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“コロナウイルス禍に「研究者」として貢献できないか？”



食品成分がウイルス抑制？
• コロナウイルスにニンニクがきくとか言われている。
（本当か？） 

• マヌカ蜂蜜で抗ウイルス作用（相乗作用）がモデル実験
ながら示されている※。風邪に効くという人もいる。 

• 感染防御には、「免疫力」を高めると良いと言われる。
食生活・栄養との関連について言及されることが多い。

※　http://dx.doi.org/10.1016/j.arcmed.2014.05.006
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細胞への感染と阻害ポイント
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Main Protease (3CL Protease,  Mpro)

• ウイルスタンパク質を切断するウイルスのプロテアーゼ酵素 

• 変異が少ない・同じような切断特性を持つ酵素はヒトに存在しない 
→　安定した、良い予防・治療のターゲットとなりうる 

• SARS-CoV-2 Main Protease (3C-like protease)(Mpro) or 結晶構
造6LU7が公開（2020/1/26） 

• コンピューターでMpro阻害剤を探す計算化学研究が急増 
（理化学研究所も富岳（ふがく）を使って計算化学を実施） 
（https://www.r-ccs.riken.jp/wp-content/uploads/2020/08/20200703okuno.pdf）



Main Protease(Mpro)阻害の研究
• 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）では新規薬の開発の時間が無いため、既存の医薬品デー
タベースからシミュレーション研究で阻害活性を持つ化合物を探索する研究が先行して進む
（既存薬のRepurposing／Drug repositioning（転用）） 

• 食品成分関係では、MPro酵素阻害のシミュレーション研究が出始めている。いくつかのフラボ
ノイドやビタミンＫ、イソチオシアネートなどが酵素と結合しうるとの報告もあり（ただし、
実際の酵素実験や代謝との関連を考慮した研究は、ほとんど無い） 

• 2003年に中国で流行したSARSコロナウイルス（SARS-CoV-1）や2015年に韓国や中国で流
行したMERSコロナウイルス（MERS-CoV）について、シミュレーションに加えて、食品成分
による実際のMPro酵素阻害や細胞感染阻害実験などの報告あり（次のスライドで一例を紹介） 

• 類似したウイルス（猫に感染）に対してMpro酵素阻害剤の投与が効果を示した論文もあり



亜麻仁油の種子の皮に配糖体として存在
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Inhibition of SARS-CoV 3CL protease by flavonoids
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ABSTRACT
There were severe panics caused by Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Middle-East
Respiratory Syndrome-Coronavirus. Therefore, researches targeting these viruses have been required.
Coronaviruses (CoVs) have been rising targets of some flavonoids. The antiviral activity of some flavonoids
against CoVs is presumed directly caused by inhibiting 3C-like protease (3CLpro). Here, we applied a fla-
vonoid library to systematically probe inhibitory compounds against SARS-CoV 3CLpro. Herbacetin, rhoifo-
lin and pectolinarin were found to efficiently block the enzymatic activity of SARS-CoV 3CLpro. The
interaction of the three flavonoids was confirmed using a tryptophan-based fluorescence method, too. An
induced-fit docking analysis indicated that S1, S2 and S30 sites are involved in binding with flavonoids.
The comparison with previous studies showed that Triton X-100 played a critical role in objecting false
positive or overestimated inhibitory activity of flavonoids. With the systematic analysis, the three flavo-
noids are suggested to be templates to design functionally improved inhibitors.
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Introduction

Coronaviruses (CoVs) are single-stranded RNA viruses with large,
enveloped and positive senses that can infect both animals and
humans1. CoVs, along with Artierivirdae and Roniviridae, belong
to the Coronaviridae family in the order Nidovirales. These CoVs
can infect various hosts, including avian, swine and humans.
Human coronaviruses (HCoVs) represent a major group of CoVs
associated with various respiratory diseases from common cold to
serious pneumonia and bronchiolitis2. Today, HCoVs are recog-
nised as one of the fastest-evolving viruses derived from their
characteristic high genomic nucleotide replacement rates and
recombination3. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), the
first confirmed atypical pneumonia in China’s Guangdong prov-
ince, has spread to several countries. The most common symp-
toms of SARS include coughing, high fever (>38 !C), chills,
convulsions, headaches, dizziness and progressive radiographic
changes of the chest and lymphopenia4. The severity of the dis-
ease shows a death rate of about 3% to 6%, although this rate
could rise up to 43% to 55% for senior citizens older than 60
years5. The primary epidemic of SARS was eventually controlled,
but a SARS CoV-like virus was detected in Chinese bats6,7. Besides,
a recent pandemic of middle east respiratory syndrome (MERS)
caused by a novel coronavirus MERS-CoV raises fear of possible
recurrence of SARS or related dangerous diseases8,9. Since there is
no vaccine and effective therapy for these viral infections, devel-
oping anti-SARS drugs against future outbreaks remains a formid-
able challenge.

