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本TIA連携プログラムにおいては、X線１分子観察、Cryo-EMによる単粒子
解析、分子シミュレーションによる理論計算を用いて、COVID-19関連タン
パク質の生体内ダイナミクスを明らかにすることで、その特異性の起源を
探るとともに、従来のSARS-CoVや新型変異株の網羅的研究を通して実
験・理論を統合したデータベースを構築することを目的としています
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Figure1.TheSARS-CoV-2VirionandItsProteins.

Although all the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) proteins are potential drug targets, some are likely to be 

more easy to find a drug against, in part because they play principal roles in the viral lifecycle and also lack human protein homologues. 

Examples include the spike glycoprotein, the papain-like protease, the chymotrypsin-like main protease, and the RNA-dependent RNA 

polymerase. A list of the Worldwide Protein Data Bank identifiers of the structures shown is provided in the Supplementary Appendix, 

available with the full text of this article at NEJM.org. ACE2 denotes angiotensin-converting enzyme 2, NSP nonstructural protein, ORF 

open reading frame, and RdRP RNA-dependent RNA polymerase.
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landscape transitions from 27.6% closed state and 72.4% open state 
to 24% closed state and 76% open state (including 26.7% free open 
state and 49.2% ACE2-bound open state) (1, 30). This demonstrates 
that the SARS-CoV-2 S trimer is much more sensitive to ACE2 than 
SARS-CoV S in terms of receptor-triggered transformation from 
the closed prefusion state to the fusion-prone open state, which 
might have contributed to the observed superior infectivity of 
SARS-CoV-2 as compared with that of SARS-CoV.

It is noteworthy that the SARS-CoV-2 spike D614G mutation 
has been reported to promote the infectivity of SARS-CoV-2, while 
the underlying structural basis remains not fully understood (13–15). 
Here, our S-closed structure demonstrated that D614 is heavily in-
volved in the interaction with K854, K835, and Y837 of FP through 
its side-chain atoms (Fig. 1I and table S2). This interaction contrib-
utes greatly to the linkage/allostery between neighboring protomers 
and between the S1 and S2 subunits. However, the mutation of 
D614 to G without side chain could eliminate most of the inter-
actions between D614 and FP, potentially leading to coordinated 
unpacking/activation of FPs. In a recent in situ structure of SARS-
CoV-2 S trimer containing the D614G mutation, the folded struc-
ture for FP (the 833 to 853 regions) was not observed (44) and the 
conformation of their map is more comparable to another closed-
state S structure (6VXX) (8), which exhibits an untwist movement 
relative to our S-closed structure, thus appearing less compact 
(Fig. 1E). We therefore propose that the D614G mutation could re-
duce constrains between neighboring protomers and between S1/S2 
subunits and consequently lower the energy barrier for conforma-
tional transformation from the closed prefusion state to the fusion- 
prone open state, leading to an even more sensitive SARS-CoV-2 
spike to ACE2 binding. Together, the altered allosteric response 
stimulated by the D614 mutation could be the underling mecha-
nism of enhanced infectivity of the G614 strain. Comparable mech-
anism has been proposed for other allosteric machines ( 45).

In summary, our cryo-EM study reveals the unliganded SARS-
CoV-2 S trimer to be intrinsically dynamic and to transform between 
two distinct prefusion conformations, whose relative occupancies 
could be markedly remodeled by receptor ACE2. These results sup-

port a dynamics-based mechanism of immune evasion and ligand 
recognition (34). Thus, our study delineates the property of SARS-
CoV-2 spike glycoprotein that simultaneously allows the retention 
of function and the evasion of the humoral immune response. We 
also delineate that the SARS-CoV-2 spike protein is highly sensitive 
to the ACE2 receptor; ACE2 binding elicits substantial conforma-
tional dynamics in S1 subunits that could trigger transitions of the 
spike protein toward the postfusion state prepared for viral entry 
and infection. Collectively, our findings enhance our understand-
ing of SARS-CoV-2 infection and provide important information 
for the design and optimization of vaccines and therapeutics aimed 
to block receptor binding.

