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CENTER FOR EMERGING VIRUS RESEARCH 
LABOLATORY OF VIRAL PATHOGENESIS 
 
1) Cell-binding properties of the envelope proteins of porcine endogenous retroviruses: R. 
WATANABE, T. MIYAZAWA and Y. MATSUURA 
 
    To examine the binding properties of the envelope glycoproteins of porcine endogenous 
retrovirus subgroups A and B (PERV-A and PERV-B), we produced two forms of soluble envelope 
proteins, termed Env-ST and Env-SU, using a baculovirus expression system. Env-ST and Env-SU 
encompass one-third of the N-terminal and the entire surface unit (SU) of the envelope protein, 
respectively. Using these proteins, binding assays were performed in various mammalian cell lines. 
The binding properties of the Env-STs that contain the putative receptor binding domain (RBD) did 
not correlate with the susceptibility to the pseudotype viruses having PERV envelopes, whereas 
those of the Env-SUs correlated fairly well. These results suggested that the Env-SUs but not 
Env-STs interacted with their receptors in various cell lines. Interestingly, PERV-A Env-SU did not 
bind to a mink cell line (Mv1-Lu cells) that is highly susceptible to the PERV-A pseudotype virus. 
In addition, PERV-B Env-SU did not interfere with the PERV-B pseudotype virus on Mv1-Lu cells. 
These results suggest the existence of a cognate receptor-independent entry pathway as 
demonstrated in an immunodeficiency-inducing variant of feline leukemia virus FeLV. 
 
2) Junctional adhesion molecule-1 is a functional receptor for feline calicivirus: A. MAKINO, 
M. SHIMOJIMA, T. MIYAZAWA, K. KATO, Y. TOHYA and H. AKASHI  
 

The life cycles of caliciviruses are not fully understood, because most of the viruses cannot 
propagate in tissue culture cells. We studied the mechanism of calicivirus entry into cells, 
employing feline calicivirus (FCV) that is one of the cultivable viruses. By retrovirus-mediated 
expression cloning method, feline junctional adhesion molecule-1 (JAM-1), an immunoglobulin 
(Ig)-like protein which composes tight junction, was identified as a cellular binding molecule of 
FCV F4 strain, a prototype strain in Japan. Feline JAM-1 expression in non-permissive cells led to 
bindings and infections by F4 and all other strains tested. Anti-feline JAM-1 antibody blocked the 
binding of FCV to permissive CRFK cells and strongly suppressed cytopathic effect (CPE) and 
progeny production by FCV infection in the cells. Some strains of FCV, such as F4 and F25 strains, 
have ability to replicate in Vero cells. We found that regardless of replication ability, FCV bound to 
Vero and 293T cells via simian and human JAM-1, respectively. Anti-human JAM-1 antibody 
inhibited bindings, CPE and progeny production by F4 and F25 in Vero cells. In addition, feline 
JAM-1 expression permitted FCV infection in 293T cells. Taken together our results demonstrate 
that feline JAM-1 is a functional receptor for FCV, simian JAM-1 also functions as a receptor for 
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some strains of FCV, and the strict interaction between FCV and JAM-1 molecules may be a 
determinant of the viral tropism. This is the first report concerning a functional receptor for the 
viruses in the family Caliciviridae. There are some viruses, as well as FCV, that use Ig-like proteins 
of tight junction for host cell entry, therefore targeting such proteins might be advantages for some 
viruses to invade mucosal membranes and replicate efficiently in vivo. 

 
3) Sequence variation of bovine prion protein gene in Japanese cattle (Holstein and Japanese 
Black). S. NAKAMITSU, T. MIYAZAWA, M. HORIUCHI, S. ONOE, Y. OHOBA, H. 
KITAGAWA and N. ISHIGURO
 
