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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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Fig. 6. The proposed mechanism of ACE2-induced conformational transitions of SARS-CoV-2 S trimer. Conformational transitions from th
state (with packed FP, in red) to the transiently open state (step 1) with an untwisting motion (highlighted in dark gray arrow) associated with
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
motions of ACE2-RBD within Strimer are indicated by red arrows. The Strimer associated with ACE2 dimer (third panel) was generated by align
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
landscape transitions from 27.6%
closed state and 72.4% open state port a dynamics-based mechanism of immun
to 24% closed state and 76% open state (including 26.7% free open recognition (34). Thus, our study delineates t
stateand 49.2% ACE2-bound open感染を引き起こす原因となる
state) (1, 30). Thisdemonstrates CoV-2 spike glycoprotein that simultaneousl
that theSARS-CoV-2 Strimer ismuch moresensitiveto ACE2 than of function and the evasion of the humoral im
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SARS-CoV Sin terms of re
ceptor-triggered transformation from also delineatethat theSARS-CoV-2 spikepro

NSP13 (helicase)

NSP9 (RNA replicase)
NSP5 (main protease, M pro)

Spike glycoprotein (S)

NSP15 (NendoU)
Glycan groups

10nm

the closed prefusion state to the fusion-prone open state, which
might have contributed to the observed superior infectivity of
SARS-CoV-2 ascompared with that of SARS-CoV.
It is noteworthy that the SARS-CoV-2 spike D614G mutation
hasbeen reported to promotetheinfectivity of SARS-CoV-2, while
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structural basisremainsnot fully understood (13–15).
more easy to find a drug against, in part because they play principal roles in the viral lifecycle and also lack human protein homologues.
He
re, our
-closed structure demonstrated that D614 is heavily inExamples include the spike glycoprotein, the papain-like protease, the chymotrypsin-like main protease, and the RNAdependent
RNAS
polymerase. A list of the Worldwide Protein Data Bank identifiers of the structures shown is provided in the Supplementary Appendix,
volved in theinteraction with K854, K835, and Y837 of FPthrough
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.
itsside-chain atoms(Fig. 1I and tableS2). Thisinteraction contribHuman ACE2

to the ACE2 receptor; ACE2 binding elicits s
tional dynamics in S1 subunits that could trig
spike protein toward the postfusion state pr
and infection. Collectively, our findings enha
ing of SARS-CoV-2 infection and provide im
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研究提案の要旨

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
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
超並列計算機上で
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
高速に分子シミュ
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
レーションする
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
技術（筑波大）
acted X-ray Tracking; DXT)は、代表者の佐々木が
1998 年に考

子動態計測法である(PRE, PRL, BBCR, Scientific Reports, Cell
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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．

X線一分子追跡法を用いて、タンパク
図 2 TpH
の構造解析の流れ．
図 3 TpHの会合体構造．
（ Arc
（ Processing
workflow.）
a） TpHを 横，上，下から
質分子の大規模運動を回折点の時間
を 構成する 10 分子の会
変化により推測。ターゲット試料と
内部領域の概略図． 各プ
して、膜タンパク質も可能
色で表示し た．
（東京大・産総研）

て、この標

編集部注： カ ラ ーの図および拡大図は電子

精度追跡す

ミリ rad（並

を も つ外壁領域と 非対称な FU の配置を も つ内部領域か

定でき なかっ たこ と がわかっ た．こ こ で

ートル）の

ら 形成さ れて いた．TpH の結晶構造のう ち ，外壁領域に

単粒子構造解析で も 対称性の高い領域

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

受け， 結晶構造と 同様の D 対称の構造
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