MATERIALS AND METHODS

Expression and purification of SARS-CoV-2 S trimer 
and human ACE2
To express SARS-CoV-2 S glycoprotein ectodomain, the mammalian 
codon-optimized gene coding SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1 strain, 
GenBank ID: MN908947.3) S glycoprotein ectodomain (residues 
M1–Q1208) with proline substitutions at K986 and V987, a “GSAS” 
substitution at the furin cleavage site (R682 to R685) was cloned 
into vector pcDNA 3.1+. A C-terminal T4 fibritin trimerization motif, 
a TEV protease cleavage site, a FLAG tag, and a His tag were cloned 
downstream of the SARS-CoV-2 S glycoprotein ectodomain (fig. 
S1A). A gene encoding human ACE2 PD domain (Q18-D615) with 
an N-terminal interleukin-10 (IL-10) signal peptide and a C-terminal 
His tag was cloned into vector pcDNA 3.4. The expression vectors 
were transiently transfected into HEK293F cells using polyeth-
ylenimine. Three days after transfection, the supernatants were har-
vested. To purify the His-tagged S and ACE2 proteins, the clarified 
supernatants were added with 20 mM tris-HCl (pH 7.5), 200 mM 
NaCl, 20 mM imidazole, and 4 mM MgCl2, and incubated with Ni–
nitrilotriacetic acid (NTA) resin at 4°C for 1 hour. The Ni-NTA 
resin was recovered and washed with 20 mM tris-HCl (pH 7.5), 
200 mM NaCl, and 20 mM imidazole. The protein was eluted by 
20 mM tris-HCl (pH 7.5), 200 mM NaCl, and 250 mM imidazole.

Fig. 6. The proposed mechanism of ACE2-induced conformational transitions of SARS-CoV-2 S trimer. Conformational transitions from the closed ground prefusion 

state (with packed FP, in red) to the transiently open state (step 1) with an untwisting motion (highlighted in dark gray arrow) associated with a downward movement of 

S1 (red arrow), from the open state to the dynamic ACE2 engaged state (step 2), and then all the way to the refolded postfusion state (step 3). The continuous swing 

motions of ACE2-RBD within S trimer are indicated by red arrows. The S trimer associated with ACE2 dimer (third panel) was generated by aligning the ACE2 of our S-ACE2 

structure with the available full-length ACE2 dimer structure (PDB: 6M1D). The postfusion state was illustrated as a cartoon (P DB: 6XRA).
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ヒトACE2とSARS-Cov2 Sタンパク質は
結合し、大きな構造変化を経て
感染を引き起こす原因となる

タンパク質ダイナミクスが感染の鍵



Cov id 1 9関連タンパク質の原⼦レベルでのダイナミ クス解析
⼀分⼦計測/構造解析/分⼦シミ ュレーショ ンを
三位⼀体としてタンパク質動態を統合的に理解
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をもつ外壁領域と非対称な FUの配置をもつ内部領域か

ら形成されていた．TpHの結晶構造のう ち，外壁領域に

存在する 60個のFU（ FU-a-b-c-d，e-fが10個のプロト マー

に存在）は単粒子構造解析で得られた電子密度と非常に

よく 一致した．

一方，内部領域には5個のFU二量体の電子密度が観

測され，これらは会合時に二量体化した FU-gと 断定し

た．5個のFU-g二量体のほかに，内部領域には孤立した

10個のFUの電子密度が存在し ，これらを FU-d*と帰属

した．外壁領域と内部領域のFUを連結するリ ンカー領

域の電子密度は確認できなかったため，各末端間の距離

から，最終的にすべてのFUの構造を決定した（ 図3）．

既知ヘモシアニンのFU-g二量体は内部領域の上部側

にのみC5対称で配置される．一方，TpHの構造では，1，3，

5番目のFU-g二量体が上部に位置するように上下ジグザ

グに配置し，5個のFU-g二量体は非対称に配置し，また，

FU-d*はFU-gと反対側の領域に存在していた（ 図3）．

4．なぜ結晶構造では内部領域を解析できなかったか？

TpHのX線結晶構造解析より ，外壁領域のみが隣接分

子間とのクリスタルパッ キングに関与するため，C5対称

のTpHが50％の割合で上下反転して積み重なって結晶

化し ，D5対称の疑似の平均構造が観測されたと結論づ

けられていた．3）,4）

一方， 単粒子構造解析から，TpHはD5対称な外壁領

域と非対称な内部構造により構成されていた．この構造

的特徴をもつ TpHが，外壁領域のクリ スタルパッ キン

グだけで結晶化した結果，外壁領域のD5の対称性によ

り ，72°ずつ回転した 5つの異なる向きのTpHに加え，そ

れらが上下反転し た，計10種類の異なる向きのTpHが

パッ キングし ，最終的に疑似のD5対称性の電子密度を

与え，本来の非対称の内部構造をもつ分子として構造決

定できなかったことがわかった．ここで注意したいのが，

単粒子構造解析でも対称性の高い領域の構造の影響を

受け，結晶構造と同様のD5対称の構造へと導かれてい

たことである．これは，単に単粒子構造解析を行えば正

しい立体構造を得られるわけではないこと を明示し て

いる．単粒子構造解析においても，複雑な対称性をもつ

分子の構造解析には，データを正し く 解釈しなければX

線結晶構造解析と同様の誤っ た構造モデルを導出する

危険性がある．今回，われわれはユーザーファ ンクショ

ンを用いて外壁領域と内部領域を個別にマスクしてロー

カルに精密化することで，はじめて，正しい TpHの非対

称な分子構造を決定できた．
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図3 TpHの会合体構造．（ Architecture of TpH.）
a）TpHを横，上，下から見た構造．b）TpH

