプター部、およびそれらを連結するヌクレオチドのリンカー、からなる。また、修
飾剤は、修飾部に、機能性修飾物質 (F3)を含むことを特徴とする。該 F3が、該翻訳テンプ
レートにより翻訳された蛋白質を固定化あるいは蛍光ラベル化することを特徴とする。固
定化物質としてビオチンなどが考えられ、蛍光性物質として、フルオレセイン , Cy5, あ
るいはローダミングリーン (RhG)などが考えられる。これら、コード部および翻訳テンプ
レート、およびそのライブラリーが、修飾剤の存在下で、リボソーム上で翻訳されること
により合成されることを特徴とする蛋白質および蛋白質のライブラリーに関するものであ
る。
【００７９】
　共翻訳のＣ末端修飾された蛋白質（Ｃ末端ラベル化蛋白質）は、翻訳テンプレートを用
いた翻訳によって合成された、修飾剤でＣ末端修飾された蛋白質 (図１９のＡ )でも可能で
あり、翻訳テンプレート (図１９のＢ )と、修飾剤 (図１９のＣ )からなる。ここでの特徴は
、特に翻訳テンプレートのコード部の構成にある。以下詳細に記述する。
【００８０】
　本態様の翻訳テンプレート (図１９のＢ )の PEGスペーサー部は、ピューロマイシンがア
ミノ酸と連結出来ないことを特徴とし、第一の発明と同様である。また、コード部も第一
の発明と同様であるが、特に、Ｃ末端ラベル化に適した構成としては、 3'末端領域が、 XA
配列であることが重要であり、 X配列のなかで、最初の４塩基が重要で、 CorGNNCorGの配
列を持つものが好ましい。ここでも、コード部の 5'末端領域を SP6+O29とし、 3'末端領域
を、たとえば、 Flag+XhoI+An (n=8)とすることで、各長さは、 5'末端領域で約 60bp、 3'末
端領域で約 40bpであり、 PCRのプライマーにアダプター領域として設計できる長さである
。これによって、あらゆるベクターやプラスミドや cDNAライブラリーから PCRによって、
本態様の 5'末端領域と 3'末端領域をもったコード部を簡単に作成可能となり、このコード
部に 3'UTRの代わりとして  PEGスペーサー部をライゲーションすることで、Ｃ末端ラベル
化に適した翻訳効率の高い翻訳テンプレートを得られた。
【００８１】
　本態様の修飾剤 (図１９のＣ )は、タンパク質の翻訳系でのペプチド転移反応、すなわち
、リボソーム上でのペプチド転移反応によってタンパク質と結合し得る基（残基を含む）
をもつペプチドアクセプター部が、ヌクレオチドリンカーを介して修飾部と結合した構成
をもつ。この修飾剤の存在下でタンパク質合成を行い、得られるＣ末端修飾タンパク質を
精製し、分子間相互作用の検出系を用いることによって、タンパク質相互作用の検出が可
能となる。修飾部には、 PEGスペーサー部と同様に修飾物質 (F3)が含まれる。修飾物質と
して、非放射性修飾物質の具体例としては、蛍光性、非蛍光性修飾物質等が挙げられる。
蛍光性物質としては、フルオレセイン系列、ローダミン系列、 Cy3、 Cy5、エオシン系列、
NBD 系列等の蛍光色素や、緑色蛍光タンパク質（ GFP）等の蛍光性タンパク質がある。ま
た、非蛍光性物質としては、ビオチンのような補酵素、タンパク質、ペプチド、糖類、脂
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質類、色素、ポリエチレングリコール等、何らかの目印となり得る化合物であればいかな
るものでもよい。本態様の修飾剤においては、修飾部が蛍光基、タンパク質と結合する基
、または、その両方をもつことが好ましい。ペプチドアクセプター部は、タンパク質の翻
訳系で、ペプチド転移反応によってタンパク質と結合し得る基をもち、好ましくはピュー
ロマイシン又はその誘導体の残基をもつ。ピューロマイシンはアミノアシル tRNAと類似し
た構造をもち、タンパク質合成を阻害する抗生物質として知られているが、低濃度ではタ
ンパク質の C末端に結合することが知られている（ Miyamoto-Sato, E. et al. (2000) Nuc
leic Acids Res. 28: 1176-1182）。本態様で用いることができるピューロマイシン誘導
体は、ピューロマイシンと類似した構造を有し、タンパク質の C末端に結合することがで
きる物質であればいかなるものでもよい。具体例としては、 3'-N-アミノアシルピューロ
マイシンアミノヌクレオシド、 3'-N-アミノアシルアデノシンアミノヌクレオシド等が挙
げられる。修飾部とペプチドアクセプター部との間をつなぐヌクレオチドリンカーとは、
具体的には、リボヌクレオチドまたはデオキシリボヌクレオチドが１個ないし複数個つな
がった核酸または核酸誘導体であり、特に好ましい例として、シトシン塩基を含むリボヌ
クレオチド（ -rC-）またはデオキシリボヌクレオチド（ -dC-）が１個ないし複数個つなが
った化合物が挙げられる。その他、修飾部とペプチドアクセプター部との間に挿入するこ
とによって修飾タンパク質の収量を上げることができる物質であればいかなるものでもよ
い。本態様の修飾剤においては、ヌクレオチドリンカーが 2'-デオキシシチジル酸、 2'-デ
オキシシチジル -(3',5')-2'-デオキシチジル酸、リボシチジル酸、又は、リボシチジル -(
3',5')-リボシチジル酸であることが好ましい。
　本態様の修飾剤は、上記修飾部とペプチドアクセプター部とを所望のヌクレオチドリン
カーを介して、それ自体既知の化学結合方法によって結合させることにより製造すること
ができる。具体的には、例えば、適当な保護基で保護された上記ペプチドアクセプター部
を固相担体上に結合させ、核酸合成機を用いてヌクレオチドリンカーとしてヌクレオチド
ホスホアミダイト、およびデオキシヌクレオチドホスホアミダイト、機能性修飾物質とし
て蛍光物質やビオチンなどを結合したホスホアミダイトを順次結合させた後、脱保護を行
うことによって作製することができる。上記各部の種類、あるいは結合の種類によっては
液相合成法で結合させるかあるいは両者を併用することもできる。また、機能性修飾物質
としてニッケル等の金属イオンを用いる場合には、金属イオンが配位しうるニトリロトリ
酢酸やイミノジ酢酸等のキレート性の試薬を結合させ、次いで金属イオンを配位させるこ
とができる。
【００８２】
＜３＞本発明の第１の態様の複合体
　本態様の複合体は、遺伝子型と表現型の対応付け分子と、Ｃ末端がピューロマイシン又
はその誘導体を含むＣ末端ラベル化剤によりラベル化されたＣ末端ラベル化蛋白質との相
互作用によって形成される複合体であって、対応付け分子を構成する蛋白質部分以外の部
分および該Ｃ末端ラベル化剤がそれぞれ相互作用解析に必要な修飾を受けている、対応付
け分子とＣ末端ラベル化蛋白質の複合体である。
【００８３】
　複合体を構成する対応付け分子及びＣ末端ラベル化蛋白質は、それぞれ１つでも複数で
もよい。また、対応付け分子及びＣ末端ラベル化蛋白質が含む蛋白質は、同一でも互いに
異なっていてもよい。すなわち、本発明の複合体は、或る蛋白質を解する相互作用及び／
又は同一の蛋白質間の相互作用による複合体を包含する。本発明の複合体は、例えば、該
複合体が一種類の対応付け分子と二種類以上のＣ末端ラベル化蛋白質から構成されていて
もよい。
【００８４】
　本発明において対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質に含まれる蛋白質は、蛋白質の全
長であっても結合活性部位を含む部分ペプチドでもよい。またアミノ酸配列、およびその
機能が既知の蛋白質でも、未知の蛋白質でもよい。これらは、合成されたペプチド鎖、生
体より精製された RNAやｃＤＮＡライブラリー等から適当な翻訳系を用いて翻訳したもの
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でもよい。合成されたペプチド鎖はこれに糖鎖が結合した糖蛋白質であってもよい。糖鎖
としては、他の蛋白質と相互作用する能力を有する限り、特に制限はなく、その糖配列あ
るいは機能が、既知の糖鎖でも未知の糖鎖でもよい。好ましくは、既に分離解析され、糖
配列あるいは機能が既知の糖鎖が用いられる。
【００８５】
　本発明における対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質の「相互作用」とは、通常は、蛋
白質間の共有結合、疎水結合、水素結合、ファンデルワールス結合、および静電力による
結合のうち少なくとも１つから生じる分子間に働く力による作用を示すが、この用語は最
も広義に解釈すべきであり、いかなる意味においても限定的に解釈してはならない。共有
結合としては、配位結合、双極子結合を含有する。また静電力による結合とは、静電結合
の他、電気的反発も含有する。また、上記作用の結果生じる結合反応、合成反応、分解反
応も相互作用に含有される。
【００８６】
　対応付け分子は、スペーサーを介して蛋白質とそれをコードする mRNAを連結した対応付
け分子（ IVV）であり、かつ該対応付け分子のスペーサーに、対応付け分子間の相互作用
解析に必要な修飾を有することが好ましい。
【００８７】
　相互作用解析に必要な修飾は通常には検出用修飾および分離用修飾である。
【００８８】
　図１のＡ及びＢに、本発明の分離用修飾あるいは検出用修飾を施された IVVとＣ末端ラ
ベル化蛋白質の複合体の構成例を示す。
【００８９】
　図１のＡは、 IVVと単数のＣ末端ラベル化蛋白質の複合体を示す。 IVVは、蛋白質１とそ
れをコードしている mRNA１がスペーサー１を介して連結したものである。スペーサー１は
、必要によって修飾剤 (X)を導入した構成をとる。Ｃ末端ラベル化蛋白質は、蛋白質２の
Ｃ末端にＣ末端ラベル化剤 (Y)が連結したものである。無細胞共翻訳における相互作用に
よって、これらＣ末端ラベル化蛋白質と IVVが複合体を形成すると共に、同時に蛋白質や I
VVに必要な修飾が施される。
【００９０】
　図１のＢは IVVと複数のＣ末端ラベル化蛋白質の複合体を示す。 IVVは、蛋白質１とそれ
をコードしている mRNA１がスペーサー１を介して連結したものである。複数のＣ末端ラベ
ル化蛋白質は、複数の蛋白質 A, B, C...(ライブラリー )のＣ末端にＣ末端ラベル化剤 (Y)
が連結したものである。スペーサー１は、必要によって修飾剤 (X)を導入した構成をとる
。無細胞共翻訳における相互作用によって、これら複数のＣ末端ラベル化蛋白質と IVVが
複合体を形成すると共に、同時に複合体の解析に必要な修飾が施される。
【００９１】
　本発明の IVVとＣ末端ラベル化蛋白質の複合体を構成する要素である IVVは、上述のよう
に、スペーサーと蛋白質がコードされた mRNAをライゲーション反応によって連結して遺伝
子型分子をつくり、遺伝子型分子と表現型分子 (蛋白質 )を無細胞翻訳によってリボソーム
上でピューロマイシンを介して連結するものである。この IVVを用いた in vitroウイルス
法は、ある機能をもつ蛋白質に対応する遺伝子群を cDNAライブラリーなどから網羅的に検
出 (対応付け分子の遺伝子部分を利用して PCRで増幅して検出 )するシステムである。本発
明では、 IVVとＣ末端ラベル化蛋白質間の相互作用の解析において、 IVVの分離

