
く低下 した2つの変異 YGly85Aspと†MetlO2Thrに注目し解析を進めた｡又､ 3

次構造上の変異位置が明らかでない†Asp141Valについても解析を進めた｡

第 6項 材料及び方法

1 菌株および培養条件

菌株および培養条件は本章の第 1節に従って行った｡

2 PCR法を用いたランダムな変異導入

γサブユニ ット全域 にランダムに変異 を導入す るために先ず pcRのプライマーは pB

FV､pBRVを､鋳型 には pGBT9-γを用い､TthDNAポリメラーゼ (東洋紡 )を用い

たo pcRは熱変性 を95℃､ 5分､アニーリングを55℃､2分､伸長反応を70℃､

2分を 1サイクルとし､基質 を制限 した状態 (ACGTの基質の内 1つは 0･4PM､残 り

の 3つは200PM)で 5サイクル行ったoその後､基質 を補充 した条件で 25サ イク

ル行ったo pcR産物 を制限酵素 EcoR JとBamH は 用いて消化後､pGBT9-†に導入
する｡

3 酵母 sFY526への形質転換

形質転換受容細胞の調製及び酵母 sFY526-の形質転換 は､本章の第 1節に従って
行った｡

4 β-ガラク トシダーゼ活性の測定法

β-ガラク トシダーゼ活性の検出法 (フィルタ一法)及び β-ガラク トシダーゼ活性の

定量法 (液体培養法)は､本章の第 1節に従って行った｡

試薬及びその他の方法

その他の試薬は前章 と同様の ものを用いた｡

プラスミドDNAの大腸菌への導入は電気穿孔法によった｡

塩基配列の決定は､第 2章に示 した方法に従って行った｡
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第 3節 γ Eサブユニット間相互作用に関わる

アミノ酸残基の解析

:部位特異的変異導入法を用いたアミノ酸残基の置換

第 1項 緒言

第 2節で述べたように 85残基目のグリシン､ 102残基目の メチオニン及び 141

残基 目のアスパラギン酸残基に注目しこれらアミノ酸残基が､どの様に Eサブユニ ット

との相互作用に関わっているのかを解析す るために部位特異的変異導入法を用いてこの

解析を試みた｡

置換するアミノ酸残基を以下で検討 した｡

85残基目のグリシンの場合

このアミノ酸残基は､保存 されているアミノ酸残基である｡ グリシンがアスパラギ ン

酸残基に置換することにより側鎖の体積の上昇と負電荷の変化が起こり相互作用に異常

が生 じたと考えられる｡ そこでグリシンを体積の大 きいアラニン､システイン､リジ ン

に置換 し解析 を試みた｡

102残基目のメチオニンの場合

このアミノ酸残基は､保存 されている非極性残基である｡ メチオニンからスレオニ ン

残基の置換は､側鎖の疎水度 と体積の低下が起 こりこのため相互作用に異常が生 じた と

考えられる｡そこでメチオニンを親水性の リジンとアスパラギン酸 と疎水性であるが体

積の小 さいシステイン残基に置換 し解析を試みた｡

141残基目のアスパラギン酸残基の場合

このアミノ酸残基は､酸性残基である｡ アスパラギン酸残基か らバ リン残基の置換 に

より負電荷の消失することで相互作用に異常が起 きたと考えられる｡ そこでこのアスパ

ラギン酸をアスパラギン､リジン及びシステイン残基に置換することにより解析 を行 っ

た｡

解析方法は､酵母 two-hybrid法を用いた｡

第 2項 部位特異的変異導入法を用いた変異の導入
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pcR法を用いて†サブユニ ッ トの 85残基目､ 102残基 目及び 141残基目にそれ