    To assess relationships between nucleotide polymorphisms of the prion protein (PRNP) gene 
and susceptibility to bovine spongiform encephalopathy (BSE), we investigated polymorphisms in 
the open reading frame (ORF) and 2 upper regions of the PRNP gene from 2 Japanese cattle breeds: 
863 healthy Holstein cattle, 6 BSE-affected Holstein cattle, and 186 healthy Japanese Black (JB) 
cattle. In the ORF, we found single-nucleotide polymorphisms (SNPs) at nucleotide positions 234 
and 576 and found 5 or 6 copies of the octapeptide repeat, but we did not find any amino acid 
substitutions. In the upper region, we examined 2 sites of insertion/deletion (indel) polymorphisms: 
a 23-bp indel in the upper region of exon 1, and a 12-bp indel in the putative promoter region of 
intron 1. A previous report suggests that the 23-bp indel polymorphism is associated with 
susceptibility to BSE, but we did not find a difference in allele frequency between healthy and 
BSE-affected Holstein cattle. There were differences in allele frequency between healthy Holstein 
and JB cattle at the 23- and 12-bp indels and at the SNPs at nucleotide positions 234 and 576, but 
there was no difference in allele frequency of the octapeptide repeat. We identified a unique PRNP 
gene lacking a 288-bp segment (96 amino acids) in DNA samples stocked in our laboratory, but this 
deletion was not found in any of the 1049 cattle examined in the present study. The present results 
provide data about variations and distribution of the bovine PRNP gene. 
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附属新興ウイルス感染症研究センター  CENTER FOR EMERGING VIRUS RESEARCH 
病態解明チーム               LABORATORY OF VIRAL PATHOGENESIS 
 
 附属新興ウイルス感染症研究センターは 2005年 4月に発足し、３つの研究チーム（複製
基盤解析、病態解明、宿主要因解析）からなっている。病態解明チームは、2005 年 12 月
に宮沢孝幸が帯広畜産大学畜産学部獣医学科応用獣医学講座より特別教育研究所教授とし

て着任し、スタートした。2006年 1月には研究補助員として田中理加子が加わった。研究
室の改装ならびに研究機材の移動・購入を行い、現在、4 月から研究を本格的に開始すべ
くセットアップを行っているところである。ウイルス研の諸先生の協力のもとで大学院生

を募集し、2006年 4月からは、帯広畜産大学畜産学部獣医学科から医学研究科大学院生（博
士課程）として庄嶋貴之が、佐賀大学農学部生物生産学科から人間・環境学研究科大学院

生（修士課程）として石川恵美子が、当研究チームに参加することになっている。また、

2006年度の早い時期にポスドクが 1名加わる予定である。 
 現在の研究テーマとしては以下の２つをメインにしている。１）異種移植、特に豚から

人への異種間細胞移植ならびに異種間臓器移植の実現を目指し、その際に問題になるウイ

ルス感染症（豚内在性レトロウイルス）のモニタリング系の確立と制御を行う。２）動物

由来レトロウイルスの感染増殖機構を解明する。 
１）豚内在性レトロウイルスのモニタリング系の確立と制御 
人および類人猿と旧世界ザルでは、進化の過程で約 3,000 万年前に糖鎖を合成する酵素

の一つである�-1,3ガラクトース転移酵素（�-1,3GT）の遺伝子が不活化された。そのため、
人は�-ガラクトース（�-Gal）抗原をもたず、外来抗原として認識し、自然界に存在する
�-Gal抗原の暴露により、抗�-Gal抗体が大量に誘導されている。この抗体は他の動物由来
のエンベロープウイルスの感染防御に役に立っている。他の動物の細胞で増殖したエンベ

ロープウイルスは、エンベロープに�-Gal 抗原をもち、人がこのウイルスに暴露されたと
しても、抗�-Gal 抗体と補体により速やかにウイルスが中和され、感染は成立しにくいの
である。 
 現在、臓器移植のための臓器不足の解消や、新しい細胞移植治療法の開発に向けて、豚

の臓器や細胞を異種間移植する方法が研究されている。豚の細胞は�-Gal 抗原を大量に発
現しているため、人の抗�-Gal 抗体と補体を介する超急性拒絶反応が起こるが、これを抑
えるために補体制御遺伝子や糖転移酵素遺伝子を導入したブタ、さらには�-1,3GT そのも
のをノックアウトしたブタなどが開発されている。しかしそのような手法は、抗�-Gal 抗
体を介したウイルスに対する自然抵抗性を減弱させてしまう。そのため、これらの遺伝子

改変ブタからのウイルスが患者に感染し、さらには人社会に広まる危険性がある。 
人に感染する可能性があるブタのウイルスのうち、最大の問題は豚内在性レトロウイル

ス（porcine endogenous retrovirus：PERV）である。内在性レトロウイルスは生まれつきすべ
ての体細胞のゲノムに存在するため、豚から取り除くことは現時点では不可能である。1996
年にヒトの細胞に感染するPERVが２種類（PERV-A、PERV-B）発見された（AとBはそれ



ぞれ異なる受容体を認識する）。PERVはヒトの細胞で増殖はするが、一般にその増殖力は
弱い。しかし、わずかな変異により人に馴化したウイルスが生じたり、人の内在性レトロ

