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10:40

〜  
11:40

Ribosomes are the universal cellular machines that 

translate the genetic code into proteins in all organ-

isms with high efficiency. Because of the fundamental 

tasks of the ribosomes in life cycle, many antibiotics 

hamper specific ribosomal functions. Based on the 

crystal structures of complexes of ribosomal antibiot-

ics with ribosomal particles from a pathogen model 

(the eubacterium Deinococcus radiodurans), obtained 

by synchrotron radiation, we found that the distinction 

Weizmann Institute, Rehovot, Israel

Ada E. Yonath

招待講演

RESISTANCE TO RIBOSOMAL 
ANTIBIOTICS REVEALED 
BY HIGH BRILLIANCE 
SYNCHROTRON RADIATION

between the eubacterial and eukaryotic ribosomes is 

hinged on subtle differences between them. We also 

identified parameters that can lead to resistance to 

antibiotics, a major problem in modern medicine. Fu-

ture promising candidates are two-components anti-

biotics, each of which can be rather weak, but acting 

synergistically they become powerful drugs. Recent 

findings in this frontier will be shown.

【解説】横山 茂之（よこやま しげゆき）

理化学研究所生命分子システム基盤研究領域領域長
1975年東京大学理学部生物化学科卒業、1981年同大学大学院理学系研究科で博士号取得。5年間のポスドク
研究を経て、1986年に東京大学理学部生物化学科の助教授となり、1991年に教授となる。1993年に、理研・
細胞情報伝達研究室の主任研究員となり、後にゲノム科学総合研究センターのタンパク質構造・機能研究グ
ループのプロジェクトディレクターに任命される。理化学研究所構造プロテオミクス研究推進本部（RSGI）
のディレクターとして、タンパク 3000プロジェクトの網羅的解析プログラムを推進し、2008年からは、理研・
生命分子システム基盤研究領域（SSBC）の領域長を務めている。

Ada E. Yonath
ワイツマン科学研究所教授
1962年 Hebrew大学卒。68年ワイツマン科学研究所博士号取得。69年カーネギーメロン大学博士研究員。70
年マサチューセッツ工科大学博士研究員。70年イスラエル結晶学研究所、79～ 2004年マックス・プランク
研究所勤務。
2000年ヨーロッパ結晶学賞、02年イスラエル賞化学部門、05年ルイザ・グロス・ホロヴィッツ賞、07年ウルフ賞、
07年ポール・エーリッヒ－ルードヴィヒ・ダルムシュタッダー賞、08年ロレアル・ユネスコ女性化学者賞な
ど多数受賞。
「リボソームの構造と機能解析」に関する業績で 2009年ノーベル化学賞を受賞。

13:00

〜  
13:30

温暖化など近年の急激な地球環境の変化に伴
い、植物が生育できない乾燥地帯が世界的に広
まってきています。温暖化に象徴される環境問
題、増え続ける人口の食糧問題など危機的状況を
克服するため、二酸化炭素吸収や汚染物質吸収な
ど多面的な機能を持つ植物の機能強化や増産を促
す技術開発が強く望まれています。植物は動物の
ように環境に応じて移動することができないた
め、乾燥などにより生育環境が悪化してもそれ
に適応し、耐える能力を備えています。そのた
め、その能力を強化させた作物を開発することが
できれば、干ばつや塩害など劣悪環境下でも栽培
することが可能となり、作物収量の増大が見込め
ます。最近、植物の環境ストレス耐性能は主に植
物ホルモンであるアブシジン酸（ABA）が関与す
るシグナル伝達系によって制御されていることが
明らかにされつつあります。すなわち、植物に乾
燥などのストレスが加わるとABAが細胞内に蓄
積され、ABA受容体タンパク質「PYR/PYL/RCAR」
に結合します。ABAと結合した受容体は、タン
パク質脱リン酸化酵素（Protein phosphatase 2C、
PP2C）と結合し、その活性を阻害することで、タ
ンパク質リン酸化酵素（SnRK2）から下流の信号
伝達因子が活性化され、最終的に、植物に乾燥ス
トレス耐性を与える遺伝子群のスイッチが入り乾
燥耐性付与タンパク質群の合成を引き起こすと考
えられています（図1）。しかし、その詳細な仕組
みはまだ明らかになっていませんでした。
ターゲットタンパク研究プログラムでは、この

仕組みの解明に取り組んでいます。その中で、私

東京大学

田之倉 優

植物はいかにして 
ストレス環境に適応するか　
～アブシジン酸シグナリングの構造基盤～

たちはABA受容体タンパク質PYL1とABAとの複
合体、さらにこれにPP2Cタンパク質ABI1が結合
した三者複合体の立体構造決定に成功し（図2）、
変異体の相互作用解析の結果と合わせて、ABAシ
グナル伝達系においてABAがどのように受容さ
れ、シグナルを伝達していくかの仕組みを詳細に
明らかにしました。まず、PYL1とABAの複合体
構造から、植物がABAを特異的に認識する機構
が明らかになりました。PYL1は、そのタンパク
質内部にABA結合ポケットを有しており、ABA

を結合すると、ポケットを覆う「蓋」のような構
造が形成され、ABAを包み込むようにして認識し
ていました。このような構造的特徴がABAに対
するPYL1の高い立体選択性を決定していました。
一方、ABAを結合したPYL1とABI1の複合体の構
造から、ABI1の活性がABA依存的にPYL1によっ
て阻害される機構が明らかになりました。PYL1

