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《本文》

<研 究 日的>
リボソー ムによ り合成 されたタンパ ク質が機能 を発揮す るためには、正 し
い立体 構造 をとらなけれ ばな らない。タンパク質 の立体構 造はア ミノ酸配列
によ り決定されるが、合成直後 の変性状態 か ら正常な立体構造 をとるために、
多 くのタンパ ク質が分子 シャベ ロンと呼ばれ る一群 のタンパク質の助けを必
要 とす る。最終的な立体構造 に到達 したタンパ ク質 において、疎水性 アミノ
酸はタ ンパク質 の内部 に集合す る傾向があるが、合成中は周囲の環境 にさ ら
され ることになる。分子 シャペ ロンは、合成途 中にある変性状態 のタ ンパ ク
質 の疎水性領域 に結合 して不適切 な疎水結合 を阻害す ると考 え られている。

ATP加 水分解 のエネルギー を利用 して分子 シャベロンが基質タ ンパク質か ら
解離 した後 、タンパ ク質 の折畳みが開始す る。折畳み に失敗 したタンパ ク質
は、分子 シャベロンと再び結合 して折畳み をや り直すか、も しくは ATP依 存
性 プ ロテアーゼによ り分解 され る。ATP依 存性プ ロテアー ゼは、分子 シャペ
ロンと同様 に、変性状態 のタンパク質 を認識 して結合す る 「分子 シャベ ロン

SUMMARY
J heat shock transcription factor,o32,is a Very unstable
The ig. εθ′

protein,can be degraded by several ATP― dependent proteases,and its
stability is sutteCted to dynamc regulation by molecular chaperones,

such as DnaK and DIllaJ. To gain new insights into the substrate
recognition mechanisms of these proteolytic machinaries including

chaperones, we have isolated several o32 mutants with markedly
increased stability in vivo.The rnutants obtalned were found to contain

one or more allluno acid changes in region 2,1, one of the highly
conserved regions among bacte

al

σ factors.One mutant,with a half―

life of more than 10 min(>10‑fold higher than the wild type),COntained

two amino acid changes(1/7Q and L55Q)in thiS region,whereas two
other mutants,A50S and 154´、
,exhibited half‑lives of about 5 alld 10
■lin, respectivelyo Besides longer half―
transc

lifc, they all showed

ptional activity and produced several―

higher

fold higher levels of heat

shock proteins as comapred to the wild type.These results suggest the
interesting possibility that part of region 2.l of o32 prOtein is involved in

interaction with some proteolytic machinery, and that certain amino
acid residues of this region are required for inodulating activity as well
as rnetabolic stability of(ア

2.

様 の活性」を持 つ。個 々の分子 シャベロンや だ P依 存性プ ロテアーゼの基質
認識 に関す る情報はかな り蓄積 しているが、分子 シャベロン間や IP依 存性
プロテアーゼ間、さらには分子 シャペ ロン響CP依 存性 プ ロテアーゼ間 の基
質認識機構 の比較はほとんどなされていない。
分子 シャペロンや ATP依 存性プ ロテアーゼが結合す るとされている変性状
態 の タンパ ク質の構造は不安定で変化 しやすい。そのような変性 タンパ ク質
を用 いて、分子 シャペロンや IP依 存性プ ロテアーゼの基質認識機構 を解析
す るのは困難であるが、大腸菌 の転写 開始 因子 の一つである σ32は 、転写開
始因子 としての活性 を持 つ正常に折 り畳 まれた状態で、複数 の分子 シ ャベ ロ
ンや IP依 存性プ ロテアーゼに認識 され る性質を持 つ 、非常にユニー クなタ
ンパク質である。本研究は、分子 シャベロンや だP依 存性 プロテアーゼ と結
合できな くなった変異型 σ32を 分離 して変異部位 を決定 し、分子 シャベ ロン
や ̲4TP依 存性 プロテアーゼの基質認識機構 を比較す ることを目的 とす る。基
質認識機構 の比較 は、進化 の過程でよ く保存された分子 シャベロンや IP依
存性 プロテアーゼ という生命 の維持 にとり重要な基本因子 の作用機構 の解 明
につながるだけでな く、細胞内で のタンパク質 の立体構造 形成 に関す る情報
の提供 を通 して、人為的 に細胞 内でタ ンパク質 を合成 させ るような研究 へ の
貢献が期待 される。

