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現在に至る

茶葉のテアニン増強に関する研究

テアニンはチャ
（ Camellia sinensis ）で発見された非タンパク質性アミノ酸の一つである。チャ特有の
旨味成分として知られ、一般的に高価なお茶ほどテアニンを多く含むとされている。食物科学の分野で
は旨味成分との関連が広く研究されてきた。近年ヒトがテアニンを摂取すると脳内でα波が発生されリ
ラックス効果をもたらす神経伝達物質としての働きもあることが報告されているなど、食品科学のみなら
ず医学生理学の分野からも注目を集める物質である。
チャの若い葉では、多くのテアニンが蓄積されている。チャにおいて、テアニンはグルタミン酸とエチ
ルアミンから合成されることが示唆されている。若い葉ではタンパク質や核酸の合成が活発であるため、
テアニン合成の反応は窒素源の供給の面で重要な反応であると言える。
テアニンはγ-glutamylethylamide であり、エチルアミンとグルタミン酸から合成され、この反応をテ
アニンシンテターゼ（ TS ）という酵素が触媒する。ところが、TS に関する学術的な報告は少なく、特許
情報により2 つの遺伝子の存在が報告されているだけである（特開 P2006-254780 ）。そこで本研究
は、TS の組換え型タンパク質を作製し、その機能を明らかにすることを目的とした . テアニンは、チャと
その近縁種にしか分布しないにも関わらず、TS は植物の窒素同化にとって重要なグルタミンシンテター
ゼ（ GS ）とアミノ酸配列において高い相同性をもつ。最初に、テアニン合成能を持つチャのカルスを用
いて、
［ 14C（ U ）］グルタミン酸を与えてテアニンおよびグルタミンへの変換反応の阻害剤に対する感受
性を調べた。グルタミン酸からテアニンへの変換は TS が、グルタミンへの変換は GS が触媒することが

1

予想される。2 種の阻害剤の影響を調べたが、テアニン合成とグルタミン合成の阻害度は異なり、この
2つの反応には別の酵素が関与することが示唆された。
次に、大腸菌でTSとGSの組換え型酵素を発現させ、in vitro で［ 14C（U）］-グルタミン酸を用いて、
その酵素活性を調べた。その結果、TSとGS 共に、テアニン合成活性を有することが明らかとなった。
GS について高等植物で唯一立体構造が知られているトウモロコシ Zea mays の ZmGS（ PDBj,
2D3A ）を鋳型として、統合計算化学システム MOE（菱化システム）を使い、ホモロジーモデリングに
よって GSとTS の立体構造を推定した。推定した立体構造で、リガンドの結合部位を探索したところ、
基質の結合部位は普遍的ではなかった。エチルアミンとの親和性が高くなり、アンモニアとの親和性が
低くなるような変異体をアミノ酸配列に改変を加えることにより、in silico で推定した。今後は、この変異
体を組換え型酵素として作出し、酵素活性を in vitro で調べることが課題である。

はじめに
テアニン（γ-glutamyl-L-ethylamide ）は非タンパク性アミノ酸の一種であり、チャの葉で発見さ
れた（ Sakato 1949 ）。担子菌であるニセイロガワリ（ Xerocomus badius ）とツバキ（ C.japonica ）や
サザンカ（ C.sasanqua ）などチャの近縁種であるツバキ科植物 27 種の植物で特異的に合成されるこ
とが確認されている（ Deng et al. 2010 ）。テアニンは、食品栄養学分野ではチャ特有の旨み成分とし
て（ Yamaguchi and Ninomiya 2000 ）
、医学生理学分野では神経伝達物質として注目され、幅広く
研究が行われている（ Vuong et al. 2011 ）。
テアニンの合成反応はその構造からいくつかの説が示唆されていた。γ- グルタミルジペプチドの脱
炭酸反応や、グルタミン又はグルタミン酸へのエチルアミンの結合である。チャにおいてはグルタミン酸と
エチルアミンから合成されることが示唆されている（ Sasaoka and Kito 1964 ）。チャの若い葉では、多
くのテアニンが蓄積されている。若い葉ではタンパク質や核酸の合成が活発であるため、テアニン合成
の反応は窒素源の供給の面で重要な反応であると言える。

図1 テアニンシンテターゼによるテアニン合成反応（ A ）とグルタミンシンテターゼによるグルタミン合成反応（ B ）.