ぞれ表 3.8に示 したプライマーを用 いて部位特異的に変異 を導入 した｡変異が導入 さ

れた pcR産物を制限酵素 ル仙 Iと∫仙 lで消化する｡ 目的の大 きさの DNA断片を回収

し､この DNA断片を制限酵素 MJulとslulで消化 したpGBT9-γに導入する｡ これら

プラスミドをJM109に導入 し､LB-Ampプレー ト上で生育するコロニーを得た｡ こ

のプレー トよりプラス ミドを調製 し､制限酵素 BamFIIとEcoR lに より消化す ること

によりそれぞれ 目的の大 きさの DNA断片が､検 出された｡ 制限酵素 MJulとsluI領

域の塩基配列を決定することにより目的の位置にのみ塩基置換が挿入 されていた｡ これ

らのことからpGBT9-†G85A､pGBT9-†G85C､pGBT9-†G85K､pGBT9-†M

102F､pGBT9-†M102K､pGBT9-γM102D､pGBT9-†MIO2C､PGBT

9-†D141N､pGBT9-†D141K及び pGBT9-†D141Cの発現プラス ミドが作

製で きた｡

第 3項 導入 された変異による†-eサブユニット間相互作用への影響の解析

1 酵母SFY526への発現プラス ミドの導入

作製 したこれら発現プラス ミドをpGAD424-Eと同時に酵母 SFY526に本章の第

1節の方法に従 って導入 した｡

2 β-ガラク トシダーゼ活性の測定による導入された変異による

†-Eサブユニット間相互作用への影響の解析

① Gly85残基の場合

β-ガラク トシダーゼ活性 と側鎖の性質の変化を表 3.9に示 した｡体積が大 きくなっ

たアラニン及びより大 きいシステインへの置換によりその活性はそれぞれ野生型の 70

%､40%に低下 した｡ このことから85残基 目の側鎖は､体積の大 きさが重要である

と考えられる｡ しか し､体積が大 きい側鎖であるにもかかわらずアスパラギン酸及び リ

ジン残基 の場合その活性は､それぞjll.8倍 と野生型 とほぼ同 じ値 を示 した｡ この こ

とについては､要約 と考察で述べる｡

② MetlO2残基の場合

β-ガラク トシダーゼ活性 と側鎖の性質の変化を表 3.10に示 した｡ 疎水性値は､そ

の値が小 さくなるにつれて親水性 を示す.'側鎖が親水性に変わるスレオニン､リジン及

びアスパラギンへの置換 によりその活性はそれぞれ野生型の 36%､42%及び 52%
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変異部位 プライマー