<経 過、成果>
大腸菌 の転写開始 因子 の 1つ であるσ32は 、̲群 の熱 ショックタ ンパク質

(DnaKや GroELな

ど)を コー ドして いる熱 ショック遺伝子群 (熱 シ ョッ

ク レギュロン)の 転写 に必要 とされ る。 σ32は 半減期約 1分 と細胞内で素早
く分解 され るタンパ ク質であ り、複数 の
P、
HsⅣ U、 Clノヽ

AP依

存性プ ロテアーゼ

(FtsH、

m)が σ32の 分解 を担 って いる。さ らに、分子 シャベ ロ

ンである DnaKや DlI」 をコー ドす る遺伝子 の変異株 中では σ32が 分解 され
にくくなることか ら、 これ らの分子 シ ャペ ロンもσ32の 分解 に必要 と考 え ら

れて いる。精製 したタンパ ク質 を用 いた実験 において分子 シ ャペ ロンは σ32
と直接結合するか ら、細胞 内で の σ32の 素早 い分解 にもσ32と 分子 シ ャベロ
ンの結合 の必要性が強 く示唆 される。 したが って、細胞 内で分解 されに くく
なった変異型 σ32を 分離す れば、分子 シャペロンや だ P依 存性プ ロテアーゼ
の基 質認識機構 を比較す るための有力な材料 となることが期待 される。 この
ような考えに基づき、細胞内で分解 されにくい変異型 σ32の 分離を開始 した。
不正確な複製が起 こる条件下で

PCRを 行 い、 σ32を コー ドして いる rpJ

遺伝子 のコーデ ィ ング領域 を増幅 して ランダム に変異 を導入 した。得 られた
増幅断片 を発現ベ クターである pTrc99A上 の trcプ ロモー ター下流に挿入 し、
大腸菌 rn612株 を形質転換 した。KY1612株 は rp酬 遺伝子 を欠失 してお
り、 σ32が 合成 されないため 20℃ よ り高温で増殖できな い。また、 σ32の
転写 開始 因子活性 を調べ るためのレポーター遺伝子 として、r資 612株 は染
色体 上に grο E熱 ショックプ ロモー ターに あ

c・

Z遺 伝子 をつないだ融合遺伝子

を持 つ。外か ら ″ 酬 遺伝子 を導入 して活性 を持 つ σ32が 合成 されると、groE
熱ショックプ ロモー ターか ら ぬ Z遺 伝子 の発現 を上昇させ、facZ遺 伝子産
c‐

物 であるβ一ガ ラク トシダーゼが合成 され る。β―ガラク トシダーゼ活性が高い
ほど、5‑プ ロモー4‑ク ロロー3‑イ ン ドリルーβ一D― ガラク トピラノシ ドを含 んだ
寒天培地 上で大腸菌は青いコロニーを形成す る。PCRに よ リランダムに変異
を導入 した

rp」 遺伝子 を rn612株 に入れ、 30℃ で形成 された コロニー

の 中で青 さの程度が高 いものを選択すれば、細胞内 の σ32が 増加 した大腸菌
が得 られ ると期待 され る。活性 を持 つ変異型 σ32を 選択す るので、変異によ
り著 しく立体構造 が変化 した σ32は この段階で排除 され る。一 次スク リーニ
ングとして このような実験 を行 い、約 20000個 の形 質転換体 よ り 55個
の候補が得 られた。pTrc99A発 現 ベ クターが持 つ trcプ ロモー ターは、イ ソ
プロピルーβ一D― チオガ ラク トピラノシ ド (IttG)依 存性であるが、IPTGを
含 まない培地で適 当量の σ32が 合成 され るので、一 次 スクリーニ ングに用 い
た培地には IPrGを 添加 しなかった。

抗 σ32血 清 を用 い たイム ノプ ロ ッテ ィ ングによ り、得 られ た 55株 の うち
32の
増殖 が非常 に悪 い 3株 を除 いて 細胞 中の σ32量 を調 べ る と、期待通 り σ