のABA結合ポケットを覆う「蓋」の表面に形成さ
れる疎水性ポケットとABI1分子表面のTrp残基
が強く相互作用し、これにより、PYL1の「蓋」に
存在するループがABI1の活性部位に栓をするか
がごとく入り込み、基質となる下流のシグナル伝
達因子がPP2Cの活性部位に接近することを阻害
するというモデルを提唱することができました
（図3）。

ABA受容体とそれが関与する制御メカニズムは
植物生理学の長年の謎であり、その解明が待たれ
ていました。本研究では世界に先駆けてその詳細
なメカニズムに迫ることができました。また、本
研究成果により、ABAシグナル伝達系を適切に制
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御し、ストレス高耐性作物の開発に一歩近づける
ことが可能になったと言えます。例えば、目的に
応じて適切に働くような受容体タンパク質を設計
し、これを遺伝子組換えにより植物に導入して、
乾燥耐性機構を適切に発動する品種を育成する、
あるいは、ABAシグナル伝達タンパク質の機能
を適切に調節する薬剤をデザインし、必要に応じ

て植物に与えるなど、利用価値の高いストレス耐
性付与技術創生への道が開けることが期待されま
す。今後、さらに植物のストレス耐性機構に関わ
るタンパク質の構造・機能解析を進めることで、
ストレス耐性機構の全容が明らかになるものと期
待しています。

図 2　PYL1と ABAの複合体および PYL1と ABAと ABI1の複合体の立体構造
PYL1は ABAを「蓋」のような構造を形成して包み込むようにして認識します。PYL1の ｢蓋｣ 構造の疎水性ポケットに
ABI1の突出した Trp300が強く結合するとともに、阻害プラグが ABI1の活性部位に入り込んでいます。

図 3　PYL1を介した ABAによる ABI1 の制御機構モデル 
PYL1に ABAが結合すると、ABA結合部位の蓋となる 2 つのループにおいて、ABI1の PP2Cドメインとの結合に重要な
構造が形成されます。1つのループ（緑）は ABI1の Trp300を捕捉する疎水性ポケットをつくり、ABI1を強く結合して
複合体を安定化します。もう一方のループ（赤）は、ABI1の活性部位にはまり込めるようなプラグ構造（阻害プラグ）を
形成し、ABI1の基質となる下流の SnRK2が活性部位に接触することを妨げるというモデルを提唱しました。

田之倉 優（たのくら まさる）

東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻教授。
1974年   3月 東京大学理学部生物化学科卒業
1979年   3月 東京大学大学院博士課程修了（理学博士）
1988年   4月 順天堂大学医学部講師
1989年 10月 東京大学理学部講師　
1993年 12月 東京大学大学院理学系研究科助教授
1994年   3月 東京大学生物生産工学研究センター教授
1998年 8月より現職
専門は構造生物学、蛋白質工学、食品科学。
2008年日本農芸化学会賞
編著書として『基礎から学ぶ構造生物学』（河野敬一、田之倉優 編、共立出版、2008）、『食品の科学』（上野川修一、
田之倉優 編、東京化学同人、2005）などがある。

図 1　アブシジン酸のシグナル伝達機構
アブシジン酸（ABA）受容体 PYR/PYL/RCARに ABAが結合すると脱リン酸化酵素 PP2Cの活性を阻害します。これに
より活性化したリン酸化酵素 SnRK2は転写因子 AREB/ABFを活性化し、乾燥耐性付与タンパク質群の合成スイッチをオ
ンにします。
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13:30

〜  
14:00

植物ホルモンのひとつであるジベレリン
（Gibberellin；GA）は、高等植物に対し様々な生
理作用を持つジテルペン化合物である。GAは、
イネの異常成長を起こすイネ馬鹿苗病の原因因子
として単離され、その後、多くの高等植物が内生
的に合成する生長調節物質であることが明らかに
なり、植物ホルモンのひとつとして認知されるよ
うになった。現在、130種以上の同族体が多くの

名古屋大学

松岡 信

植物の生長に関わる 
シグナル受容因子の構造と機能

生物種から単離、登録されているが、GA1、GA3、
GA4等の限られたGAだけが生理活性持つだけで、
残りのGA化合物は生長促進効果を示さない。GA

は ent-gibberellane骨格を基本骨格とするが、活性
型GAは、C3位β面に水酸基、C6位にカルボキシ
ル基、加えてC4位とC10位を結ぶγ-ラクトン構
造を共通構造として持っており（図1）、これらの
構造が活性発現に重要だと考えられている。

図 1　GA信号受容の機構
GAが存在しないとき、SLR1は核内で抑制因子として働き、ジベレリン応答は停止状態になる（草丈は伸びない）。GA
添加により、GA受容体である GID1が GAを受け取り、SLR1と複合体を形成する。複合体を形成した SLR1は F-box
タンパク質 GID2を含む SCFGID2によりユビキチン化され、26Sプロテアソームにより分解される。SLR1の分解により、
ジベレリン応答の抑制状態が解除されジベレリン応答が起きる（草丈が伸長）。

近年、GAが植物によりどのように受容される
かについて明らかにされつつあり、以下のような
GA受容の機構が想定されている（図1）。すなわ
ち、GA応答はDELLAタンパク質（イネではSLR1

と呼ばれる）により抑制されており、GAによる
植物の生長は、GAによりDELLAタンパク質が分
解されることに依存している。このGA依存的な
DELLAタンパク質の分解に係わるのが、イネの
GID2やアラビドプシスのSLEEPYである。これ
らは、26Sプロテアソーム系のタンパク分解装置
SCF複合体のサブユニットの1つであるF-boxタ
ンパク質であり、この機能が失われるとDELLA