検出を目的とした物質を修飾剤として導入したスペーサー (図３ )を利用すること、か
つＣ末端ラベル化蛋白質の分離 検出を目的とした物質を修飾剤として導入
したＣ末端ラベル化剤 (図４ )を利用することが大きな特徴となっている。また、修飾剤は
、スペーサーへ一つの物質を導入することで分離あるいは検出の目的を達成する場合もあ
るし、スペーサーへ一つの物質を導入することで分離と検出の目的を兼ねられる場合もあ
るし、スペーサーへ二つの物質を導入して、分離と検出の目的を達成する場合もある。
【００９２】
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　本発明の複合体を構成する要素であるＣ末端ラベル化蛋白質は、上述のように、蛋白質
の翻訳系でのペプチド転移反応、すなわち、リボソーム上でのペプチド転移反応によって
蛋白質と結合し得る基（残基を含む）をもつラベル化剤 (図４ )をそのＣ末端に結合するこ
とが特徴であり、そのラベル化剤としては、ピューロマイシンが代表的である。ピューロ
マイシンは、アミノアシル tRNAと類似した構造をもち、蛋白質合成を阻害する抗生物質と
して知られているが、低濃度では蛋白質のＣ末端に結合することが知られている（ Miyamo
to-Sato, E. et al. (2000) Nucleic Acids Res. 28: 1176-1182）。本発明で用いること
ができるピューロマイシン誘導体は、ピューロマイシンと類似した構造を有し、蛋白質の
Ｃ末端に結合することができる物質であればいかなるものでもよい。具体例としては、 3'
-N-アミノアシルピューロマイシンアミノヌクレオシド、 3'-N-アミノアシルアデノシンア
ミノヌクレオシド等が挙げられる。また、ラベル化剤は放射性物質あるいは非放射性物質
を含むことが出来る。具体例としては、 RI, 蛍光性、非蛍光性修飾物質等が挙げられる。
蛍光性物質としては、フルオレセイン系列、ローダミン系列、 Cy3、 Cy5、エオシン系列、
NBD 系列等の蛍光色素や、緑色蛍光蛋白質（ GFP）等の蛍光性蛋白質がある。また、非蛍
光性物質としては、ビオチンのような補酵素、蛋白質、ペプチド、糖類、脂質類、色素、
ポリエチレングリコール等、何らかの目印となり得る化合物であればいかなるものでもよ
い。これら化合物とピューロマイシンとの間をつなぐリンカーは、リボヌクレオチドまた
はデオキシリボヌクレオチドが１個ないし複数個つながった核酸または核酸誘導体であり
、特に好ましい例として、シトシン塩基を含むリボヌクレオチド（ -rC-）またはデオキシ
リボヌクレオチド（ -dC-）が１個ないし複数個つながった化合物が挙げられる。具体的に
は、ヌクレオチドリンカーが 2'-デオキシシチジル酸、 2'-デオキシシチジル -(3',5')-2'-
デオキシチジル酸、リボシチジル酸、又は、リボシチジル -(3',5')-リボシチジル酸であ
ることが好ましい。
【００９３】
　Ｃ末端ラベル化蛋白質およびスペーサーの分離用修飾剤としては、アビジンあるいはス
トレプトアビジンとの相互作用が知られているビオチンのような補酵素を代表例として、
その他、ニッケル -NTA、抗体、蛋白質、ペプチド、糖類、脂質類、色素、ポリエチレング
リコールなどが挙げられ、現在知られている分離や固定化のための物質の他、何らかの方
法で IVVを固定化できる物質であればいかなるものでも良い。詳しい例を挙げると、アビ
ジンおよびストレプトアビジン等のビオチン結合蛋白質／ビオチン、マルトース結合蛋白
質／マルトース、Ｇ蛋白質／グアニンヌクレオチド、ポリヒスチジンペプチド／ニッケル
あるいはコバルト等の金属イオン、グルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼ／グルタチオ
ン、ＤＮＡ結合蛋白質／ＤＮＡ、抗体／抗原分子（エピトープ）、カルモジュリン／カル
モジュリン結合ペプチド、ＡＴＰ結合蛋白質／ＡＴＰ、あるいはエストラジオール受容体
蛋白質／エストラジオールなどの各種受容体蛋白質／そのリガンドなどが挙げられる。こ
れらの中で、アダプター蛋白質／リガンドの組み合わせとしては、アビジンおよびストレ
プトアビジンなどのビオチン結合蛋白質、マルトース結合蛋白質／マルトース、ポリヒス
チジンペプチド／ニッケルあるいはコバルト等の金属イオン、グルタチオン－Ｓ－トラン
スフェラーゼ／グルタチオン、抗体／抗原分子（エピトープ）、などが好ましく、特にス
トレプトアビジン／ビオチンの組み合わせが最も好ましい。これらの結合蛋白質は、それ
自体既知のものであり、該蛋白質をコードするＤＮＡは既にクローニングされている。ア
ダプター蛋白質の固相表面への結合は、それ自体既知の方法を用いることができるが、具
体的には、例えば、タンニン酸、ホルマリン、グルタルアルデヒド、ピルビックアルデヒ
ド、ビス－ジアゾ化ベンジゾン、トルエン -2,4-ジイソシアネート、アミノ基、活性エス
テルに変換可能なカルボキシル基、又はホスホアミダイドに変換可能な水酸基あるいはア
ミノ基などを利用する方法を用いることができる。
【００９４】
　スペーサーの検出用修飾剤は、放射性および蛍光性修飾物質等が挙げられ、蛍光性物質
としては、フルオロセイン系列、ローダミン系列、 Cy3, Cy5, エオシン系列、 NBD系列等
の蛍光物質が挙げられる。これら検出のための修飾剤は、何らかの方法で IVVの蛋白質を
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検出できる物質ならいかなるものでも良い。
【００９５】
　蛍光物質は複数種類を組み合わせて用いてもよい。例えば、対応付け分子がスペーサー
に Cy5を有する場合は、該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化剤がローダミングリーンを有
してもよいし、また、対応付け分子がスペーサーにローダミングリーンを有する場合は、
該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化剤が Cy5を有してもよい。
【００９６】
　本発明の複合体には、対応付け分子である IVVと単数のＣ末端ラベル化蛋白質が相互作
用しているもの (図１の A)と、 IVVと複数のＣ末端ラベル化蛋白質が相互作用しているもの
(図１の B)が含まれる。まず、図１の Aでは、一組の同一あるいは異なる蛋白質を含む対応
付け分子 (IVV)とＣ末端ラベル化蛋白質の複合体の構成をとっている。 IVVは、蛋白質１の
mRNAを有し、固有の修飾剤 (X1)として分離や固定化あるいは検出のための修飾剤を有する
。Ｃ末端ラベル化蛋白質は、蛋白質２のＣ末端がラベル化剤 (Y; 図 1)で修飾されている。
ここで、蛋白質１と２は同じ場合と異なる場合があるが、修飾剤 (X1)とラベル化剤はその
色素の種類や機能などが必ず異なる。本発明は、これら IVVとＣ末端ラベル化蛋白質の相
互作用によって形成された複合体である。次ぎに、図１の Bでは、多数のＣ末端ラベル化
蛋白質と IVVが相互作用している構成をとっている。多数のＣ末端ラベル化蛋白質は、各
々の蛋白質はラベル化剤 (Y; 図 1)を有する。これら多数のＣ末端ラベル化蛋白質について
は、原理的に、全て同一のラベル化剤で修飾される。本発明は、多数のＣ末端ラベル化蛋
白質と IVVの相互作用によって形成された複合体である。
【００９７】
　本発明の複合体は、対応付け分子およびＣ末端ラベル化蛋白質をそれぞれ調製し、それ
らを混合することによって得ることができる。
【００９８】
　また、本発明者等は、対応付け分子が IVVである場合、無細胞翻訳系で、蛋白質間の相
互作用解析において、異なる修飾を有するＣ末端ラベル化蛋白質を共に翻訳 (無細胞共翻
訳 )により得ると同時に、それらの複合体を形成できれば、蛋白質の検出や固定に必要な
タグや蛍光性色素などの修飾も同時に行うことが出来ればハイスループットな蛋白質間相
互作用解析が実現できると考えた。しかしながら、Ｃ末端ラベル化法は原理的に、翻訳さ
れる蛋白質をラベル化剤で無差別に修飾することになり、一つの試験管内で複数の蛋白質
に別々の異なる所望のラベル化剤を修飾することは出来ない。そのため、別々の試験管内
でＣ末端ラベル化した二つのＣ末端ラベル化蛋白質を後から混合する以外に方法はない。
よって、蛋白質間の相互作用解析において、一つの試験管内で別々の異なる所望のラベル
化剤を各蛋白質に修飾できるとする技術 (特開 2001-27633号公報 )は実際には不可能である
。本発明者等は、 IVV形成とＣ末端ラベル化を組み合わせた場合に、Ｃ末端ラベル化剤が I
VV形成を阻害することがほとんどない条件が存在することを見出し、一つの試験管で異な
る所望のＣ末端ラベル化剤を所望の蛋白質に修飾することに成功した。
【００９９】
　すなわち、この態様は、無細胞翻訳系で、Ｃ末端ラベル化剤の存在下で、該 mRNAと該Ｃ
末端ラベル化蛋白質の蛋白質をコードする mRNAが翻訳されることにより対応付け分子とＣ
末端ラベル化蛋白質が同時に生成し、生成した対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質との
間で相互作用することで複合体が形成されるとき、無細胞共翻訳系におけるＣ末端ラベル
化剤の濃度を、該Ｃ末端ラベル化蛋白質のラベル化効率に十分で、かつ該対応付け分子の
形成を阻害しない範囲とすることを特徴とする。
【０１００】
　無細胞共翻訳で、「相互作用」が共翻訳で実現される場合、その無細胞翻訳系について
は、大腸菌 E. coli、ウサギ網状赤血球、小麦胚芽の系などいずれでも構わない。 in vitr
o virus法では、対応付け分子の形成は、大腸菌 E. colではかなり不安定であるが、ウサ
ギ網状赤血球の系 (Nemoto N, Miyamoto-Sato E, Yanagawa H. (1997) FEBS Lett. 414, 4
05; Roberts R.W, Szostak J.W. (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 12297)では安
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定に確認されており、さらに小麦胚芽の系 (WO 02/46395)ではより安定に確認されている
。
【０１０１】
　無細胞共翻訳における翻訳又は転写及び翻訳の条件は、用いる無細胞翻訳系に応じて適
宜選択される。
【０１０２】
＜４＞ mRNAが除去された対応付け分子を含む第１の態様の複合体
　いったん対応付け翻訳によって蛋白質の検出や固定に必要なタグや蛍光性色素などの修
飾が施されれば、 mRNAを検出や固定に利用しない場合は、 mRNA部分は必要なくなる。従っ
て、本発明は、 IVVが、 mRNAが除去された IVVであり、 mRNAが除去された IVVとＣ末端ラベ
ル化蛋白質との間の相互作用によって形成される複合体を提供する。 mRNAが相互作用検出
で弊害となる場合などにはこの形態を検出に利用することが望ましい。
【０１０３】
　図１のＣ及びＤに、 mRNAが除去された in vitorウイルス (IVV(mRNA-))を含む複合体の構
成例を示す。
【０１０４】
　図１のＣは IVV(mRNA-)とＣ末端ラベル化蛋白質の複合体を示す。蛋白質１とがスペーサ
ー１からなる mRNAを欠いた構成と、蛋白質２とＣ末端ラベル化蛋白質の相互作用により形
成された複合体である。スペーサー１は、蛋白質１に必要な修飾剤 (X)を導入した構成を
とり、Ｃ末端ラベル化蛋白質は、そのＣ末端に、Ｃ末端ラベル化剤 (Y)が連結した構成を
とる。無細胞共翻訳における相互作用によって IVVとＣ末端ラベル化蛋白質の複合体を形
成すると共に、同時に各蛋白質に必要な修飾が施され、後処理として RNaseなどで mRNAを
消化して、 IVV(mRNA-)とＣ末端ラベル化蛋白質の複合体を形成する。
【０１０５】
　図１のＤは IVV(mRNA-)と複数のＣ末端ラベル化蛋白質の複合体を示す。蛋白質１とスペ
ーサー１からなる mRNAを欠いた構成と、複数の蛋白質 A、 B， C....などがＣ末端ラベル化
剤 (Y)で修飾された構成のものが、蛋白質間相互作用により形成された複合体である。ス
ペーサー１は、蛋白質１に必要な修飾剤 (X)を導入した構成をとり、蛋白質 A、 B， C....(
ライブラリー )などにＣ末端ラベル化剤 (Y)を導入した構成のものが、無細胞共翻訳によっ
て相互作用することによって複合体を形成すると共に、同時に各蛋白質に必要な修飾が施
され、後処理として、 RNaseなどで mRNAを消化して、 IVV(mRNA-)と複数のＣ末端ラベル化
蛋白質の複合体を形成する。
【０１０６】
　 mRNAの除去方法は特に限定されないが、例えば、 RNase処理があげられる。
【０１０７】
　 IVV(mRNA-)のスペーサーの修飾は、上記の IVVと同様でよい。
【０１０８】
＜５＞第１の態様の複合体を用いる蛋白質間相互作用解析方法
　本発明の蛋白質間相互作用解析方法は、相互作用させる分子として、本発明の複合体を
形成する対応付け分子を用いることを特徴とし、相互作用させる分子として、本発明の複
合体を形成する対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質を用いることの他は公知の方法に従
って行うことができる。解析方法としては、対応付け分子を固定化する方法及び対応付け
分子を固定化しない方法が挙げられる。本発明の解析方法においては、通常には、本発明
の分離・固定用あるいは検出用修飾を持つ対応付け分子の複合体を、修飾物質の種類や反
応系の種類などにより適宜組み合わせて形成せしめ、該複合体が発する信号において両分
子間の相互作用に基づいて発生される上記信号の変化を測定することにより相互作用を解
析する。相互作用の解析は、例えば、蛍光相関分光法、蛍光イメージングアナライズ法、
蛍光共鳴エネルギー移動法、エバネッセント場分子イメージング法、蛍光偏光解消法、表
面プラズモン共鳴法、又は、固相酵素免疫検定法により行われる。前者としては、 RIもし
くは蛍光イメージングアナライズ法による、または DNAチップもしくはプロテインチップ
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を用いる解析方法が挙げられ、後者としては蛍光相互相関分析法による解析方法が挙げら
れる。
【０１０９】
　図２に、本発明の複合体による蛋白質の相互作用の解析の概略を示す。Ａに示すように
、本発明の「 IVVとＣ末端ラベル化蛋白質の複合体」は、無細胞共翻訳において、スペー
サーの修飾剤 (X)で修飾を施されたある蛋白質を含む IVV、そして、Ｃ末端ラベル化剤 (Y)
で修飾を施されたある蛋白質あるいは複数の蛋白質との相互作用によって形成されたもの
である。この IVVの mRNAを何らかの方法で消化した複合体が「 IVV(mRNA-)とＣ末端ラベル
化蛋白質の複合体」である。これら複合体の相互作用について、 FCCS、蛍光リーダー、 DN
Aチップ、プロテインチップなどで解析する。また、９６穴プレートを利用することによ
って大規模解析に容易に発展できる点も特徴である。 FCCS解析では、単なる相互作用のあ
り無しのみ成らず、相互作用の強さの指標として Kdを算出可能となる。また、Ｂに示すよ
うに、無細胞共翻訳において、そのスペーサーの修飾剤 (X)に固定化のための修飾を施さ
れた「 IVV」あるいは「 IVV(mRNA-)」とＣ末端ラベル化剤 (Y)で修飾を施されたある蛋白質
あるいは複数の蛋白質との相互作用を SDS-PAGEの電気泳動パターンによって解析する。ま
た、９６穴プレートを利用して、複数の「 IVV」あるいは「 IVV(mRNA-)」を固定化してス
クリーニングすることによって大規模並行解析に容易に発展できる。
【０１１０】
　このように、本発明の複合体に修飾されたタグや蛍光性色素を利用して、相互作用を検
出するさまざまな方法が挙げられる。具体的には、二種類の異なる蛍光性色素を異なる蛋
白質に修飾することで FCCS解析へ、あるいは、固定用のタグと蛍光性色素を異なる蛋白質
に修飾することにより蛍光リーダー、プロテインチップなどへ応用可能であり (図２の A)
、さらに、 IVVに固定用のタグを修飾し、Ｃ末端ラベル化により蛍光性色素を複数の蛋白
質に修飾することによりスクリーニング後のゲルアッセイなどで in vitroウイルスの蛋白
質と相互作用可能な複数の蛋白質についての解析へ応用可能である (図２の B)。また、本
発明の複合体を、第１、２の発明の複合体を 96穴プレートなどを利用することで、並列的
に解析することにより、一挙に大量の蛋白質間相互作用を解析することが可能である。
【０１１１】
　図２の Aに示したのは、 IVVまたは IVV(mRNA-)を FCCS測定、蛍光リーダー、 DNAチップ、
プロテインチップなどへ応用して蛋白質の相互作用を解析する方法である。 FCCS測定では
、対応付け分子として、修飾剤 (X)として蛍光性物質を有するスペーサーと蛋白質をコー
ドしている mRNAのライゲーションによって対応付け分子のテンプレートを用意し、Ｃ末端
ラベル化蛋白質として、蛍光性物質を有するラベル化剤 (Y)と蛋白質をコードしている mRN
Aのテンプレートを用意する。ここで、修飾剤 (X)とラベル化剤 (Y)は、 FCCS測定が可能な
吸収領域をもつ、たとえば、 Cy5とローダミングリーンなどの蛍光性物質の組み合わせが
選択される。これらの対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質のテンプレートは、無細胞翻
訳系で共に翻訳され、修飾剤 (X)を有する対応付け分子は、リボソーム上で蛋白質と修飾
剤 (X)を有するスペーサーを持つ mRNAと連結して対応付け分子となり、Ｃ末端ラベル化蛋
白質は、リボソーム上で蛋白質とラベル化剤 (Y)が連結してＣ末端ラベル化蛋白質となり
、それら対応付け分子の蛋白質とＣ末端ラベル化蛋白質が相互作用により複合体を形成し
ているかどうかを FCCS測定により解析することになる。また、蛍光リーダーや DNAチップ
、プロテインチップに応用する場合も、上記と同様であるが、 Xと Yの少なくとも一方に固
定化剤を有し、プレートやビーズやスライドガラスに固定する。このとき、 Xや Yは、検出
剤と固定化剤の両方を有していても構わない。また、対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白
質は一対あるいは複数からなる複合体の両方が可能であり、ある一つの対応付け分子とＣ
末端ラベル化蛋白質のライブラリーなどの複合体を用いることもできる。あるいはその反
対に、ある一つのＣ末端ラベル化蛋白質に対する対応付け分子のライブラリーなどを用い
ることもできる。ライブラリーとしては、 cDNAライブラリー (ランダムプライミング・ラ
イブラリー、 dTプライミング・ライブラリー )、ランダム・ライブラリー、ペプチド・ラ
イブラリー、ホルモン・ライブラリー、抗体・ライブラリー、リガンド・ライブラリー、
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医薬化合物ライブラリーなどいかなるライブラリーでも構わない。
【０１１２】
　ここで、 mRNA部分は蛋白質の相互作用検出で利用しない場合、たとえば、 FCCS測定、蛍
光リーダー、プロテインチップなどに応用する場合は、 RNase Aなどで故意的に切断する
ことが出来る。図１のＣおよびＤに切断後の複合体を示す。切断することによって、 mRNA
の妨害による蛋白質間相互作用の検出の困難性が解消出来る。また、複合体を形成しない
単独の対応付け分子をプレートやビーズやスライドガラスに固定することも可能であり、
この場合、 mRNAを削除した IVVや IVV(mRNA-)を固定化することは、Ｃ末端ラベル化蛋白質 (
特開平 11-322781)に比較して、遊離の修飾剤が 1/100以下と少ないため固定化の前に精製
の必要がないことでも有利である。
【０１１３】
　図２の Bに示したのは、第１の発明を IVVの遺伝子部分を活用して RT-PCRで検出する in v
itroセレクション法などへ応用したもので、対応付け分子の Xとして固定化できる物質を
導入しておき、対応付け分子と相互作用のあるＣ末端ラベル化蛋白質をスクリーニング後
に SDS-PAGEによって検出する。 Xによる固定化の仕組みは、いかなるものでも構わない。
たとえば、 IgG-プロテイン Aの親和性やカルモジュリンビーズとの親和性を利用したスク
リーニング。あるいはプルダウン法でストレプトアビジンあるいはアビジン -ビオチン親
和性、 GST-tag、 Flag-tag, T7-tag, His-tagなどを利用したスクリーニングやそれらを組
み合わせたスクリーニングなど。スクリーニングの後、 SDS-PAGEで泳動することによって
、対応付け分子の蛋白質と相互作用のあるＣ末端ラベル化蛋白質を検出することが出来る
。ここで、Ｃ末端ラベル化蛋白質は複数あるいはライブラリーなども用いることが出来る
。
【０１１４】
　図２の Aにおいて、９６穴のプレートなどを利用することによって、単に一対の蛋白質
の相互作用を解析するにとどまらず、多数の組み合わせの相互作用を並列に分析すること
が可能となり、多数の蛋白質間相互作用の解析および、巨大な蛋白質複合体の構成を解析
することも可能となる。特に、二種類の蛍光色素を用いる蛍光相互相関分光法 (Fluoresce
nce Cross-Correlation Spectroscopy: FCCS)では、一種類の蛍光色素を用いる FCSでは困
難であった同程度の大きさをもつ分子間の相互作用も検出が可能であり、測定に必要な試
料量が少なく、測定時間も短く、９６穴プレートの自動解析が可能な蛋白質間相互作用解
析のハイスループットな手法として期待される。また、図２の Bにおいては、 in vitroウ
イルスと複数のＣ末端ラベル化蛋白質の相互作用を一度に検出することが出来、単に一対
の蛋白質の相互作用を解析するにとどまらず、多数の組み合わせの相互作用を並列に分析
することが可能となり、巨大な蛋白質複合体の構成を解析することも可能となる。
【０１１５】
　以下にさらに具体的に解析方法を述べる。
【０１１６】
○蛍光相関分光法
　蛍光相関分光法（ Fluorescence Correlation Spectroscopy（ FCS） : Eigen, M., et al
., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91, 5740-5747(1994)）は、共焦点レーザー顕微鏡等の
下で、粒子の流動速度、あるいは拡散率、容積収縮等を測定する方法である。
【０１１７】
　具体的には試料粒子が励起光により励起されて、試料液容積の一部において蛍光を放射
し、この放射光を測定し光子割合を得る。この値は、特定の時間に観測されている空間容
積中に存在する粒子の数と共に変化する。上述した種々のパラメターは自己相関関数を使
用してこの信号の変動から算出され得る。この FCSを行う為の装置もカールツァイス（ Zei
ss）社等から市販されており、本方法においてもこれらの装置を用いて解析を行うことが
できる。
【０１１８】
　この方法を用いて IVVとＣ末端ラベル化蛋白質あるいは IVV(mRNA-)とＣ末端ラベル化蛋
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白質間相互作用の測定又は解析を行う場合、溶液として供することが必要である（液相法
）。２種類の蛍光色素を用いる蛍光相互相関分光法（ FCCS）は、１種類の蛍光色素を用い
る FCSでは困難であった同じくらいの分子量をもつ蛋白質間の相互作用も検出できる。２
種類の蛍光色素を用いる他の方法としては蛍光共鳴エネルギー移動（ FRET）法が知られて
いるが、 FRETが生じるためには２つの蛍光色素が 40～ 50Å以内に近接する必要があり、蛋
白質の大きさや蛍光色素の付いている位置によっては、相互作用していても FRETが観測さ
れない危険性がある。 FCCS法では相互相関の検出は蛍光色素間の距離に依存しないので、
そのような問題がない。一方、他の検出系である蛍光偏向解消法と比較すると、 FCCS法は
必要なサンプル量が少なく、検出時間が短く、測定の自動化が容易等の長所がある。さら
に FCCS法では蛍光標識された分子の大きさや数というきわめて基本的な情報が得られるの
で、表面プラズモン共鳴法のように汎用的な用途に利用できる可能性がある。両者の違い
は、表面プラズモン共鳴法では蛋白質が固定化された状態で相互作用を検出するのに対し
て、 FCCS法ではより天然の状態に近い溶液中の相互作用を見ることができる点にある。
【０１１９】
　通常、蛍光を修飾した蛋白質は、精製し、両分子を何らかの方法で相互作用させる必要
がある。本方法においては、その工程を一工程で実現できる。すなわち、無細胞翻訳系で
共翻訳によって、 IVVとＣ末端ラベル化蛋白質を形成し相互作用させることが出来る。こ
の方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば、特定の IVVと異なる複
数のＣ末端ラベル化蛋白質を共翻訳した溶液をそのまま、あるいは RNase処理によって IVV
(mRNA-)とＣ末端ラベル化蛋白質の複合体として、上記ＦＣＳ用測定装置の各測定用ウェ
ルにそれぞれ投入する方法が用いられる。
【０１２０】
○蛍光イメージングアナライズ法
　蛍光イメージングアナライズ法は、固相化された分子に、修飾分子を接触せしめ、両分
子の相互作用により、固相化された分子上にとどまった修飾分子から発せられる蛍光を、
市販の蛍光イメージングアナライザーを用いて測定又は解析する方法である。
【０１２１】
　この方法を用いて IVVとＣ末端ラベル化蛋白質あるいは IVV(mRNA-)とＣ末端ラベル化蛋
白質間相互作用の測定又は解析を行う場合、一方の IVVとＣ末端ラベル化蛋白質あるいは I
VV(mRNA-)とＣ末端ラベル化蛋白質は上記した方法により固相化されていることが必要で
ある。 IVVとＣ末端ラベル化蛋白質あるいは IVV(mRNA-)とＣ末端ラベル化蛋白質のＣ末端
ラベル化剤に固定化物質を導入しておくことで実現できる。
【０１２２】
　 IVVとＣ末端ラベル化蛋白質あるいは IVV(mRNA-)とＣ末端ラベル化蛋白質を固相化する
ための基板としては、通常蛋白質や核酸等を固定化するのに用いられるニトロセルロース
メンブレンやナイロンメンブレン、あるいはプラスチック製のマイクロプレート等も用い
ることができる。固相化のためのこれらの物質を、無細胞共翻訳系に投入することで、 IV
VとＣ末端ラベル化蛋白質あるいは IVV(mRNA-)とＣ末端ラベル化蛋白質を固相化すると同
時に、複合体を形成することも可能である。また、プレートの場合は、無細胞共翻訳系を
プレートに投入することで、 IVVとＣ末端ラベル化蛋白質あるいは IVV(mRNA-)とＣ末端ラ
ベル化蛋白質を固相化すると同時に、複合体を形成することも可能である。複合体を形成
せしめた後、好ましくは過剰に存在する蛍光色素を同緩衝液等により洗浄する工程を行い
、固相上にとどまった IVVとＣ末端ラベル化蛋白質あるいは IVV(mRNA-)とＣ末端ラベル化
蛋白質の修飾物質から発せられる蛍光信号、又は固相化されている修飾分子から発せられ
る蛍光と固相上にとどまった修飾分子から発せられる蛍光が混ざり合った信号を、市販の
イメージングアナライザーを用いて測定あるいは解析することにより、固相化された分子
と相互作用する分子を同定することができる。
【０１２３】
　この方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば上記固相表面に、複
数の IVVあるいは IVV(mRNA-)を番地付けして固相化する方法、あるいは１種類の IVVあるい
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は IVV(mRNA-)に固相化されていない複数種のＣ末端ラベル化蛋白質を接触させる方法等が
用いられるが、ここでは、その組み合わせの IVVとＣ末端ラベル化蛋白質の共翻訳をウェ
ル上で行う方法が可能であるところが特徴である。複数種の IVVあるいは IVV(mRNA-)を接
触させる場合には、固相にとどまった該分子を緩衝液の濃度の差等により解離させて取得
し、これを既知の方法により分析することにより同定できる。
【０１２４】
　その他、２種類の蛍光色素を用いる他の分子間相互作用検出法として、蛍光共鳴エネル
ギー移動（ FRET）法、ガラス等の透明体に固相化した分子に溶液として第２の分子を接触
せしめ、これにエバネッセント場が発生する角度でレーザー光等の光源を照射し、発生し
たエバネッセント光を検出器によって測定又は解析する方法であるエバネッセント場分子
イメージング法 (Funatsu, T., et al., Nature, 374, 555-559 (1995)等 )、蛍光偏光で励
起された蛍光分子が、励起状態の間、定常状態を保っている場合には同一の偏光平面で蛍
光を放射するが、励起された分子が励起状態中に回転ブラウン運動等を行った場合に、放
射された蛍光は励起光とは異なった平面になることを利用する蛍光偏光解消法（ Perran, 
J., et al., J. Phys. Rad., 1, 390-401(1926)）、金属／液体界面で相互作用する分子
によって表面プラズモンが励起され、これを反射光の強度変化で測定する表面プラズモン
共鳴法（ Cullen, D.C., et al., Biosensors, 3(4), 211-225(1987-88)）などへの応用が
挙げられる。
【０１２５】
＜６＞本発明の第２態様の複合体
　本態様の複合体は、複数の、遺伝子型と表現型の対応付け分子を含み、該対応付け分子
間の相互作用によって形成される複合体であり、対応付け分子間の相互作用解析に必要な
修飾を、対応付け分子を構成する蛋白質部分以外の部分に有することを特徴とする対応付
け分子の複合体である。
【０１２６】
　複合体を構成する対応付け分子は２種でも３種以上もよく、それらの対応付け分子が含
む蛋白質は、同一でも互いに異なっていてもよい。すなわち、本発明の複合体は、或る蛋
白質を介する相互作用及び／又は同一の蛋白質間の相互作用による複合体を包含する。
【０１２７】
　本発明において対応付け分子に含まれる蛋白質は、蛋白質の全長であっても結合活性部
位を含む部分ペプチドでもよい。またアミノ酸配列、およびその機能が既知の蛋白質でも
、未知の蛋白質でもよい。これらは、合成されたペプチド鎖、生体より精製された RNAや
ｃＤＮＡライブラリー等から適当な翻訳系を用いて翻訳したものでもよい。合成されたペ
プチド鎖はこれに糖鎖が結合した糖蛋白質であってもよい。糖鎖としては、他の蛋白質と
相互作用する能力を有する限り、特に制限はなく、その糖配列あるいは機能が、既知の糖
鎖でも未知の糖鎖でもよい。好ましくは、既に分離解析され、糖配列あるいは機能が既知
の糖鎖が用いられる。
【０１２８】
　本発明における対応付け分子間の「相互作用」とは、通常は、蛋白質間の共有結合、疎
水結合、水素結合、ファンデルワールス結合、および静電力による結合のうち少なくとも
１つから生じる分子間に働く力による作用を示すが、この用語は最も広義に解釈すべきで
あり、いかなる意味においても限定的に解釈してはならない。共有結合としては、配位結
合、双極子結合を含有する。また静電力による結合とは、静電結合の他、電気的反発も含
有する。また、上記作用の結果生じる結合反応、合成反応、分解反応も相互作用に含有さ
れる。
【０１２９】
　対応付け分子は、スペーサーを介して蛋白質とそれをコードする mRNAを連結した対応付
け分子（ IVV）であり、かつ該対応付け分子のスペーサーに、対応付け分子間の相互作用
解析に必要な修飾を有することが好ましい。
　相互作用解析に必要な修飾は通常には検出用修飾および分離用修飾である。
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【０１３０】
　図１２に、本発明の分離用修飾あるいは検出用修飾を施された IVVの複合体の構成を示
す。図１２のＡに示すように、 IVVの単体の構成は、蛋白質とそれをコードしている mRNA
がスペーサーを介して連結したものである。スペーサーは、必要によって修飾剤 (X)を導
入した構成をとる。
【０１３１】
　図１２のＢに示すような一対の IVVから成る複合体は、蛋白質１とそれをコードしてい
る mRNA１がスペーサー１を介して連結した IVV１と、蛋白質２とそれをコードしている mRN
A２がスペーサー２を介して連結した IVV２が、蛋白質１と蛋白質２の相互作用により形成
された複合体である。スペーサー１は、蛋白質１に必要な修飾剤 (X１ )を導入した構成を
とり、スペーサー２は、蛋白質２に必要な修飾剤 (X２ )を導入した構成をとり、相互作用
によって複合体を形成すると共に、同時に各蛋白質に必要な修飾が施されることになる。
【０１３２】
　図１２のＣに示すような３つ以上の多数の IVVから成る複合体は、蛋白質１とそれをコ
ードしている mRNA１がスペーサー１を介して連結した IVV１と、複数の蛋白質２、３，４
などとそれをコードしている mRNA２、３，４などがスペーサー２、３，４などを持つ IVV
２、３，４などが、蛋白質間相互作用により形成された複合体である。スペーサー１は、
蛋白質１に必要な修飾剤 (X１ )を導入した構成をとり、スペーサー２、３，４などは、蛋
白質２、３，４などに必要な修飾剤 (X２、３，４など )を導入した構成をとり、無細胞共
翻訳によって相互作用によって複合体を形成すると共に、同時に各蛋白質に必要な修飾が
施されることになる。この時、蛋白質１に対するライブラリーの相互作用を検出する際は
、検出用修飾剤 (X２、３，４など )は共通の場合がある。
【０１３３】
　本発明の複合体を構成する要素である IVVは、上述のように、蛋白質がコードされた mRN
Aとスペーサーをライゲーション反応によって連結して遺伝子型分子をつくり、遺伝子型
分子と表現型分子 (蛋白質 )を無細胞翻訳によってリボソーム上でピューロマイシンを介し
て連結するものである。この IVVを用いた in vitroウイルス法は、ある機能をもつ蛋白質
に対応する遺伝子群を cDNAライブラリーなどから網羅的に検出 (対応付け分子の遺伝子部
分を利用して PCRで増幅して検出 )するシステムである。ここでは、 IVVの分離