G85A-F

G85A-良

G85K-F

G85K-R

G85C-F

G85C-良

M102D-F

M102D-R

MIO2K-F

M102K-R

MIO2F-F

M102F-R

M102.C-F

M102C-R

D141K-F

D141K-R

D141N-F

D141N-良

D141C-F

D141C-良

CGACCGACCGGGCATTGTGCGGTGG

CCACCGCACAATGCCCGGTCGGTCG

CGACCGACCGGAAGTTGTGCGGTGG

CCACCGCACAACTTCCGGTCGGTCG

CGACCGACCGGTGCTTGTGCGGTGG

CCACCGCACAAGCACCGGTCGGTCG

AAACTGCTCGCGGAAGACAAGACCT

AGGTCTTGTCTTCCGCGAGCAGm

AAACTGCTCGCGGAAAAGAAGACCT

AGGTCrrrCrrm CCGCGAGCAGm

AAACTGCTCGCGGAATrCAAGACCT

AGGTCTTGAATTCCGCGAGCAGm

AAACTGCTCGCGGAATGCAAGACCT

AGGTCTTGCTTCCGCGAGCAGm

TCACCGGGATGGGGAAGAACCCTTC

GAAGGGTTCTTCCCCATCCCGGTGA

TCACCGGGATGGGGAATAACCCTTC

GAAGGGTTATTCCCCATCCCGGTGA

TCACCGGGATGGGGTGCAACCCTrC

GAAGGGTrGGCACCCCATCCCGGTGA

表 3.8 部位特異的変異導入法に用いたプライマー とその塩基配列

∈GGGは ､ 制 限 酵 素 HpaⅡを示したoEBC～Gは ､ 制 限 酵 素

AccⅡを示した｡CCGGGは ､制 限 酵 素 BcnIを示した｡





に低下 した｡又､疎水性への置換であるフェニルアラニン及び システインにおいてそ

の活性はそれぞれ 89%､68%であ り､大 きな影響を与えなかった｡ これらのことか

ら102残基目の側鎖は､側鎖の疎水性値が重要であると考えられた｡

③ Asp141残基の場合

β-ガラクトシダーゼ活性 と側鎖み性質の変化を表 3.11に示 した｡ 側鎖を負電荷 を

持たないバ リン､アスパラギン､リジン､システインへの置換によりβ-ガラク トシダー

ゼ活性は､それぞれ32%､ 17%､ 21%､ 36%に低下 した｡このことから141

残基 目の側鎖は､負電荷 を持つことが重要であると考えられた｡

第 4項 要約 と考察

pcR法を用いて部位特異的へに導入を行った結果､pGBT9-†G85A､pGBT9-†G

85C､pGBT9-†G85K､pGBT9-†M102F､pGBT9-†M102K､pGBT9-7

M102D､pGBT9-γM102C､pGBT9-†D141N､pGBT9-†D141K及び

pGBT9-1D141Cの発現プラスミドが調製できた｡ これ らプラス ミドを酵母 SFY5

26に導入 し､液体培養法によりβ-ガラク トシダーゼ活性 を測定 した｡その結果 と考

察 をそれぞれに対 して以下に述べる｡

① Gly85残基の場合

β-ガラク トシダーゼ活性 と側鎖の性質の変化を表 3.9に示 したG体積が大 きくなっ

たアラニン及びより大 きいシステイン-の置換によりその活性は､体積の大 きさに反比

例 してそれぞれ野生型の 70%､40%に低下 した｡このことから85残基目の側鎖は､

体積が小 さいことが重要であると結論 した｡ このことは85残基目のグリシンが保存 さ

れていること一致する｡ しか し､体積が大 きい側鎖であるアスパラギン酸及びリジン残

基の場合その活性 は､それぞれ 1.8倍 と野生型 とほぼ同 じ値 を示 した｡これ らの残基

はそれぞれ負電荷､正電荷をもつことから85残基目と相互作用するEサブユニット側

に正電荷 と負電荷を持つ残基があればイオン結合が生 じることで野生型或いはそれ以上

の β-ガラク トシダーゼ活性 を示す と考えられる｡

② Met102残基の場合

β-ガラク トシダーゼ活性 と側鎖の性質の変化を表 3.10に示 した｡側鎖が親水性 で

あるスレオニン､リジン及びアスパラギ ンへの置換によりβ-ガラク トシダーゼ活性 は

それぞれ野生型の 36%､42%及び 52%に低下 した｡又､疎水性残基あるフェニル

アラニン及びシステインにおいてその活性はそれぞれ89%､ 68%であ り､大 きな影
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変異部位
β-ガラク トシダーゼ活性

(millerunit)
疎水性情 電荷

体積

(Å3)

YAs p141(wild)

YAs p141+ Val

YAsp141→ Asn

yAsp141→ Lys

yAsp141+ Cys

7.2士0.1

2.3士0.3

1.2±0.2

1.5±0.1

2.6土0.1

-3.5 111.1

4.2

-3.5

140.0

117.7

ー3.9 十 168.9

2.5 108.5

表3.11 7-Eサブユニット間相互作用に関わる141残基目の側鎖の解析
疎水性値は､値が大きくなるほど疎水性であり､負の値のものは親水性を示すO



響を与えなかった｡これらのことから102残基目の側鎖は､側鎖の疎水性値が重要

であると考えられた｡これはこの残基が非極性残基として保存 されていることと一致す

る事からも疎水性の残基であることが重要であると結論 した｡

③ Asp141残基の場合

β-ガラク トシダーゼ活性 と側鎖の性質の変化を表 3.11に示 した｡側鎖を負電荷 を

持たない残基へ置換する事によりβ-ガラク トシダーゼ活性は､30%程度に低下 した｡

このことから141残基目の側鎖は､負電荷を持つことが重要であると結論 された｡

以上のことから部位特異的変異導入法と組み合わせることで酵母 Iwo-hybhd法は､相

互作用に関わるアミノ酸残基の性質の解析 に有効であると考えられた｡ しか し､第 2節

で述べたようにこの方法で相互作用に影響 を与える因子 として発現する蛋白質量が考 え

られるため他の異なった解析が必要である｡ (このことは第 5節で解析 した｡)