タンパク質のGA依存的な分解ができなくなり、
植物の生長が止まる。

GA受容体GID1は、イネGA非感受性の極矮性
変異体gid1の原因因子として単離された。この
GA受容体変異体gid1とイネのDELLAタンパク質
の機能欠失型変異体 slr1との二重劣勢変異体は、
slr1変異体と同様の徒長型であった。GID1は動物、
植物、微生物に広く存在するリパーゼの一種であ
るホルモン感受性リパーゼと相同性の高いタンパ
ク質をコードするが、リパーゼ活性や修飾酵素と
しての活性はもたなかった。一方、GID1は活性
型GAと結合し、GA依存的にSLR1と相互作用す
ることが見つかり、GID1はGA受容体としてGA分
子と結合し、GA-GID1複合体がDELLAタンパク
質と相互作用可能となることこそが、GA受容のメ
カニズムであることが明らかにされた（図1）。

GID1タンパク質の結晶構造解析の結果、GID1

の全体構造は1次構造から予想されたホルモン感
受性リパーゼ（HSL）ファミリーで共通に見られ
るα /β-hydrolase構造からなり、さらに、HSL

のcatalytic triadやoxyanion holeに対応する構造は
GID1にも存在することが明らかになった。活性
型GAは先に述べたように3つの構造的な特徴を
持つが（図1）、GID1のGA結合サイト構造から、
GID1が活性型GAのみを認識する機構が理解でき
た。すなわち、1）C6位カルボキシル基との相互
作用には、HSLにも保存されているcatalytic triad

の作用以外に、複数の親水性アミノ酸の水分子を
介した複合的な水素結合ネットワークが重要（図
2a）。2）C3位水酸基はα1へリックスのTyr134や
HGGSモチーフのSer127と直接または間接的な親
水性相互作用を形成（図2a）。3）γ-ラクトン構
造の認識には、catalytic triadを構成するVal326と
の疎水性相互作用が重要（図2b）。さらにGAの
基本骨格であるent-gibberellane骨格は、GID1の
N末 lid内側のアミノ酸残基やα /β-hydrolase構
造中のα1とα5へリックスのアミノ酸との疎水的
な相互作用する10）（図2b）。その結果、リガンド結
合部位にGAが結合すると、N末 lid部位はこの相
互作用に依り、まるで「ふたを閉じるように」結
合部位を覆うと考えられる。
それでは、本来酵素であったHSLからどのよう
にしてGA受容体GID1が誕生したのであろうか。
GA受容体GID1はコケには存在しないが、シダ植

図 2　GAの結合様式
（a） 結合サイトを構成するアミノ酸との相互作用のほかに、活性型 GAの特徴である C3位水酸基や C6位カルボキシル基

と直接、ないしは水分子（赤色の球体）を介した間接的な水素結合ネットワーク（点線）が見られ、これらの複合的なネッ
トワーク形成が、GID1による活性型 GA分子の構造的特徴の認識を可能にしている。各アミノ酸の括弧内の文字は、
GID1の高次構造上の位置を示す。

（b） GAと疎水的相互作用しているアミノ酸残基を示す。GAの基本骨格である ent-gibberellane骨格は、GID1の N末
lid内側（αb）のアミノ酸残基やα/β-hydrolase構造中のαへリックス（α1、α4、α5）のアミノ酸との疎水的相
互作用により、N末 lid部位はまるで「ふたを閉じるように」GAを含んだ結合部位を覆っている。）。
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物（維管束植物）には存在する。しかし、シダ植
物のGID1はGAの受容能や選択性の点で、種子植
物（イネやシロイヌナズナ等）のGID1よりもかな
り劣る。両者を比較すると、GA結合に関与し種
子植物のGID1間で保存されているアミノ酸の一
部がシダ植物のGID1では保存されていない。種
子植物とシダGID1との間で相違が見られる数ア
ミノ酸をシダ型に置換し、各種GAとの結合活性

図 3　イネとシダの比較による GID1進化の考察
種子植物の GID1は、GA分子の C2や C3部位の OH基の有無を C2や C3位に向き合う Ileや Ser残基が認識し、活性型
か不活性型を区別する。これに関連して、種子植物では C2水酸化酵素（GA不活性化酵素）や C3水酸化酵素（GA合成
経路最後の酵素）が複数存在する。一方、シダ植物には GA分子（及び GAを合成する C3水酸化酵素遺伝子）や GID1
は存在するが、シダ GID1は C2や C3位に向き合う残基が種子植物と異なるため、これらの部位の OH基の有無につい
て厳密に区別できない。また、種子植物に広く存在する C2水酸化酵素（GA不活性化酵素）を持たない。コケ植物には、
GA分子や受容体 GID1は存在しないが、GID1と類似の Ser、Asp、Hisからなる活性中心と骨格を持つ HSLは存在する。

