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カブトガニ体液凝固の連鎖反応（カスケード反応）は、グラム陰性菌の細胞壁成分であるリポ多糖 lipopolysaccharide; LPS を認識することで惹起される。
この体液凝固カスケードには、セリンプロテアーゼ前駆体の prochelicerase C(proC)、prochelicerase B(proB)、proclotting enzyme (proCE) が含まれる。
proCは LPS 存在下で自己触媒的に活性化し、proBをchelicerase Bへと変換し、chelicerase Bは proCE を CE に変換する。セリンプロテアーゼの触媒ポケッ
トの周辺には、ヒスチジンループ (His-loop disulfide bridge; HLDS)、メチオニンループ（MLDS）、セリンループ（SLDS）と呼ばれる３つのジスルフィド
結合が保存されている。興味深いことに、proB においては、HLDS を構成する Cys58 残基 ( キモトリプシノーゲン番号 ) が Ala に置換されており HLDS が
進化的に欠損している。その失われた HLDS の生理的意義を解明する目的で、proB の HLDS を復元した変異体（proB-murasame と命名）を調製し、酵素
動力学解析を行った。今回、得られたデータをもとに、proB の進化的に失われたヒスチジンループの意義について考察する。

セリンプロテアーゼの立体構造

HLDS、MLDS、SLDS の３つのジスルフィド結合
が保存されている。

Bovine trypsinogen
(PDB: 1TGB)

ヒスチジンループのアミノ酸配列

カブトガニ凝固因子では、ProB のみ HLDS 
を欠失している。

〇 各凝固因子のペプチド基質に対する kcat/Km
WT chelicerase C(Boc-Val-Pro-Arg-MCA)　92,000 M-1 s-1

WT chelicerase B(Boc-Leu-Thr-Arg-MCA)　5,300 M-1 s-1

CE(Boc-Leu-Gly-Arg-MCA)　　　　　   4,100,000 M-1 s-1

活性型 B 因子の活性が低いのは HLDS の
欠失によるものか︖

カブトガニ体液凝固カスケード

LPS や β-1,3-D-glucan によって開始される一連
のプロテアーゼカスケードが存在する。

proB と proCE のドメイン図

ProB の HLDS を再構成する変異体 
A170C-proB （proB-murasame）を
調製し、実験を行った。

WT chelicerase C による
proB-murasame の切断

〇 WT chelicerase C と WT proB、
proB-murasame をインキュベー
ションし、proB の被切断の過程をウ
エスタンブロットで比較した。

〇 B chain の出現率を定量
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ProB-murasame は、WT proB と同様
に WT chelicerase C に認識されている。

Chelicerase B-murasame の
合成ペプチド基質切断効率

〇 WT Chelicerase C によって、
WT-proB、proB-murasame を活性
化した際の、特異的な合成ペプチド基
質 を用いた経時的な活性測定。
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〇 特異的な合成ペプチド基質 
(Boc-Leu-Thr-Arg-MCA) に対する 
kcat/Km

合成ペプチド基質に対する
kcat/Km が 約 13 倍上昇した。

Chelicerase B-murasame の 
ProCE 切断効率の変化

〇 WT proCE と WT chelicerase B、もし
くは、chelicerase B-murasame をイン
キュベーションし、proCE の被切断の過程
をウエスタンブロットで比較した。

〇 H chain の出現率を定量
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〇 WT proCE に対する kcat/Km

Murasame では kcat が約 8 倍上昇した。
Chelicerase B-murasame の

熱安定性の上昇

〇 WT chelicerase B, chelicerase 
B-murasame を各温度で 10 分間イ
ンキュベーションし、合成ペプチド基
質で活性を比較した。

※ 前駆体でも同様な結果が得られた。

HLDS を再構築することで、
Chelicerase B-murasame の熱
安定性が向上した。

Chelicerase B-murasame と 
serpin の親和性の変化

Human antitrypsin
(PDB: 1QLP)
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〇 各種 serpin と WT chelicerase B、もし
くは、chelicerase B-murasame をインキュ
ベーションし、 serpin の阻害を確認した。

HLDS を再構築することで、
chelicerase B-murasame が新たに 
serpin-2 に阻害されるようになった。

凝固カスケードの再構成
〇 モル濃度比が 1:1:1 の proC, proB, 
proCE を CE の特異的な合成ペプチド基質 
と共にインキュベーションし、 LPS  (100 
nM) によりカスケードを開始した。

〇 各 LPS 濃度において、 LPS 添加後 
2 分後の生じた CE の濃度を算出した。

ProB-murasame を WT proB の代わ
りに用いることで、最終的に生じる CE 
の量は最大約 3 倍増える。
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まとめ

Chelicerase C や CE にそれぞれ特異的
な serpin が存在するのにもかかわらず、
proB にそのような serpin が存在しない
のは chelicerase B に線溶系などの別の
働きがあって、serpin によって失活され
ないのではないかと考えています。また、
本研究は、proB-murasame を用いるこ
とにより、より高感度な LPS 検査薬の開
発につながると期待されます。
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