を構成する 10分子の会合関係．c） TpHの
内部領域の概略図．各プロト マーは別の
色で表示した．

編集部注： カラーの図および拡大図は電子版を参照下さい．

図2　 TpHの構造解析の流れ．
 （ Processing workflow.）

図1 TpHの3D構造．（ CryoEM density 

of TpH.） a）C5対称での精密化
構造，b）C1対称での初期構造，
c）b）を精密化した立体構造．シア
ンで FU-d*，黄色で FU-gを示す．

タンパク質複合体
分子の対象性を考
慮に入れたCryoEM

構造解析技術
（東北大）

リガンド結合過程、
大規模構造変化を
超並列計算機上で
高速に分子シミュ
レーションする
技術（筑波大）

H30 様式(CREST) 
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研究提案の要旨 

〇要旨 

タンパク質分子凝集体から、液-液相転移から発生する顆粒に至るまでを対象に、それらの生成過

程から消滅過程までの動態特性を、その時々の生理学的機能との相関を評価しながら、究極的時

分割(ナノ秒からマイクロ秒レベル)で、超高精度性(並進でピコメートル)を持った計測技術を確

立し、最終的に実験室でルーチン的に利用できる計測装置として完成させる。本主要計測法の基

本原理、Ｘ線 1 分子追跡法(Diffracted X-ray Tracking; DXT)は、代表者の佐々木が 1998 年に考

案した量子ビーム系唯一の 1 分子動態計測法である(PRE, PRL, BBCR, Scientific Reports, Cell

等多数発表済)。原理は非常に単純で(右図)、

数十ナノメートルサイズの金ナノ結晶を着

目タンパク質１分子のCys や Met を介して

化学標識し、タンパク質分子の動態情報を

標識した金ナノ結晶に伝達させて、この標

識結晶からの回折斑点を高速高精度追跡す

ることで回転角度マイクロ rad-ミリ rad（並

進的な距離に変換するとピコメートル）の

変化を最高 100 ナノ秒で時分割できる世界
最高速最高精度の 3 次元 1 分子追跡法である。高輝度放射光源利用と分子標識技術を合体させる

ことで、Ｘ線によるダメージが深刻化する前に分子内部運動情報を検出できる。現在まで、電子

線へ応用した電子線 1 分子追跡法(Diffracted Electron Tracking; DET)にも成功し、中性子によ

る 1 分子計測の可能性も示した(中性子 1 分子追跡法 Diffracted Neutron Tracking; DNT)。 

DXT の最大の欠点は、着目タンパク質に金ナノ結晶を化

学標識することで、例えば、これを GFP のように任意部位

に遺伝子導入可能な技術開発が必要となる。その１つの候

補がメタロチオネイン標識法である(右図)。すでに細胞内に

おいて、非常に高効率な微粒子形成(CdSe 等)に成功してお

り、この研究は、本申請の生体由来微粒子の細胞や組織、そ

して個体への取り込みプロセスや分散化・排除プロセスの

モデル系の１つとなる。DXT で実証しているように、結晶

性微粒子は非常に高感度な検出が可能で、メタロチオネイ

ンを細胞内のどのタンパク質(部位特異的)に発現させるか

で、細胞内微粒子形成プロセスを高速動態解析できる。対象サンプル系は、大腸菌から HeLa 細

胞等の動物細胞での観察を試み、最終的に線虫等での動物体内での挙動解析を実現する。 

本研究ではあらゆる微粒子系に対応できる計測手法を確立することを最終目標とする。即効性

という意味で、今まで DXT 研究で取り扱ってきたサンプル系の中で、特に興味ある２つの系の

研究にここでは集中する。「タウ分子凝集体」と「RNA 顆粒」である。 

認知症の代表格であるアルツハイマー病発症に強く関連するタウ(Tau)タンパク質分子は、ア

ミロイド繊維状態になると細胞毒性を持つことが知られている。しかし、どのようにその毒性機

能が発現しているかは明確化されておらず、その形成過程も in vivo 状態ではほとんど理解が進

んでいない。これらを解決するために、物理化学的パラメータを走査しながら DXT で 1 分子観

察し、in vitro から in vivo  へとタウ凝集プロセス解析を進める。最近の私たちのタウ１分子動

(CREST - 様式 2-1) 

X線一分子追跡法を用いて、タンパク

質分子の大規模運動を回折点の時間
変化により推測。ターゲット試料と

して、膜タンパク質も可能
（東京大・産総研）

研究概要
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