2

エチルアミンとグルタミン酸からテアニンを合成する反応は、テアニンシンテターゼ（ TS ）という酵素が
触媒すると考えられている。ところが、TS に関する学術的な報告は少なく、特許情報により2 つの遺伝
子の存在が報告されているだけである（ Okada et al. 2006 ）。そこで本研究は、報告されている TS
の機能を確かめることを第一の目的とした。TS は植物の窒素同化にとって重要なグルタミン酸とアンモ
ニアからグルタミンを合成するグルタミンシンテターゼ（ GS ）
（ AB117934 ）とアミノ酸配列において高い
相同性をもつ。TSとGS の基質は、エチルアミンかアンモニアかの違いがあるが、もう1 つの基質は共
通してグルタミン酸である（図 1）。TS はテアニン合成にのみ特異的な活性を示すのか、あるいはグルタ
ミン合成の活性をも示すのかについて検討した。ホモロジーモデリングによる酵素タンパク質の立体構
造の推定からこれらの酵素遺伝子の改変により、テアニン合成の増強の可能性について考察した。

実験方法
チャの培養細胞における阻害剤の効果
培養に用いているMS 培地 2ml が入ったセンターウェルフラスコの主室に、植え継いでから2 週間目
のチャの培養細胞を 300mg ずつ入れた。培地に阻害剤グルホシネートとMSX をそれぞれ 100μM 、
500μMと100μM 、1mM になるよう加えた。センターウェルにはろ紙片を入れ、20 ％
（ w/v ）KOH
100μl を染み込ませた。7.4GBq の［ U-14C ］グルタミン酸（ 7.4GBq/mmol ）を主室へ添加した。室温
（ 22 ℃）で光を照射しながら24 時間静置して標識化合物を取り込ませた。反応終了後に、ブフナー漏
斗とミラクロスを用いて減圧ろ過により培養細胞を回収し、蒸留水でよく洗った後に液体窒素で凍結さ
せ、抽出に使用するまで-80 ℃で保存した。その後の抽出は、Ishidaら（2009）の方法により行った。ア
ミノ酸は、セルロース薄層プレート
（Merck Biosciences）を用い、2-プロパノール/ギ酸 / 水（20：1：5）
で展開して分離した。バイオイメージアナライザー Typhoon FLA-7000（ GE ヘルスケア）により薄層
上の放射活性を持つスポットを検出し、解析ソフトウェア Image Quant TL を用いて各スポットの放射
活性について解析した。
組換え型酵素の作製
発現ベクター pET23d のマルチクローニングサイトにチャのテアニンシンテターゼ遺伝子 CsTS1 および
CsTS2 、グルタミンシンテターゼ遺伝子 CsGS1 にヒスチジンタグを付加して挿入した。大腸菌 BL21 株
にトランスフォーメーションし、IPTG を添加することによって発現誘導を行った。大腸菌を超音波破砕
し、TES バッファーで抽出した。この抽出液をHisTrap Hp（ GE ヘルスケア）を用いて精製した。精製
タンパク質からイミダゾールを除去するために、PD10（ GE ヘルスケア）によって脱塩して得られたタン
パク質溶液を酵素液として使用した。
テアニン合成酵素活性の測定
酵素活性の測定は、100mM Tris-HCl（ pH7.8 ）、20mM MgSO4 、4mM EDTA 、12mM
ATP 、20mM グルタミン酸（ 0.5μCi［ 14C（ U ）］グルタミン酸を含む）、6mM エチルアミン、酵素液
（タンパク質 17.5μg ）の組成で反応液を 100μLとした。反応終了後は、反応液を凍結乾燥させ、
50％ メタノール 100μL に溶解して遠心し、沈殿を除いて上清のうち 10μLを薄層クロマトグラフィーで
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分析した。セルロース薄層プレート（ Merck Biosciences ）を用い、展開溶媒として 1- ブタノール /
アセトン/ジエチルアミン/ 水（ 30：30：6：15 ）で展開することにより分離した。以後の方法は、チャの培
養細胞における阻害剤の効果に記載した通りである。
ホモロジーモデリングによる立体構造の推定
トウモロコシ Zea mays の ZmGS（ PDBj, 2D3A ）を鋳型として、統合計算化学システムMOE（菱化
システム）を使い、立体構造を推定した。