を比較した結果、これらのアミノ酸置換は活性型
GAに対する結合を減少させる一方、不活性型GA

に対する結合能は上昇することが分かった。これ
らの結果は、維管束植物発生以降に誕生したGA

受容体が、GA分子と協調的に特異性と結合能を
上昇させる方向で進化を果たしたことを示唆して
いる（図3）。

松岡 信（まつおか まこと）

名古屋大学生物機能開発利用研究センター植物分子育種研究分野教授。農学博士。
1978年   3月 名古屋大学農学部食品工業化学学科卒業。
1983年   3月 名古屋大学大学院農学研究科博士課程修了。
1983年   4月 農林水産省、植物ウィルス研究所研究員。
1988年   4月 農業生物資源研究所主任研究員
1991年 11月 オーストラリア CSIRO客員研究員
1993年   3月 筑波大学生物科学研究科助教授（併任）
1994年 10月 名古屋大学生物分子応答研究センター教授
2003年 4月より現職。
専門は植物遺伝学。特に分子遺伝学。現在は分子育種に関心をもつ。
1985年植物生理学会奨励賞受賞、1998年東京テクノ・フォーラム 21ゴールドメダル賞受賞、2005年木原記
念財団学術賞受賞、2008年日本育種学会論文賞受賞、2009年日本育種学会賞受賞、2010年 AAAS Fellow。
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目　的
WHOは制圧すべき感染症の一つにトリパノ
ソーマ症を掲げており、その化学療法剤の開発が
待望されている。このようなグローバルな視点と
要請に基づいて、基礎研究の成果を実際に結実さ
せ、科学先進国としてわが国から発信したいと考
えている。そこで本研究では我々がすでに化学療
法剤の標的としての有効性を明確にしているトリ
パノソーマ原虫の核酸および細胞内レドックス調
節パスウェイに関与する酵素群をターゲットとし
て立体構造を明らかにし、その情報に基づいて特
異的な阻害剤の分子設計を行い、さらに候補化合
物の合成と構造活性相関を通して、実用化に向け

東京大学

北　 潔

核酸および
レドックス調節パスウェイを標的とする
抗トリパノソーマ薬の開発

てのリード化合物を見出す事を目的としている。

研究成果
本研究では9種のタンパク質を標的として抗ト

リパノソーマ薬の開発を進めているが、今回は5

つの酵素について研究の現状を報告する。
（1） T. cruziジ ヒ ド ロ オ ロ ト 酸 脱 水 素 酵 素
（DHOD）及び回虫キノール-フマル酸還元酵
素（QFR）の精製と結晶化
ピリミジン合成系の第4酵素であるDHODは

核酸合成と細胞のレドックス調節の両者に関与
する鍵酵素であることが判っている重要な分子
であり、すでにこれまでに1.2 Åの解像度の結晶
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を用いて進めて来た研究から、DHODの立体構
造、DHODに第一、第二反応の基質や生成物が結
合した構造を決定し、酵素反応機構について充分
な情報を得ている（Biochemistry, 2008, 47, 10881-

10891）。そこで立体構造の情報に基づき薬剤の分
子設計を試み、構造活性相関を調べた。そこで得
られた興味深い結果は、反応生成物であるオロ
ト酸の5位に置換基を持った化合物による共結晶
から得られた「open form」の情報である。この情
報に基づき、東京大学生物機能制御化合物ライブ
ラリー機構からの化合物に加え、インシリコ設計
をもとに我々が合成した化合物について阻害活性
の測定、複合体結晶の調製、回折強度データの測
定、構造解析を順次行い、その情報をフィード
バックした。その結果、closed formおよびopen 

formに基づいた情報から、それぞれ酵素活性を
阻害する化合物群を見出し、実際に培養系のT. 

cruziの増殖を阻害する化合物も得られた。
回虫QFRはこの寄生性線虫の嫌気的エネル
ギー代謝に中心的役割を果たしているが、特異的
にナノモルオーダーで阻害するフルトラニルとそ
の誘導体との複合体構造から得られた知見とイン
シリコ設計による情報をもとに、逆反応を触媒す
る哺乳類（ブタ）酵素（コハク酸-ユビキノン還元
酵素複合体：SQR）との複合体構造を解析した。
その結果、阻害剤の化学構造とQFRおよびSQR

に対する阻害活性とその特異性に関して、アミノ
酸レベルの詳細で明確な知見を得る事ができた。

（2） T. cruziアスパルテート-カルバモイルトラン
スフェラーゼ（ATC）およびコハク酸-ユビキ
ノン還元酵素（SQR）の精製と結晶化
ピリミジン合成系の4酵素の中でATCに関して
は良質な結晶が得られ、2.8 Å分解能で回折強度

データの測定と構造解析を行った（Acta Crystall., 

2009, F65, 933-936）。この情報に基づきインシリ
コでスクリーニングを試み、東京大学生物機能制
御化合物ライブラリー機構の中から、36化合物を
抽出する事ができた。またT. cruziミトコンドリ
ア呼吸鎖のSQRについては12サブユニットと哺
乳類や細菌SQRの4サブユニットと大きく構造の
異なるT. cruzi酵素の生化学的解析が完了し、そ
の新奇な特徴を報告した（J. Biol. Chem. 2009, 284, 

7255-7263）。次に本酵素の立体構造を解析する
ために、分類学上近縁で、大量培養が可能なリー
シュマニアの酵素の精製を試みている。

（3） T. brucei シアン耐性酸化酵素およびグリセ
ロールキナーゼの精製と結晶化

T. bruceiミトコンドリアのシアン耐性酸化酵
素（TAO）はアフリカ睡眠病の特効薬と期待され
るアスコフラノンの標的であり（Biochim Biophys. 

Acta（Bioenergetics）, 2010, 1797, 443-450）、2.9 Å

分解能でデータが測定できるようになった。シア
ン耐性酸化酵素はどの生物種に関しても、これま
で結晶化および構造解析の報告はなく、立体構造
解析の第一例である（Acta Cryrtall. in press）。ま
た、T. brucei GKに関しては、組換え酵素を用い
て2.75 Å分解能でデータが測定できるようにな
り、2量体構造の詳細が明らかになった。

（4）今後の展望
今後はさらに結晶解析とその情報に基づいた阻
害剤のインシリコスクリーニングと分子設計、さ
らに候補化合物の合成と緊密な連携をとった共同
研究を総合的に進め、リード化合物を決定した
い。