検出を目的とした物質を修飾剤 (図１２中 , X)として導入したスペーサー (図１５、１６
及び３ )を蛋白質間相互作用検出に利用することが大きな特徴となっている。また、修飾
剤は、スペーサーへ一つの物質を導入することで分離あるいは検出の目的を達成する場合
もあるし、スペーサーへ一つの物質を導入することで分離と検出の目的を兼ねられる場合
もあるし、スペーサーへ二つの物質を導入して、分離と検出の目的を達成する場合もある
。
【０１３４】
　分離用修飾剤としては、アビジンあるいはストレプトアビジンとの相互作用が知られて
いるビオチンのような補酵素を代表例として、その他、ニッケル -NTA、抗体、蛋白質、ペ
プチド、糖類、脂質類、色素、ポリエチレングリコールなどが挙げられ、現在知られてい
る分離や固定化のための物質の他、何らかの方法で IVVを固定化できる物質であればいか
なるものでも良い。詳しい例を挙げると、アビジンおよびストレプトアビジン等のビオチ
ン結合蛋白質／ビオチン、マルトース結合蛋白質／マルトース、Ｇ蛋白質／グアニンヌク
レオチド、ポリヒスチジンペプチド／ニッケルあるいはコバルト等の金属イオン、グルタ
チオン－Ｓ－トランスフェラーゼ／グルタチオン、ＤＮＡ結合蛋白質／ＤＮＡ、抗体／抗
原分子（エピトープ）、カルモジュリン／カルモジュリン結合ペプチド、ＡＴＰ結合蛋白
質／ＡＴＰ、あるいはエストラジオール受容体蛋白質／エストラジオールなどの各種受容
体蛋白質／そのリガンドなどが挙げられる。これらの中で、アダプター蛋白質／リガンド
の組み合わせとしては、アビジンおよびストレプトアビジンなどのビオチン結合蛋白質、
マルトース結合蛋白質／マルトース、ポリヒスチジンペプチド／ニッケルあるいはコバル
ト等の金属イオン、グルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼ／グルタチオン、抗体／抗原
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分子（エピトープ）、などが好ましく、特にストレプトアビジン／ビオチンの組み合わせ
が最も好ましい。これらの結合蛋白質は、それ自体既知のものであり、該蛋白質をコード
するＤＮＡは既にクローニングされている。アダプター蛋白質の固相表面への結合は、そ
れ自体既知の方法を用いることができるが、具体的には、例えば、タンニン酸、ホルマリ
ン、グルタルアルデヒド、ピルビックアルデヒド、ビス－ジアゾ化ベンジゾン、トルエン
-2,4-ジイソシアネート、アミノ基、活性エステルに変換可能なカルボキシル基、又はホ
スホアミダイドに変換可能な水酸基あるいはアミノ基などを利用する方法を用いることが
できる。
【０１３５】
　検出用修飾剤は、放射性および蛍光性修飾物質等が挙げられ、蛍光性物質としては、フ
ルオロセイン系列、ローダミン系列、 Cy3, Cy5, エオシン系列、 NBD系列等の蛍光物質が
挙げられる。これら検出のための修飾剤は、何らかの方法で IVVの蛋白質を検出できる物
質ならいかなるものでも良い。
【０１３６】
　蛍光物質は複数種類を同時に用いてもよい。例えば、対応付け分子の少なくとも一つが
スペーサーに検出用修飾として Cy5を有し、残りの対応付け分子が検出用修飾としてロー
ダミングリーンを有してもよいし、対応付け分子の少なくとも一つがスペーサーに検出用
修飾としてローダミングリーンを有し、残りの対応付け分子がスペーサーに検出用修飾と
して Cy5を有していてもよい。
【０１３７】
　本発明の複合体には、二つの同一あるいは異なる対応付け分子の IVVが相互作用してい
るもの (図１２の B)と、３つ以上の複数の対応付け分子が相互作用しているもの (図１２の
C)がある。まず、図１２の Bでは、二つの同一あるいは異なる対応付け分子１，２ (たとえ
ば、 IVV１、２ )が相互作用している構成をとっている。 IVV1は、蛋白質１の mRNAを有し、
IVV1に固有の修飾剤 (X1)として分離や固定化あるいは検出のための修飾剤を有する。 IVV2
は、蛋白質２の mRNAを有し、 IVV2に固有の修飾剤 (X2)を有する。ここで、蛋白質１と蛋白
質２は同じ場合と異なる場合がある。修飾剤 (X1)と修飾剤 (X2)については、検出用修飾剤
(X1)と検出用修飾剤 (X2)の組み合わせの場合は、異なる蛍光性物質の修飾剤の組み合わせ
となり、一方が分離用修飾剤 (X1)を有する場合と、分離用修飾剤 (X1)と検出用修飾剤 (X2)
の組み合わせの場合がある。次ぎに、図１２の Cでは、 3つ以上の多数の IVVが相互作用し
ている構成をとっている。多数の IVVは、各々の蛋白質の mRNAを有し、修飾剤 (X1,2...)を
有する。修飾剤 (X1,2...)については、該複合体の構成分子として、検出用修飾剤 (X1)を
有する少なくとも一つの IVV1を持つ、または、該複合体の構成分子として、分離用修飾剤
(X1)を有する少なくとも一つの IVV1を持つ構成をもっている。
【０１３８】
　本発明の複合体は、それぞれの対応付け分子を調製し、それらを混合することによって
得ることができるが、本発明者らは、対応付け分子が IVVである場合には、無細胞翻訳系
で、２つ以上の IVVを共に翻訳（無細胞共翻訳 )すると同時に、蛋白質の検出や固定に必要
なタグや蛍光色素などの異なる修飾を所望の蛋白質を含む IVVに行うことが可能であり、
かつそれら IVV間の相互作用により複合体を形成出来ることを見いだした。この態様によ
れば、融合蛋白質など従来のクローニングが必要な方法を用いることなく、 IVVのスペー
サーの分離用及び検出用の修飾剤 (図１２中 , X)により、蛋白質の検出や固定に必要なタ
グや蛍光色素などの修飾を実現できる。すなわち、蛋白質合成、検出や固定のためのタグ
や蛍光性色素などの蛋白質への修飾、修飾した蛋白質の分離・精製、そして相互作用の形
成などの各工程を一工程で実現できる。
【０１３９】
　無細胞共翻訳で「相互作用」が実現される場合、その無細胞翻訳系については、大腸菌
E. coli、ウサギ網状赤血球、小麦胚芽の系などいずれでも構わない。 in vitroウイルス
法では、対応付け分子の形成は、大腸菌 E. colではかなり不安定であるが、ウサギ網状赤
血球の系 (Nemoto N, Miyamoto-Sato E, Yanagawa H. (1997) FEBS Lett. 414, 405; Robe
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rts R.W, Szostak J.W. (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 12297)では安定に確認
されており、さらに小麦胚芽の系 (WO 02/46395)ではより安定に確認されている。
【０１４０】
　無細胞共翻訳における翻訳又は転写及び翻訳の条件は、用いる無細胞翻訳系に応じて適
宜選択される。
【０１４１】
＜７＞ mRNAが除去された対応付け分子を含む第２態様の複合体
　いったん対応付け翻訳によって蛋白質の検出や固定に必要なタグや蛍光性色素などの修
飾が施されれば、 mRNAを検出や固定に利用しない場合は、 mRNA部分は必要なくなる。従っ
て、本発明は、 IVVが、 mRNAが除去された IVVであり、 mRNAが除去された IVV間の相互作用
によって形成される複合体を提供する。 mRNAが相互作用検出で弊害となる場合などにはこ
の形態を検出に利用することが望ましい。
【０１４２】
　図１３に、本発明の mRNAを欠いた IVV(IVV(mRNA-))とその複合体の構成を示す。図１３
のＡに示す IVV(mRNA-)は、 IVVの mRNAを除去したものであり、蛋白質とスペーサーから成
る。スペーサーは、必ず修飾剤 (X)を導入した構成をとる。
【０１４３】
　図１３のＢに示す一対の IVV(mRNA-)から成る複合体は、蛋白質１とスペーサー１からな
る IVV(mRNA-)１と、蛋白質２とスペーサー２からなる IVV(mRNA-)２が、蛋白質１と蛋白質
２の相互作用により形成された複合体である。スペーサー１は、蛋白質１に必要な修飾剤
(X１ )を導入した構成をとり、スペーサー２は、蛋白質２に必要な修飾剤 (X２ )を導入した
構成をとり、相互作用によって複合体を形成すると共に、同時に各蛋白質に必要な修飾が
施されている。
【０１４４】
　図１３のＣに示す３つ以上の多数の IVV(mRNA-)から成る複合体；蛋白質１とスペーサー
１からなる IVV(mRNA-)1と、複数の蛋白質２、３、４などとスペーサー２、３、４などか
らなる IVV(mRNA-)２、３、４などが、蛋白質間相互作用により形成された複合体である。
スペーサー１は、蛋白質１に必要な修飾剤 (X１ )を導入した構成をとり、スペーサー２、
３、４などは、蛋白質２、３、４などに必要な修飾剤 (X２、３、４など )を導入した構成
をとり、相互作用によって複合体を形成すると共に、同時に各蛋白質に必要な修飾が施さ
れることになる。この時、蛋白質１に対するライブラリーの相互作用を検出する際は、検
出用修飾剤 (X２、３、４など )は共通の場合がある。
【０１４５】
　 mRNAの除去方法は特に限定されないが、例えば、 RNase処理があげられる。
　 IVV(mRNA-)のスペーサーの修飾は、上記の IVVと同様でよい。
【０１４６】
　本発明は、また、この態様の複合体を形成し得る対応付け分子、すなわち、スペーサー
を介して蛋白質とそれをコードする mRNAを連結した対応付け分子から mRNAを除去すること
により得られる対応付け分子であって、スペーサーが、蛋白質のＣ末端に結合した、ピュ
ーロマイシンあるいはピューロマイシンと少なくとも 1残基の DNA /または RNAからな
るペプチドアクセプター領域、ペプチドアクセプター領域に結合した、ポリエチレングリ
コールを主成分とした PEG領域、及び、 PEG領域に結合した、少なくとも 1残基の DNA
/または RNAの塩基に機能修飾を施した機能付与ユニットを含む、対応付け分子を提供する
。
【０１４７】
　この対応付け分子は、上述のスペーサー分子に由来するスペーサーを介して蛋白質とそ
れをコードする mRNAを連結した対応付け分子から mRNAを除去することにより得ることがで
きる。 mRNAの除去は、スペーサーの構成に従って、対応付け分子に機能付与ユニットが残
存するように行えばよい。例えば、機能付与ユニット及びペプチドアクセプター領域が DN
Aからなる場合には、 RNase処理により得ることができる。また、ペプチドアクセプター領
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域及び機能付与ユニットを構成するリボヌクレオチドの種類を考慮した特異性を有する RN
aseを用いれば、ペプチドアクセプター領域及び機能付与ユニットは RNAを含んでいてもよ
い。
【０１４８】
＜８＞第２態様の複合体を用いる蛋白質間相互作用解析方法
　本発明の蛋白質間相互作用解析方法は、相互作用させる分子として、本発明の複合体を
形成する対応付け分子を用いることを特徴とし、相互作用させる分子として、本発明の複
合体を形成する対応付け分子を用いることの他は公知の方法に従って行うことができる。
解析方法としては、対応付け分子を固定化する方法及び対応付け分子を固定化しない方法
が挙げられる。本発明の解析方法においては、通常には、本発明の分離・固定用あるいは
検出用修飾を持つ対応付け分子の複合体を、修飾物質の種類や反応系の種類などにより適
宜組み合わせて形成せしめ、該複合体が発する信号において両分子間の相互作用に基づい
て発生される上記信号の変化を測定することにより相互作用を解析する。相互作用の解析
は、例えば、蛍光相関分光法、蛍光イメージングアナライズ法、蛍光共鳴エネルギー移動
法、エバネッセント場分子イメージング法、蛍光偏光解消法、表面プラズモン共鳴法、又
は、固相酵素免疫検定法により行われる。前者としては、 RIもしくは蛍光イメージングア
ナライズ法による、または DNAチップもしくはプロテインチップを用いる解析方法が挙げ
られ、後者としては蛍光相互相関分析法による解析方法が挙げられる。
【０１４９】
　図１４に、本発明の複合体による蛋白質の相互作用の解析の概略を示す。Ａに示すよう
に、本発明の複合体である IVV複合体あるいは IVV(mRNA-)複合体は、無細胞共翻訳で合成
できる。無細胞共翻訳において、スペーサーの修飾剤 (X)で修飾を施された IVVが蛋白質１
と蛋白質２あるいは多数の蛋白質との相互作用によって形成されたものが「 IVV複合体」
である。この IVVの mRNAを除去した複合体が「 IVV(mRNA-)複合体」である。これら複合体
の相互作用について、 FCCS、蛍光リーダー、 DNAチップ、プロテインチップなどで解析す
る。また、９６穴プレートを利用することによって大規模解析に容易に発展できる点も特
徴である。 FCCS解析では、単なる相互作用のあり無しのみならず、相互作用の強さの指標
としての Kdを算出可能となる。また、Ｂに示すように、本発明の複合体である IVV複合体
あるいは IVV(mRNA-)複合体は、無細胞共翻訳において、そのスペーサーの修飾剤 (X)にス
クリーニングのための修飾を施された「ベイト IVV」と遺伝子タグを持つ「プレイの IVV」
とを相互作用せしめたものであり、その相互作用は、遺伝子タグの増幅を利用する RT-PCR
とその電気泳動パターンによって解析する。また、９６穴プレートを利用することによっ
て大規模並行解析に容易に発展できる点も特徴である。
【０１５０】
　このように、本発明の複合体に修飾されたタグや蛍光性色素を利用して、相互作用を検
出するさまざまな方法が挙げられる。具体的には、二種類の異なる蛍光性色素を異なる蛋
白質に修飾することで FCCS解析へ応用可能であり (図１４の A)、固定用のタグと蛍光色素
を異なる蛋白質に修飾することにより蛍光リーダー、  DNAチップ、プロテインチップなど
へ応用可能である (図１４の A)。さらに、 in vitroウイルスの対応付け分子である本来の
性質を利用して、一つの in vitroウイルスには固定用のタグを修飾し、 96穴プレートなど
への固定による並行スクリーニングを施し、もう一方の in vitroウイルスの遺伝子部分を
活用して RT-PCRで検出する in vitroセレクション法などへの応用が考えられる (図１４の B
)。また、本発明の複合体を 96穴プレートなどを利用することで、並列的に解析すること
により、一挙に大量の蛋白質間相互作用を解析することが可能である。以下、さらに詳細
に説明する。
【０１５１】
　図１４の Aに示したのは、 IVV, IVV(mRNA-)を FCCS測定、蛍光リーダー、 DNAチップ、プ
ロテインチップなどへ応用して蛋白質の相互作用を解析する方法である。 FCCS測定では、
修飾剤 (X1)として蛍光性物質を有するスペーサーと蛋白質をコードしている mRNAのライゲ
ーションによって IVV1のテンプレートを用意し、修飾剤 (X2)として蛍光性物質を有するス
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ペーサーと蛋白質をコードしている mRNAのライゲーションによって IVV2のテンプレートを
用意する。ここで、修飾剤 (X1)と修飾剤 (X2)は、 FCCS測定が可能な吸収領域をもつ、たと
えば、 Cy5とローダミングリーンなどの蛍光性物質の組み合わせが選択される。これらの I
VV1と IVV2のテンプレートは、無細胞翻訳系で共に翻訳され、修飾剤 (X1)を有する IVV1の
テンプレートは、リボソーム上で蛋白質 1と連結して IVV1となり、修飾剤 (X2)を有する IVV
2のテンプレートは、リボソーム上で蛋白質 2と連結して IVV2となり、それらの蛋白質 1と
蛋白質 2が相互作用により複合体を形成しているかどうかを FCCS測定により解析すること
になる。また、蛍光リーダーや DNAチップ、プロテインチップに応用する場合も、上記と
同様であるが、 X1あるいは X2の少なくとも一方に固定化剤を含み、プレートやビーズやス
ライドガラスに固定する。このとき、 Xは、検出剤と固定化剤の両方を兼ねた物質あるい
は、二つの物質を導入しても構わない。また、 IVVは一対あるいはそれ以上の複数からな
る複合体の両方が可能であり、ある一つの IVVと IVVライブラリーなどとの複合体を用いる
こともできる。 IVVライブラリーとしては、 cDNAライブラリー (ランダムプライミング・ラ
イブラリー、 dTプライミング・ライブラリー )、ランダム・ライブラリー、ペプチド・ラ
イブラリー、ホルモン・ライブラリー、抗体・ライブラリー、リガンド・ライブラリー、
医薬化合物ライブラリーなどいかなるライブラリーでも構わない。
【０１５２】
　ここで、 mRNA部分は蛋白質の相互作用検出で利用しない場合 (遺伝子タグの RT-PCRによ
る検出が必要ない場合 )、たとえば、 FCCS測定、蛍光リーダー、プロテインチップなどに
応用する場合は、 RNase Aなどで故意的に切断することが出来る。切断することによって
、 mRNAの妨害による蛋白質間相互作用の検出の困難性が解消出来る。また、複合体を形成
しない単独の IVVをプレートやビーズやスライドガラスに固定することも可能であり、こ
の場合、 mRNAを削除した IVV(mRNA-)を固定化することは、 C末端ラベル化蛋白質 (特開平 11
-322781「蛋白質のラベル化化合物およびその化合物を用いた蛋白質のラベル化方法」柳
川弘志  ほか )を固定化することに比較して、遊離の修飾剤が 1/100以下と少ないため固定
化の前の精製や固定化後の洗いでも有利である。また、検出用修飾が施された IVVや IVV(m
RNA-)についても同様に、 C末端ラベル化蛋白質と比較して、遊離の修飾剤が 1/100以下と
少ないためクルードな状態で利用可能となる。
【０１５３】
　図１４の Bに示したのは、 IVVの遺伝子部分を活用して RT-PCRで検出する in vitroセレク
ション法などへ応用したもので、ベイト対応付け分子の Xとして固定化できる物質を導入
しておき、ベイト対応付け分子と相互作用のある蛋白質をスクリーニング後に RT-PCRによ
ってその遺伝子を検出する。 Xによる固定化の仕組みは、上記した固定化剤を利用できる
。スクリーニングの後、 RT-PCRあるいは PCRによって蛋白質の遺伝子配列を知ることが出
来る。ここで、検出 (プレイ )側の IVVは複数あるいは上述したライブラリーなども用いる
ことが出来る。
【０１５４】
　図１４の Aにおいて、９６穴のプレートなどを利用することによって、単に一対の蛋白
質の相互作用を解析するにとどまらず、多数の組み合わせの相互作用を並列に分析するこ
とが可能となり、巨大な蛋白質複合体の構成を解析することも可能となる。特に、二種類
の蛍光色素を用いる蛍光相互相関分光法 (Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy
: FCCS)では、一種類の蛍光色素を用いる FCSでは困難であった同程度の大きさをもつ分子
間の相互作用も検出が可能であり、測定に必要な試料量が少なく、測定時間も短く、９６
穴プレートの自動解析が可能な蛋白質間相互作用解析のハイスループットな手法として期
待される。また同様に、図１４の Bにおいて、分離用修飾剤を有するベイト IVVとの相互作
用を検出用飾剤を有するプレイ IVVの遺伝子部分を活用して RT-PCRで検出する in vitroセ
レクション法を９６穴のプレートを利用して並行スクリーニングにより、単に一対の蛋白
質の相互作用を解析するにとどまらず、多数の組み合わせの相互作用を並列に分析するこ
とが可能となり、巨大な蛋白質複合体の構成を解析することも可能となる。
【０１５５】
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　以下にさらに具体的に解析方法を述べる。
【０１５６】
○蛍光相関分光法
　蛍光相関分光法（ Fluorescence Correlation Spectroscopy（ FCS） : Eigen, M., et al
., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91, 5740-5747(1994)）は、共焦点レーザー顕微鏡等の
下で、粒子の流動速度、あるいは拡散率、容積収縮等を測定する方法である。
【０１５７】
　具体的には試料粒子が励起光により励起されて、試料液容積の一部において蛍光を放射
し、この放射光を測定し光子割合を得る。この値は、特定の時間に観測されている空間容
積中に存在する粒子の数と共に変化する。上述した種々のパラメターは自己相関関数を使
用してこの信号の変動から算出され得る。この FCSを行う為の装置もカールツァイス（ Zei
ss）社等から市販されており、本方法においてもこれらの装置を用いて解析を行うことが
できる。
【０１５８】
　この方法を用いて IVVあるいは IVV(mRNA-)間相互作用の測定又は解析を行う場合、溶液
として供することが必要である（液相法）。２種類の蛍光色素を用いる蛍光相互相関分光
法（ FCCS）は、１種類の蛍光色素を用いる FCSでは困難であった同じくらいの分子量をも
つ蛋白質間の相互作用も検出できる。２種類の蛍光色素を用いる他の方法としては蛍光共
鳴エネルギー移動（ FRET）法が知られているが、 FRETが生じるためには２つの蛍光色素が
40～ 50Å以内に近接する必要があり、蛋白質の大きさや蛍光色素の付いている位置によっ
ては、相互作用していても FRETが観測されない危険性がある。 FCCS法では相互相関の検出
は蛍光色素間の距離に依存しないので、そのような問題がない。一方、他の検出系である
蛍光偏向解消法と比較すると、 FCCS法は必要なサンプル量が少なく、検出時間が短く、測
定の自動化が容易等の長所がある。さらに FCCS法では蛍光標識された分子の大きさや数と
いうきわめて基本的な情報が得られるので、表面プラズモン共鳴法のように汎用的な用途
に利用できる可能性がある。両者の違いは、表面プラズモン共鳴法では蛋白質が固定化さ
れた状態で相互作用を検出するのに対して、 FCCS法ではより天然の状態に近い溶液中の相
互作用を見ることができる点にある。
【０１５９】
　通常、蛍光を修飾した蛋白質は、精製し、両分子を何らかの方法で相互作用させる必要
がある。本方法においては、その工程を一工程で実現できる。すなわち、無細胞翻訳系で
の共翻訳によって、 IVVを形成し相互作用させることが出来る。このクルードな IVV複合体
を含む溶液をそのまま、あるいは RNase処理によって IVV(mRNA-)複合体として、好ましく
は市販のＦＣＳ用装置の測定用ウェルに通常生化学的に用いられる緩衝液等に適当な濃度
で投入する方法によって行われる。先に説明したように、クルードな溶液で測定可能とな
った理由は、 IVVが非常に高効率で蛍光色素で修飾可能 (60-70%)であり、修飾されていな
いフリーの蛋白質の存在頻度が非常に低い (20-10%)ため、分離の必要なくそのまま解析可
能だからである。
【０１６０】
　適当な濃度への希釈方法としては、バッファー 1（ 10 mM Tris-Cl pH 8.0, 150 mM NaCl
, 0.1% NP40, 0.5 mM EDTA, 1 mM DTT）あるいはバッファー２（ 10 mM Tris-Cl, pH 8.0,
 150 mM NaCl, 0.1% NP40）、あるいは翻訳系そのもので、１０～５０倍に希釈すること
が挙げられる。サンプル量は、通常には１～５ nMである。
【０１６１】
　この方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば、特定の IVVと異な
る複数の IVVを共翻訳した IVV複合体を含む溶液をそのまま、あるいは RNase処理によって I
VV(mRNA-)複合体として、上記ＦＣＳ用測定装置の各測定用ウェルにそれぞれ投入する方
法が用いられる。
【０１６２】
○蛍光イメージングアナライズ法
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　蛍光イメージングアナライズ法は、固相化された分子に、修飾分子を接触せしめ、両分
子の相互作用により、固相化された分子上にとどまった修飾分子から発せられる蛍光を、
市販の蛍光イメージングアナライザーを用いて測定又は解析する方法である。
【０１６３】
　この方法を用いて IVVあるいは IVV(mRNA-)間相互作用の測定又は解析を行う場合、一方
の IVVあるいは IVV(mRNA-)は上記した方法により固相化されていることが必要である。 IVV
あるいは IVV(mRNA-)のスペーサーの修飾剤に固定化物質を導入しておくことで実現できる
。
【０１６４】
　 IVVあるいは IVV(mRNA-)を固相化するための基板としては、通常蛋白質や核酸等を固定
化するのに用いられるニトロセルロースメンブレンやナイロンメンブレン、あるいはプラ
スチック製のマイクロプレート等も用いることができる。固相化のためのこれらの物質を
、無細胞共翻訳系に投入することで、 IVVあるいは IVV(mRNA-)を固相化すると同時に、複
合体を形成することも可能である。また、プレートの場合は、無細胞共翻訳系をプレート
に投入することで、 IVVあるいは IVV(mRNA-)を固相化すると同時に、複合体を形成するこ
とも可能である。複合体を形成せしめた後、好ましくは過剰に存在する蛍光色素を同緩衝
液等により洗浄する工程を行い、固相上にとどまった IVVあるいは IVV(mRNA-)の修飾物質
から発せられる蛍光信号、又は固相化されている修飾分子から発せられる蛍光と固相上に
とどまった修飾分子から発せられる蛍光が混ざり合った信号を、市販のイメージングアナ
ライザーを用いて測定あるいは解析することにより、固相化された分子と相互作用する分
子を同定することができる。
【０１６５】
　この方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば上記固相表面に、複
数の IVVあるいは IVV(mRNA-)を番地付けして固相化する方法、あるいは１種類の IVVあるい
は IVV(mRNA-)に固相化されていない複数種の IVVあるいは IVV(mRNA-)を接触させる方法等
が用いられるが、ここでは、その組み合わせの IVV共翻訳をウェル上で行う方法が可能で
あるところが特徴である。複数種の IVVあるいは IVV(mRNA-)を接触させる場合には、固相
にとどまった該分子を緩衝液の濃度の差等により解離させて取得し、これを既知の方法に
より分析することにより同定できる。
【０１６６】
　その他、２種類の蛍光色素を用いる他の分子間相互作用検出法として、蛍光共鳴エネル
ギー移動（ FRET）法、ガラス等の透明体に固相化した分子に溶液として第２の分子を接触
せしめ、これにエバネッセント場が発生する角度でレーザー光等の光源を照射し、発生し
たエバネッセント光を検出器によって測定又は解析する方法であるエバネッセント場分子
イメージング法 (Funatsu, T., et al., Nature, 374, 555-559 (1995)等 )、蛍光偏光で励
起された蛍光分子が、励起状態の間、定常状態を保っている場合には同一の偏光平面で蛍
光を放射するが、励起された分子が励起状態中に回転ブラウン運動等を行った場合に、放
射された蛍光は励起光とは異なった平面になることを利用する蛍光偏光解消法（ Perran, 
J., et al., J. Phys. Rad., 1, 390-401(1926)）、金属／液体界面で相互作用する分子
によって表面プラズモンが励起され、これを反射光の強度変化で測定する表面プラズモン
共鳴法（ Cullen, D.C., et al., Biosensors, 3(4), 211-225(1987-88)）などへの応用が
挙げられる。
【実施例】
【０１６７】
　以下、具体的に無細胞翻訳系における IVVと C末端ラベル化蛋白質の共翻訳により形成さ