結

果

チャの培養細胞における阻害剤の効果
チャの培養細胞にグルタミンシンターゼの特異的な阻害剤であるグルホシネートとMSX をそれぞれ
100μM 、50μMと100μM 、1mM の濃度で投与し、
［ U-14C ］グルタミン酸を与えてテアニンとグルタミ
ン合成能の変化を比較した（表 1 ）。阻害剤を与えない培養細胞で合成されたグルタミンに対し、各阻
害剤を与えた培養細胞のグルタミンは、100μM グルホシネートでは82.4％、500μMグルホシネートでは
72％、100μM MSX では74.8％に減少し、1mM MSX では118.8％に増加した。一方で、阻害剤を与
えない培養細胞で合成されたテアニンは、500μM グルホシネートでは36.4％に減少し、100μM グルホ
シネートでは 201％、100μM MSX では 185.2％、1mM MSX では 205.5％に増加した。グルタミンシン
ターゼの阻害剤に対し、テアニンとグルタミンの合成は異なる応答を示すことがわかった。
表1 チャの培養細胞における［ U-14C ］グルタミン酸からのグルタミンおよびテアニンの合成に対する阻害剤の影響

CcTSとCcGS の相同性
CsTS1, CsTS2 のアミノ酸配列とGenBank（ NCBI ）で公開されている CsGS のアミノ酸配列につ
いて、アライメントを行った。CsTS, CsGSはどの組み合わせも90％以上の高い相同性を示した（図 2）。
CcTSとCcGS の組換え型酵素の活性測定
大腸菌で作製した組換え型酵素 CcGS1；1 、CcTS1 、CcTS2を用いて、in vitro でテアニン合成活
性を調べた。その結果、全ての組換え型酵素で、テアニン合成活性を検出した。投与した［ 14C（ U ）］
グルタミン酸のおよそ 7 ％がテアニンに変換された。CcGS1 のグルタミンシンテターゼもテアニン合成能を
有していた（図 3 ）。
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図2 CsTSとCsGS のアミノ酸配列のアライメント.
CsTS1（DD410896 ）, CcTS2（ DD410895 ）, CsGS1；1（ AB115183 ）, CsGS1；2（ AB115184 ）,
CsGS1；3（AB117934.

図 3 オートラジオグラムによるテアニン合成活性の検出
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統合計算化学システム MOE を用いたホモロジーモデリングによる CsTS, CsGS の立体構造の推定
これら 4 つの酵素の立体構造を図 4 に示した。これらのモデルを重ね合わせて検討したが、立体構
造に目立った差異は見られなかった。さらに詳しくαヘリックスとβストランドの数を調べると、βストランドの
数に差が見られたが、これが全体の構造に違いをもたらすことはなかった（表 2 ）。TSとGS は、二つの
βシート構造を持っていて、それぞれ約 5 本のβストランドで構成されているものが N 末端側に、約 7 本
のβストランドで構成されているものが C 末端側にあり、全てのβストランドがこの二つのどちらかのシート
の構成要素になっていた。