増加 が見 られ た のは 27株 で あ った。熱 シ ョックタ ンパ ク質 の増加 を指標 に
して σ32の 活性 を調 べ る と、27株 の うち 15株 にお いて は σ32の 増加 に見
合 った熱 シ ョックタ ンパ ク質 の増加 が見 られず 、変異 によ り分解 され に くく
な った可能性 はあるが、同時 に立体 構造 の変化 も予想 され るため候 補 か ら除
外 した。
残 り 12株 の うち多 くの ものは増殖が悪 く、 σ32の 安 定性 を調 べ るパルスー
チ ェイス実験 が困難 で あつた。 σ32の 増加 が増殖 阻害 を引き起 こして いる こ
とが予想 された ので 、変異型 σ32を コー ドして いる の oF」 遺伝子 をプ ロモー
κ プ ロモー ター下流 に挿入 した。それ らの
ター 活性 を弱めた pTrc99A上 の ι
プ ラス ミ ドで野生株

(MO俎00)を 形質転換 し、放射性 メチオ ニ ンを用 いた

パ ルスーチ ェイス実験 を行 い、細胞内 の変異型 σ32の 安定性 を調 べ た。野生型
と比較 して

10倍 以 上 の安定化 が見 られた変異型 σ32を 合成 して いる大腸菌

2株 か らプ ラス ミ ドを調製 して rpoFf遺 伝子 の DNA配 列 を決定 した ところ、
どち らも

rpο ∬

遺伝子 に複数 のアミノ酸 置換 を引き起 こす変異が存在 した。

サ ブク ローニ ング と部位 特異的変異導入 を行 い、 安定化 を引 き起 こす ア ミノ
酸 置換 を決定 した結果、 47番 目の ロイ シ ンと 55番 目 の ロイ シンが 同時 に
グル タ ミンに置換 した とき
ぶ ことにす る)、

σ32が

(こ

の変 異型 σ32を 「L47Q―

10倍 以 上安定化 し、50番

L55Q」

と呼

目のア ラニ ンがセ リンに

(A50S)し た とき、 σ32は 約 5倍 安定化す る ことがわか った。
47番 目か ら 55番 目のア ミノ酸配夕1を み ると、53番 目が コイ シン、 5

置換

4番 目がイ ソ ロイ シン、55番 が ロイ シンと疎水性ア ミノ酸が連続 してお り、
分子 シャベ ロンや だ P依 存性 プ ロテアーゼ ヘ の親和性が高 い領域 であると予
想 された。そ こで、 これ らの 3つ のアミノ酸残基 をそれぞれ ア ラニ ンに置換
した 変異型 σ32を 作製 し、パルスーチ ェイス実験 を行 い安 定性 を調 べ た。 L5

3A(53番

目の ロイ シ ンが ア ラニ ンに置換 した変 異型 σ32)の 半減期 は野

生型 とほとんど変わ らず、 L55Aは わずかに (2倍 ほど)安 定 になった。
しか しなが ら、154Aの 半減期 は野生型の約 10倍 と非常に安定化 し、 σ32
の安定性 の調節 におけるこの領域の重要性が確認 された。
32を 合成 している大 腸菌

以 上のような実験 の過程で、安定化 した変異型 σ

は、同量の野生型 σ32を 合成 している大腸菌 と比較 して、著 しく熱シ ョック
タンパ ク質

(DmKや GroEL)の 量が増加 している ことを発見 した。培地中

の IP「 CT濃 度 を変 えることによ り trcプ ロモーターか ら発現する っ 」 遺伝
子 の転写量 を変化 させ る実験 において、 154Aの 場合、野生型 と比較 して
σ32量 は 3分 の 1程 度であるにもかかわ らず、DnaKや

GroELは 逆 に 3倍 ほ

ど増加 していた。 このことは、 47番 目か ら 55番 目のアミノ酸残基 の うち
いくつかのものは、 σ32の 素早 い分解 に関与す るだけでな く、 σ32の 活性調
節 にも関与す ることを示唆する。