北　 潔（きた きよし）

東京大学大学院医学系研究科（生物医化学教室）教授。薬学博士。
1974年 3月　東京大学薬学部製薬化学科卒業。
1980年 3月　東京大学大学院博士課程修了。
1991年 1月　東京大学医科学研究所助教授。
1998年 3月より現職。
専門は生化学、分子寄生虫学。特にミトコンドリアを中心としたエネルギー代謝と環境適応機構。現在は抗
寄生虫薬の開発に関心をもつ。
2002年第 49回小泉賞（日本寄生虫学会）受賞。
共著に『眠り病は眠らない』（岩波出版、2008年）などがある。
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国立遺伝学研究所

菅原 秀明

大規模なナショナルプロジェクトの要件とし
て、参画する多数の研究グループが互いに情報
を共有できること、ならびに、プロジェクトの進
捗や成果を公開すること、が重要であるという認
識が我が国でも広がってきています。この認識に
応えるのは容易ではありません。情報の共有や

情報プラットフォーム： 
プログラムにおける情報共有と情報発信
～ターゲットタンパク研究の最新動向を 
知るには～

図 1　ターゲットタンパク研究プログラムの
ホームページ（2010年 2月時点）
ホームページは、プログラムの動向や成果を掲載す
る「お知らせ・トピックス」、「TP構造ギャラリー」、
「TPプレスリリース」ならびに「TP論文オンライン」
と、タンパク研究に関連するニュースを掲載する「タ
ンパクニュースウオッチ」の欄を中央に、プログラ
ムの概要や各分野の構想を紹介するメニューを右カ
ラムに用意してあります。また、更新情報を自動的
に入手していただけるように欄によっては、新しい
情報のフィード機能（RSS）も用意しました。

公開の意識が進んでいると思われている米国に
おいてさえ、かって、Protein Structure Initiative

（PSI）に対して研究成果の普及が不十分であると
いう指摘がありました（http://www.nigms.nih.gov/

News/Reports/PSIAssessmentPanel2007.htm）。こ
のためPSIはその課題の一つとしてKnowledge 
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図 2　ターゲットタンパク研究成果の見え方（2010年度公開予定）
プログラムでは、生命現象の多様なネットワークにおける重要なタンパクをターゲットとして研究が進められています。
そこで、各研究課題が取り組んでいるネットワーク（図の中央）、そこに登場するタンパク（図の右カラム）およびタンパ
クに関する種々の情報を集約したテーブル（図の下）をいわば表紙として、そこから関連情報へ深く入っていける利用者
インターフェースを構想しています。

Baseの 柱 を 立 て て、 現 在 はNaturePSI|nature 

Structural Genomics Knowledgebase（http://kb.psi-

structuralgenomics.org/）からPSIの最新の研究成
果を提供しています。ターゲットタンパク研究
プログラム（以下、プログラム）においては、情
報プラットフォームの課題において、2007年7月
のプログラム開始時から情報の共有と公開の仕
組みを用意し運用してきました。2010年2月の

時点で情報PFが把握しているプログラムの成果
は、PDB登録177件、発表論文723編、特許申請
35件、実験プロトコール登録件数146件、に達し
ています。シンポジウムにおいては研究成果の
公開の観点から、プログラムのポータルサイト
（http://www.tanpaku.org）の歩き方と、2010年中に
公開予定のターゲットタンパク研究の各課題の見
え方をご紹介します。

菅原 秀明（すがわら ひであき）

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所特任教授。工学博士。
1968年   3月　東京大学工学部物理工学科卒業。
1973年   3月　東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。
1977年 10月　理化学研究所ライフサイエンス研究情報室員
1996年   2月　国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ研究センター教授
専門はバイオインフォマティクス。特にバイオデータベース（http://www.biobase.nig.ac.jp/）、Web API for Biology
（WABI, http://wabi.ddbj.nig.ac.jp/）
2007年World Federation for Culture Collection功労賞受賞、1984年丹羽学術賞（日本科学技術情報センター）
受賞。
共著に「蛋白質核酸酵素増刊号　融合発展する構造生物学とケミカルバイオロジーの最前線」（共立出版 , 
2009年 9月）、「DDBJの利用法―配列データの登録・検索・解析」（共立出版、2005年）などがある。
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17:00

動物などの高等な生物の器官は複数の細胞から
できている。その隣り合う細胞の間にはギャップ
結合チャネルがあって、細胞を連結し且つ2つの
膜を貫通している。この細胞間チャネルは広く分
布しており、器官をひとつながりにしている。こ
のチャネルを通って分子量が1000以下のイオン
や糖、アミノ酸、核酸等の分子を隣の細胞に移動
する。そのことによって細胞間の情報伝達や、活
動の同期を取っている。これまでの電子顕微鏡
による観察から、ギャップ結合チャネルはコネキ
シン6量体が2回対称軸でつき合わさって12量体
を形成したものであることが分かっていた。しか
し、原子レベルの構造は未知でその働きの仕組み
を理解することは大きく制約されていた。ヒトで
は21種のコネキシンが同定されている。それぞ
れ臓器に特異的に発現しており、その器官にとっ
て必要な化合物を輸送している。コネキシンの1

アミノ酸置換遺伝子の中には種々の病気を起こす
ものが多くある。本研究はコネクソンの構造をX

線結晶構造解析によって決定して、細胞間の小分
子輸送の仕組みを明らかにして、細胞間情報伝達
の理解を深めることを目的にして実施した。
コネキシン26ギャップ結合チャネルは昆虫