れた複合体、または、複数の IVVの共翻訳により形成された複合体による蛋白質間相互作
用解析に関する実施例を記述するが、下記の実施例は本発明についての具体的認識を得る
一助とみなすべきものであり、本発明の範囲は下記の実施例により何ら限定されるもので
ない。
【０１６８】
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　実施例１　 IVVと C末端ラベル化蛋白質の無細胞共翻訳の条件の検討
　 IVV形成と C末端ラベル化蛋白質の翻訳を両立させる (両方を無細胞共翻訳する )ためには
、添加する C末端ラベル化剤の濃度の検討が重要である。 IVVのスペーサーの 3'末端はピュ
ーロマイシン又はその誘導体であり、 C末端ラベル化剤の 3'末端もピューロマイシン又は
その誘導体である。よって、使用する C末端ラベル化剤の濃度が高すぎると、 IVV形成を阻
害し、低すぎると、蛋白質の C末端ラベル化効率が悪くなる。 C末端ラベル化剤の濃度を最
適に決定するために、使用する C末端ラベル化剤について、各無細胞翻訳系で、 IVVの形成
を阻害しない濃度を検討することが必要である。本実施例では、蛋白質として Junを用い
て、小麦胚芽の無細胞翻訳系 (Wheat Germ Extract(Promega))における、Ｃ末端ラベル化
剤としての Flu-dCpPuroの添加濃度を変化させたときの JunのＣ末端ラベル化効率と対応付
け分子（ Jun-Flu-IVV）の形成阻害率について検討した。
【０１６９】
　方法：
　 Junは、 pEU-T7JunFlagベクター（配列番号１）から PCR(プライマー 5'SP6(O-29)T7（配
列番号２）と 3'FlagA（配列番号３）、 PCRプログラム ST60（表４参照） )によって DNAテン
プレートを準備した。 pEU-T7JunFlagベクターは、市販のベクター pUC(Takara)にマウス精
巣 cDNAライブラリー (Takara)からクローニングした c-Jun(179-335)を組み込んだものであ
る。フルオロセインを有するスペーサー (p(dCp)2 T(Flu)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro; 図４ )の
合成は、図５のＢに概略を示す方法を用いて合成した。ここで化合物１は Ikedaらが報告
した方法（ Ikeda, S. et al. (1998) Tetrahedron Lett. 39: 5975-5978）を用い合成し
た。用いたヌクレオチドホスホアミダイト（それぞれ dC、 T(Fl)及び T(Bio)を与えるホス
ホアミダイト）、 PEGホスホアミダイト又は化学リン酸化剤の構造は図５のＡに示す。ヌ
クレオチドホスホアミダイトおよび化学リン酸化剤はグレンリサーチ社（アメリカ合衆国
、バージニア州）より購入した。平均分子量 2000のポリエチレングリコール (PEG)は日本
油脂（東京都渋谷区）より購入した。平均分子量 4000の PEGはフルカ社（スイス）より購
入した。 PEGアミダイトは Jaschkeらが報告した方法（ Jaschke, A. et al. (1993) Tetrah
edron Lett. 34: 301-304）を用い合成した。なお、図５中、 DMTrは 4,4'-ジメトキシトリ
チル基を、 Fmocはフルオレン -9-メトキシカルボニル基を示す。
【０１７０】
　化合物１（ 400 mg,ピューロマイシン残基 10μ mol含有）に対し、以下のＡ～Ｄの処理を
、所定の配列に従い、所定数のヌクレオチドおよび PEGが導入されるまで繰り返し行なっ
た。
【０１７１】
Ａ． 3%トリクロロ酢酸－塩化メチレン溶液 1mLを加え室温で 3分間放置後、塩化メチレン 5 
mLで 3回洗浄する。再度同じ操作を繰り返した後、無水アセトニトリル 5 mLで 5回洗浄する
。
【０１７２】
Ｂ．ヌクレオチドホスホアミダイト、 PEGアミダイト又は化学リン酸化剤 30μ mol、 0.457 
Mテトラゾール－無水アセトニトリル溶液 100μ L、および無水アセトニトリル 1 mLを加え
、室温で 15分間振盪する。アセトニトリル 5 mLで 5回洗浄する。
【０１７３】
Ｃ． 50 mMヨウ素溶液（テトラヒドロフラン－ピリジン－水＝７５：２０：５） 1 mLを加
え室温で 3分間放置後、ピリジン 5 mLで 3回洗浄する。再度同じ操作を繰り返した後、無水
ピリジン 5 mLで 5回洗浄する。
【０１７４】
Ｄ． 10%無水酢酸－ピリジン溶液 1 mLおよび触媒量の 4,4-ジメチルアミノピリジンを加え
室温で 20分間放置後、ピリジン 5 mLで 5回、塩化メチレン 5 mLで 5回洗浄する。
【０１７５】
　上記の処理により、所定の配列で、所定数のヌクレオチド及び PEGが導入された化合物
１に濃アンモニア水 1.5 mLおよびエタノール 0.5 mLを加え、室温で 14時間振盪した。ろ過
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により固相担体（ＣＰＧ）を取り除き、ろ液を凍結乾燥した。残査を HPLC［カラム： YMC
社（京都府）製  YMC pack ODS-A SH-343-5, 溶離液： 10～ 60%アセトニトリル－ 0.1 M酢酸
トリエチルアンモニウム水溶液（ pH7.0） 30分間の直線濃度勾配、流速： 10 mL/分］で精
製後、 PEG領域を含むスペーサー分子を得た。
【０１７６】
　なお、記号の意味は以下の通りである。 p：リン酸基、 dC：デオキシシチジン、 PEG(数
字）：数字で示す平均分子量を有する PEG、 Puro：ピューロマイシン、 T(Fl)：蛍光色素で
標識されたチミジン、 T(Bio)：ビオチンで標識されたチミジン。
【０１７７】
　スペーサーと Jun mRNAを以下の組成の反応液でライゲーション (15℃ , 20h)し、 RNeasy 
Mini Kits(QIAGEN)で精製し、 Jun-Flu-IVVの RNAテンプレートを作成した。
【０１７８】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１７９】
　以下の組成の小麦胚芽の無細胞翻訳系 (Wheat Germ Extract(Promega))を用いて、用意
した Jun-Flu-IVVの RNAテンプレート（ Jun(mRNA)-Flu-スペーサー）の翻訳 (26℃ , 60min)
を行い、 15%SDS-PAGEで 10μ l中 2μ lをチャージして泳動した。この時、Ｃ末端ラベル化剤
Flu-dCpPuroを 0.02μ Mから 200μ Mまで変化させて対応付け分子を形成するのに阻害しない
濃度を検討した。
【０１８０】
【表２】
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【０１８１】
　結果：
　図６に示したように、Ｃ末端ラベル化剤 Flu-dCpPuroは、この小麦胚芽の系では、 20μ M
以上添加すると、 C末端ラベル化効率が劇的に低下すると共に、対応付け分子の形成阻害
効率が劇的に上昇する。この結果、共翻訳において、 Jun-Flu-IVVの形成効率も良く、Ｃ
末端ラベル化蛋白質の合成効率も良い Flu-dCpPuroの濃度条件は、２μ M付近から 20μ M付
近であることがわかった。これらの濃度では、 Jun-Flu-IVVの形成は全く阻害されず、Ｃ
末端ラベル化効率もそこそこ得られた。Ｃ末端ラベル化効率については、 10μ M付近から 2
0μ M付近で特に好ましい結果が得られた。
【０１８２】
　実施例２　 SDS-PAGEによる蛋白質間相互作用の解析
　相互作用が既知の蛋白質として Fos/Junの組合せを用いて、 Fos-Flu-ビオチン -IVVとＣ
末端ラベル化 Jun蛋白質の複合体を無細胞翻訳系で共翻訳によって形成させ、 Fos/Junの両
方に相互作用のないサイクリン B1も添加した系で、 SDS-PAGEで相互作用を検出した。 Fos
の DNAテンプレートを PCRによって作成し、転写して mRNAテンプレートとした。 Fosの mRNA
テンプレートと、修飾剤としてビオチンおよびフルオロセインを有するスペーサーをライ
ゲーションし、 Fos(mRNA)-Flu-ビオチン -スペーサーを作成した。次ぎに、 Junの mRNAテン
プレートとサイクリン B1の mRNAテンプレートを PCRによって作成した。 Junとサイクリン B1
の mRNAテンプレートと先に作成した Fos(mRNA)-Flu-ビオチン -スペーサーテンプレート、
そしてＣ末端ラベル化剤 Flu-dCpPuroを対応付け分子を形成するのに阻害しない濃度で添
加し、小麦胚芽の無細胞翻訳系で共翻訳を行い、Ｃ末端ラベル化サイクリン B1の共存下で
のＣ末端ラベル化 Junと Fos-Flu-ビオチン -IVVとの相互作用について、アビジンビーズで
スクリーニングして SDS-PAGEで検出した。
【０１８３】
　方法：
　 Fosは、 pNzzCBPFosベクター（配列番号４）から、 TaKaRa Ex Taq(宝酒造 )を用いて、 PC
R(プライマー 5'SP6(O29/F.H.)（配列番号５）と 3'FosFlag[X]A（配列番号６）、 PCRプロ
グラム ST62（表４参照） )によって DNAテンプレートを準備した。 pNzzCBPFosベクターは、
市販のベクター pCMV (Stratagene)にマウス精巣ｃ DNAライブラリー (Takara)からクローニ
ングした c-Fos(118-211)を組み込んだものである。 Junは、実施例１と同様にして用意し
た。サイクリン B1は、 pCMVzzCBPcB1ベクター（配列番号７）から PCR(プライマー 5'SP6(O2
9)cB1（配列番号８）と 3'(646)FlagA（配列番号９）、 PCRプログラム CYCB1（表４参照） )
によって DNAテンプレートを準備した。 pCMVzzCBPcB1ベクターは、市販のベクター pCMV(St
ratagene)に完全長サイクリン B1遺伝子を組み込んだものである。ベイト DNA（配列番号１
０）は、 Fos/Junの結合配列を含む DNA-Fos/Junをテンプレートとし、 PCR(プライマー 5'DN
A（配列番号１１）と 3'DNA（配列番号１２）、 PCRプログラム V-2（表４参照） )によって
準備した。 Fos、 Junおよびサイクリン B1の DNAテンプレートを  RiboMAXT M  Large Scale RN
A Production Systems (Promega)を用いて転写 (37℃ , 2h)し、 RNeasy Mini Kits (QIAGEN
)で精製し、各 mRNAテンプレートを準備した。フルオロセインとビオチンを有するスペー
サー (p(dCp)2 T(Bio)T(Flu)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro; 図４ )の合成は上記のように行った。
スペーサーと Fos mRNAテンプレートを実施例１と同様にライゲーション (15℃ , 20h)し、 R
Neasy Mini Kits (QIAGEN)で精製し、 Fos(mRNA)-Flu-ビオチン -スペーサーを作成した。
　用意した Fos(mRNA)-Flu-ビオチン -スペーサーテンプレートと Junの mRNAテンプレートの
み、あるいは Junとサイクリン B1の mRNAテンプレート、そしてＣ末端ラベル化剤 Flu-dCpPu
roを対応付け分子を形成するのに阻害しない 20μ Mの濃度で添加し (実施例１で検討 )、以
下の組成の小麦胚芽の無細胞翻訳系 (Wheat Germ Extract (Promega))を用いて共翻訳 (26
℃ , 60min)を行った。比較実験として、 Fos(mRNA)-Flu-ビオチン -スペーサーテンプレー
トを添加しない系でも同様の実験を行った。
【０１８４】
【表３】
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【０１８５】
　共翻訳後、 50μ lの無細胞翻訳系に 50μ lのバッファー（ 10 mM Tris-Cl pH 8.0, 150 mM
 NaCl, 0.1% NP40, 0.5 mM EDTA, 1 mM DTT）と 50μ lの磁性アビジン・ビーズを加え、 30
分室温でインキュベートし、磁性スタンドで分離し上清を捨て、３～５回バッファー１で
洗浄し、最終的に、 50μ lの磁性アビジン・ビーズを得た。うちビーズ 10μ lを用いて、 15
%SDS-PAGE泳動電気泳動によって確認した。
【０１８６】
　結果：
　図７に示したように、 SDS-PAGEでは、 Fos-Flu-ビオチン -IVVはウエルに残り、相互作用
していたＣ末端ラベル化 Jun蛋白質のみが検出される。 Fosの添加されていない共翻訳の系
では、Ｃ末端ラベル化 Jun、Ｃ末端ラベル化サイクリン B1共に検出されなかったが (Fos-, 
レーン 2)、 Fosの添加された共翻訳の系では、 Fos-Flu-ビオチン -IVV、Ｃ末端ラベル化 Jun
のみ、あるいはＣ末端ラベル化 JunとＣ末端ラベル化サイクリン B1が翻訳され、 Fos-Flu-
ビオチン -IVVとＣ末端ラベル化サイクリン B1の相互作用は検出されなかったが、どちらの
実験でも Fos-Flu-ビオチン -IVVとＣ末端ラベル化 Junの相互作用が確認できた (Fos+, レー
ン 2)。このシステムによって、複数の未知の遺伝子から特定の蛋白質との相互作用を持つ
蛋白質を解析可能なことが確認された。
【０１８７】
【表４】
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【０１８８】
　実施例３　 FCCSへの応用
　相互作用が既知の蛋白質として Fos/Junの組合せを用いて、無細胞翻訳系で共翻訳によ
って Fos/Jun複合体を形成させ、 FCCSで相互作用を測定した。 Fosおよび Junの DNAテンプレ
ートを PCRによって作成し、転写して mRNAテンプレートとした。 Fosの mRNAテンプレートと
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、修飾剤として Cy5あるいはローダミングリーン (RhG)を有するスペーサーをライゲーショ
ンし、 Fos(mRNA)-Cy5-スペーサーと Fos(mRNA)-RhG-スペーサーを作成した。同様に、 Jun
の mRNAテンプレートと RhGを有するスペーサーをライゲーションし、 Jun(mRNA)-RhG-スペ
ーサーを作成した。 Fos(mRNA)-Cy5-スペーサーと Jun(mRNA)-RhG-スペーサーの組み合わせ
について、小麦胚芽の無細胞翻訳系で共翻訳し、 Fos-Cy5-IVVと Jun-RhG-IVVの相互作用に
ついて FCCSで測定した。また、コントロールとして相互作用の可能性のないことが知られ
ている Fos-Cy5-IVVと Fos-RhG-IVVを測定した。
【０１８９】
　方法：
　 Fosは、 pNzzCBPFosベクター（配列番号４）から、 TaKaRa Ex Taq(宝酒造 )を用いて、 PC
R(プライマー 5'SP6(O29/F.H.)（配列番号５）と 3'FosFlag[X]A（配列番号６）、 PCRプロ
グラム ST62（表８参照） )によって DNAテンプレートを準備した。 pNzzCBPFosベクターは、
市販のベクター pCMV (Stratagene)にマウス精巣ｃ DNAライブラリー (Takara)からクローニ
ングした c-Fos(118-211)を組み込んだものである。 Junは、 pEU-T7JunFlagベクター（配列
番号１）から PCR(プライマー 5'SP6(O-29)T7（配列番号２）と 3'FlagA（配列番号３）、 PC
Rプログラム ST60(表８参照 ))によって DNAテンプレートを準備した。 pEU-T7JunFlagベクタ
ーは、市販のベクター pUC(Takara)にマウス精巣ｃ DNAライブラリー (Takara)からクローニ
ングした c-Jun(179-335)を組み込んだものである。ベイト DNAは、 Fos/Junの結合配列を含
む DNA-Fos/Jun（配列番号１４）をテンプレートとし、 PCR(プライマー 5'DNA（配列番号１
１）と 3'DNA（配列番号１２）、 PCRプログラム V-2(表８参照 ))によって準備した。 Fosと J
unの DNAテンプレートを RiboMAXT M  Large Scale RNA Production Systems (Promega)を用
いて転写 (37℃ , 2h)し、 RNeasy Mini Kits(QIAGEN)で精製し、各 mRNAテンプレートを準備
した。 Cy5あるいはローダミングリーン (RhG)を有するスペーサー (p(dCp)2 T(Cy5又は RhG)p
PEG(2000)p(dCp)2 Puro)は以下のように合成した。
【０１９０】
スペーサーの合成
　 PEGスペーサーは、図１５、１６及び３に示す方法で合成した。図１５中、化合物 1は Ik
edaらが報告した方法（ Ikeda, S. et al. (1998) Tetrahedron Lett. 39: 5975-5978）を
応用し合成した。ビオチンを含むホスホアミダイト試薬 4およびその他のホスホアミダイ
ト試薬 (2、 3、 5)はグレンリサーチ社（アメリカ合衆国、バージニア州）より購入した。
平均分子量 2000の PEGは日本油脂（東京都渋谷区）より購入し、それを原料にしてホスホ
アミダイト試薬 (6)を、 Jaschkeらが報告した方法（ Jaschke, A. et al. (1993) Tetrahed
ron Lett. 34: 301-304）を用い合成した。図１６の Cy5活性エステル  (7)はアマシャムフ
ァルマシアバイオテク社（イギリス、バッキンガムシャー）より、 Rhodamine Green (RhG
)活性エステル (8)はモレキュラプローブ社（アメリカ合衆国、オレゴン州）より購入した
。なお、図１５、１６及び３中 DMTrは 4,4'-ジメトキシトリチル基を、 Bocは tert-ブトキ
シカルボニル基を示す。
【０１９１】
　化合物 1（ 400mg, ピューロマイシン  10 mmol含有）に対し、以下のＡ～Ｄの処理を所定
の配列に従い、所定数のヌクレオチドおよび PEGが導入されるまで繰り返し行なった。
【０１９２】
Ａ． 3%トリクロロ酢酸－塩化メチレン溶液を 1 mL加え室温で 3分間放置後、塩化メチレン 5
 mLで 3回洗浄する。再度同じ操作を繰り返した後、無水アセトニトリル 5 mLで 5回洗浄す
る。
【０１９３】
Ｂ．ホスホアミダイト試薬  (2～ 6) 30 mmol、 0.457 Mテトラゾール－無水アセトニトリル
溶液 100 mL、および無水アセトニトリル 1 mLを加え、室温で 15～ 60分間震盪する。その後
、アセトニトリル 5 mLで 5回洗浄する。
【０１９４】
Ｃ． 50 mMヨウ素溶液（テトラヒドロフラン－ピリジン－水＝７５：２０：５）  を 1 mL加
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え室温で 3分間放置後、ピリジン 5 mLで 3回洗浄する。再度同じ操作を繰り返した後、無水
ピリジン 5 mLで 5回洗浄する。
【０１９５】
Ｄ． 10%無水酢酸－ピリジン溶液 1 mLおよび触媒量の 4,4-ジメチルアミノピリジンを加え
室温で 20分間放置後、ピリジン 5 mLで 5回、塩化メチレン 5 mLで 5回洗浄する。
【０１９６】
　上記の処理を行ない、所定の配列および所定数のヌクレオチドが導入された化合物 1に
濃アンモニア水 1.5 mLおよびエタノール 0.5 mLを加え、室温で 14時間震盪した。ろ過によ
り固相担体（ＣＰＧ）を取り除き、ろ液を凍結乾燥した。残渣を HPLC［カラム： YMC社（
京都府）製  YMC pack ODS-A SH-343-5, 溶離液  10-60% アセトニトリル－ 0.1 M 酢酸トリ
エチルアンモニウム水溶液（ pH 7.0） 30分間の直線濃度勾配、流速  10 mL/分］で精製後
、化合物 9を得た。化合物 9を 30% アセトニトリル－水  0.1 mLに溶かし、化合物 7あるいは
8を 10 mmol、および 1M 炭酸水素ナトリウム水溶液  (pH 8.3)を 10 mL加え室温で 2時間放置
した。反応液を同上の条件の HPLCで精製後、産物を含む画分を濃縮した。残渣を 60%トリ
フルオロ酢酸－水  1 mLにより室温で 30分処理後、濃縮乾固し、残渣を濃アンモニア水 1 m
Lにより室温で 15分処理後、濃縮乾固した。残渣を同上の条件の HPLCで精製後、産物を含
む画分を濃縮し、 PEGスペーサー (10)を得た。蛍光性色素のみ又は固定化物質のビオチン
のみの場合、あるいは何も導入されていない場合の PEGスペーサーの合成は、ホスホアミ
ダイト試薬 (2～ 6)の組合せ及び反応の順序を変えて、また、蛍光性色素がフルオレセイン
である場合は下記のホスホアミダイト試薬を用いて、上記と同様に行った。
【０１９７】
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１９８】
　以上の手順により以下の PEGスペーサーを得た。
PEGスペーサー；  p(dCp)2 T(Bio)pT(Cy5)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro　収率 11%
PEGスペーサー；  p(dCp)2 T(Bio)pT(RhG)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro　収率 8%
PEGスペーサー；  p(dCp)2 T(Cy5)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro　収率 11%
PEGスペーサー；  p(dCp)2 T(RhG)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro　収率 8%
PEGスペーサー；  p(dCp)2 T(Bio)p(Flu)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro　収率 27%
PEGスペーサー；  p(dCp)2 T(Bio)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro　収率 8%
PEGスペーサー；  p(dCp)2 PEG(2000)p(dCp)2 Puro　収率 7%
【０１９９】
　 Fosの mRNAテンプレートとスペーサー  （ p(dCp)2 T(Cy5又は RhG)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro
）を以下の組成の反応液でライゲーション (15℃ , 20h)し、 RNeasy Mini Kits (QIAGEN)で
精製し、 Fos-Cy5-スペーサーと Fos-RhG-スペーサーを作成した。同様に、 Junの mRNAテン
プレートと RhGを有するスペーサー（ p(dCp)2 T(RhG)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro）をライゲー
ションし、 Jun-RhG-スペーサーを作成した。
【０２００】
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【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０２０１】
　用意した Fos-Cy5-スペーサーと Fos-RhG-スペーサーあるいは Fos-Cy5-スペーサーと Jun-
RhG-スペーサーの組み合わせについて、以下の組成の小麦胚芽の無細胞翻訳系 (Wheat Ger
m Extract(Promega))あるいはウサギ網状赤血球の無細胞翻訳系 (Rabbit Reticulocyte Ly
sate System(Promega))を用いて共翻訳 (それぞれ 26℃ , 60minあるいは 30℃ , 30min)を行
った。各コントロールとして翻訳系にヘパリン (翻訳を阻害する薬品 )を加えたサンプルも
作成した。
【０２０２】
【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０２０３】
【表７】
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【０２０４】
　共翻訳後、バッファー 1（ 10 mM Tris-Cl pH 8.0, 150 mM NaCl, 0.1% NP40, 0.5 mM ED
TA, 1 mM DTT）を用いて１５倍に希釈した。相互作用が期待されない Fos-Cy5-IVVと Fos-R
hG-IVVの組み合わせと、相互作用が期待される Fos-Cy5-IVVと Jun-RhG-IVVの組み合わせに
ついて、ヘパリン入りとヘパリンなしで、 FCCS測定 (Fluorescence Correlation Microsco
pe(Zeiss))を行った。測定条件は、３  nMのサンプルをチェンバーに 10μ lのせ、 Cy5; 633
 nmと RhG; 488 nmの吸収で相関 (Cross Correlation)を測定した。なお、共翻訳後に最終
的なヘパリン濃度は揃えて測定した。
【０２０５】
　結果：
　 Fos-Cy5-IVVと Jun-RhG-IVVの組み合わせでは、ヘパリンなし (図１７の A; 黒丸 )とヘパ
リン入り (図１７の A; 黒四角 )で、相関 (Cross Correlation)が異なり、 in vitroウイルス
を形成しているヘパリンなしのものでは、自己相関関数 (G(τ ))が高かった。 Fos-Cy5-IVV
と Fos-RhG-IVVの組み合わせでは、ヘパリンなし (図１７の B; 黒丸 )とヘパリン入り (図１
７の B; 黒四角 )とで自己相関関数 (G(τ ))に差はなかった。よって、無細胞共翻訳におい
て異なる二つの IVVを、異なる所望の色素で修飾し、かつ相互作用による複合体を形成さ
せるこの方法で、それら蛋白質を何ら分離精製することなく FCCSで相互作用を検出できる
ことが示された。
【０２０６】
　実施例４　 In vitroセレクションへの応用
　相互作用が既知の蛋白質として Fos/Junの組合せを用いて、 Fos-IVVをベイトとし、 Jun-
IVVをプレイとし、無細胞翻訳系での共翻訳によって Fos/Junの IVV複合体を形成させ、相
互作用を RT-PCRで検出した。 Fos-IVVおよび Jun-IVVの DNAテンプレートを PCRによって作成
し、転写して mRNAテンプレートとした。 Fos-IVVの mRNAテンプレートと、実施例１に従っ
て合成した修飾剤としてビオチン (biotin)を有するスペーサーをライゲーションし、 Fos(
mRNA)-Bio-スペーサーを作成した。同様に、 Junの mRNAテンプレートとスペーサーをライ
ゲーションし、 Jun(mRNA)-スペーサーを作成した。 Fos(mRNA)-Bio-スペーサーと Jun(mRNA
)-スペーサーあるいは Jun(mRNA)-スペーサーのみ (Fos無し )を、小麦胚芽の無細胞翻訳系
で共翻訳あるいは翻訳し、 Fos-Bio-IVVと Jun-IVVを合成した。これを Fosテンプレートの
スペーサーに付加されているビオチンを用いてアビジンビーズでスクリーニングし、 RT-P
CRにより Jun-IVVの遺伝子タグを増幅し Fos/Jun相互作用を検出した（図１８）。
【０２０７】
　方法：
　 Fosは、 pNzzCBPFosベクター（配列番号４）から、 TaKaRa Ex Taq(宝酒造 )を用いて、 PC