第 5項 材料及び方法

1 菌株および培養条件

菌株および培養条件は本章の第 1節に従って行った｡

2 PCR法を用いた部位特異的変異導入法

PCR法を用いて†サブユニッ トの 85残基目､ 102残基 目及び 141残基目にそれ

ぞれ表 3･8に示 したプライマーを用いて部位特異的に変異を導入 した｡ lstPCRには､

鋳型 DNAとして pGBT9-†を用い､PfuDNAポリメラーゼを用いた｡pcRは熱変性を

95℃､ 5分､アニーリングを55℃､2分､伸長反応 を70℃､ 2分を 1サイクル と

し､ 30サイクル行った｡変異が導入されたpcR産物を制限酵素 MJuIとslulで消化

する｡ 5%PAGEによ り目的の大 きさの DNA断片 を回収す る｡ 2ndPCRには､鋳型

DNA として 1stPCR産物 と†170と†550を用いた｡ pcRの条件は､ lsIPCRと同

じ条件で 30サイクル行った｡この 2ndPCR産物 を制限酵素 MJuIとsluIで消化 し

たpGBT9-†に導入するo これらプラスミドをJM109に電気穿孔法によって導入 し､

LB-Ampプレー ト上で生育するコロニーを得た｡コロニーをLB-Ampプレー トにレプ

リカした｡ このプレー トよりプラスミドを調製 し､制限酵素 BamH IとEcoR lにより

消化することに よりそれぞれ目的の大 き･さの DNA断片が､検 出された｡制限酵素 MJu

lとstul領域の塩基配列 を決定することにより目的の位置に目的の塩基置換のみが挿

入 されていた｡
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1才｢和~_.7=;FLTT+-;T_-こi~~｢=顎.EIi-riff-ご17---~Tl1-TT-T-~へ~--一一･

3 酵母 sFY526への形質転換

形質転換受容細胞の調製及び酵母 sFY526への形質転換 は､本章の第 1節に従って

行った｡

4 β-ガラク トシダーゼ活性の測定法

β-ガラク トシダーゼ活性の検出法 (フィルタ一法)及び β-ガラク トシダーゼ活性の

定量法 (液体培養法)は､本章の第 1節に従って行った｡

試薬及びその他の方法

その他の試薬は前章と同様の ものを用いた｡

プラス ミドDNAの大腸菌への導入は電気穿孔法によった｡

塩基配列の決定は､第 2章に示 した方法に従って行った｡
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第 4節 変異体 γによる †-8サ ブユニ ッ ト間

相互作用への影響

第 1項 緒言

これまで述べた研究において酵母 two-hybrid法 を用 いてγ Eサブユニ ット間相互作

用異常を示す †サブユニ ットの変異株 を5クローン単離 し､そのうちショー ト ヘ リッ

クス近傍に位置するアミノ酸残基 と3次構 造上の位置が明らかでないアミノ酸残基の性

質を解析 を進めてきた0本節では､γ-Eサブユニ ッ ト間の相互作用に異常 を起こすこれ

らのアミノ酸残基置換が､他のサブユニッ ト間相互作用において影響 を及ぼすかどうか

を試みた｡第 1節の第 4項で述べた触媒発現機構である回転機構において 8サブユニ ッ

トが､γとeサブユニッ トに相互作用 することが考えられた｡ しか し､この ことに関す

る知見は全 くない｡そこで酵母 two-hybrid法を用いて†-8サブユニット間にこれら変

異が及ぼす影響の解析 を試みた｡これを解析することで 3次構造上の位置が明らかで な

い 141残基目に関する知見が得 られることも期待 した｡

γ-8サブユニット間相互作用は表 3･3に示 したように､pGAD424-†とpGBT9-8

を醇母細胞に導入 したときに検出された｡そこで先ず､ pGBT9-†G85D､ pGBT9-γ

M 102T､ pGBT9-γD141Vか ら変異部位 を pGAD4242-†に導入する必要が

ある｡

第 2項 変異体 †による†-8サブユニット間相互作用への影響の解析

1 変異体の発現プラス ミドの調製

pGBT9-γG85D､ pGBT91†M 1O2T､ pGBT9-†D141Vか ら制限酵素 gcoR

IとBamH Iを用いて消化 し､目的の大 きさの DNA断片を回収 した｡ この DNA断片

を制限酵素 EcoR lとBamH fを用いて消化 した pGAD424に導入 した｡ これらプラ

ス ミドをJM 109に導入 し､LB-Ampプレー ト上で生育するコロニーを得た｡ このプ

レー トよりプラスミドを調製 し､制限酵素 BamHIと EcoR lにより消化することによ

りそれぞれ目的の大 きさの DNA断片が､検出された｡塩基配列 を決定することにより

目的の位置に目的の塩基置換のみが挿 入されていた C これらの ことからpGAD424-y

G85AD､pGAD424-γM102T､pGA424D-†D141Vの発現プラスミドが作
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製できた｡