細胞を用いて大量発現し、アルカリ処理によっ
てギャップ結合を集めた。その後界面活性剤で
ギャップ結合チャネルを可溶化した。精製標品の
評価は動的光散乱と電子顕微鏡観察で行った。コ
ネキシンに関しては動的光散乱による分散の単一
性と電子顕微鏡による粒形の均一性は結晶化用標
品としての適正の判断に有効であった。精製標品

兵庫県立大学

月原 冨武

ギャップ結合チャネルの構造と 
チャネル作動機構

の品質を動的光散乱と電子顕微鏡観察で確認した
上、界面活性剤、結晶化剤、微量添加物、緩衝
液、凍結条件等を選んで3.5 Å分解能を越える回
折像を示す結晶を作成した。結晶は脆弱で、セッ
トの回折データを収集するために多数の結晶を用
いなければならなかった。そのために再現性良く
同型な結晶を得ることの出来る凍結法を確立し
た。
結晶の散乱能は弱かったので、SPring-8の強い

生体超分子構造解析ビームラインで30秒以上の
長時間露光によって回折強度データ収集を行っ
た。Native結晶の3.5 Å分解能データセット収集
に少なくとも10個の結晶を使った。異常散乱効
果を加味した重原子同型置換法によって初期位相
を決定し、位相の精密化は非結晶学的対称で関係
づけられる分子間及び結晶間での平均操作によっ
て行った。3.5 Å分解能の電子密度を得てモデル
構築を行うと共に、SeMet誘導体及びネイティブ
結晶の硫黄原子の異常散乱効果を利用してアミノ
酸配列の同定を行った。構造の精密化にはプログ
ラムCNS及びREFMACを使った 1）。
ヒトコネキシン－26ギャップ結合チャネルの
構造を3.5 Å分解能で決定することができた 2）。ア
ミノ酸配列の同定はSeMet誘導体のSeの異常散
乱ピーク位置とネイティブ結晶のS原子の異常散
乱ピークによって確定した。その結果、隣接する
細胞を直結する構造が明らかになった（図1）。細
胞内にあるループ領域とカルボキシ末端ループを
除いて、各アミノ酸側鎖の配置も含めて決定する
ことができた。モノマーの構造をリボンモデルで
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弁の開閉機構も提案した．細胞外ループ領域がコ
ネクソン間結合に係っていることを明らかにし
た。
ギャップ結合チャネルとして最初の構造決定で
あり、今後の研究の要石となる構造である。

文　献
1） A description of the structural determination procedures of 

a gap junction channel at 3.5 Å resolution. Suga M, Maeda S, 
Nakagawa S, Yamashita E, Tsukihara T. Acta Crystallogr D 
Biol Crystallogr. D65, 758-766 （2009）. 

2） Structure of the connexin 26 gap junction channel at 3.5 Å 
resolution. Maeda S, Nakagawa S, Suga M, Yamashita E, 
Oshima A, Fujiyoshi Y, Tsukihara T. Nature 458, 597-602 
（2009）

図2に示している。構造決定した領域は21種のヒ
トコネキシンにおいてアミノ酸残基の保存性の高
い部分であり、得られた構造がすべてのギャップ
結合チャネルを代表する構造である．従来から提
唱されていた4本の膜貫通ヘリックスの配置は誤
りであることが明らかになった。難聴の原因にな
る変異は、構造を不安定にするものであった。ア
ミノ末端領域には短いヘリックスが有り、コネク
ソンでは6個のアミノ末端ヘリックスがチャネル
の中央部に集まってロート状の構造を形成してい
る。図3はチャネルの静電ポテンシャル表面縦に
切って示している。上下にある黒く塗った部分が
アミノ末端へリックスに相当し、この部分がチャ
ネルの開閉の際に弁の役割を果たしている。この

図 1　ヒトコネキシン 26ギャップ結合チャネルの構
造のリボン図
チャネルはコネキシン 12量体で構成されていて、隣り合
う細胞の両方の膜を貫通している。

図 2　ヒトコネキシン 26モノマーの構造
4本の膜貫通へリックス、アミノ末端へリックスと細胞外
ループの構造を決めることができた。これらの領域は 21
種のヒトコネキシン間で保存性の高い領域である。保存性
の低い細胞内でループを形成すると思われる領域は電子密
度が現れなかった。

図 3　コネキシン 26ギャップ結合チャネルの分子表面の静電ポテンシャル
青色が正電荷、赤色が負電荷を示す。黒色は断面で蛋白質内部短波を示す。チャネルの上下にある黒い固まりはアミノ末
端へリックスであり、弁の役割を果たしていると考えている。