図 4 立体構造の推定
表 2 推定した立体構造のα-helixとβ-strand の数
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次に、リガンド結合部位の候補となるサイトの絞り込みを行うため、ホモロジーモデリングによって予測
した先程の立体構造それぞれを site finder にかけた。その結果、TS1 では 17 個、TS2 では 19 個、
GS1；1では16 個、GS1；3では25 個の部位が候補となった。テアニン合成反応の基質であるエチルア
ミン、グルタミン酸、ATP 、さらにグルタミン合成反応の基質であるアンモニアの 4 種類の物質をリガンド
として候補サイトにそれぞれ結合させ、その時のエネルギー値を調べた。エネルギー値が低いほど酵
素とリガンドが結合した時により安定な構造をとることができるので、エネルギー値が低いサイトをリガン
ド結合部位として予測した。TS は、どのサイトにおいてもアンモニアよりエチルアミンとの結合のエネル
ギー値が低かったことから、エチルアミンとのドッキングの方がアンモニアよりも安定な構造をよりとりやす
いということがわかった。一方、GS は TSよりもアンモニアとエチルアミンとのエネルギー値の差がなかっ
たことから、ドッキング時のエネルギーはアンモニア、エチルアミンに対してほぼ同じであることが示唆さ
れた。
テアニン合成能を人工的に強化する酵素を作出するために、エチルアミンとの親和性を高め、アンモ
ニアとの親和性が低い酵素を in silico で検討した。チャの GSとTS のアミノ酸配列のアライメントから、
保存性の低いアミノ酸残基を狙って変異体をつくり、エチルアミンとアンモニアをドッキングシミュレーショ
ンしてそのときのエネルギー値を測定した。CsTS1 の 10 番目のロイシンをメチオニンに、20 番目のイソロ
イシンをバリンにする変異を加えることによって、エチルアミンのドッキングエネルギーが 0.172 下がり、ア
ンモニアのドッキングエネルギーを 0.7454 上げることに成功した。エチルアミンのドッキングがこの変異に
よってより安定になった要因としては、ポケットサイズが 41 から 27と小さくなりエチルアミンとのドッキング
の際の安定性が高まったことと、ロイシンよりもメチオニンの方が鎖が長く、よりエチルアミンに近づくこと
ができるようになったためではないかと考えられる（図 5 ）。

図5 CsTS のエチルアミンとの結合の予測 .
（a）野生型の CsTS1
（b）エチルアミンとの結合能が高い変異体 . 白色になるにつれて親水性が高まり、黒色になるほど疎水性が高まる .
野生型と比較すると変異体はエチルアミンのアミノ基付近に親水性領域が位置し、炭素鎖の末端は強い疎水性を
もつ領域に面している. このことがエチルアミンと酵素の結合時の安定性を高めていることに関係しているのでは
ないかと推察される.

考

察

テアニンシンテターゼ TS はグルタミンシンテターゼ GSとアミノ酸配列の相同性も高く、学術的な報告
もなされていない。そのため、TS 活性とGS 活性は同一の酵素によって触媒されている可能性があっ
た。しかし、チャの培養細胞を用いた阻害剤投与の実験により、植物細胞内では、この 2 つの反応は
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別の酵素が触媒することが示唆された。テアニンの合成はグルタミン酸とエチルアミンの反応によるが、
エチルアミンはアラニンからアラニンデカルボキシラーゼによって合成されると考えられているが（ Takeo
1974, 1978 ）
、その遺伝子は現在までに同定されていない。そのため、アラニンがグルタミン酸と反応し
てテアニンを合成する経路も否定できないので、今後、この可能性についても調べる必要がある。
大腸菌で作製した組換え型酵素の TS は、活性を有していた。また、GSと報告されている遺伝子
の組換え型酵素も同じようにテアニン合成活性を有していた。TSとGS のアミノ酸配列のホモロジーは
90 ％以上であり、ホモロジーモデリングによる立体構造の類似性から、in vitro でテアニン合成活性を
示すことはありうると考えられる。
テアニン合成活性を強化することを目的に、アミノ酸に変異を入れた TSを in silico で作製することを
試みた。2 個のアミノ酸を変異させるだけで、エチルアミンへの親和性は高くなることが予想された。現
在、この変異体の組換え型酵素を作製している。in silico での予想を、実験によって検証する予定で
ある。
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