R(プライマー 5'SP6(O29/F.H.)（配列番号５）と 3'Fos[X]HisA（配列番号１３）、 PCRプロ
グラム V-2（表８参照） )によって DNAテンプレートを準備した。 pNzzCBPFosベクターは、
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市販のベクター pCMV(Stratagene)にマウス精巣ｃ DNAライブラリー (Takara)からクローニ
ングした c-Fos(118-211)を組み込んだものである。 Junは、 pEU-T7JunFlagベクター（配列
番号１）から PCR(プライマー 5'SP6(O-29)T7（配列番号２）と 3'FlagA（配列番号３）、 PC
Rプログラム ST60（表８参照） )によって DNAテンプレートを準備した。 pEU-T7JunFlagベク
ターは、市販のベクター pUC(Takara)にマウス精巣ｃ DNAライブラリー (Takara)からクロー
ニングした c-Jun(179-335)を組み込んだものである。ベイト DNAは、 Fos/Junの結合配列を
含む DNA-Fos/Jun（配列番号１４）をテンプレートとし、 PCR(プライマー 5'DNA（配列番号
１１）と 3'DNA（配列番号１２）、 PCRプログラム V-2(表８参照 ))によって準備した。 Fos
と Junの DNAテンプレートを RiboMAXT M  Large Scale RNA Production Systems (Promega)を
用いて転写 (37℃ , 2h)し、 RNeasy Mini Kits (QIAGEN)で精製し、各 mRNAテンプレートを
準備した。修飾剤としてビオチン (biotin)を導入する以外は実施例１と同様に合成したス
ペーサー  （ p(dCp)2 T(Bio)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro）と、 Fosの mRNAテンプレートとを、実
施例３と同様にライゲーションし、 Fos-Bio-スペーサーを作成した。また、スペーサー（
p(dCp)2 pPEG(2000)p(dCp)2 Puro）と Junの mRNAテンプレートとを実施例３と同様にライゲ
ーションし、 Jun-スペーサーを作成した。用意した Fos-Bio-スペーサーと Jun-スペーサー
の組み合わせ、あるいはベイト無しの Jun-スペーサーのみについて、実施例３と同様にし
て、 50μ lスケールの小麦胚芽の無細胞翻訳系 (Wheat Germ Extract(Promega))あるいはウ
サギ網状赤血球の無細胞翻訳系 (Rabbit Reticulocyte Lysate System (Promega))を用い
て共翻訳 (それぞれ 26℃ , 60minあるいは 30℃ , 30min)を行った。共翻訳後、 50μ lの無細
胞翻訳系に 50μ lのバッファー１と 50μ lの磁性アビジン・ビーズを加え、 30分室温でイン
キュベートし、磁性スタンドで分離し上清を捨て、３～５回バッファー１で洗浄し、最終
的に、 50μ lの磁性アビジン・ビーズを得た。うちビーズ２μ lをテンプレートとして RT-P
CR(プライマー 5'O29-F3（配列番号１５）と 3'Flag-R3（配列番号１６）、プログラム RT-3
0（表８参照） )を行った。ここで、 RT-PCRでは、 Junのテンプレートのみが増幅されるよ
うにプライマーは設計されている。 RT-PCRの結果は、アガロースゲル電気泳動によって確
認した。
【０２０８】
　結果：
　図１８に示したように、ベイト Fos-Bio-IVVとプレイ Jun-IVV(ベイト +)、あるいはベイ
トは無しでプレイ Jun-IVVのみ (Fos-)の無細胞翻訳およびスクリーニング後の RT-PCRによ
り、 Fos-Bio-IVV(ベイト )あるなしで有意な差 (100-1000倍 )が観察され、 Fos-Bio-IVVと Ju
n-IVVの相互作用、すなわち、 Fos/Jun相互作用が検出された。よって、この方法で、無細
胞共翻訳において異なる二つの IVVの一方 (ベイト )に固定化剤 (ここではビオチン )を修飾
することが可能であり、ビオチンを用いてベイト IVVと相互作用しているプレイ IVVを分離
し、その遺伝子タグの増幅により相互作用のある蛋白質を検出できることが示された。
【０２０９】
【表８】
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【０２１０】
　実施例５　Ｃ末端ラベル化蛋白質の作成
　コード分子は、マウス由来の c-junまたは c-fos(Gentz R, Rauscher FJ 3d, Abate C, C
urran T (1989) Science 243:1695-9; Neuberg M, Schuermann M, Hunter JB, Muller R 
(1989) Nature 338:589-90)の組み込まれているプラスミド (c-junは、 pEU-T7JunFlag(配
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列番号１７ ); c-fosは、 pCMVFosCBPzz(配列番号１８ ))から PCRで作成した。 PCRのプライ
マーとしては、 c-junでは 5'UTR領域について 1種類 (プライマー； 5'SP6-O29(配列番号１９
))と  3'末端領域については 13種類 (プライマー；  3'A8=A(配列番号２２ )、 3'X(CTCGAG)(
配列番号２３ )、 3'X(CTCGAG)A8=XA(配列番号２４ )、 3'X(CTCGCC)A8(配列番号２５ )、 3'X(
CTCG)A8(配列番号２６ )、 3'X(CTC)A8(配列番号２７ )、 3'X(CTCT)A8(配列番号２８ )、 3'X(
TTCG)A8(配列番号２９ )、 3'X(GTCC)A8(配列番号３０ )、 3'X(CATG)A8(配列番号３１ )、 3'X
(CTCC)A8(配列番号３２ )、 3'X(GTCG)A8(配列番号３３ )、 3'none(配列番号２１ ))、  c-fos
では 5'UTR領域について 1種類 (プライマー； 5'T7(O')-bait(配列番号２０ ))と 3'末端領域
については２種類 (プライマー；  3'baitFosD(配列番号３４ ), 3'baitFosDA(配列番号３５
))を用い、計１５種類の DNAテンプレートを調製し、 QIAquick PCR Purification Kits(QI
AGEN)で精製した。これらの DNAテンプレートを、 RiboMAXT M  Large Scale RNA Production
 Systems (Promega)をもちいて転写 (37℃ , 2h)し、合成した mRNAを RNeasy Mini Kits (QI
AGEN)で精製し、 mRNAテンプレート（コード分子）を得た。
【０２１１】
　まず、得られた mRNAテンプレートを翻訳テンプレートとして用いて、翻訳を行った。翻
訳テンプレート 2 pmolを用いて、 Wheat Germ Extract (Promega)の 10μ lの系で翻訳 (26℃
, 60min)を行い、翻訳と同時に、修飾剤として 240 pmolの Fluor-dCpPuroを用いて、蛋白
質のラベル化 (Miyamoto-Sato, E., Nemoto, N., Kobayashi, K., and Yanagawa, H. (200
0) Nucleic Acids Res. 28: 1176-1182; Nemoto, N., Miyamoto-Sato, E. and Yanagawa,
 H. (1999) FEBS Lett., 462: 43-46)を行い、 15%SDS-PAGEで電気泳動し、バンドの蛍光 (
フルオレセイン )をマルチ画像解析装置、 Molecular Imager FX (Bio-Rad)で測定した。そ
の結果をまとめたグラフを図２２に示す。
【０２１２】
　図２２から、ポリ A配列（ A配列）より SNNS配列（ X配列）を有する場合に、さらに SNNS-
ポリ A配列（ XA配列）を有する場合に、翻訳量が増加することが示された。このことから
、 XA配列を持つ翻訳テンプレートは、一般的な翻訳やＣ末端ラベル化により好ましいとい
える。また、 X配列を変えたときの翻訳結果から、 X配列が A配列と組み合わさって効果を
現すには、最低４塩基からなることが必要であり、第一番目と第四番目の塩基は Cか Gであ
ることが要求され、 SNNS（ Sは Cまたは G）の構成が必要であることが示された。
【０２１３】
　さらに、 mRNAテンプレートの 3'側に PEGスペーサー分子 (下記製造例１～４参照 )をライ
ゲーションした翻訳テンプレートを作成した。ここでは、 T4 RNAリガーゼ (宝酒造 )をもち
いて、 PEGスペーサー部 ((dC)2 (T)2 , PEG4000, PEG4000Puro-Boc)と、コード分子 (Jun-X(C
TCGAG)A8=Jun-XA(プライマー 3'X(CTCGAG)A8=XAを用いて得られたもの ))またはコード分子
(Fos-D(-A)または 3'baitFos-DA(+A)(プライマー 3'baitFosDまたは 3'baitFosDAを用いて得
られたもの ))とのライゲーション (15℃ , 20h)を行い、 RNeasy Mini Kits (QIAGEN)で精製
し、 8 M尿素 4%PAGEで電気泳動し、エチレンブロマイド (EtBr)で染色し、バンドの蛍光 (Et
Brとフルオレセイン )をマルチ画像解析装置、 Molecular Imager FX (Bio-Rad)で検出した
。ライゲーションした 2 pmolの翻訳テンプレートを用いて、 Wheat Germ Extract (Promeg
a)あるいは、 PROTEIOS (Toyobo)を用いて、 10μ lの系で翻訳 (26℃ ; 1, 3, 6, 20hr)を行
い、翻訳と同時に、修飾剤として 240 pmolの Fluor-dCpPuroを用いて、蛋白質のラベル化 (
Miyamoto-Sato, E., Nemoto, N., Kobayashi, K., and Yanagawa, H. (2000) Nucleic Ac
ids Res. 28: 1176-1182; Nemoto, N., Miyamoto-Sato, E. and Yanagawa, H. (1999) FE
BS Lett., 462: 43-46)を行い、 15%SDS-PAGEで電気泳動し、バンドの蛍光 (Fluorescein)
をマルチ画像解析装置、 Molecular Imager FX (Bio-Rad)で測定した。 RNAの安定性実験は
、 PEGスペーサー部の蛍光を用いて、 RNAの残量をマルチ画像解析装置、 Molecular Imager
 FX (Bio-Rad)で測定した。対照としてライゲーションしていない翻訳テンプレートを用
いて同様の手順を行った。それらの結果をまとめたグラフを図２３および図２４に示す。
【０２１４】
　図２３から、コード部の配列は基本的にはどのような配列でも PEGスペーサー部をライ
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ゲーションすることで翻訳量が増加することが示された (図２３のＡ )。また、 XA配列を持
つコード部をもつ翻訳テンプレート (XA)では、 XA配列も PEGスペーサー部も持たないコー
ド分子 (None)に比べて、翻訳量が約３～４倍増加していることが示された。また、 XA配列
を持つコード部では、 PEG4000Puro-Bocの構成が最も翻訳量が増加することが示された (図
２３のＢ )。よって、一般的な翻訳やＣ末端ラベル化を行う場合には PEGスペーサー部がラ
イゲーションされた XA配列を持つ翻訳テンプレートを用いることが適しているといえる。
図２４から、 XA配列を持つコード分子 (● ; XA)、 XA配列を持たないコード分子 (□ ; None)
は３時間で翻訳量は飽和に達したが、 PEG4000Puro-Bocをもつ翻訳テンプレート (○ ; XA+P
EG400Puro-Boc)は、６時間でも翻訳の増加が見られた (図２４のＡ )。また、その翻訳量は
、６時間で比較すると、 PEG4000Puro-Bocをもつ翻訳テンプレート (○ )は、 XA配列を持つ
コード分子 (● ; XA)の約２倍、 XA配列を持たないコード分子 (□ ; None) の約４倍であっ
た (図２４のＡ )。コード分子と、 PEGスペーサー部をもつ翻訳テンプレートとの安定性を
比較すると、コード分子 (● ; XA)は、その mRNAが１時間で 50%減るのに対して、 PEGスペー
サー部をもつ翻訳テンプレート (○ )は、１３時間でようやく 50%減ることから、 PEGスペー
サー部をもつコード分子 (○ )の安定性が非常によいことがわかる (図２４のＢ )。以上から
、翻訳テンプレート (○ )の翻訳量が増加したのは、ライゲーションされた PEG4000Puro-Bo
cによる安定性向上が原因と考えられる。
【０２１５】
　実施例６　 IVVの作成
　コード分子 (mRNAテンプレート )に PEGスペーサー分子 (下記製造例１～４参照 )をライゲ
ーションしたものを翻訳テンプレートとして用いた。ここでは、実施例５で得たコード分
子の mRNAテンプレート (Jun-XA, Jun-A8=Jun-A)と PEGスペーサー部 (PEG2000Puro)を実施例
５と同様の方法でライゲーションした。  ライゲーションした mRNAテンプレートを小麦胚
芽の無細胞翻訳系として Wheat Germ Extract (Promega)をもちいて、実施例５と同様の方
法で翻訳し、対応付け分子を 8 M尿素 10%SDS-PAGEで電気泳動し、蛍光 (フルオレセイン )に
よってマルチ画像解析装置、 Molecular Imager FX (Bio-Rad)で検出した。また、フリー
蛋白質の量は、翻訳と同時に、修飾剤として Fluor-dCpPuroを用いて、蛋白質のラベル化 (
Miyamoto-Sato, E., Nemoto, N., Kobayashi, K., and Yanagawa, H. (2000) Nucleic Ac
ids Res. 28: 1176-1182; Nemoto, N., Miyamoto-Sato, E. and Yanagawa, H. (1999) FE
BS Lett., 462: 43-46)を行い、 8MUrea10%SDS-PAGEおよび１５ %SDS-PAGEで電気泳動し、
バンドの蛍光 (フルオレセイン )をマルチ画像解析装置、 Molecular Imager FX (Bio-Rad)
で測定し、あわせて、 T7-tagによる抗体を用いたウエスタンブロットで総蛋白量を決定し
た。それらの結果をまとめたグラフを図２５に示す。
【０２１６】
　図２５から、対応付け分子は、 XA配列を持つコード部と A配列を持つコード部について
比較すると、添加する RNA量を変化させたときの対応付け効率は両方とも 70%でほとんど変
わらないことが示された (図２５のＡ )。しかしながら、添加した RNAテンプレートから合
成された蛋白質総量 (フリー蛋白質 +対応付け分子 =100%)に対する対応付け効率については
、添加する RNA量を変化させたとき、 A配列を持つコード部の場合は 90%(フリー蛋白質 10%)
を超える高い効率を示すことが示された (図２５のＢ )。一方、 XA配列を持つコード部の場
合は、フリー蛋白質の生成割合が高い (図２５のＢ )。よって、対応付け分子には XA配列よ
りも A配列を持つコード部が適しているといえる。
【０２１７】
　製造例１　 PEGスペーサー分子（ 11）の合成
　 PEGスペーサー分子（ 11）は、図２６に示す試薬を用い、図２７に示す方法で合成した
。図２６中アミダイト試薬  (1～ 5) はグレンリサーチ社（アメリカ合衆国、バージニア州
）より購入した。平均分子量 1000、 2000、 3000の PEGは日本油脂（東京都渋谷区）より購
入した。平均分子量 4000の PEGはフルカ社（スイス）より購入した。それらを原料にして
アミダイト試薬  (6)を、 Jaschkeらが報告した方法（ Jaschke, A. et al. (1993) Tetrahe
dron Lett. 34: 301-304）を用い合成した。図２６中 10は Ikedaらが報告した方法（ Ikeda
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, S. et al. (1998) Tetrahedron Lett. 39: 5975-5978）で合成した。なお、図２６中 DM
Trは 4,4'-ジメトキシトリチル基を、図２７中 Fmocは 9-フルオレンメトキシカルボニル基
を示す。
【０２１８】
　 10（ 400 mg, ピューロマイシン  10μ mol含有）に対し、以下のＡ～Ｄの処理を所定の配
列に従い、所定数のヌクレオチドおよび PEGが導入されるまで繰り返し行なった。
【０２１９】
Ａ． 3%トリクロロ酢酸－塩化メチレン溶液を 1 mL加え室温で 3分間放置後、塩化メチレン 5
 mLで 3回洗浄する。再度同じ操作を繰り返した後、無水アセトニトリル  5 mLで 5回洗浄す
る。
【０２２０】
Ｂ．ヌクレオチドアミダイト 30μ mol、 0.457 Mテトラゾール－無水アセトニトリル溶液 10
0μ L、および無水アセトニトリル 1 mLを加え、室温で 15分間振盪する。アセトニトリル 5 
mLで 5回洗浄する。
【０２２１】
Ｃ． 50 mMヨウ素溶液（テトラヒドロフラン－ピリジン－水＝７５：２０：５）  1 mLを加
え室温で 3分間放置後、ピリジン 5 mLで 3回洗浄する。再度同じ操作を繰り返した後、無水
ピリジン 5 mLで 5回洗浄する。
【０２２２】
Ｄ． 10%無水酢酸－ピリジン溶液 1 mLおよび触媒量の 4,4-ジメチルアミノピリジンを加え
室温で 20分間放置後、ピリジン 5 mLで 5回、塩化メチレン 5 mLで 5回洗浄する。
【０２２３】
　上記の処理をし所定の配列および所定数のヌクレオチドが導入された 10に濃アンモニア
水 1.5 mLおよびエタノール 0.5 mLを加え、室温で 14時間震盪した。ろ過により固相担体（
ＣＰＧ）を取り除き、ろ液を凍結乾燥した。残査を HPLC［カラム： YMC社（京都府）製  YM
C pack ODS-A SH-343-5, 溶離液  10-60%アセトニトリル－ 0.1 M 酢酸トリエチルアンモニ
ウム水溶液（ pH 7.0）の 30分間の直線濃度勾配、流速： 10 mL/分］で精製後、 PEGスペー
サー分子（ 11）を得た。得られた PEGスペーサー分子（ 11）の構造及び収率を以下に示す
。
【０２２４】
p(dCp)2 PEG(1000)p(dCp)2 Puro
収率 8.7%
p(dCp)2 T(Fl)pPEG(1000)pdCpPuro
収率 62%
p(dCp)2 T(Fl)pPEG(1000)p(dCp)2 Puro
収率 14%
p(dCp)2 PEG(2000)p(dCp)2 Puro
収率 7%
p(dCp)2 T(Fl)pPEG(2000)pdCpPuro
収率 30%
p(dCp)2 T(Fl)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro
収率 27%
p(dCp)2 T(Bio)pPEG(2000)pdCpPuro
収率 9%
p(dCp)2 T(Bio)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro
収率 8%
p(dCp)2 T(Bio)pT(Fl)pPEG(2000)pdCpPuro
収率 2%
p(dCp)2 T(Bio)pT(Fl)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro
収率 8%
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p(dCp)2 PEG(3000)pdCpPuro
収率 2%
p(dCp)2 PEG(3000)p(dCp)2 Puro
収率 22%
p(dCp)2 T(Fl)pPEG(3000)pdCpPuro
収率 29%
p(dCp)2 T(Fl)pPEG(3000)p(dCp)2 Puro
収率 23%
p(dCp)2 T(Fl)pPEG(4000)pdCpPuro
収率 16%
p(dCp)2 T(Fl)pPEG(4000)p(dCp)2 Puro
収率 17%
【０２２５】
　製造例２　 PEGスペーサー分子（ 14）の合成
　 PEGスペーサー分子（ 14）は、図２６に示す試薬を用い、図２７及び２８に示す方法で
合成した。図２６中、ローダミングリーン (RhodG) 活性エステル (7)はモレキュラプロー
ブ社（アメリカ合衆国、オレゴン州）より、 Cy5活性エステル (8)および Cy3活性エステル (
9)はアマシャムファルマシアバイオテク社（イギリス、バッキンガムシャー）より、購入
した。図２８中、 12は Ikedaらが報告した方法（ Ikeda, S. et al. (1998) Tetrahedron L
ett. 39: 5975-5978）を応用し合成した。なお、図２６中、 Bocは tert-ブトキシカルボニ
ル基を示す。
【０２２６】
　 12（ 400 mg, ピューロマイシン  10μ mol含有）に対し、 PEGスペーサー分子（ 11）の合
成の場合と同様のＡ～Ｄの処理を所定の配列に従い、所定数のヌクレオチドおよび PEGが
導入されるまで繰り返し行なった。
　上記の処理を行ない、所定の配列および所定数のヌクレオチドが導入された 12に濃アン
モニア水 1.5 mLおよびエタノール 0.5 mLを加え、室温で 14時間震盪した。ろ過により固相
担体（ＣＰＧ）を取り除き、ろ液を凍結乾燥した。残査を HPLC［カラム： YMC社（京都府
）製  YMC pack ODS-A SH-343-5, 溶離液： 10-60% アセトニトリル－ 0.1 M 酢酸トリエチ
ルアンモニウム水溶液（ pH 7.0）の 30分間の直線濃度勾配、流速： 10 mL/分］で精製後、
13を得た。 13を 30%アセトニトリル－水 0.1 mLに溶かし、 7,8または 9を 10μ mol、および 1M
 炭酸水素ナトリウム水溶液  (pH 8.3)を 10μ L加え室温で 2時間放置した。反応液を同上の
条件の HPLCで精製後、産物を含む画分を濃縮した。残査を 60%トリフルオロ酢酸－水 1 mL
にて室温で 30分処理後、濃縮乾固した。残査を濃アンモニア水 1 mLにて室温で 15分処理後
、濃縮乾固した。残査を同上の条件の HPLCで精製後、産物を含む画分を濃縮し、 PEGスペ
ーサー分子  (14) を得た。なお、図２９中、 RhodGは図２６中 7の、 Cy5は図２６中 8の、 Cy
3は図２６中 9の、蛍光色素残基部をそれぞれ示す。得られた PEGスペーサー分子（ 14）の
構造及び収率を以下に示す。
【０２２７】
p(dCp)2 T(Bio)pT(RhodG)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro
収率 11%
p(dCp)2 T(Bio)pT(Cy5)pPEG(2000)p(dCp)2 Puro
収率 8%
p(dCp)2 T(Bio)pT(RhodG)pPEG(4000)p(dCp)2 Puro
収率 12%
p(dCp)2 T(Bio)pT(Cy5)pPEG(4000)p(dCp)2 Puro
収率 10%
p(dCp)2 T(Cy3)pPEG(4000)p(dCp)2 Puro
収率 9%
【０２２８】
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　製造例３　 Boc保護 PEGスペーサー分子（ 15）の合成
　図３０に示したように、 12（ 400mg, ピューロマイシン  10 μ mol含有）より、 PEGスペ
ーサー部（ 11）と同じ方法を用いて Boc保護 PEGスペーサー部（ 15）を合成した。得られた
Boc保護 PEGスペーサー分子（ 15）の構造と収率を以下に示す。
【０２２９】
p(dCp)2 T(Fl)pPEG(4000)p(dCp)2 Puro(Boc)
収率 41%
【０２３０】
　製造例４　ピューロマイシン非含有 PEGスペーサー分子（ 16）の合成
　 Jaschkeらが報告した方法（ Jaschke, A. et al. (1993) Tetrahedron Lett. 34: 301-3
04）に従い合成した。得られたピューロマイシン非含有 PEGスペーサー分子（ 16）の構造
と収率を以下に示す。
【０２３１】
p(dCp)2 T(Fl)pTpPEG(4000)
収率 55%
【０２３２】
　製造例５　修飾剤１～７の合成
　修飾剤１～７は、図３１および図３２に示した試薬を用い、図３３および３４にその概
略を示す方法を用いて合成した。図３１中、アミダイト試薬  (15～ 19) はグレンリサーチ
社（アメリカ合衆国、バージニア州）より、スクシンイミド試薬  (20～ 22) はピアス社（
アメリカ合衆国、イリノイ州）より購入した。
【０２３３】
　 10または 12（ 400 mg, ピューロマイシン  10μ mol含有）に対し、 PEGスペーサー分子（ 1
1）の合成に関して示したＡ～Ｄの処理を所定数のアミダイト試薬が導入されるまで繰り
返し行なった。その後、 50 mM炭酸ナトリウム -水を 2 mLまたは濃アンモニア水 1.5 mLおよ
びエタノールを 0.5 mL加え、室温で 14時間震盪した。ろ過により固相担体（ＣＰＧ）を取
り除き、ろ液を減圧濃縮した。残査を HPLC［カラム： YMC社（京都府）製  YMC pack ODS-A
 SH-343-5, 溶離液： 10-60%アセトニトリル－ 0.1 M 酢酸トリエチルアンモニウム水溶液
（ pH 7.0）の 30分間の直線濃度勾配、流速： 10 mL/分］で精製後、凍結乾燥した。その後
、修飾剤によっては、残査を 30%アセトニトリル－水  1 mLに溶解させ、 1 M炭酸水素ナト
リウム -水（ pH 8.3）を 0.1 mL、およびスクシンイミド試薬  (7,8または 20) 0.1 mmolを N,
N'-ジメチルホルムアミド  0.5 mLに溶解させた液を加え、室温で 2時間放置した。その後
、減圧濃縮し、残査を HPLC［カラム： YMC社（京都府）製  YMC pack ODS-A SH-343-5, 溶
離液： 10-60%アセトニトリル－ 0.1 M 酢酸トリエチルアンモニウム水溶液（ pH 7.0）の 30
分間の直線濃度勾配、流速： 10 mL/分］で精製後、凍結乾燥した。その後、修飾剤によっ
ては、残査を 80%酢酸－水 2 mLに溶解させ、室温で 4時間放置後、減圧濃縮した。残査を 30
%アセトニトリル－水 1 mLに溶解させ、 1 M炭酸水素ナトリウム－水（ pH 8.3）を 0.1 mL、
およびスクシンイミド試薬  (21または 22)0.1 mmolを N,N'-ジメチルホルムアミド 0.5 mLに
溶解させた液を加え、室温で 2時間放置した。その後、 Poly-PakII（グレンリサーチ社）
で脱塩し減圧濃縮した。その後、上記の残査に 60%トリフルオロ酢酸－水 2 mLを加え、室
温で 30分間放置後、減圧濃縮した。残査を HPLC［カラム： YMC社（京都府）製  YMC pack O
DS-A SH-343-5, 溶離液： 10-60%アセトニトリル－ 0.1 M酢酸トリエチルアンモニウム水溶
液（ pH 7.0）の 30分間の直線濃度勾配、流速： 10 mL/分］で精製後、凍結乾燥した。得ら
れた修飾剤１～７の物性データを以下に示す。
【０２３４】
修飾剤１：収率  44%、 UV (50% MeOH-H2 O) λ max 558 nm; MS m/z 2037 (M-H)