ウイルスと組換わることで、より増殖性の高いウイルスが出現する可能性もある。豚を用

いた異種間臓器移植の実用化にはPERV制御と感染動物モデル作出が必要不可欠の課題と
なっている。 

PERVは豚では病原性をもたないが、突然変異や組換えにより、病原性を発現する可能性
がある。そして、その感染は移植患者だけではなく、社会全体にも広がることも危惧され

る。そこで、交配によりPERVが産生されないブタの系を確立したり、ノックアウト技術に
よりPERVゲノムを破壊したり、トランスジェニック技術によるPERV産生抑制法などの取
り組みが必要である。今後2年以内に異種間移植に関わる豚内在性レトロウイルス（PERV）
のモニタリングの系を確立するとともに、遺伝子改変豚からのPERVの産生を制御する方法
を確立したい。 

 
２）動物由来レトロウイルスの感染増殖機構の解明 
 非霊長類動物由来のレトロウイルス（レンチウイルス属、ガンマレトロウイルス属、ス

プーマウイルス属）のエントリーレセプターと細胞内宿主因子の解明を行っている。 
 レンチウイルス属に分類されるウイルスには、霊長類レンチウイルス、有蹄類レンチウ

イルスおよびネコ免疫不全ウイルス（FIV）がある。霊長類レンチウイルスは、CD4 分子
をプライマリーレセプターに、CXCR4などのケモカインレセプターをコレセプターに使用
している。近年、FIVのレセプター分子がクローニングされ、プライマリーレセプターに
CD134 分子を、コレセプターにCXCR4 分子を使用することがわかった。CD134 は、活性
化CD4陽性細胞に発現する副刺激分子であり、FIVはHIVの標的細胞とほぼ同様の細胞に感
染し、免疫不全を誘導することがわかった。またFIVの野外分離株は、ヒトCXCR4 を使用
できたが、ヒトCD134 は使用できず、FIVの宿主特異性をレセプターレベルで規定してい
るのは、プライマリーレセプターであることがわかった。さらに、FIVの一部の実験室株は、
CXCR4のみを介してCD134非依存的にヒト細胞に感染することが可能であった。霊長類レ
ンチウイルスも一部の株はCD4非依存的にケモカインレセプターのみを介して感染するこ
とから、自然界では宿主の壁を飛び越えて感染する場合、プライマリーレセプター非依存

の変異株が主役である可能性が考えられる。FIVに遺伝的に近縁なウイルスは、ライオンや
ピューマにも存在しており、それぞれFIVPle、FIVPcoと命名されている（家ネコのFIVはこ
れと区別するためにFIVFcaとも呼ばれる。）。FIVFcaのメインレセプターとしてCD134がクロ
ーニングされた当初、FIVPleやFIVPcoのプライマリーレセプターもCD134であると予想され
たが、その後の研究によりこれらのメインレセプターは、CD134でない可能性が高いこと
がわかった。FIVPleやFIVPcoのレセプターや宿主抵抗性因子を解析することにより、霊長類

由来レンチウイルスの研究だけではみえてこなかった宿主特異性決定機構やAIDSの病原
性発現機構の解明につながると我々は考えている。また、これら宿主特異性決定機構を解

析する過程で、様々な特徴をもった新規レトロウイルスベクターが開発できると考えられ



る。 
 現在、人に感染しているガンマレトロウイルスは知られていないが、異種間臓器移植で

問題になっている PERV は、ガンマレトロウイルス属に分類される。近年、マウス白血病
ウイルスの感染メカニズムに関して、cognateレセプター非依存性の感染経路があることが
報告された。さらに、感染後速やかに（数ヶ月以内）、ネコに AIDSを誘導するネコ白血病
ウイルスの変異体が存在する。この変異体（FeLV-Tと命名されている）の感染には、内在
性レトロウイルスの truncateした形のエンベロープ蛋白（FeLIX蛋白と呼ばれている）が必
要であり、cognateレセプター非依存性であることがわかった。PERVの感染においても、
ギボンザル白血病ウイルスのエンベロープ蛋白により、cognateレセプター非依存的に感染
することが報告されている。今後は、この congnateレセプター非依存的な感染メカニズム
を解明するとともに、体内で発現している内在性レトロウイルスの蛋白が外来性レトロウ

イルスの感染・増殖に及ぼす影響を調べていきたいと思っている。 
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