月原 冨武（つきはら とみたけ）

兵庫県立大学大学院生命理学研究科ピコバイオロジー研究所特任教授。理学博士。
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1995年 4月　大阪大学蛋白質研究所教授。
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エネルギー依存的タンパク質分解系の一部とし
て1978年に発見されたユビキチン修飾系は、E1、
E2、E3と呼称される3種の酵素群の働きで、原
則的にタンパク質のリジン残基のε-アミノ基に
ユビキチンのC末端のグリシンのカルボキシル末
端がイソペプチド結合することでタンパク質の機
能を制御する翻訳後修飾系である。1990年代に
なり、ユビキチン依存的なタンパク質分解が細胞
周期・シグナル伝達・など数多くの生命現象を制
御すること、ユビキチン修飾系の異常がガンや神
経変性疾患などの原因となることが明らかにされ
た。さらに、ユビキチン化タンパク質を分解する
プロテアソームの阻害剤が多発性骨髄腫の治療薬
として認可されるに至り、発見者たちに2004年
にノーベル化学賞が授与された。しかし、ユビキ
チン研究はタンパク質分解の枠組みを遙かに凌駕
して多彩なタンパク質制御を司っていることが明
らかになり、新たな展開を見せつつある。言い換
えれば、タンパク質分解はユビキチン修飾系の機
能の一部に過ぎず、今後も種々の生命現象におけ
るユビキチン修飾系の新たな役割が次々に発見さ
れることが想定されている。
ユビキチン修飾系はほとんどの場合複数のユビ
キチンが数珠状に結合したポリユビキチン鎖を標
的タンパク質に付加することでその機能を制御し
ている。タンパク質分解に導くのは48番目のリ
ジン（K48）を介して生成されるポリユビキチン
鎖であり、63番目のリジンを介したK63鎖は修
飾タンパク質を分解ではなく、DNA修復やシグ
ナル伝達に関わっていることが示されてきた（図

大阪大学

岩井 一宏

直鎖状ポリユビキチン化： 
NF-κB活性化に 
必須な新たなユビキチン修飾系

1）。プロテオミクス解析により、ユビキチンに
存在する7個のリジン残基全てを介するポリユビ
キチン鎖が存在することが明らかにされ、それら
ポリユビキチン鎖によるタンパク質制御様式の解
明が世界的に急速な勢いで進行しつつある。我々
はHOIL-1LとHOIPからなる複合体型のLUBAC

（linear ubiquitin chain assembly complex）ユビキチ
ンリガーゼがこれまで知られていたリジン残基で
はなく、ユビキチンのN末端のメチオニンのα-
アミノ基とユビキチンのC末端をペプチド結合さ
せ、直鎖状のポリユビキチン鎖を選択的に生成す
ることを報告してきた。さらに、LUBACによる
直鎖状ポリユビキチン化の生理的役割の解析を進
め、LUBACはNF-κBの活性化に関与することを
見出した。

NF-κBは種々の刺激によって活性化され細胞
増殖、炎症、免疫応答等に関与する遺伝子群の転
写を亢進させて多彩な機能を発揮する転写因子で
ある。NF-κBはアレルギー、ガンを含め幾多の
疾患で活性が亢進していることが知られており、
NF-κB選択的活性化抑制剤はリウマチ・アレル
ギー性疾患治療薬、抗ガン剤の優れたターゲット
であると考えられている。NF-κBはヘテロ2量
体からなる転写因子で、未刺激の状態では阻害タ
ンパク質である IκBαと結合して細胞質に存在し
ている。種々の刺激によって IKK複合体が活性化
され、その結果として IκBαがリン酸化、分解へ
と導かれ、IκBαから遊離したNF-κBは核に移
行して種々の遺伝子の転写を亢進する（図2）。そ
れゆえ、シグナル依存的なNF-κB活性化の理解

には刺激依存的な IKK複合体の活性化機構の解明
が必須である。従来はNEMO等のNF-κBシグナ
ル伝達分子群にシグナル依存的にK63鎖が付加さ
れることで IKKの活性化が導かれることが示唆さ
れていたが、現在はそのドグマが崩れつつある。

図 1　ユビキチン修飾系の概略

LUBACは刺激依存的に IKK複合体の活性調節
構成分子であるNEMOを識別し、NEMOに直鎖
状ポリユビキチン鎖を付加する。その結果とし
て IKK複合体が活性化されることによりNF-κB

を活性化させることが明らかとなった（図2）。さ

図 2　直鎖状ポリユビキチン化による NF-κB活性化機構
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らにLUBACの構成成分の1つであるHOIL-1Lの
ノックアウトマウスなどを用いた遺伝学的解析
で、TNF-α刺激によるNF-κBのみが選択的に阻
害され、JNKの活性化は阻害されないこと、これ
らの細胞はTNF-α依存的にアポトーシスに陥る
ことが明らかとなった。これらの結果は従来想定
されていたK63鎖ではなく、直鎖状ポリユビキチ
ン鎖がNF-κBの選択的活性化を担うシグナル依

存的な翻訳後修飾機構である可能性を強く示し
ている。また、直鎖状ポリユビキチン化はNF-κ
Bを選択的に制御する可能性が高いので、選択的
NF-κB活性化阻害剤の良いターゲットとなる可
能性が考えられる。本講演では応用も含め、今後
の直鎖状ポリユビキチン化研究の展開についても
論議したい。

岩井 一宏（いわい かずひろ）

大阪大学・大学院生命機能研究科・代謝調節学 /大学院医学系研究科・医化学教授。医学博士。
1985年   3月 京都大学医学部　医学科　卒業
1992年   3月 京都大学大学院　医学研究科　修了
1992年 10月 京都大学医学部　付設免疫研究施設免疫生物学助手
1993年   4月 米国国立保健研究所（NIH）研究員
1996年   3月 京都大学大学院医学研究科　感染・免疫学　助手
1997年   6月 京都大学大学院医学研究科　感染・免疫学　助教授
1999年   4月 京都大学大学院生命科学研究科　認知情報学　助教授
2001年   7月 大阪市立大学大学院医学研究科　分子制御　教授
2008年 4月より現職
専門は生化学・細胞生物学。特にユビキチン修飾系・鉄代謝調節機構