-

修飾剤２：収率  32%、 UV (H2 O) λ max 558 nm; MS m/z 2035 (M-H)
-

修飾剤３：収率  8%、 UV (H2 O) λ max 506 nm; MS m/z 2093 (M-H)
-

修飾剤４：収率  8%、 UV (H2 O) λ max 506 nm; MS m/z 1979 (M-H)
-

修飾剤５：収率  13%、 UV (H2 O) λ max 649 nm; MS m/z 2375 (M-H)
-
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修飾剤６：収率  13%、 UV (H2 O) λ max 649 nm; MS m/z 2261 (M-H)
-

修飾剤７：収率  22%、 UV (H2 O) λ max 646 nm; MS m/z 1977 (M-H)
-

【０２３５】
実施例７　 FCCS(IVV-IVV相互作用の検出 )
　実施例１と同様にして、相互作用が既知の蛋白質として Fos/Junを用いて、無細胞翻訳
系で共翻訳によって Fos/Jun複合体を形成させ、 FCCSで相互作用を測定した。実施例１に
おいて、 Fosのテンプレートを作る際に用いる PCRの 3'プライマーとして 3'FosFlag1A（配
列番号３６）を用い、 Junのテンプレートを作る際に用いる PCRの 3'プライマーとして 3' F
lag1A（配列番号３７）を用い、スペーサーとしては、 PEG4000を用いた以外は同様に行い
、 Fos(mRNA)-Cy5-spacer、 Fos(mRNA)-RhG-spacer、そして Jun(mRNA)-RhG-spacerを作成し
た。すなわち、実施例１では、 mRNAは XA配列を持つが、本実施例では、 mRNAは A配列を持
ち、かつ分子量の高い PEG 4000を用いることで、より翻訳時に遊離の蛋白が少なくなり IV
V効率が向上する条件で測定した。 Fos(mRNA)-Cy5-spacer、 Fos(mRNA)-RhG-spacerと Fos-C
y5-spacer、 Jun-RhG-spacerの組み合わせについて、小麦胚芽の無細胞翻訳系で共翻訳し
、 Fos-Cy5と Fos-RhG、および Fos-Cy5と Jun-RhGの相互作用について FCCSで測定した (図１ )
。ここで、無細胞翻訳系で共翻訳の条件は、各テンプレート 1pmolを無細胞翻訳系 10ulに
添加し、共翻訳後の希釈は、バッファー１で１０倍に希釈し、最終的測定濃度は 10nMとし
た以外は、全て実施例１に従った。 Fos-Cy5と Fos-RhGの自己相関関数 (G(τ )；図３５ , -
○ -)と Fos-Cy5と Jun-RhGの自己相関関数 (G(τ ) ；図３５ , -□ -)を比較すると、相互作用
の期待されない Fos-Cy5と Fos-RhGの自己相関関数 (G(τ ))は１に近いものであり、相互作
用が期待される Fos-Cy5と Jun-RhGの自己相関関数 (G(τ ))は１からより離れており大きな
値を示すことが確認された。ここで、 Fos-Cy5と Jun-RhGの Kdを算出してみると約 140nMと
なり、文献値の 100nMにほぼ等しかった。ここで、 Kd = (CRhG-Ccross)(Ccy5-Ccross)/Ccr
ossである (CRhG： Jun-RhGの濃度、 Ccy5： Fos-Cy5の濃度、 Ccross： Fos/Jun相互作用して
いるものの濃度 )。
【０２３６】
実施例８　 FCCS(IVV-IVV(RNase処理 )相互作用の検出 )
　実施例７と同様にして、小麦胚芽の無細胞翻訳系で共翻訳後に RNase 処理をしたものと
していないもので Fos-Cy5と Fos-RhG、および Fos-Cy5と Jun-RhGの相互作用について FCCSで
測定した (図３６ )。ここで、無細胞翻訳系で共翻訳後の希釈は、バッファー１で６倍に希
釈し、次に RNase Aを 5nMになるように添加し、室温で 10min放置した。最終的測定濃度は
約 20nMとした以外は、全て実施例７に従った。 Fos-Cy5と Fos-RhGの自己相関関数 (G(τ )；
図３６ , 灰色 )と Fos-Cy5と Jun-RhGの自己相関関数 (G(τ ) ；図３６ , 黒 )を比較すると、
共翻訳後に RNase 処理をしないもの (図３６の A)でもしたもの (図３６の B)でも、相互作用
の期待されない Fos-Cy5と Fos-RhGの自己相関関数 (G(τ ))はより１に近いものであり、相
互作用が期待される Fos-Cy5と Jun-RhGの自己相関関数 (G(τ ))は１からより離れており大
きな値を示すことが確認された。ここで、 RNase 処理をして FCCS測定する方法は、測定条
件が mRNAの違いに左右されることなくより普遍的な測定方法と考えられる。
【０２３７】
実施例９　プロテインチップ  (IVV-IVVおよび IVV-Ｃ末端ラベル化蛋白質相互作用の検出 )
　実施例７と同様にして、相互作用が既知の蛋白質として Fos/Junを用いて、無細胞翻訳
系で 200nMの Fos(mRNA)-Cy5-spacer (biotin)あるいは、 Jun(mRNA)-Cy5-spacer(biotin)を
単独で翻訳し、 Microgrid II (Biorobotics)を用いて、スライドグラス (XENOSLIDE S, st
reptavidine slides (XENOPORE))あるいは、スライドグラス (STRERTAVIDINslides(glass 
slides with a Streptavidin coated sutface), greiner bio-one)に 40 nMでプロットし
た。次に、プロットした Fos-Cy5-IVV、 Jun-Cy5-IVVをスライドグラスに固定化するために
、湿度を 55%に保ったアレイヤー中に１時間放置した。固定化する IVVに使用するスペーサ
ーは、 Cy5のみならずビオチンが導入されたものを用いた。 1%BSAでブロッキングした後、
スポットエリアにハイベイドシール (Thermo Hybaid (Thermobio Analysis Japan))を貼っ
た。固定化した蛋白質については、 T7および Jun抗体 (図３７の A)とスペーサーの Cy5の波
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長による検出 (図３７の B, C)で確認した。
【０２３８】
　 400nMの Fos(mRNA)-Cy3-spacer、 Jun-Cy3-spacerあるいは、 cB1(mRNA)-Cy3-spacer(cB1
の DNAテンプレートの作成方法は、プライマー 3'(646)FlagAの代わりに、 3'(646)Flag1A（
配列番号３８）を使用した他は実施例２に従った。 )を無細胞翻訳系で上からかける側の I
VVを合成し、 5mMの RNase Aで 37℃で１時間処理したものをハイベイドシールを貼ったスポ
ットエリアに添加した (図３７の B)。あるいは無細胞翻訳系で上からかける側の C末端ラベ
ル化蛋白質 (Fos) を合成したものをハイベイドシールを貼ったスポットエリアに添加した
(図３７の C)。上からカバーシールをして密閉し、アルミホイルで遮光して室温で１時間
で反応させた後、スライドグラスを GenePix4000B(Inter Mefical co., Itd.)で Cy5と Cy3
の波長で解析した。
【０２３９】
　図３７より、固定化した IVVが mRNAが付いていても (図３７の A)いなくても (図３７の B, 
C)検出出来ることがわかった。また、スペーサーの Cy5による検出 (図３７の B, C)は抗体 (
図３７の A)同様に非常に鮮明であることがわかった。また、上からかける蛋白質は、 IVV(
図３７の B, Cy3)でも C末端ラベル化蛋白質 (図３７の C, Cy3)でもシグナルが検出された。
また、図３７の Bに示すように、 Fos-Cy3-IVV(+Fos)を上からかけた場合は、 Jun-Cy5-IVV
を固定化したスポットに強いシグナルが得られ、 Jun-Cy3-IVV(+Jun)を上からかけた場合
は、 Fos-Cy5-IVVと Jun-Cy5-IVVを固定化したスポットに強いシグナルが得られ、 Fosとも J
unとも相互作用のない cB1-Cy3-IVV(+Jun)を上からかけた場合は、強いシグナルが得られ
るスポットは特にはなかった。図３７の Aの抗体 (Cy3付き )や図３７の B, Cの IVVの Cy5付き
のスペーサーによる検出から、 IVVが効率的にビオチンーアビジン親和性によってスライ
ドに固定化されていることが示された。抗体で検出できただけでなく、固定化 IVVのスペ
ーサーの Cy5による検出も明瞭であり、 IVVの場合はスライドへの非特異的結合などによる
バックが低いことが伺えた。このことは、単に相互作用のあるなしの判定のみならず、 DN
Aチップと同様に、プロテインチップとして、固定化した IVVや上からかけた IVVの定量化
が可能であることを示している。
【０２４０】
実施例１０　プロテインチップ
　図３８に示すように、プロテインチップを用いる共翻訳による IVV-IVV複合体の相互作
用検出が実施可能である。ここでは、実施例７と同様にして、たとえば、相互作用が既知
の蛋白質として Fos/Junを用いて、無細胞翻訳系で Fos(mRNA)- spacer (biotin)と Jun(mRN
A)-Cy5-spacerを共翻訳し、スライドグラスにプロットして固定化した後、 Cy3を持つ第三
の IVVを上からかけることにより Fos/Junと複合体を形成する蛋白質を探索することが可能
となる。 Cy3を持つ第三の IVVの代わりに、 Jun抗体 (Cy3)をふりかけて Fos/Junの相互作用
検出を行うこともできる。プロテインチップを用いる蛋白質相互作用の検出において、あ
る蛋白質 (ここでは Fos)と 1:1で直接的に相互作用する蛋白質については、実施例９の方法
で検出できるが、 1:多分子で間接的に相互作用する第三の蛋白質については、図３８のよ
うに共翻訳を利用することで始めて検出可能となる。 IVVにおいては、二つ以上の蛋白質
をいくつでも共翻訳することが可能であり、その場合でも、各蛋白質に別々の所望の色素
や固定化物質といった修飾剤をスペーサーを介して導入することが可能であり、このこと
によって、図３８のように、蛋白質複合体をスライドへ固定化し、そこへどの組み合わせ
の複合体と相互作用しているかを知りたい第三の蛋白質の IVVを上からかけて複合体を形
成する相手を見つけることなどが可能となる。また、反対に、単独の IVVを固定化してお
いて、第二第三の蛋白質を共翻訳したものを上からかけて複合体を検出することも可能で
ある。
【０２４１】
【産業上の利用可能性】
　本発明によれば、 IVVあるいは IVV(mRNA-)と C末端ラベル化蛋白質間の相互作用による複
合体を利用して、 IVVのスペーサーに分離用あるいは検出用の修飾剤を施し、かつ C末端ラ
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ベル化蛋白質の C末端ラベル化剤に分離用あるいは検出用の修飾剤を施すことにより、通
常、翻訳後に行われる各種の蛋白質への修飾反応の工程を一工程で実現することが可能で
ある。本発明は、非固定あるいは固定化による多くの蛋白質間相互作用解析法へ応用可能
である。また、 IVVと C末端ラベル化蛋白質の性質の違いを利用して、 SDS-PAGEゲルアッセ
イ (核酸を含む IVVは泳動されないが C末端ラベル化蛋白質は泳動されることを利用 )などで
簡単に複数の蛋白質間相互作用検出が可能となる。
【０２４２】
　また、本発明によれば、 IVVあるいは IVV(mRNA-)を翻訳する際に、 IVVのスペーサーを用
いて所望の分離用 検出用の修飾を施すことが可能であり、通常、翻訳後に
行われる各種の蛋白質への修飾反応の工程を一工程で実現し、特に、「無細胞共翻訳」に
よって、通常、翻訳後に行われる相互作用形成の工程を一工程で実現できる。また、 IVV
の形成効率が高く、遊離の蛋白質 (対応付け分子と共に生産される遺伝子型を持たないフ
リーの蛋白質 )も少ないために、通常必要な蛋白質へ修飾した蛍光色素や未修飾の蛋白質
の分離精製の工程も必要ない。本発明は、非固定あるいは固定化による多くの蛋白質間相
互作用解析法へ応用可能である。
【配列表】
<110>　学校法人慶應義塾 (Keio University)
<120>　対応付け分子とＣ末端ラベル化蛋白質の複合体および対応付け分子の複合体、な
らびにそれらの複合体を利用した蛋白質間相互作用解析方法

<150> JP 2002-172132
<151> 2002-06-12
<150> JP 2001-374902
<151> 2001-12-07
<150> JP 2001-374913
<151> 2001-12-07
<160>　 38
<210>　 1
<211>　 3464
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 vector containing part of c-jun: pEU-T7JunFlag
<400>　 1
atttaggtga cactatagaa tacacggaat tcgcgtttta tttttaattt tctttcaaat　　  60
acttctagct agagtatttt tacaacaatt accaacaaca acaacaaaca acaacaacat　　 120
tacattttac attctacaac tacccatggc tagcatgact ggtggacagc aaatgggtgc　　 180
ggccgcgccg gagatgccgg gagagacgcc gcccctgtcc cctatcgaca tggagtctca　　 240
ggagcggatc aaggcagaga ggaagcgcat gaggaaccgc attgccgcct ccaagtgccg　　 300
gaaaaggaag ctggagcgga tcgctcggct agaggaaaaa gtgaaaacct tgaaagcgca　　 360
aaactccgag ctggcatcca cggccaacat gctcagggaa caggtggcac agcttaagca　　 420
gaaagtcatg aaccacgtta acagtgggtg ccaactcatg ctaacgcagc agttgcaaac　　 480
gtttagaccg cgggactaca aggacgatga cgacaagctc gagaaaaaaa aagcttggcg　　 540
taatcatggt catagctgtt tcctgtgtga aattgttatc cgctcacaat tccacacaac　　 600
atacgagccg gaagcataaa gtgtaaagcc tggggtgcct aatgagtgag ctaactcaca　　 660
ttaattgcgt tgcgctcact gcccgctttc cagtcgggaa acctgtcgtg ccagctgcat　　 720
taatgaatcg gccaacgcgc ggggagaggc ggtttgcgta ttgggcgctc ttccgcttcc　　 780
tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc agctcactca　　 840
aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg caggaaagaa catgtgagca　　 900
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aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg　　 960
ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg　  1020
acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt　  1080
ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt　  1140
tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc　  1200
tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt　  1260
gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag cagccactgg taacaggatt　  1320
agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc taactacggc　  1380
tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga agccagttac cttcggaaaa　  1440
agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt　  1500
tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt gatcttttct　  1560
acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt catgagatta　  1620
tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa　  1680
agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt taccaatgct taatcagtga ggcacctatc　  1740
tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact　  1800
acgatacggg agggcttacc atctggcccc agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc　  1860
tcaccggctc cagatttatc agcaataaac cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt　  1920
ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag tctattaatt gttgccggga agctagagta　  1980
agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac gttgttgcca ttgctacagg catcgtggtg　  2040
tcacgctcgt cgtttggtat ggcttcattc agctccggtt cccaacgatc aaggcgagtt　  2100
acatgatccc ccatgttgtg caaaaaagcg gttagctcct tcggtcctcc gatcgttgtc　  2160
agaagtaagt tggccgcagt gttatcactc atggttatgg cagcactgca taattctctt　  2220
actgtcatgc catccgtaag atgcttttct gtgactggtg agtactcaac caagtcattc　  2280
tgagaatagt gtatgcggcg accgagttgc tcttgcccgg cgtcaatacg ggataatacc　  2340
gcgccacata gcagaacttt aaaagtgctc atcattggaa aacgttcttc ggggcgaaaa　  2400
ctctcaagga tcttaccgct gttgagatcc agttcgatgt aacccactcg tgcacccaac　  2460
tgatcttcag catcttttac tttcaccagc gtttctgggt gagcaaaaac aggaaggcaa　  2520
aatgccgcaa aaaagggaat aagggcgaca cggaaatgtt gaatactcat actcttcctt　  2580
tttcaatatt attgaagcat ttatcagggt tattgtctca tgagcggata catatttgaa　  2640
tgtatttaga aaaataaaca aataggggtt ccgcgcacat ttccccgaaa agtgccacct　  2700
gacgtctaag aaaccattat tatcatgaca ttaacctata aaaataggcg tatcacgagg　  2760
ccctttcgtc tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg　  2820
gagacggtca cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg　  2880
tcagcgggtg ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta　  2940
ctgagagtgc accatatcga cgctctccct tatgcgactc ctgcattagg aagcagccca　  3000
gtagtaggtt gaggccgttg agcaccgccg ccgcaaggaa tggtgcatgc aaggagatgg　  3060
cgcccaacag tcccccggcc acggggcctg ccaccatacc cacgccgaaa caagcgctca　  3120
tgagcccgaa gtggcgagcc cgatcttccc catcggtgat gtcggcgata taggcgccag　  3180
caaccgcacc tgtggcgccg gtgatgccgg ccacgatgcg tccggcgtag aggatctggc　  3240
tagcgatgac cctgctgatt ggttcgctga ccatttccgg ggtgcggaac ggcgttacca　  3300
gaaactcaga aggttcgtcc aaccaaaccg actctgacgg cagtttacga gagagatgat　  3360
agggtctgct tcagtaagcc agatgctaca caattaggct tgtacatatt gtcgttagaa　  3420
cgcggctaca attaatacat aaccttatgt atcatacaca tacg　　　　　　　　　　 3464
<210>　 2
<211>　 76
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 5'SP6(O-29)T7
<400>　 2
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atttaggtga cactatagaa caacaacaac aacaaacaac aacaaaatgg ctagcatgac　　  60
tggtggacag caaatg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  76
<210>　 3
<211>　 36
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 3'FlagA
<400>　 3
ttttttttct cgagcttgtc gtcatcgtcc ttgtag　　　　　　　　　　　　　　　  36
<210>　 4
<211>　 6457
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 vector containing part of c-fos: pNzzCBPFos
<400>　 4
agatctcgat cccgcgaaat taatacgact cactataggg gaattgtgag cggataacaa　　  60
ttcccctcta gaaataattt tgtttaactt taagaaggag atataccatg ggacatcacc　　 120
atcaccatca cgcgcaacac gatgaagccg tagacaacaa attcaacaaa gaacaacaaa　　 180
acgcgttcta tgagatctta catttaccta acttaaacga agaacaacga aacgccttca　　 240
tccaaagttt aaaagatgac ccaagccaaa gcgctaacct tttagcagaa gctaaaaagc　　 300
taaatgatgc tcaggcgccg aaagtagaca acaaattcaa caaagaacaa caaaacgcgt　　 360
tctatgagat cttacattta cctaacttaa acgaagaaca acgaaacgcc ttcatccaaa　　 420
gtttaaaaga tgacccaagc caaagcgcta accttttagc agaagctaaa aagctaaatg　　 480
atgctcaggc gccgaaagta gacgcgaatt ctagctctgt acccgctagc gagaatttgt　　 540
attttcaggg taaaaccgcg gctcttgagc tcaagagaag atggaaaaag aatttcatag　　 600
ccgtctcagc agccaaccgc tttaagaaaa tctcatcctc cggggcactt ggatccggca　　 660
gagcgcagag catcggcaga aggggcaaag tagagcagct atctcctgaa gaggaagaga　　 720
aacggagaat ccgaagggaa cggaataaga tggctgcagc caagtgccgg aatcggagga　　 780
gggagctgac agatacactc caagcggaga cagatcaact tgaagatgag aagtctgcgt　　 840
tgcagactga gattgccaat ctgctgaaag agaaggaaaa actggagttt attttggcag　　 900
cccaccgacc tgcctgcaag atccccgatg accttggcct cgagtgacta ggtaagtcga　　 960
cttggctgct gccaccgctg agcaataact agcataaccc cttggggcct ctaaacgggt　  1020
cttgaggggt tttttgctga aaggaggaac tatatccgga tatcccgcaa gaggcccggc　  1080
agtaccggca taaccaagcc tatgcctaca gcatccaggg tgacggtgcc gaggatgacg　  1140
atgagcgcat tgttagattt catacacggt gcctgactgc gttagcaatt taactgtgat　  1200
aaactaccgc attaaagctt atcgatgata agctgtcaaa catgagaatt cttgaagacg　  1260
aaagggcctc gtgatacgcc tatttttata ggttaatgtc atgataataa tggtttctta　  1320
gacgtcaggt ggcacttttc ggggaaatgt gcgcggaacc cctatttgtt tatttttcta　  1380
aatacattca aatatgtatc cgctcatgag acaataaccc tgataaatgc ttcaataata　  1440
ttgaaaaagg aagagtatga gtattcaaca tttccgtgtc gcccttattc ccttttttgc　  1500
ggcattttgc cttcctgttt ttgctcaccc agaaacgctg gtgaaagtaa aagatgctga　  1560
agatcagttg ggtgcacgag tgggttacat cgaactggat ctcaacagcg gtaagatcct　  1620
tgagagtttt cgccccgaag aacgttttcc aatgatgagc acttttaaag ttctgctatg　  1680
tggcgcggta ttatcccgtg ttgacgccgg gcaagagcaa ctcggtcgcc gcatacacta　  1740
ttctcagaat gacttggttg agtactcacc agtcacagaa aagcatctta cggatggcat　  1800
gacagtaaga gaattatgca gtgctgccat aaccatgagt gataacactg cggccaactt　  1860
acttctgaca acgatcggag gaccgaagga gctaaccgct tttttgcaca acatggggga　  1920
tcatgtaact cgccttgatc gttgggaacc ggagctgaat gaagccatac caaacgacga　  1980
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gcgtgacacc acgatgcctg cagcaatggc aacaacgttg cgcaaactat taactggcga　  2040
actacttact ctagcttccc ggcaacaatt aatagactgg atggaggcgg ataaagttgc　  2100
aggaccactt ctgcgctcgg cccttccggc tggctggttt attgctgata aatctggagc　  2160
cggtgagcgt gggtctcgcg gtatcattgc agcactgggg ccagatggta agccctcccg　  2220
tatcgtagtt atctacacga cggggagtca ggcaactatg gatgaacgaa atagacagat　  2280
cgctgagata ggtgcctcac tgattaagca ttggtaactg tcagaccaag tttactcata　  2340
tatactttag attgatttaa aacttcattt ttaatttaaa aggatctagg tgaagatcct　  2400
ttttgataat ctcatgacca aaatccctta acgtgagttt tcgttccact gagcgtcaga　  2460
ccccgtagaa aagatcaaag gatcttcttg agatcctttt tttctgcgcg taatctgctg　  2520
cttgcaaaca aaaaaaccac cgctaccagc ggtggtttgt ttgccggatc aagagctacc　  2580
aactcttttt ccgaaggtaa ctggcttcag cagagcgcag ataccaaata ctgtccttct　  2640
agtgtagccg tagttaggcc accacttcaa gaactctgta gcaccgccta catacctcgc　  2700
tctgctaatc ctgttaccag tggctgctgc cagtggcgat aagtcgtgtc ttaccgggtt　  2760
ggactcaaga cgatagttac cggataaggc gcagcggtcg ggctgaacgg ggggttcgtg　  2820
cacacagccc agcttggagc gaacgaccta caccgaactg agatacctac agcgtgagct　  2880
atgagaaagc gccacgcttc ccgaagggag aaaggcggac aggtatccgg taagcggcag　  2940
ggtcggaaca ggagagcgca cgagggagct tccaggggga aacgcctggt atctttatag　  3000
tcctgtcggg tttcgccacc tctgacttga gcgtcgattt ttgtgatgct cgtcaggggg　  3060
gcggagccta tggaaaaacg ccagcaacgc ggccttttta cggttcctgg ccttttgctg　  3120
gccttttgct cacatgttct ttcctgcgtt atcccctgat tctgtggata accgtattac　  3180
cgcctttgag tgagctgata ccgctcgccg cagccgaacg accgagcgca gcgagtcagt　  3240
gagcgaggaa gcggaagagc gcctgatgcg gtattttctc cttacgcatc tgtgcggtat　  3300
ttcacaccgc atatatggtg cactctcagt acaatctgct ctgatgccgc atagttaagc　  3360
cagtatacac tccgctatcg ctacgtgact gggtcatggc tgcgccccga cacccgccaa　  3420
cacccgctga cgcgccctga cgggcttgtc tgctcccggc atccgcttac agacaagctg　  3480
tgaccgtctc cgggagctgc atgtgtcaga ggttttcacc gtcatcaccg aaacgcgcga　  3540
ggcagctgcg gtaaagctca tcagcgtggt cgtgaagcga ttcacagatg tctgcctgtt　  3600
catccgcgtc cagctcgttg agtttctcca gaagcgttaa tgtctggctt ctgataaagc　  3660
gggccatgtt aagggcggtt ttttcctgtt tggtcactga tgcctccgtg taagggggat　  3720
ttctgttcat gggggtaatg ataccgatga aacgagagag gatgctcacg atacgggtta　  3780
ctgatgatga acatgcccgg ttactggaac gttgtgaggg taaacaactg gcggtatgga　  3840
tgcggcggga ccagagaaaa atcactcagg gtcaatgcca gcgcttcgtt aatacagatg　  3900
taggtgttcc acagggtagc cagcagcatc ctgcgatgca gatccggaac ataatggtgc　  3960
agggcgctga cttccgcgtt tccagacttt acgaaacacg gaaaccgaag accattcatg　  4020
ttgttgctca ggtcgcagac gttttgcagc agcagtcgct tcacgttcgc tcgcgtatcg　  4080
gtgattcatt ctgctaacca gtaaggcaac cccgccagcc tagccgggtc ctcaacgaca　  4140
ggagcacgat catgcgcacc cgtggccagg acccaacgct gcccgagatg cgccgcgtgc　  4200
ggctgctgga gatggcggac gcgatggata tgttctgcca agggttggtt tgcgcattca　  4260
cagttctccg caagaattga ttggctccaa ttcttggagt ggtgaatccg ttagcgaggt　  4320
gccgccggct tccattcagg tcgaggtggc ccggctccat gcaccgcgac gcaacgcggg　  4380
gaggcagaca aggtataggg cggcgcctac aatccatgcc aacccgttcc atgtgctcgc　  4440
cgaggcggca taaatcgccg tgacgatcag cggtccagtg atcgaagtta ggctggtaag　  4500
agccgcgagc gatccttgaa gctgtccctg atggtcgtca tctacctgcc tggacagcat　  4560
ggcctgcaac gcgggcatcc cgatgccgcc ggaagcgaga agaatcataa tggggaaggc　  4620
catccagcct cgcgtcgcga acgccagcaa gacgtagccc agcgcgtcgg ccgccatgcc　  4680
ggcgataatg gcctgcttct cgccgaaacg tttggtggcg ggaccagtga cgaaggcttg　  4740
agcgagggcg tgcaagattc cgaataccgc aagcgacagg ccgatcatcg tcgcgctcca　  4800
gcgaaagcgg tcctcgccga aaatgaccca gagcgctgcc ggcacctgtc ctacgagttg　  4860
catgataaag aagacagtca taagtgcggc gacgatagtc atgccccgcg cccaccggaa　  4920
ggagctgact gggttgaagg ctctcaaggg catcggtcga gatcccggtg cctaatgagt　  4980
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gagctaactt acattaattg cgttgcgctc actgcccgct ttccagtcgg gaaacctgtc　  5040
gtgccagctg cattaatgaa tcggccaacg cgcggggaga ggcggtttgc gtattgggcg　  5100
ccagggtggt ttttcttttc accagtgaga cgggcaacag ctgattgccc ttcaccgcct　  5160
ggccctgaga gagttgcagc aagcggtcca cgctggtttg ccccagcagg cgaaaatcct　  5220
gtttgatggt ggttaacggc gggatataac atgagctgtc ttcggtatcg tcgtatccca　  5280
ctaccgagat atccgcacca acgcgcagcc cggactcggt aatggcgcgc attgcgccca　  5340
gcgccatctg atcgttggca accagcatcg cagtgggaac gatgccctca ttcagcattt　  5400
gcatggtttg ttgaaaaccg gacatggcac tccagtcgcc ttcccgttcc gctatcggct　  5460
gaatttgatt gcgagtgaga tatttatgcc agccagccag acgcagacgc gccgagacag　  5520
aacttaatgg gcccgctaac agcgcgattt gctggtgacc caatgcgacc agatgctcca　  5580
cgcccagtcg cgtaccgtct tcatgggaga aaataatact gttgatgggt gtctggtcag　  5640
agacatcaag aaataacgcc ggaacattag tgcaggcagc ttccacagca atggcatcct　  5700
ggtcatccag cggatagtta atgatcagcc cactgacgcg ttgcgcgaga agattgtgca　  5760
ccgccgcttt acaggcttcg acgccgcttc gttctaccat cgacaccacc acgctggcac　  5820
ccagttgatc ggcgcgagat ttaatcgccg cgacaatttg cgacggcgcg tgcagggcca　  5880
gactggaggt ggcaacgcca atcagcaacg actgtttgcc cgccagttgt tgtgccacgc　  5940
ggttgggaat gtaattcagc tccgccatcg ccgcttccac tttttcccgc gttttcgcag　  6000
aaacgtggct ggcctggttc accacgcggg aaacggtctg ataagagaca ccggcatact　  6060
ctgcgacatc gtataacgtt actggtttca cattcaccac cctgaattga ctctcttccg　  6120
ggcgctatca tgccataccg cgaaaggttt tgcgccattc gatggtgtcc gggatctcga　  6180
cgctctccct tatgcgactc ctgcattagg aagcagccca gtagtaggtt gaggccgttg　  6240
agcaccgccg ccgcaaggaa tggtgcatgc aaggagatgg cgcccaacag tcccccggcc　  6300
acggggcctg ccaccatacc cacgccgaaa caagcgctca tgagcccgaa gtggcgagcc　  6360
cgatcttccc catcggtgat gtcggcgata taggcgccag caaccgcacc tgtggcgccg　  6420
gtgatgccgg ccacgatgcg tccggcgtag aggatcg　　　　　　　　　　　　　　 6457
<210>　 5
<211>　 72
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 5'SP6(O29/F.H)
<400>　 5
atttaggtga cactatagaa caacaacaac aacaaacaac aacaaaatgc ttggatccgg　　  60
cagagcgcag ag　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  72
<210>　 6
<211>　 65
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 3'FosFlag[X]A
<400>　 6
ttttttttct cgagcttgtc gtcatcgtcc ttgtagtccg gctcgaggcc aaggtcatcg　　  60
gggat　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  65
<210>　 7
<211>　 7477
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 vector containing full length of cyclin B gene: pCMVzzCBPcB1
<400>　 7
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agatctcgat cccgcgaaat taatacgact cactataggg gaattgtgag cggataacaa　　  60
ttcccctcta gaaataattt tgtttaactt taagaaggag atataccatg ggacatcacc　　 120
atcaccatca cgcgcaacac gatgaagccg tagacaacaa attcaacaaa gaacaacaaa　　 180
acgcgttcta tgagatctta catttaccta acttaaacga agaacaacga aacgccttca　　 240
tccaaagttt aaaagatgac ccaagccaaa gcgctaacct tttagcagaa gctaaaaagc　　 300
taaatgatgc tcaggcgccg aaagtagaca acaaattcaa caaagaacaa caaaacgcgt　　 360
tctatgagat cttacattta cctaacttaa acgaagaaca acgaaacgcc ttcatccaaa　　 420
gtttaaaaga tgacccaagc caaagcgcta accttttagc agaagctaaa aagctaaatg　　 480
atgctcaggc gccgaaagta gacgcgaatt ctagctctgt acccgctagc gagaatttgt　　 540
attttcaggg taaaaccgcg gctcttgagc tcaagagaag atggaaaaag aatttcatag　　 600
ccgtctcagc agccaaccgc tttaagaaaa tctcatcctc cggggcactt ggatccatgg　　 660
cgctccgagt caccaggaac tcgaaaatta atgctgaaaa taaggcgaag atcaacatgg　　 720
caggcgcaaa gcgcgttcct acggcccctg ctgcaacctc caagcccgga ctgaggccaa　　 780
gaacagctct tggggacatt ggtaacaaag tcagtgaaca actgcaggcc aaaatgccta　　 840
tgaagaagga agcaaaacct tcagctactg gaaaagtcat tgataaaaaa ctaccaaaac　　 900
ctcttgaaaa ggtacctatg ctggtgccag tgccagtgtc tgagccagtg ccagagccag　　 960
aacctgagcc agaacctgag cctgttaaag aagaaaaact ttcgcctgag cctattttgg　  1020
ttgatactgc ctctccaagc ccaatggaaa catctggatg tgcccctgca gaagaagacc　  1080
tgtgtcaggc tttctctgat gtaattcttg cagtaaatga tgtggatgca gaagatggag　  1140
ctgatccaaa cctttgtagt gaatatgtga aagatattta tgcttatctg agacaacttg　  1200
aggaagagca agcagtcaga ccaaaatacc tactgggtcg ggaagtcact ggaaacatga　  1260
gagccatcct aattgactgg ctagtacagg ttcaaatgaa attcaggttg ttgcaggaga　  1320
ccatgtacat gactgtctcc attattgatc ggttcatgca gaataattgt gtgcccaaga　  1380
agatgctgca gctggttggt gtcactgcca tgtttattgc aagcaaatat gaagaaatgt　  1440
accctccaga aattggtgac tttgcttttg tgactgacaa cacttatact aagcaccaaa　  1500
tcagacagat ggaaatgaag attctaagag ctttaaactt tggtctgggt cggcctctac　  1560
ctttgcactt ccttcggaga gcatctaaga ttggagaggt tgatgtcgag caacatactt　  1620
tggccaaata cctgatggaa ctaactatgt tggactatga catggtgcac tttcctcctt　  1680
ctcaaattgc agcaggagct ttttgcttag cactgaaaat tctggataat ggtgaatgga　  1740
caccaactct acaacattac ctgtcatata ctgaagaatc tcttcttcca gttatgcagc　  1800
acctggctaa gaatgtagtc atggtaaatc aaggacttac aaagcacatg actgtcaaga　  1860
acaagtatgc cacatcgaag catgctaaga tcagcactct accacagctg aattctgcac　  1920
tagttcaaga tttagccaag gctgtggcaa aggtgtaact cgagtgacta ggtaagtcga　  1980
cttggctgct gccaccgctg agcaataact agcataaccc cttggggcct ctaaacgggt　  2040
cttgaggggt tttttgctga aaggaggaac tatatccgga tatcccgcaa gaggcccggc　  2100
agtaccggca taaccaagcc tatgcctaca gcatccaggg tgacggtgcc gaggatgacg　  2160
atgagcgcat tgttagattt catacacggt gcctgactgc gttagcaatt taactgtgat　  2220
aaactaccgc attaaagctt atcgatgata agctgtcaaa catgagaatt cttgaagacg　  2280
aaagggcctc gtgatacgcc tatttttata ggttaatgtc atgataataa tggtttctta　  2340
gacgtcaggt ggcacttttc ggggaaatgt gcgcggaacc cctatttgtt tatttttcta　  2400
aatacattca aatatgtatc cgctcatgag acaataaccc tgataaatgc ttcaataata　  2460
ttgaaaaagg aagagtatga gtattcaaca tttccgtgtc gcccttattc ccttttttgc　  2520
ggcattttgc cttcctgttt ttgctcaccc agaaacgctg gtgaaagtaa aagatgctga　  2580
agatcagttg ggtgcacgag tgggttacat cgaactggat ctcaacagcg gtaagatcct　  2640
tgagagtttt cgccccgaag aacgttttcc aatgatgagc acttttaaag ttctgctatg　  2700
tggcgcggta ttatcccgtg ttgacgccgg gcaagagcaa ctcggtcgcc gcatacacta　  2760
ttctcagaat gacttggttg agtactcacc agtcacagaa aagcatctta cggatggcat　  2820
gacagtaaga gaattatgca gtgctgccat aaccatgagt gataacactg cggccaactt　  2880
acttctgaca acgatcggag gaccgaagga gctaaccgct tttttgcaca acatggggga　  2940
tcatgtaact cgccttgatc gttgggaacc ggagctgaat gaagccatac caaacgacga　  3000
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gcgtgacacc acgatgcctg cagcaatggc aacaacgttg cgcaaactat taactggcga　  3060
actacttact ctagcttccc ggcaacaatt aatagactgg atggaggcgg ataaagttgc　  3120
aggaccactt ctgcgctcgg cccttccggc tggctggttt attgctgata aatctggagc　  3180
cggtgagcgt gggtctcgcg gtatcattgc agcactgggg ccagatggta agccctcccg　  3240
tatcgtagtt atctacacga cggggagtca ggcaactatg gatgaacgaa atagacagat　  3300
cgctgagata ggtgcctcac tgattaagca ttggtaactg tcagaccaag tttactcata　  3360
tatactttag attgatttaa aacttcattt ttaatttaaa aggatctagg tgaagatcct　  3420
ttttgataat ctcatgacca aaatccctta acgtgagttt tcgttccact gagcgtcaga　  3480
ccccgtagaa aagatcaaag gatcttcttg agatcctttt tttctgcgcg taatctgctg　  3540
cttgcaaaca aaaaaaccac cgctaccagc ggtggtttgt ttgccggatc aagagctacc　  3600
aactcttttt ccgaaggtaa ctggcttcag cagagcgcag ataccaaata ctgtccttct　  3660
agtgtagccg tagttaggcc accacttcaa gaactctgta gcaccgccta catacctcgc　  3720
tctgctaatc ctgttaccag tggctgctgc cagtggcgat aagtcgtgtc ttaccgggtt　  3780
ggactcaaga cgatagttac cggataaggc gcagcggtcg ggctgaacgg ggggttcgtg　  3840
cacacagccc agcttggagc gaacgaccta caccgaactg agatacctac agcgtgagct　  3900
atgagaaagc gccacgcttc ccgaagggag aaaggcggac aggtatccgg taagcggcag　  3960
ggtcggaaca ggagagcgca cgagggagct tccaggggga aacgcctggt atctttatag　  4020
tcctgtcggg tttcgccacc tctgacttga gcgtcgattt ttgtgatgct cgtcaggggg　  4080
gcggagccta tggaaaaacg ccagcaacgc ggccttttta cggttcctgg ccttttgctg　  4140
gccttttgct cacatgttct ttcctgcgtt atcccctgat tctgtggata accgtattac　  4200
cgcctttgag tgagctgata ccgctcgccg cagccgaacg accgagcgca gcgagtcagt　  4260
gagcgaggaa gcggaagagc gcctgatgcg gtattttctc cttacgcatc tgtgcggtat　  4320
ttcacaccgc atatatggtg cactctcagt acaatctgct ctgatgccgc atagttaagc　  4380
cagtatacac tccgctatcg ctacgtgact gggtcatggc tgcgccccga cacccgccaa　  4440
cacccgctga cgcgccctga cgggcttgtc tgctcccggc atccgcttac agacaagctg　  4500
tgaccgtctc cgggagctgc atgtgtcaga ggttttcacc gtcatcaccg aaacgcgcga　  4560
ggcagctgcg gtaaagctca tcagcgtggt cgtgaagcga ttcacagatg tctgcctgtt　  4620
catccgcgtc cagctcgttg agtttctcca gaagcgttaa tgtctggctt ctgataaagc　  4680
gggccatgtt aagggcggtt ttttcctgtt tggtcactga tgcctccgtg taagggggat　  4740
ttctgttcat gggggtaatg ataccgatga aacgagagag gatgctcacg atacgggtta　  4800
ctgatgatga acatgcccgg ttactggaac gttgtgaggg taaacaactg gcggtatgga　  4860
tgcggcggga ccagagaaaa atcactcagg gtcaatgcca gcgcttcgtt aatacagatg　  4920
taggtgttcc acagggtagc cagcagcatc ctgcgatgca gatccggaac ataatggtgc　  4980
agggcgctga cttccgcgtt tccagacttt acgaaacacg gaaaccgaag accattcatg　  5040
ttgttgctca ggtcgcagac gttttgcagc agcagtcgct tcacgttcgc tcgcgtatcg　  5100
gtgattcatt ctgctaacca gtaaggcaac cccgccagcc tagccgggtc ctcaacgaca　  5160
ggagcacgat catgcgcacc cgtggccagg acccaacgct gcccgagatg cgccgcgtgc　  5220
ggctgctgga gatggcggac gcgatggata tgttctgcca agggttggtt tgcgcattca　  5280
cagttctccg caagaattga ttggctccaa ttcttggagt ggtgaatccg ttagcgaggt　  5340
gccgccggct tccattcagg tcgaggtggc ccggctccat gcaccgcgac gcaacgcggg　  5400
gaggcagaca aggtataggg cggcgcctac aatccatgcc aacccgttcc atgtgctcgc　  5460
cgaggcggca taaatcgccg tgacgatcag cggtccagtg atcgaagtta ggctggtaag　  5520
agccgcgagc gatccttgaa gctgtccctg atggtcgtca tctacctgcc tggacagcat　  5580
ggcctgcaac gcgggcatcc cgatgccgcc ggaagcgaga agaatcataa tggggaaggc　  5640
catccagcct cgcgtcgcga acgccagcaa gacgtagccc agcgcgtcgg ccgccatgcc　  5700
ggcgataatg gcctgcttct cgccgaaacg tttggtggcg ggaccagtga cgaaggcttg　  5760
agcgagggcg tgcaagattc cgaataccgc aagcgacagg ccgatcatcg tcgcgctcca　  5820
gcgaaagcgg tcctcgccga aaatgaccca gagcgctgcc ggcacctgtc ctacgagttg　  5880
catgataaag aagacagtca taagtgcggc gacgatagtc atgccccgcg cccaccggaa　  5940
ggagctgact gggttgaagg ctctcaaggg catcggtcga gatcccggtg cctaatgagt　  6000
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gagctaactt acattaattg cgttgcgctc actgcccgct ttccagtcgg gaaacctgtc　  6060
gtgccagctg cattaatgaa tcggccaacg cgcggggaga ggcggtttgc gtattgggcg　  6120
ccagggtggt ttttcttttc accagtgaga cgggcaacag ctgattgccc ttcaccgcct　  6180
ggccctgaga gagttgcagc aagcggtcca cgctggtttg ccccagcagg cgaaaatcct　  6240
gtttgatggt ggttaacggc gggatataac atgagctgtc ttcggtatcg tcgtatccca　  6300
ctaccgagat atccgcacca acgcgcagcc cggactcggt aatggcgcgc attgcgccca　  6360
gcgccatctg atcgttggca accagcatcg cagtgggaac gatgccctca ttcagcattt　  6420
gcatggtttg ttgaaaaccg gacatggcac tccagtcgcc ttcccgttcc gctatcggct　  6480
gaatttgatt gcgagtgaga tatttatgcc agccagccag acgcagacgc gccgagacag　  6540
aacttaatgg gcccgctaac agcgcgattt gctggtgacc caatgcgacc agatgctcca　  6600
cgcccagtcg cgtaccgtct tcatgggaga aaataatact gttgatgggt gtctggtcag　  6660
agacatcaag aaataacgcc ggaacattag tgcaggcagc ttccacagca atggcatcct　  6720
ggtcatccag cggatagtta atgatcagcc cactgacgcg ttgcgcgaga agattgtgca　  6780
ccgccgcttt acaggcttcg acgccgcttc gttctaccat cgacaccacc acgctggcac　  6840
ccagttgatc ggcgcgagat ttaatcgccg cgacaatttg cgacggcgcg tgcagggcca　  6900
gactggaggt ggcaacgcca atcagcaacg actgtttgcc cgccagttgt tgtgccacgc　  6960
ggttgggaat gtaattcagc tccgccatcg ccgcttccac tttttcccgc gttttcgcag　  7020
aaacgtggct ggcctggttc accacgcggg aaacggtctg ataagagaca ccggcatact　  7080
ctgcgacatc gtataacgtt actggtttca cattcaccac cctgaattga ctctcttccg　  7140
ggcgctatca tgccataccg cgaaaggttt tgcgccattc gatggtgtcc gggatctcga　  7200
cgctctccct tatgcgactc ctgcattagg aagcagccca gtagtaggtt gaggccgttg　  7260
agcaccgccg ccgcaaggaa tggtgcatgc aaggagatgg cgcccaacag tcccccggcc　  7320
acggggcctg ccaccatacc cacgccgaaa caagcgctca tgagcccgaa gtggcgagcc　  7380
cgatcttccc catcggtgat gtcggcgata taggcgccag caaccgcacc tgtggcgccg　  7440
gtgatgccgg ccacgatgcg tccggcgtag aggatcg　　　　　　　　　　　　　　 7477
<210>　 8
<211>　 65
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 5'SP6(O29)cB1
<400>　 8
ttttttttct cgagcttgtc gtcatcgtcc ttgtagtcgt ttccagtgac ttcccgaccc　　  60
agtag　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  65
<210>　 9
<211>　 70
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 3'(646)FlagA
<400>　 9
atttaggtga cactatagaa caacaacaac aacaaacaac aacaaaatgg cgctccgagt　　  60
caccaggaac　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70
<210>　 10
<211>　 89
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 template of DNA bait
<400>　 10

