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バキュロウイルス発現系を用いた
30K タンパク質融合 luciferase の発現
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Expression of luciferases fused with 30K proteins by silkworm-baculoviral-expression-system
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30K proteins (30K6G, 30K12G, 30K19G, 30K21G, 30K23G) are major proteins in the hemolymph of the fifth

inster silkworm larvae. The strucuarally related proteins with molecular weights around 30,000 are biosynthesized in

the fat body. After the secretion to the hemolymph, they are solubilized in high concectrations. It is possible to think

that the structures are appropriate for solubilization. Considering the property, we attempted to express recombinant

proteins fused with 30K proteins for solubilization by silkworm-bacuroviral-expression-system. We have produced

BmNPVs expressing luciferase fused with 30K proteins and injected the virus into the d17 strain, the highly

permissive strain for BmNPV replication. After the infection, we recovered the hemolymph from the strain

temporally and compared protein expression levels by measuring luciferase activity.
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緒 言

カイコ 5 齢幼虫の体液に含まれる主要なタンパ

ク質には，30K タンパク質（30K6G，30K12G，

30K19G，30K21G，30K23G）と呼ばれるグループ

があげられる。30K タンパク質は分子量約 30,000

の構造的に似た分泌タンパク質のグループであり，

脂肪体で合成され，体液中に高濃度で可溶化し蓄

積されている。このことから，30K タンパク質に

は可溶化に適した構造が存在することが示唆され

る。

私たちは，バキュロウイルス発現系を用いて，

30K タンパク質と融合させた組み換えタンパク質

をカイコ体内で発現させることで，目的タンパク

質の可溶化の促進を試みた。30K タンパク質遺伝

子のうち，特に発現量の多い 30K6G，30K19G，

30K21G を選抜し，レポーターである luciferase 遺

伝子と融合させた。そして，30K タンパク質と融

合した luciferase を発現する BmNPV を作製し，以

前の研究において，高発現系統として同定された

d17 に接種した（KAWAKAMI et al., 2008）。感染後，

体液を回収し，luciferase 活性を測定することで，

タンパク質分泌量を比較した。

材料と方法

デスティネーションベクターの作製：PCR に

よって，EST クローンを鋳型に 30K6G，30K19G，

30K21G それぞれの塩基配列を増幅させ，

pENTRHGF を鋳型に HGF の塩基配列を増幅させ

た。得られた DNA 断片を pDEST11A の attR1，attR2

カセットの前に挿入した。それぞれのデスティ

ネ ー シ ョ ン ベ ク タ ー を Bm30K6GDEST ，

Bm30K19GDE，Bm30K21GDEST，HGFDEST とし

た。

ト ラ ン ス フ ァ ー ベ ク タ ー の 作 製 ：

Bm30K6G-luc-DEST ， Bm30K19G-luc-DEST ，

Bm30K21G-luc-DEST，HGF-luc-DEST（Fig. 1）の

作製には Gateway Technology（Invitrogen）を使用

した。デスティネーションベクターとして，

Bm30K6GDEST ， Bm30K19GDEST ，

Bm30K21GDEST，HGFDEST，エントリークローン

として pENTR-luc を用いた。LR 反応後，デス

ティネーションベクターに luciferase を組み込んだ。

BmNPV の作製：BmNPV の作製には Fast Bac

system（Invitrogen）を使用した。Bm30K6G-luc-DEST，

Bm30K19G-luc-DEST，Bm30K21G-luc-DEST，HGF

-luc-DEST をコンピテントセル BmDH10Bac（MOTO-

HASHI, et al., 2005）に形質転換し，組み換え BmNPV

ウイルスゲノムを抽出し，リポフェクション試薬

により九州大学大学院農学研究院天敵微生物学研

究分野にて保存されているカイコ培養細胞 e21 に

トランスフェクションした。トランスフェク

ション 3 日後にウイルスを含んだ培養上清を回収

し Bme21 細胞に再感染させることで濃縮を行った。

上記の濃縮を 2 度行ったものをウイルス液として

使用した。

カイコ個体への接種：上記のウイルス液を家蚕

遺伝子センターにて保存されている高発現系統

d17，5 齢 3 日幼虫体節部に注射し，接種を行った。

カイコ血清の回収：ウイルス接種 2 日目，3 日目，

4 日目にカイコ個体の腹脚を切除し，カイコ体液を
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チューブに回収した。血球細胞除去のために 3000

rpm で 5 分遠心し上清を回収した。上清をカイコ

血清とし，10 μl を luciferase 活性測定に用いた。

luciferase 活性測定：luciferase 活性測定には Pica

Gene kit（Toyo Ink）を使用した。データは血清 10 μl

あたりの rerative light units (RLU) の値で示した。

統計処理には Microsoft Excel を使用した。

結果と考察

カイコ 30K タンパク質（30K6G，30K19G，

30K21G）を融合させた luciferase を発現するため

のトランスファーベクターを作製した。luciferase

活性測定の結果（Fig. 2）から 30K19G 融合 luciferase

の分泌量が非常に高かった。また，30K6G 融合

luciferase も HGF 融合 luciferase の活性より高く，

分泌量が高いと言える。しかしながら，30K21G 融

合 luciferase の分泌量は，HGF 融合 luciferase より

も高くなかった。このように，30K タンパク質に

は 40%程度の相同性がありながらも，分泌量に大

きな違いが生じている。このような分泌量の違い

がどのようにおこるかを検証するために，アミノ

酸配列のアライメントをとった（Fig. 3）。その結

果，30K19G と 30K6G では相同性がある親水性の

領域（30K19G:151ENNKVYFKILNTERNQYLVL170，

30K6G:153ENNRVYFKIMSTEDKQYLKL172 ） が ，

30K21G では，相同性のない親水性の低い別のアミ

ノ酸配列（160EQHSVLQDPPTLSYNQYLKL179）に

変わっている箇所があった。このことから，この

領域の親水性アミノ酸が可溶性の違いに影響を与

えている可能性が示唆された。さらに，KYTE and

DOOLITTLE (1982) のアミノ酸の疎水性指標をもと

に疎水性領域の分布を表すグラフを作成した（Fig.

4）。すると，分泌シグナル付近の疎水性の高さに

違いが生じた。一般に分泌シグナルの疎水性は，

SRP（シグナル認識粒子）による認識や小胞体内腔

への引き込みに重要とされており，分泌効率に大

きな影響を与えていると考えられている。疎水性

を表すスコアはいずれも分泌シグナル付近の領域

で最大値を示しており，その値は 30K19G では

3.567，30K6G では 3.078，30K21G では 2.989 で

あった。今回の実験では，疎水性のスコアが高い

分泌シグナルほど分泌量も高くなっているので，

分泌シグナルの疎水性の高さが分泌量の違いに影

響を与えている可能性も考えられた。

Fig. 1. The maps of the transfer vectors for expressing the fusion proteins. Fig. 2. Luciferase activity of the fusion proteins.

Fig. 3. Alignment of amino acid sequences of Bm30K proteins.
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摘 要

カイコ体液中に高濃度で蓄積されている 30K

タンパク質（30K6G，30K19G，30K21G，および

30K23G）と luciferase との融合タンパク質を，バ

キュロウイルス発現系を用いてカイコ体内で発現

させた。その結果，30K19G，30K6G を融合させた

luciferase の活性が高く，分泌量が向上した。この

ような違いがみられた可能性として，30K19G，

30K6G が可溶化に適した領域をもつことや，疎水

性の高い分泌シグナルをもつことが考えられた。
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Fig. 4. Infirmation of amino acid scale values of 30K proteins.