<考 察>
細胞内で安定化す る変異型 σ32を いくつか分離す ることに成功 した。 この
うち の 3つ の変異型 σ32は 、 47番 目か ら 55番 目の間 のアミノ酸残基 に変
異を持 って いた。 この領域 は、真正細菌の転写開始 因子 においてよく保存 さ
れている領域 2.1の 前半部分 に当たる。さ らに、同 じ変異 によ りσ32の 転
写開始 因子 としての活性が上昇す ることも観察 した。分子 シャベロンである
Dl■

aKや

Dl■ a」

は、それ らをコー ドする遺伝子 の変異株 を用 いた実験か ら、

細胞 内 の σ32の 素早 い分解 に必 要 とされる ことがわかっている。また、 これ
らの分子 シャペ ロンが σ32の 転写開始因子 として の活性 を調節 していること
も報告 された。 これ らの ことを考え合わせ ると、領域 2.1の 前半部分 は分
子 シ ャベロ ンと相互作用す る領域 である可能性が高 い。合 成オ リゴペ プチ ド
を用 いて

DmKや

Dlla」

が基質タンパ ク質 と結合す る際、 どのようなアミノ

酸 を好むかが調べ られ、DnaKは 3な いし 5個 の疎水性ア ミノ酸 (特 にロイ
シンやイソ ロイシ ン)が 中央部分 に連続 して存在 し、両端 に正の電荷 を持 つ

塩基性 ア ミノ酸

(リ

シンや アルギ ニ ン)を 含 む オ リゴペ プチ ドに親和性 が高

い こと、一 方 、DrJは 疎水 性 ア ミノ酸 (特 に芳香環 を持 つ ア ミノ酸 で ある
フェニ ルア ラニ ン、 トリプ トフ ァン、チ ロシン)が 6個 ほ ど連続 して存在す
るオ リゴベ プチ ドに親和性 が高 い ことが示 され た。 このよ うな観 点か ら、領
域 2.1の 前 半部分 を見 る と、53番 目が ロイ シン、 54番 目がイ ソ ロイ シ
ン、55番 目が ロイ シンで あ り、51番 目に リシンが存 在す るので、 この領
域は

DIlaKの 結合部位 である可能性が高 い。現在 、 47番 目か ら 52番 目の

ア ミノ酸 にお いて、 電荷 を持 つ ア ミノ酸 は反対 の電荷 を持 つ ア ミノ酸 に、 電
荷 を持 たな いアミノ酸で ア ラニ ン以外 の ものはア ラニ ンに、 ア ラニ ンはセ リ
ンに置換 して 安定性 に及 ぼす影響 を調 べ て いる。
以前 よ り、領域 2.1は

INAポ リメ ラー ゼ との結合部位 で あ る ことが示

唆 されて きた。変異型 σ32の 転写 開始 因子 と しての活性 が増加 して いる こと
と、闊

Aポ リメラーゼ と結合 した σ32は プ ロテ ァー ゼ によ り分解 され に くい

ことを考 え合 わせ る と、今 回得 られた変異型 σ32は 、そ の変 異 のため に分子
シ ャベ ロンや だ P依 存性 プ ロテアー ゼ との親和性 が低下 した のではな く、
さ ヽ ポ リメラー ゼ との親和性が増加 した ことによ り安定化 した可能性がある。
しか しなが ら、今 回 の現象 は領域 2.1内 の複数 の変異 にお いて 観察 されて
お り、複数箇所 のア ミノ酸置換 によ り

FNAポ リメ ラー ゼ との親和性 が 同 じ

よ うに増加す るとい う ことは考 えに くい。 σ32の 安定化 と 駆

Aポ リメラーゼ

ヘ の結合 の 関係 を調 べ るため、現在 、NAポ リメラー ゼ との結合 に必 要 と考
え られて いる他 領 域 のア ミノ酸置換変異 を

154Aに

導入 した 変異型 σ32を

作製 して いる。
今後 は精製 した タ ンパ ク質 を用 いた 実験 も行 い、 タ ンパ ク質 問 の相 互 作用
を調 べ 、 さ らに分子 シャベ ロンや だ P依 存性 プ ロテアー ゼ の基 質認識機構 に
追 りたい。
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