10

20

30

40

50

(60) JP 4030019 B2 2008.1.9



cgactctgac ggcagtttac gtgactcatg agtcatgact catgagtcat gactcatgag　　  60
tcacgttaga acgcggctac aattaatac　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  89
<210>　 11
<211>　 21
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 5'DNA
<400>　 11
cgactctgac ggcagtttac g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  21
<210>　 12
<211>　 26
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 3'DNA
<400>　 12
gtattaattg tagccgcgtt ctaacg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26
<210>　 13
<211>　 56
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 3'Fos[X]HisA
<400>　 13
ttttttttgt ggtggtggtg gtggtgctcg agctcgaggc caaggtcatc ggggat　　　　  56
<210>　 14
<211>　 89
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: DNA-Fos/Jun
<400>　 14
cgactctgac ggcagtttac gtgactcatg agtcatgact catgagtcat gactcatgag　　  60
tcacgttaga acgcggctac aattaatac　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  89
<210>　 15
<211>　 58
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 5'O29-F3
<400>　 15
ggaagatcta tttaggtgac actatagaac aacaacaaca acaaacaaca acaaaatg　　　  58
<210>　 16
<211>　 27
<212>　 DNA
<213>　 Artificial Sequence
<220>
<223>　 PCR primer: 3'Flag-R3
<400>　 16
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ttttttttct cgagcttgtc gtcatcg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  27
<210>　 17
<211>　 3464
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 pEU-T7JunFlag: vector having 5'UTR and 3'UTR regions of in vitro virus an
d a part of c-jun
<400>　 17
atttaggtga cactatagaa tacacggaat tcgcgtttta tttttaattt tctttcaaat　　  60
acttctagct agagtatttt tacaacaatt accaacaaca acaacaaaca acaacaacat　　 120
tacattttac attctacaac tacccatggc tagcatgact ggtggacagc aaatgggtgc　　 180
ggccgcgccg gagatgccgg gagagacgcc gcccctgtcc cctatcgaca tggagtctca　　 240
ggagcggatc aaggcagaga ggaagcgcat gaggaaccgc attgccgcct ccaagtgccg　　 300
gaaaaggaag ctggagcgga tcgctcggct agaggaaaaa gtgaaaacct tgaaagcgca　　 360
aaactccgag ctggcatcca cggccaacat gctcagggaa caggtggcac agcttaagca　　 420
gaaagtcatg aaccacgtta acagtgggtg ccaactcatg ctaacgcagc agttgcaaac　　 480
gtttagaccg cgggactaca aggacgatga cgacaagctc gagaaaaaaa aagcttggcg　　 540
taatcatggt catagctgtt tcctgtgtga aattgttatc cgctcacaat tccacacaac　　 600
atacgagccg gaagcataaa gtgtaaagcc tggggtgcct aatgagtgag ctaactcaca　　 660
ttaattgcgt tgcgctcact gcccgctttc cagtcgggaa acctgtcgtg ccagctgcat　　 720
taatgaatcg gccaacgcgc ggggagaggc ggtttgcgta ttgggcgctc ttccgcttcc　　 780
tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc agctcactca　　 840
aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg caggaaagaa catgtgagca　　 900
aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg　　 960
ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg　  1020
acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt　  1080
ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt　  1140
tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc　  1200
tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt　  1260
gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag cagccactgg taacaggatt　  1320
agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc taactacggc　  1380
tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga agccagttac cttcggaaaa　  1440
agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt　  1500
tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt gatcttttct　  1560
acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt catgagatta　  1620
tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa　  1680
agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt taccaatgct taatcagtga ggcacctatc　  1740
tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact　  1800
acgatacggg agggcttacc atctggcccc agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc　  1860
tcaccggctc cagatttatc agcaataaac cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt　  1920
ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag tctattaatt gttgccggga agctagagta　  1980
agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac gttgttgcca ttgctacagg catcgtggtg　  2040
tcacgctcgt cgtttggtat ggcttcattc agctccggtt cccaacgatc aaggcgagtt　  2100
acatgatccc ccatgttgtg caaaaaagcg gttagctcct tcggtcctcc gatcgttgtc　  2160
agaagtaagt tggccgcagt gttatcactc atggttatgg cagcactgca taattctctt　  2220
actgtcatgc catccgtaag atgcttttct gtgactggtg agtactcaac caagtcattc　  2280
tgagaatagt gtatgcggcg accgagttgc tcttgcccgg cgtcaatacg ggataatacc　  2340
gcgccacata gcagaacttt aaaagtgctc atcattggaa aacgttcttc ggggcgaaaa　  2400
ctctcaagga tcttaccgct gttgagatcc agttcgatgt aacccactcg tgcacccaac　  2460
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tgatcttcag catcttttac tttcaccagc gtttctgggt gagcaaaaac aggaaggcaa　  2520
aatgccgcaa aaaagggaat aagggcgaca cggaaatgtt gaatactcat actcttcctt　  2580
tttcaatatt attgaagcat ttatcagggt tattgtctca tgagcggata catatttgaa　  2640
tgtatttaga aaaataaaca aataggggtt ccgcgcacat ttccccgaaa agtgccacct　  2700
gacgtctaag aaaccattat tatcatgaca ttaacctata aaaataggcg tatcacgagg　  2760
ccctttcgtc tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg　  2820
gagacggtca cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg　  2880
tcagcgggtg ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta　  2940
ctgagagtgc accatatcga cgctctccct tatgcgactc ctgcattagg aagcagccca　  3000
gtagtaggtt gaggccgttg agcaccgccg ccgcaaggaa tggtgcatgc aaggagatgg　  3060
cgcccaacag tcccccggcc acggggcctg ccaccatacc cacgccgaaa caagcgctca　  3120
tgagcccgaa gtggcgagcc cgatcttccc catcggtgat gtcggcgata taggcgccag　  3180
caaccgcacc tgtggcgccg gtgatgccgg ccacgatgcg tccggcgtag aggatctggc　  3240
tagcgatgac cctgctgatt ggttcgctga ccatttccgg ggtgcggaac ggcgttacca　  3300
gaaactcaga aggttcgtcc aaccaaaccg actctgacgg cagtttacga gagagatgat　  3360
agggtctgct tcagtaagcc agatgctaca caattaggct tgtacatatt gtcgttagaa　  3420
cgcggctaca attaatacat aaccttatgt atcatacaca tacg　　　　　　　　　　 3464
<210>　 18
<211>　 5172
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 pCMV-FosCBPzz: vector having a part of c-jun
<400>　 18
atgcattagt tattaatagt aatcaattac ggggtcatta gttcatagcc catatatgga　　  60
gttccgcgtt acataactta cggtaaatgg cccgcctggc tgaccgccca acgacccccg　　 120
cccattgacg tcaataatga cgtatgttcc catagtaacg ccaataggga ctttccattg　　 180
acgtcaatgg gtggagtatt tacggtaaac tgcccacttg gcagtacatc aagtgtatca　　 240
tatgccaagt acgcccccta ttgacgtcaa tgacggtaaa tggcccgcct ggcattatgc　　 300
ccagtacatg accttatggg actttcctac ttggcagtac atctacgtat tagtcatcgc　　 360
tattaccatg gtgatgcggt tttggcagta catcaatggg cgtggatagc ggtttgactc　　 420
acggggattt ccaagtctcc accccattga cgtcaatggg agtttgtttt ggcaccaaaa　　 480
tcaacgggac tttccaaaat gtcgtaacaa ctccgcccca ttgacgcaaa tgggcggtag　　 540
gcgtgtacgg tgggaggtct atataagcag agctggttta gtgaaccgtc agatccgcta　　 600
gcgattacgc caagctcgaa attaaccctc actaaaggga acaaaagctg gagctccacc　　 660
gcggtggcgg ccgctctagc ccgggcggat cacgatcccg cgaaattaat acgactcact　　 720
ataggggaat tgtgagcgga taacaattcc cctctagaaa taattttgtt taactttaag　　 780
aaggagatat accatggcta gcatgactgg tggacagcaa atgggtcgcg gatccggcag　　 840
agcgcagagc atcggcagaa ggggcaaagt agagcagcta tctcctgaag aggaagagaa　　 900
acggagaatc cgaagggaac ggaataagat ggctgcagcc aagtgccgga atcggaggag　　 960
ggagctgaca gatacactcc aagcggagac agatcaactt gaagatgaga agtctgcgtt　  1020
gcagactgag attgccaatc tgctgaaaga gaaggaaaaa ctggagttta ttttggcagc　  1080
ccaccgacct gcctgcaaga tccccgatga ccttggcctc gagctcaaga gaagatggaa　  1140
aaagaatttc atagccgtct cagcagccaa ccgctttaag aaaatctcat cctccggggc　  1200
acttggatca gattatgata ttccaactac tgctagcgag aatttgtatt ttcagggtgg　  1260
taccaaaacc gcggctcttg cgcaacacga tgaagccgta gacaacaaat tcaacaaaga　  1320
acaacaaaac gcgttctatg agatcttaca tttacctaac ttaaacgaag aacaacgaaa　  1380
cgccttcatc caaagtttaa aagatgaccc aagccaaagc gctaaccttt tagcagaagc　  1440
taaaaagcta aatgatgctc aggcgccgaa agtagacaac aaattcaaca aagaacaaca　  1500
aaacgcgttc tatgagatct tacatttacc taacttaaac gaagaacaac gaaacgcctt　  1560
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catccaaagt ttaaaagatg acccaagcca aagcgctaac cttttagcag aagctaaaaa　  1620
gctaaatgat gctcaggcgc cgaaagtaga cgcgaattct agctctgtac cccatcacca　  1680
tcaccatcac taagtcgact tcgatcgccc ttcccaacag ttgcgcagcc tgaatggcga　  1740
atggagatcc aatttttaag tgtataatgt gttaaactac tgattctaat tgtttgtgta　  1800
ttttagattc acagtcccaa ggctcatttc aggcccctca gtcctcacag tctgttcatg　  1860
atcataatca gccataccac atttgtagag gttttacttg ctttaaaaaa cctcccacac　  1920
ctccccctga acctgaaaca taaaatgaat gcaattgttg ttgttaactt gtttattgca　  1980
gcttataatg gttacaaata aagcaatagc atcacaaatt tcacaaataa agcatttttt　  2040
tcactgcatt ctagttgtgg tttgtccaaa ctcatcaatg tatcttaacg cgtaaattgt　  2100
aagcgttaat attttgttaa aattcgcgtt aaatttttgt taaatcagct cattttttaa　  2160
ccaataggcc gaaatcggca aaatccctta taaatcaaaa gaatagaccg agatagggtt　  2220
gagtgttgtt ccagtttgga acaagagtcc actattaaag aacgtggact ccaacgtcaa　  2280
agggcgaaaa accgtctatc agggcgatgg cccactacgt gaaccatcac cctaatcaag　  2340
ttttttgggg tcgaggtgcc gtaaagcact aaatcggaac cctaaaggga gcccccgatt　  2400
tagagcttga cggggaaagc cggcgaacgt ggcgagaaag gaagggaaga aagcgaaagg　  2460
agcgggcgct agggcgctgg caagtgtagc ggtcacgctg cgcgtaacca ccacacccgc　  2520
cgcgcttaat gcgccgctac agggcgcgtc aggtggcact tttcggggaa atgtgcgcgg　  2580
aacccctatt tgtttatttt tctaaataca ttcaaatatg tatccgctca tgagacaata　  2640
accctgataa atgcttcaat aatattgaaa aaggaagaat cctgaggcgg aaagaaccag　  2700
ctgtggaatg tgtgtcagtt agggtgtgga aagtccccag gctccccagc aggcagaagt　  2760
atgcaaagca tgcatctcaa ttagtcagca accaggtgtg gaaagtcccc aggctcccca　  2820
gcaggcagaa gtatgcaaag catgcatctc aattagtcag caaccatagt cccgccccta　  2880
actccgccca tcccgcccct aactccgccc agttccgccc attctccgcc ccatggctga　  2940
ctaatttttt ttatttatgc agaggccgag gccgcctcgg cctctgagct attccagaag　  3000
tagtgaggag gcttttttgg aggcctaggc ttttgcaaag atcgatcaag agacaggatg　  3060
aggatcgttt cgcatgattg aacaagatgg attgcacgca ggttctccgg ccgcttgggt　  3120
ggagaggcta ttcggctatg actgggcaca acagacaatc ggctgctctg atgccgccgt　  3180
gttccggctg tcagcgcagg ggcgcccggt tctttttgtc aagaccgacc tgtccggtgc　  3240
cctgaatgaa ctgcaagacg aggcagcgcg gctatcgtgg ctggccacga cgggcgttcc　  3300
ttgcgcagct gtgctcgacg ttgtcactga agcgggaagg gactggctgc tattgggcga　  3360
agtgccgggg caggatctcc tgtcatctca ccttgctcct gccgagaaag tatccatcat　  3420
ggctgatgca atgcggcggc tgcatacgct tgatccggct acctgcccat tcgaccacca　  3480
agcgaaacat cgcatcgagc gagcacgtac tcggatggaa gccggtcttg tcgatcagga　  3540
tgatctggac gaagaacatc aggggctcgc gccagccgaa ctgttcgcca ggctcaaggc　  3600
gagcatgccc gacggcgagg atctcgtcgt gacccatggc gatgcctgct tgccgaatat　  3660
catggtggaa aatggccgct tttctggatt catcgactgt ggccggctgg gtgtggcgga　  3720
ccgctatcag gacatagcgt tggctacccg tgatattgct gaagaacttg gcggcgaatg　  3780
ggctgaccgc ttcctcgtgc tttacggtat cgccgctccc gattcgcagc gcatcgcctt　  3840
ctatcgcctt cttgacgagt tcttctgagc gggactctgg ggttcgaaat gaccgaccaa　  3900
gcgacgccca acctgccatc acgagatttc gattccaccg ccgccttcta tgaaaggttg　  3960
ggcttcggaa tcgttttccg ggacgccggc tggatgatcc tccagcgcgg ggatctcatg　  4020
ctggagttct tcgcccaccc tagggggagg ctaactgaaa cacggaagga gacaataccg　  4080
gaaggaaccc gcgctatgac ggcaataaaa agacagaata aaacgcacgg tgttgggtcg　  4140
tttgttcata aacgcggggt tcggtcccag ggctggcact ctgtcgatac cccaccgaga　  4200
ccccattggg gccaatacgc ccgcgtttct tccttttccc caccccaccc cccaagttcg　  4260
ggtgaaggcc cagggctcgc agccaacgtc ggggcggcag gccctgccat agcctcaggt　  4320
tactcatata tactttagat tgatttaaaa cttcattttt aatttaaaag gatctaggtg　  4380
aagatccttt ttgataatct catgaccaaa atcccttaac gtgagttttc gttccactga　  4440
gcgtcagacc ccgtagaaaa gatcaaagga tcttcttgag atcctttttt tctgcgcgta　  4500
atctgctgct tgcaaacaaa aaaaccaccg ctaccagcgg tggtttgttt gccggatcaa　  4560
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gagctaccaa ctctttttcc gaaggtaact ggcttcagca gagcgcagat accaaatact　  4620
gtccttctag tgtagccgta gttaggccac cacttcaaga actctgtagc accgcctaca　  4680
tacctcgctc tgctaatcct gttaccagtg gctgctgcca gtggcgataa gtcgtgtctt　  4740
accgggttgg actcaagacg atagttaccg gataaggcgc agcggtcggg ctgaacgggg　  4800
ggttcgtgca cacagcccag cttggagcga acgacctaca ccgaactgag atacctacag　  4860
cgtgagctat gagaaagcgc cacgcttccc gaagggagaa aggcggacag gtatccggta　  4920
agcggcaggg tcggaacagg agagcgcacg agggagcttc cagggggaaa cgcctggtat　  4980
ctttatagtc ctgtcgggtt tcgccacctc tgacttgagc gtcgattttt gtgatgctcg　  5040
tcaggggggc ggagcctatg gaaaaacgcc agcaacgcgg cctttttacg gttcctggcc　  5100
ttttgctggc cttttgctca catgttcttt cctgcgttat cccctgattc tgtggataac　  5160
cgtattaccg cc　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  5172
<210>　 19
<211>　 76
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 5'SP6-O29: PCR primer
<400>　 19
atttaggtga cactatagaa caacaacaac aacaaacaac aacaaaatgg ctagcatgac　　  60
tggtggacag caaatg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  76
<210>　 20
<211>　 69
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 5'T7(O')-bait: PCR primer
<400>　 20
ttctaatacg actcactata gggacaatta ctatttacaa ttacaatggc tagcatgact　　  60
ggtggacag　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  69
<210>　 21
<211>　 27
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'None: PCR primer
<400>　 21
cttgtcgtca tcgtccttgt agtcccg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  27
<210>　 22
<211>　 35
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'A8=A: PCR primer
<400>　 22
ttttttttct tgtcgtcatc gtccttgtag tcccg　　　　　　　　　　　　　　　　 35
<210>　 23
<211>　 28
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
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<223>　 3'X(CTCGAG): PCR primer
<400>　 23
ctcgagcttg tcgtcatcgt ccttgtag　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28
<210>　 24
<211>　 36
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(CTCGAG)A8=AX: PCR primer
<400>　 24
ttttttttct cgagcttgtc gtcatcgtcc ttgtag　　　　　　　　　　　　　　　  36
<210>　 25
<211>　 36
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(CTCGCC)A8: PCR primer
<400>　 25
ttttttttgg cgagcttgtc gtcatcgtcc ttgtag　　　　　　　　　　　　　　　  36
<210>　 26
<211>　 34
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(CTCG)A8: PCR primer
<400>　 26
ttttttttcg agcttgtcgt catcgtcctt gtag　　　　　　　　　　　　　　　　  34
<210>　 27
<211>　 33
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(CTC)A8: PCR primer
<400>　 27
ttttttttga gcttgtcgtc atcgtccttg tag　　　　　　　　　　　　　　　　　 33
<210>　 28
<211>　 34
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(CTCT)A8: PCR primer
<400>　 28
ttttttttag agcttgtcgt catcgtcctt gtag　　　　　　　　　　　　　　　　  34
<210>　 29
<211>　 34
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(TTCG)A8: PCR primer
<400>　 29
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ttttttttcg aacttgtcgt catcgtcctt gtag　　　　　　　　　　　　　　　　  34
<210>　 30
<211>　 34
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(GTCC)A8: PCR primer
<400>　 30
ttttttttgg accttgtcgt catcgtcctt gtag　　　　　　　　　　　　　　　　  34
<210>　 31
<211>　 34
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(CATG)A8: PCR primer
<400>　 31
ttttttttca tgcttgtcgt catcgtcctt gtag　　　　　　　　　　　　　　　　  34
<210>　 32
<211>　 34
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(CTCC)A8: PCR primer
<400>　 32
ttttttttgg agcttgtcgt catcgtcctt gtag　　　　　　　　　　　　　　　　  34
<210>　 33
<211>　 34
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'X(GTCG)A8: PCR primer
<400>　 33
ttttttttcg accttgtcgt catcgtcctt gtag　　　　　　　　　　　　　　　　  34
<210>　 34
<211>　 27
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'baitFosD: PCR primer
<400>　 34
ttagggtaca gagctagaat acgcgtc　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  27
<210>　 35
<211>　 35
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'baitFosDA: PCR primer
<400>　 35
tttttttttt agggtacaga gctagaatac gcgtc　　　　　　　　　　　　　　　　 35
<210>　 36
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<211>　 56
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'FosFlag1A: PCR primer
<400>　 36
ttttttttct tgtcgtcatc gtccttgtag tcctcgaggc caaggtcatc ggggat　　　　  56
<210>　 37
<211>　 35
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'Flag1A: PCR primer
<400>　 37
ttttttttct tgtcgtcatc gtccttgtag tcccg　　　　　　　　　　　　　　　　 35
<210>　 38
<211>　 57
<212>　 DNA
<213>　 Artificial sequence
<220>
<223>　 3'(646)Flag1A: PCR primer
<400>　 38
tttttttttg tcgtcatcgt ccttgtagtc gtttccagtg acttcccgac ccagtag　　　　 57