2 酵母 sFY526-の発現プラスミドの導入

作製 したこれら発現 プラス ミドとpGBT9-8と同時に酵母 sFY526に本章の第 1節
の方法に従って導入 した｡

3 β-ガラク トシダーゼ活性の測定による†-8サブユニ ット間相互作用への影響

液体培養法 による β-ガラク トシダーゼ活性の測定 は､本章の第 1節の方法に従 って
測走 した｡

その結果を表 3･12に示 したo 野生型の β-ガラク トシダーゼ活性 は､ 2.4 (Mmer

u山)を示 したo 対照 として GAL4adとGAL4bdを用し.､た結果､ β-ガラク トシダーゼ

活性は､認められなかった｡ よって､野生型で得 られた活性は､有意な値であると結論
した｡

85残基 目のグ リシンが アスパ ラギン酸残基に置換 した場合､β-ガラク トシダーゼ

活性は野生型の 86%とほほ野生型の値 を示 した｡ 102残基 目のメチオニンがス レオ

ニンに置換 した ときβ-ガラク トシダーゼ活性は､野生型 と同 じであった ｡ しか し､ ユ

41残基 目のアスパ ラギン酸残基がバ リンに置換 したときのみ †-8サ ブユニ ッ ト間相

互作用を示す β-ガラク トシダーゼ活性は､ 50%に低下 した｡

第 3項 要約 と考察

85残基 目のグリシンがアスパ ラギン酸残基への置換､ 102残基 目のメチオニンが

ス レオニン残基への置換及 び 141残基目の アスパ ラギン酸残基がバ リンに置換 した

pGAD424-γ変異プラス ミ ドを作製 した｡これらプラス ミ ドを酵母 sFY526に導入

し､液体培養法によりβ-ガラク トシダーゼ活性を測定 した｡

その結果 を表 3･12に示 している｡シ ョー ト ･ヘ リックスに近接する †G85D､†

M102Tは､8サブユニ ット間相互作用を示すβ-ガラク トシダーゼ活性は､ ほぼ野生

型 と同等の値を示 したoこれら両ア ミノ酸残基置換 は､8サブユニ･ノ ト間との相互作用

に影響がないと考えられたo このことと第 2節の第 5項で述べたことからショー ト･ヘ

リックスは､ス トーク領域に存在すると考えられるEサブユニ ットの α ドメインと相互

作用 していると考えられ､ 85残基 目のグ リシン残基と 102残基 目のメチオニン残基

が､この相互作用に関与 していると考えた｡
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変異部位 β-ガ ラク トシ ダーゼ 活性

Wud-type

対照 (ベ ク ターの み)

YGly85→Asp

yMetlO2ll+Thr

yAsp141+Val

2.4+_0.2(Millerunit) 100(%)

0.4±0.1

1.9±0.4

2.4+_0.I

1.4±0.1

10

86

100

表 3.12 単離された7-8サブユニット相互作用異常変異株の

液体 培養 法 に よる β-ガ ラク トシ ダーゼ 活性 測定

ネガテ ィブ ･コ ン トロール として pGAD424とpGBT9を酵 母

SFY526に導 入 した . (%)は､野生型の β-ガ ラク トシ ダー

ゼ活性 を 100%と した ときの値 を示 した｡
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一方｡3次構造の位置が明らかでない 141残基目のアスパラギン酸残基がバリン-