17:30

〜  
18:00

小胞輸送・膜交通が果たす役割は，細胞構築，
細胞増殖といった細胞が生きていくためのきわめ
て基本的な機能から、多細胞系における細胞の極
性形成と維持、さまざまな発生のキューや環境シ
グナルに応答して細胞自身そして組織・器官をダ
イナミックに作りかえていくことによる高次の生
命機能まで、多岐にわたる。生命の基本現象であ
る小胞輸送は、小胞体、ゴルジ体、トランスゴル
ジ網（TGN）からエンドソームを経てリソソーム
へ、あるいはゴルジ体から細胞膜へ、また細胞膜
からエンドソームへといった経路が複雑に交差し
て制御されており、特定のタンパク質を選択的に
輸送小胞に取り込んで、適切な膜部位へと運ぶた
めにさまざまなタンパク質複合体からなる複雑で
巧妙な分子装置が機能している。輸送小胞にタン
パク質を正確に取り込むことは細胞機能の維持に
必須条件であり、輸送小胞形成因子の変異によっ
て起こる遺伝病も多数存在する。従って、輸送小
胞への選択的タンパク質取り込みメカニズムを理
解することは、基礎生物学と医学の両面から重要
である。その諸過程を理解するためには、これら
に関わる多様で複雑なタンパク質ータンパク質、
タンパク質ー脂質のネットワークを明らかにし、
それが細胞内でどのように制御されているかを解
明すると共に、ネットワークを形成するタンパク
質複合体の立体構造を解明することが必須であ
る。
小胞輸送は、供与オルガネラ膜からの輸

送 小 胞 の 出 芽（budding）、 輸 送 小 胞 の 移 動
（transport）、輸送小胞の標的オルガネラ膜への繋

高エネルギー加速器研究機構

若槻 壮市

小胞輸送における膜のリモデリング

留（tethering）、融合（fusion）の4つのステップ
から成る。小胞輸送の制御には低分子量GTPase

が重要な役割を担っており、特にArfファミリー
GTPaseは出芽のステップに、Rabファミリー
GTPaseは繋留のステップに主に関与する（図1）。
GTPaseは、不活性型のGDP結合型から活性型の
GTP結合型になるとGTPaseの立体構造が変わり、
エフェクターと相互作用できるようになる。エ
フェクターは、活性化されたGTPaseに選択的に
結合し下流にシグナルを伝える因子である。Arf

およびRabファミリー GTPaseの末端は脂質で修
飾されて膜に結合している。すなわちArfやRab

は、小胞輸送のイベントが起こるべき膜に結合
し、GTP依存的にエフェクターをその場所に動員
する足場となる。
ヒトでは29種類のArfファミリー GTPase、60

種類以上のRabファミリー GTPaseが存在するが、
それぞれ局在するオルガネラ膜が決まっているだ
けでなく、特定のエフェクターと特異的に結合す
る。GDP結合型からGTP結合型への変換に伴う
立体構造変化は大きいものの、基本的なフォー
ルドは共通である。大きく構造が変化するのは、
スイッチ領域と呼ばれる部分で、ヌクレオチド
（GTP／ GDP）の3番目の位置のリン酸基の有無
に起因するものである。エフェクターは何十種類
にも及ぶGTPaseのメンバーから、スイッチ／イ
ンタースイッチ領域の構造の微妙な違いを認識し
て特異的なGTPaseと結合していることになる。
エフェクターによってはGTPaseのスイッチ／イ
ンタースイッチ領域以外の部分も認識して特異性
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を上昇させている場合もある。それらの複合体の
X線結晶構造解析により、GTPaseとエフェクター
の間の特異的認識機構が明らかになってきた。本
講演では、細胞質分裂と膜の管形成（tubulation）
における低分子量GTPaseの複合体を例に最新の
研究結果を紹介する。
細胞分裂においては、核、小胞体、ミトコンド

図 1　細胞内における小胞輸送の模式図
出芽では Arfファミリー GTPaseが、繋留では Rabファミリー GTPaseが、小胞輸送におけるそれぞれのステップの制
御を行っている

リア、ゴルジ体などのオルガネラ、細胞質などを
二分する際、それらを輸送するだけでなく脂質二
重膜を供給する必要がある。たとえば細胞質分離
の過程では、分裂している細胞の中央で細胞膜が
くびれている収縮環に多くの脂質二重膜が供給さ
れねばならない。それを担っているのも小胞輸送
である（図2）。輸送小胞の制御で重要であった低

図 2　細胞分裂溝における小胞輸送

分子量GTPaseやそのエフェクターは、収縮環へ
の膜輸送においても様々な複合体をダイナミック
に形成し膜供給を行っている。私たちは、低分子
量GTPaseのARF6、Rab11とARL1、およびそれ
らのエフェクターのArfaptin/POR、FIP/Arfophilin

とMKLP1等について、その複合体のX線結晶
構造解析を行ってきた。これらのうち、最近、
ARF6-MKLP1、ARL1-Arfaptin1、 お よ びARL1-

Arfaptin2の各複合体の結晶構造の決定に成功し
た。また、それらが細胞内でどのように働いて
いるかについて、共同研究者の中山教授（京都大
学）らがタイムラプス顕微鏡や電子顕微鏡などを

用いて研究を進めている。これらの知見を合わせ
ることで、低分子量GTPaseとエフェクターの相
互作用の細胞機能における役割が明らかになって
きた。さまざまな輸送タンパク質に含まれている
BARドメインは、その湾曲構造から膜のリモデ
リング、膜曲率のセンシング等を行っていること
が知られているが、それがどのような分子機構で
制御されているかについては未解明であった。今
回、ArfaptinのBARドメインが低分子量GTPase 

ARL1と結合することで膜の管形成（tubulation）
の初期過程を制御している分子機構の一端を明ら
かにした。

若槻 壮市（わかつき そういち）
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