【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の分離用修飾あるいは検出用修飾を施されたＩＶＶとＣ末端ラベル化蛋白
質の複合体の構成例を示す。
図２は、本発明の複合体による蛋白質の相互作用の解析の概略を示す。
図３は、ＩＶＶのスペーサーの詳細な構成を示す。スペーサーは、ピューロマイシンを有
したポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を主成分としたもので、修飾剤（Ｘａ）としてビ
オチンＴ（Ｂｉｏ）など、修飾剤（Ｘｂ）として蛍光物質Ｔ（Ｆｌ）、Ｔ（Ｃｙ５）、Ｔ
（ＲｈＧ）などが例として挙げられる。
図４は、Ｃ末端ラベル化剤の構成を示す。Ａは、Ｆｌｕ－ｄＣ－Ｐｕｒｏの構成を示す。
Ｃ末端ラベル化剤に検出用修飾として蛍光性物質（フルオロセイン）が導入されている。
Ｂは、Ｂｉｏ－Ｔ（ＴＡＭＲＡ）－ｄＣ－Ｐｕｒｏの構成を示す。Ｃ末端ラベル化剤に検
出用修飾として蛍光性物質（ＴＡＭＲＡ）および分離用修飾剤として固定化剤（Ｂｉｏ；
ビオチン）が導入されている。
図５は、実施例１で用いたスペーサー分子の合成スキームを示す。Ａは合成に用いる化合
物の構造、Ｂは工程を示す。
図６は、小麦胚芽の無細胞翻訳系においてＩＶＶ形成とＣ末端ラベル化蛋白質の翻訳を両
立（無細胞共翻訳）できるＣ末端ラベル化剤の添加濃度の検討結果を示す。小麦胚芽の無
細胞翻訳系（Ｗｈｅａｔ　Ｇｅｒｍ　Ｅｘｔｒａｃｔ（Ｐｒｏｍｅｇａ））における、Ｃ
末端ラベル化剤としてＦｌｕ－ｄＣｐＰｕｒｏの添加濃度を変化させたときのＪｕｎのＣ
末端ラベル化効率（白丸）とＪｕｎ－Ｆｌｕ－ＩＶＶの形成阻害率（黒丸）を示す。
図７は、無細胞共翻訳によるＩＶＶ複合体を用いたｉｎ　ｖｉｔｒｏセレクション解析の
概略及び結果（電気泳動写真）を示す。結果における記号の意味は以下の通りである。レ
ーン１；スクリーニング上清、レーン２；スクリーニング溶出液。Ｆｏｓ＋；Ｆｏｓ（ｍ
ＲＮＡ）－Ｆｌｕ－ビオチン－スペーサー添加、Ｆｏｓ－；Ｆｏｓ（ｍＲＮＡ）－Ｆｌｕ
－ビオチン－スペーサ－無添加。サイクリンＢ１／Ｊｕｎ（－／＋）；ＪｕｎのｍＲＮＡ
添加、サイクリンＢ１／Ｊｕｎ（＋／＋）；サイクリンＢ１およびＪｕｎのｍＲＮＡ添加
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。
図８は、対応付け分子、スペーサー分子及びコード分子の構造の概略を示す。
図９は、スペーサー分子の一例の詳細な構成を示す。Ｄ：ドナー領域、Ｘ２及びＸ１：機
能付与ユニット、ＰＥＧ：ＰＥＧ領域、Ａ：ペプチドアクセプター領域。Ｂｉｏ：ビオチ
ン、Ｆｌ：蛍光色素。
図１０は、コード分子の一例の詳細な構成を示す。
図１１は、Ｃ末端修飾蛋白質（Ａ）、修飾剤（Ｂ）、および、翻訳テンプレート（Ｃ）の
構成を示す図である。
図１２は、本発明の分離用修飾あるいは検出用修飾を施されたＩＶＶの複合体の構成を示
す。
図１３は、本発明のｍＲＮＡを欠いたＩＶＶ（ＩＶＶ（ｍＲＮＡ－））とその複合体の構
成を示す。
図１４は、本発明の複合体による蛋白質の相互作用の解析の概略を示す。
図１５及び図１６は、スペーサーの合成と構成の例を示す。スペーサーは、ピューロマイ
シンを有したポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を主成分としたもので、修飾剤（Ｘａ）
としてビオチンＴ（Ｂｉｏ）など、修飾剤（Ｘｂ）として蛍光物質Ｔ（Ｆｌ）、Ｔ（Ｃｙ
５）、Ｔ（ＲｈＧ）などが例として挙げられる。
図１７は、無細胞共翻訳によるＩＶＶ複合体を用いたＦＣＣＳ解析の概略及び結果を示す
。グラフの横軸は時間マイクロ秒（ｕｓ）、縦軸はＧ（τ）。Ｇ（τ）は平均蛍光強度を
Ｉとすると、時間ｔにおける蛍光強度Ｉ（ｔ）ならびにｔ＋τにおける蛍光強度Ｉ（ｔ＋
τ）の積で表される。（Ｇ（τ）＝＜Ｉ（ｔ）Ｉ（ｔ＋τ）＞）
Ａ：Ｆｏｓ－Ｃｙ５－ＩＶＶとＪｕｎ－ＲｈＧ－ＩＶＶ（黒丸）
Ｆｏｓ（ｍＲＮＡ）－Ｃｙ５－スペーサーとＪｕｎ（ｍＲＮＡ）－ＲｈＧ－スペーサー（
ヘパリン添加；黒四角）
Ｂ：Ｆｏｓ－Ｃｙ５－ＩＶＶとＦｏｓ－ＲｈＧ－ＩＶＶ（黒丸）
Ｆｏｓ（ｍＲＮＡ）－Ｃｙ５－スペーサーとＦｏｓ（ｍＲＮＡ）－ＲｈＧ－スペーサー（
ヘパリン添加；黒四角）
図１８は、無細胞共翻訳によるＩＶＶ複合体を用いたｉｎ　ｖｉｔｒｏセレクション解析
の概略及び結果（電気泳動写真）を示す。Ｆｏｓ＋／－；ペイトＦｏｓ－Ｂｉｏ－ＩＶＶ
があり／なし。レーン１；スクリーニング後のビーズをテンプレートとしたもの。レーン
２；ビーズを１００倍に希釈したもの。レーン３；ビーズを１００００倍に希釈したもの
。Ｍ；マーカー。
図１９は、本発明の翻訳テンプレート（Ａ）ならびにその構成要素であるコード分子（Ｂ
）及びスペーサー分子（Ｃ）の構成を示す。翻訳テンプレートは、コード分子由来のコー
ド部とスペーサー分子由来のスペーサー部からなる。Ｆ１及びＦ２は蛍光色素を示す。
図２０は、Ｃ末端修飾された蛋白質（対応付け分子）（Ａ）、本発明の翻訳テンプレート
（Ｂ）、及び、修飾剤（Ｃ）の構成を示す。
図２１は、本発明の対応づけ分子やＣ末端ラベル化法による物質や蛋白質の相互作用解析
の一次スクリーニングと二次スクリーニングの説明図を示す。本発明翻訳テンプレートか
ら合成されたＣ末端修飾タンパク質（修飾剤でＣ末端修飾された蛋白質、翻訳テンプレー
トでＣ末端修飾された蛋白質（対応付け分子）、ＰＥＧによってＣ末端修飾された蛋白質
を利用したタンパク質を、標的分子との間の相互作用の解析に利用可能である。一次スク
リーニングの後、物質や蛋白質と相互作用の詳細をＦＣＣＳやマイクロアレイなどにより
さらに解析することが可能である。
図２２は、コード分子の３’末端配列の違いによる翻訳量の比較を示す。ｃ－ｊｕｎの遺
伝子配列を有する、異なる１２種類の３’末端配列を持つコード分子（Ａ８＝Ａ配列）の
翻訳量の比較。Ｘ配列のバリエーションと必要な条件を示した。詳細は、実施例１参照。
図２３は、翻訳テンプレートがＰＥＧスペーサー部を持たない場合及び異なるＰＥＧスペ
ーサー部を持つ場合の翻訳量の比較を示す。
Ａ：ｃ－ｆｏｓの遺伝子配列を有するＡ配列もＸ配列も持たないコード分子（Ｎｏｎｅ（

10

20

30

40

50

(69) JP 4030019 B2 2008.1.9



ｍＲＮＡ））と，Ａ配列を持つコード分子（Ａ（ｍＲＮＡ））、およびｄＣｄＣＴ（Ｆｌ
ｕ）ＰＥＧ４０００ｄＣｄＣＰｕｒｏ－Ｂｏｃをライゲーションした翻訳テンプレート（
＋ＰＥＧ４０００ｄＣｄＣＰｕｒｏ－Ｂｏｃ，）の翻訳量の比較。詳細は、実施例１参照
。
Ｂ：ｃ－ｊｕｎの遺伝子配列を有するＡ配列もＸ配列も持たないコード分子（Ｎｏｎｅ（
ｍＲＮＡ）），ＸＡ配列を持つコード分子（ＸＡ（ｍＲＮＡ））、およびコード分子（Ｘ
Ａ（ｍＲＮＡ））に（ｄＣ）２ Ｔ（Ｆｌｕ）Ｔ（ＸＡ＋（ｄＣ）２ Ｔ２ ），ｄＣｄＣＴ（
Ｆｌｕ）ＴＰＥＧ４０００（ＸＡ＋ＰＥＧ４０００），ｄＣｄＣＴ（Ｆｌｕ）ＰＥＧ４０
００ｄＣｄＣＰｕｒｏ－Ｂｏｃ（ＸＡ＋ＰＥＧ４０００ｄＣｄＣＰｕｒｏ－Ｂｏｃ）をラ
イゲーションした翻訳テンプレートの翻訳量の比較（電気泳動の結果（写真）も示す）。
詳細は、実施例１参照。
図２４は、翻訳テンプレートの翻訳量と安定性を示す。
Ａ：ｃ－ｊｕｎの遺伝子配列を有するＸＡ配列を持つコード分子（●；ＸＡ配列）、Ａ配
列もＸ配列も持たないコード分子（□；Ｎｏｎｅ配列）、およびコード分子（ＸＡ配列）
とｄＣｄＣＴ（Ｆｌｕ）ＰＥＧ４０００ｄＣｄＣＰｕｒｏ－Ｂｏｃをライゲーションした
翻訳テンプレート（○）の翻訳量のタイムコース。詳細は、実施例１参照。
Ｂ：ｃ－ｊｕｎの遺伝子配列を有するコード分子（●；ＸＡ配列）と、およびコード分子
（ＸＡ配列）とｄＣｄＣＴ（Ｆｌｕ）ＰＥＧ４０００ｄＣｄＣＰｕｒｏ－Ｂｏｃをライゲ
ーションした翻訳テンプレート（○）の安定性のタイムコース。詳細は、実施例１参照。
図２５は、本発明の翻訳テンプレートが異なるＰＥＧスペーサー部を持つ場合の翻訳量の
比較（電気泳動の結果（写真）も示す）を示す。
Ａ：ｃ－ｊｕｎの遺伝子配列を有するコード分子（ＸＡ配列，Ａ配列）とｄＣｄＣＴ（Ｆ
ｌｕ）ＰＥＧ４０００ｄＣｄＣＰｕｒｏ－Ｂｏｃをライゲーションした場合の翻訳テンプ
レートの添加量の違いによる対応付け分子の形成効率。ＩＶＶ；対応付け分子、Ｌｉｇａ
ｔｅｄ　ｍＲＮＡ；コード部にＰＥＧスペーサー部がライゲーションされた翻訳テンプレ
ート。レーン１～６；ＲＮＡ添加量が１０，２５，５０，１００，２００，４００ｎＭ．
詳細は、実施例２参照。
Ｂ：ｃ－ｊｕｎの遺伝子配列を有するコード分子（ＸＡ配列，Ａ配列）とｄＣｄＣＴ（Ｆ
ｌｕ）ＰＥＧ４０００ｄＣｄＣＰｕｒｏ－Ｂｏｃをライゲーションした場合の翻訳テンプ
レートの添加量の違いによるフリー蛋白質（Ｆｒｅｅ　ｐｒｏｔｅｉｎ）の合成率（対応
付け分子の形成量＋フリー蛋白質の合成量＝１００％）。レーン１～６；ＲＮＡ添加量が
１０，２５，５０，１００，２００，４００ｎＭ．詳細は、実施例２参照。
図２６～３０は、本発明に使用されるＰＥＧスペーサー分子とその合成スキームを示す。
図３１～３４は、本発明に使用される修飾剤とその合成スキームを示す。
図３５は、無細胞共翻訳によるＩＶＶ複合体を用いたＦＣＣＳ解析（実施例７）の結果を
示す。小麦胚芽の無細胞翻訳系で共翻訳し、Ｆｏｓ－Ｃｙ５－ＩＶＶとＪｕｎ－ＲｈＧ－
ＩＶＶの複合体をＦＣＣＳで測定した（－○－）。コントロールとして相互作用の可能性
のないことが知られているＦｏｓ－Ｃｙ５－ＩＶＶとＦｏｓ－ＲｈＧ－ＩＶＶの組み合わ
せを測定した（－□－）。グラフの横軸は時間マイクロ秒（ｕｓ）、縦軸はＧ（τ）であ
る。Ｇ（τ）は平均蛍光強度をＩとすると、時間ｔにおける蛍光強度Ｉ（ｔ）ならびにｔ
＋τにおける蛍光強度Ｉ（ｔ＋τ）の積で表される（Ｇ（τ）＝＜Ｉ（ｔ）Ｉ（ｔ＋τ）
＞）。
図３６は、無細胞共翻訳によるＩＶＶ複合体を用いたＦＣＣＳ解析（実施例８）の結果を
示す。
Ａ：Ｆｏｓ－Ｃｙ５－ＩＶＶとＪｕｎ－ＲｈＧ－ＩＶＶの相互作用（黒色線）、及び、Ｆ
ｏｓ－Ｃｙ５－ＩＶＶとＦｏｓ－ＲｈＧ－ＩＶＶの相互作用（灰色線）。
Ｂ：ＲＮａｓｅ　Ａ処理をしてｍＲＮＡ部分を分解してＦｏｓ－Ｃｙ５－ＩＶＶとＪｕｎ
－ＲｈＧ－ＩＶＶの相互作用をＦＣＣＳで測定した（黒色線）。また同様にして、コント
ロールとして相互作用の可能性のないことが知られているＦｏｓ－Ｃｙ５－ＩＶＶとＦｏ
ｓ－ＲｈＧ－ＩＶＶを測定した（灰色線）。

10

20

30

40

50

(70) JP 4030019 B2 2008.1.9



図３７は、ＩＶＶ複合体あるいはＩＶＶ－Ｃ末端ラベル化蛋白質複合体を用いたプロテイ
ンチップ解析の概略及び結果（写真）を示す。
Ａ：無細胞翻訳系でＪｕｎ（ｍＲＮＡ）－ｓｐａｃｅｒ（ｂｉｏｔｉｎ）を単独で翻訳し
、スライドグラスにＩＶＶの文字を描くようにプロットし、スペーサーのビオチンでスラ
イドグラスのアビジンに固定化した。Ｔ７およびＪｕｎの抗体によりＩＶＶの固定化を確
認した。
Ｂ：相互作用が既知の蛋白質としてＦｏｓ／Ｊｕｎを用いて、無細胞翻訳系でＦｏｓ（ｍ
ＲＮＡ）－Ｃｙ５－ｓｐａｃｅｒ（ｂｉｏｔｉｎ）、Ｊｕｎ（ｍＲＮＡ）－Ｃｙ５－ｓｐ
ａｃｅｒ（ｂｉｏｔｉｎ）あるいはｃＢ１（ｍＲＮＡ）－Ｃｙ３－ｓｐａｃｅｒ（ｂｉｏ
ｔｉｎ）を単独で翻訳し、スライドグラスにプロットし固定化した。固定化したＩＶＶに
ついて、スペーサーのＣｙ５の波長による検出で確認した。上からかける側のＩＶＶを無
細胞翻訳系で合成し、ＲＮａｓｅ　Ａ処理したものをスポットエリアに添加し、スライド
グラスをＣｙ３の波長で解析して相互作用を検出した。
Ｃ：上からかける蛋白質として、Ｃ末端ラベル化蛋白質（Ｆｏｓ（Ｃｙ３））を無細胞翻
訳系で合成したものをスポットエリアに添加する以外は、Ｂと同様にして、スライドグラ
スをＣｙ５とＣｙ３の波長で解析し相互作用を検出した。
図３８は、共翻訳によるＩＶＶ複合体を用いたプロテインチップ解析の概略を示す。

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(71) JP 4030019 B2 2008.1.9



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】
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【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】
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【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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