の置換は､8サブユニットとの相互作用を野生型の 50%に低下させ た｡このことか ら

この†D141Vの置換は､ Eサブユニットだけでなく8サブユニッ ト間相互作用にお

いても異常であると考えられた｡これは141残基目のアスパラギン酸残基が､Eサブ

ユニットだけでなく8サブユニット間の相互作用にも関わっていると考えた｡又､ショー

ト･ヘリックス近傍の変異と性質が異なるため 141残基目の3次構造上の位置は､お

そらくショー ト･ヘリックスとは3次構造上異なった位置に存在すると推測される｡

第 1節の第4項で示 した回転機構中の8サブユニットとY或いはEサブユニット間の

相互作用の機構が実際に存在するかどうかは､この 141残基目の変異が本酵素に及ぼ

す影響を解析することで明らかになると考えられる｡

第4項 材料及び方法

1 菌株および培養条件

菌株および培養条件は本章の第1節に従って行った｡

2 酵母 SFY526への形質転換

形質転換受容細胞の調製及び酵母 SFY526-の形質転換は､本章の第 1節に従って

行った｡

3 β-ガラク トシダーゼ活性の測定法

β-ガラクトシダーゼ活性の検出法 (フィルタ一法)及び β-ガラク トシダーゼ活性の

定量法 (液体培養法)は､本章の第 1節に従って行った｡

試薬及びその他の方法

その他の試薬は前章と同様のものを用いた｡

プラスミドDNAの大腸菌への導入は電気穿孔法によった｡

塩基配列の決定は､第2章に示した方法に従って行った｡

lU5



第 5節 変異体 γによる †-Eサブユニ ッ ト間相互作用の

親和性及び ATPase活性-及ぼす影響

第 1項 緒言

触媒活性における†-Eサブユニット間の相互作用を理解するために､これまでに示 し

たようにγ一己サブユニット間相互作用に異常を引 き起こすアミノ酸残基置換 を同定 し､

部位特異的変異導入法を用いて相互作用に関わったアミノ酸残基の性質などの角桁 を行っ

てきた｡

ここでは､これらγ Eサブユニ ット間相互作用の異常が ATPase活性に及ぼす影響を

解析 した｡又､第 1章の第 2節で述べたように†サブユニ ットが触媒活性に必須である

ため､これら†-Eサブユニット間相互作用異常変異体が ATPase活性に影響 を与えた時､

相互作用異常によるものではな くγサブユニットの変異によるものである可能性が考え

られるoそのためこれら変異が α3β3†複合体におけるATPase活性への影響 を解析する

必要がある｡これを解析することで触媒活性におけるショー ト ヘ リックスの役割を理

解する知見を得ることも期待 した｡

酵母 two-hybrid法により†-Eサブユニット間の相互作用に異常が生 じた変異株を単

粧 してきたが､これが真実であるかどうか解析するためにこれら変異による†-Eサブユ

ニット間における相互作用の親和性 を解析する必要がある｡ その方法 として､ATPas｡

活性 を阻害するEサブユニットはFlの状態の時､活性発現中に Fl部分から解離する事

が知 られている｡ この解離によりEサブユニットの阻害効果の減少が見 られる122)｡ 従っ

て､eサブユニットの量を変化 させて再構成をおこない､この時の ATPase活性 を測定す

ることで Eサブユニットの親和性 を検討 した｡

ここで解析 した変異株 は､第 2節 で単離された†G85D､ †M IO2T､†D141

Vとそれぞれのアミノ酸残基 をシステインに置換 したものである｡ このシステイン残基

への置換 した ものを選んだ理由は､sH基に特異的に反応する架橋試薬 を用いて解析す

るためと他のサブユニッ トが もつ内在性のシステイン残基間でS-S結合の有無を解析

することでこれらアミノ酸残基の特に3次構造上の位置が明らかでない 141残基の分

子集合体の配置に関わる知見が得 られることを期待 したためであるO

これらのことを検討するためには変異体 †サ ブユニ､ノト蛋白質が必要 となり､変異体

γサブユニットの精製を試みた｡
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第 2項 変異体 †サブユニットの発現プラスミドの作製