SARS- and MERS-CoVs genomes contain two open reading
frames ORF1a and ORF1b translated to two respective viral poly-
proteins pp1a and pp1ab by host ribosomes. ORF1a encodes two

cysteine proteases, a papain-like protease (PLpro) and a 3C-like
protease (3CLpro). While PLpro cuts the first three cleavage sites
of its polyprotein, 3CLpro is responsible for cleavage of the
remaining 11 locations resulting in release of a total of 16 non-
structural proteins (nsp) in both SARS- and MERS-CoVs. The homo-
dimeric form of 3CLpro is active in the presence of substrates. The
crystal structures of both 3CLpros showed that each monomer is
composed of three structural domains: domains I and II form a
chymotrypsin-like architecture with a catalytic cysteine and are
connected to a third C-terminal domain via a long loop10. In the
proteolytic site, all 3CLpros prefer glutamine at P1 position and
leucine, basic residues, small hydrophobic residues at P2, P3 and
P4 positions, respectively11. At P10 and P20 positions, small resi-
dues are required. However, P30 position shows no strong prefer-
ence. Since the autocleavage process is essential for viral
propagation, 3CLpro is a good drug target for anti-coronavi-
ral infection.

In this study, we employed a proteolytic method to probe
SARS-CoV 3CLpro inhibitory compounds. A synthetic peptide
labelled with an Edans-Dabcyl FRET (Fluorescence resonance
energy transfer) pair12 was used to search SARS-CoV 3CLpro
inhibitory compounds against a flavonoid library. Recent studies
showed that flavonoids have antiviral activity in some viruses
including SARS-CoV13–17. However, a molecular level study has not
been reported for SARS-CoV. Therefore, we performed the proteo-
lytic assay with flavonoids followed by an induced-fit docking
experiment with top hits. With the results, we tried to deduce a
structural and functional relationship of flavonoids crucial to bind-
ing with SARS-CoV 3CLpro. The information can be applied to
develop synthetic compounds with better affinities.
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論文紹介 
SARS-CoV-1 (SARS-Classic) Mproと食品成分

• SARS-Classicウイルス酵素Mproを使った研究 
• Herbacetin, Rhoifolin, Pectolinarinが効くのでは 
• in silicoとリアル酵素Mpro阻害実験

https://doi.org/10.1080/14756366.2019.1690480
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配糖体（二糖）も効くみたいだが、発表者らが発見したレプトスペリンも配糖体。もしかしたら・・・？
2019.10
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本取り組みの新規性と研究手法
• ウイルス酵素Mproと食品成分とのドッキング研究はあ
るが、（１）結合・阻害の実験証明がない、（２）そ
もそも食品成分が体内に入らないと意味が薄い（代謝
のことを考慮している論文が少ない）、などの問題あり 

• 発表者らは、配糖体（レプトスペリン）やその生体内代
謝（硫酸抱合、グルクロン酸抱合）について研究 

• レプトスペリンや代謝物を計算化学（ドッキング研究）
によりスクリーニング　→　強い結合を示す可能性があ
れば、実際の酵素Mproを使って阻害実験！ 
（ペプチド基質の分解活性を追跡） 

• シミュレーション研究は分子機能研究所（コラボ）、 
代謝物の供給は富山県立大学・生城教授（コラボ）

計算化学 
（分子機能研究所）

酵素阻害アッセイ
遺伝子組み換え酵母 
による代謝物の合成 
（富山県立大学）

食によるコロナ予防・制御へ

文献調査などによる 
食品素材・成分絞り込み

活性候補絞り込み

コロナウイルスに食から立ち向かう！
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代謝物を検討する理由 →　Mpro酵素も代謝物も細胞内に局在

炎症部位で脱抱合されて再取り込み 
↓ 

細胞内で機能性？

阻害

炎症部位で抱合体が脱抱合されて活性の
高いアグリコンとなり、近傍の細胞に再
び取り込まれることを示唆する論文
（Kato et al., JAFC, 67, 10853-

10862, 2019）
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研究室で検討中のマヌカ蜂蜜成分及びその代謝物
マヌカ蜂蜜 マヌカ蜂蜜代謝物

瓶 体内
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食品成分そのものが阻害しても嬉しいし、 
吸収後、細胞内で代謝されて代謝物になり

阻害しても嬉しい

体内



新型コロナウィルス・メインプロテアーゼ(Mpro) 
分子模型（市販品、3Dプリンター）

酵素Mproの分子模型

白いのは、論文
で報告された阻
害剤（N3）

実際の酵素は二量体

食品成分・代謝物も活性部位に 
はまり込むか？

1. 食べもの由来なら、長い間の「食経
験」があるため、副作用の心配がほ
とんどなく、安全である！ 

2. 共有結合性ではないと予想され、副
作用の心配も低い 

3. 体内に豊富に存在すると考えられる
食品の代謝物にも着目！（ウイルスは
体内に居る！）

本取り組みについてのお問い合わせ 
→兵庫県立大学環境人間学部（先端食科学研究センター）　

加藤陽二　まで

本取り組みのアピールポイント