pGBT9-γG85D､pGBT9-†G85C､ pGBT9-†M lO2T､ pGBT9-†M lO2

C､pGBT9-†D141V､pGBT9-†D141Cから制限酵素 MJulと sluIを用いて

消化 し､目的の大 きさの DNA断片を回収 した｡ この DNA断片を制限酵素 MJulとslu

lを用いて消化 したpET-3d-γに導入 した (図 3.9)｡ これ らプラス ミドをJM10

9に導入 し､LB-Ampプレー ト上で生育するコロニーを得た｡ このプ レー トよりプラ

スミドを調製 し､制限酵素 BHnHIとsly一により消化することによりそれぞれ目的の

大 きさの DNA断片が､検 出された○塩基配列を決定することに より目的の位置にのみ

塩基置換が挿入されていた｡これらのことからPET-3d-†G85D､PET-3d-†G85

C､PET-3d-γM102T､PET-3d-YMlO2C､pET-3d-†D14 1V､PET-3d

-†D141Cの発現プラスミドが調製できた｡

第 3項 変異体 †サブユニットの精製

調製 した各プラスミドを持つ大腸菌 に IPTGを添加することで蛋白質の発現を誘導 し

たoこの結果を図 3･10に示 したo その結果､全ての変異 †サ ブユニット蛋白質の発

現が認められた｡ 目的蛋白質の発現 した大腸菌を菌体破砕後､超遠心で不溶性画分に局

在 した｡ そこで γサブユニッ トと同様 sDS-PAGE法 を用 いた精製を行 ったL,5)i,6)o

SDS-PAGE法によって精製 した†サブユニットに冷アセ トンを加えて静置 した後､遠

心 を行い蛋白質を沈澱 させた｡沈澱画分を洗浄 した後､風乾 した｡ この沈澱画分に6M

グアニジン液を加え懸濁 し､室温で静置 した｡希釈液 を加え､室温で1時間静置 した｡

その結果､それぞれ湿菌重量約 2gか ら､γG85D､γG85C､γM102T､†MI0

2C､γD141V､γD141Cを蛋 白質量 として 1･6mg､ 1･4mg､ 1･6mg､ 上 4

mg､ 1･2mg､ 1･2mg精製 した｡ 精製 した部分ペプチ ドを sDS-PAGE法により確認

した結果を図 3･11に示 した｡この精製 した変異体 Yサブユニ ットを以後の解析に用

いた｡
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第4項 γ-Eサブユニット間相互作用異常変異体のATPaSe活性-及ぼす影響の解析

1 α3β3†複合体における変異体 †によるATPase活性へ及ぼす影響の解析

精製 した各変異をもつ †サブユニ ットをα､βサブユニットと再構成させる｡これに

よりこれら変異によるATPase活性への影響を検討 した○その結果を図3.12に示した｡

野生型の ATPaSe活性 は､28血りmgであった○この値は有意に高い ものである｡対

照としてα､βサブユニ ットを再構成させた○この時､ATPase活性は認められなかった｡

又､すべて変異体についてもATPase活性を測定 した結果､野生型とほぼ同 じであった｡

このことからこれら全ての変異体 γは､α3β3†複合体における ATPase活性 に影響 を与

えなかったと結論 した｡

2 α3β咋 複合体における変異体 †によるATPaSe活性へ及ぼす影響の解析

各変異をもつ†サブユニットを α､β及びEサ ブユニットと再構成 させる｡ これによ

りこれら変異によるATPaSe活性-の影響を検討 した○その結果を図 3.13に示 した｡

野生型の ATPase活性は､ 11･3unit/mgであった○ 対照 として α､βサブユニ ットを

再構成させた｡この時､ATPaSe活性は認められなかった｡

γ-Eサブユニ ット問相互作用が強 くなった †G85Dの場合､野生型の 70%に活性

が低下 した｡一方､相互作用が弱 くなったγG 85C､†MlO2T､γD141V､†D1

41Cでは､それぞれ野生型の 1･8倍､ 2･3倍､ 2･6倍､2.2倍に上昇 した｡ 又､

相互作用に変化がなかった†M102Cでは活性にも殆 ど影響はなかった｡

以上のことよ りγ-eサブユニッ ト間相互作用の強さとATPase活性の間には逆相関関

係があることを明らかにした｡

第5項 変異体 †によるγ Eサブユニット間相互作用の親和性へ及ぼす影響の解析

Eサブユニ ットの蛋白質量 を変化させて再構成を行った○ この時の ATPase活性を測定

することで Eサブユニ ットの親和性 を解析 した○この結果を図 3.14に示 した｡

野生型の場合 ､Ki値は､ 76nMであった○ この値は報告 されている値 とよく一致 し

た122)o このことから､この方法は､親和性の解析に用いられると考えた｡

酵母two-hybrid法で相互作用が強 くな'った†G85Dの Ki値は､44nM と減少 した｡

相互作用が弱 くなったγG85C､γM102T､†D141V､†D141Cの Ki値は､
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図 3･12 変異体 Yサブユニットの α3β37複合体のATPase活性-の影響
対照として α3β3複合体を再構成した｡
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図3.14 変異体 α3β37複合体に対するEサブユニットの親和性への影響
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それぞれ461nM､280nM､434nM､741nM と上昇 した｡相互作用に変化

がなかった†MIO2Cの場合､ 158nMと上昇が認められた｡ これらの結果からEサ

ブユニットのα3β3γG85D複合体に対する親和性は上昇 したと考えた｡ 一方､†G85

C､†M102T､†D141V､γD141Cの場合は､その親和性は低下 したと考えた｡

第6項 要約と考察

γG85D､γG85C､γM102T､†M102C､†D141V及び†D141C蛋白質

の発現プラスミドを作製 し､これら蛋白質を精製 した｡

これら精製した変異体 γサブユニットを用いて酵母 two-hybrid法により単離された†

-Eサブユニッ ト間相互作用異常株がATPase活性 に及ぼす影響を解析 した｡先ず､変

異体γサブユニットとα､βサブユニットを用いて再構成 させた結果､全ての変異体に

おいてATPase活性への影響が認められなかった｡これは､変異体γサブユニッ トだけ

では､ATPase活性への影響がないことを示しているo 又､解析に用いた変異の位置が

ショー ト･ヘリックス近傍に存在することからこの領域は､ATPase活性発現には関与

していないと推測された｡ 次に､Eサブユニットの存在下で変異体 †サブユニ ットが､

ATPase活性-与える影響を解析 した｡その結果､全ての変異において酵母 Iwo-hybrid

法により算出された相互作用の強さに反比例 してATPase活性へ影響を与えた｡従って､

γサブユニットの変異とEサブユニッ トにより活性へ影響を与えたものと結論 した｡ こ

のATPase活性への影響は､ †一己サブユニ ット間相互作用の変化 と相関関係が認められ

たが､この相互作用異常は､酵母 two-hybrid法で確認 しているため第2節及び第3節

で述べた蛋白質の発現量の問題があるため他の方法で解析する必要がある｡ ここでは先

に示した方法によりこれを解析したo 解析 した結果は､酵母 -wo11ybridで検出された

結果とほほ一致した｡ しか し､この方法で解析 した親和性は Eサブユニッ トの変異体

α3P37複合体に対する親和性である｡ 現在､架橋実験から考えられているa3P3†複合体

に対するeサブユニットの配置を図3･14に示 した｡このように殆どα3β3複合体に接

しておらず､その殆 どが､γサブユニ ットと接 しているものである｡ 又､おそらく†と

Eサブユニットが､α3β3複合体 に対 して回転 していると考えられることなどを考慮に

入れると､今回検出された親和性の変化は､†とEサブユニッ ト間の親和性の変化を反

映 していると考えたo従って､†サブユニ ットの変異が Eサブユニットとの親和性に影

響を与えることによりATPase活性に影響を及ぼしたと結論 した｡又､第2節で述べた

ことを考慮に入れるとγサブユニットのショー ト ヘリックスとEサブユニットの α
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αDP

Shorthelix

､′/ .こ

図 3･14 シ ョー ト ･ヘ リックス上の変異部位 と Eサ ブユ ニ ッ トとの 関係

変異部位 の 3次構造 上の位置 を示 した｡βサ ブユ ニ ッ トの DELSEED領域

上の qy･で示 した ア ミノ酸残基 は､Yサ ブユ ニ ッ トの シ ョー ト ･ヘ リックス上

の i;･で示 したア ミノ酸残基 と S-S結合 で きる｡又 ､Eサ ブユ ニ ッ トの α ドメ
イ ン内の q'-で示 した ア ミノ酸残基 において も S-S結合 で きる｡ この こ とか ら

Eサ ブユ ニ ッ トは図 に示 した よ うに配置 してい る と考 え られ る ｡
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ドメイン間の相互作用の変化が､ ATPase活性へ影響を与えたと考えらitる｡ 言い換

えるとこの領域間の相互作用の変化は､ATPaSe活性阻害蛋 白質であるEサブユニット

の阻害効果を変化 させたと考えることがで き､従って､これら領域間で相互作用するこ

とが Eサブユニットの阻害機構であることを初めて明らかにした｡

3次構造上の位置が特定されていない 141残基目の変異の位置について第4節では

ショー ト･ヘ リックスとは異なった位置にあると推測 した○ しか し､ 141残基目の変

異体が､ショー ト ヘ リックス近傍の変異体 と同 じ挙動 を示 した｡このことからこの こ

の残基はショー ト･ヘ リックス近傍に存在 し､Eサブユニ ットの α ドメイン間で相互作

用することによりEサブユニ ットの阻害機構 を行っていると考えられた｡又､第4章で

述べたように8サブユニ ット間の相互作用 にも関与 していると考えられている｡このた

め､他の機構にも関わっている可能性が考えられる｡

以上のことから酵母 two-hybhd法を用いて β-ガラク トシダーゼ活性 を指標に†-Eサ

ブユニット間における親和性異常株の単離を可能であると考えられた0

第 7項 材料及び方法

1 菌株および培養条件

菌株および培養条件は本章の第 1節に従って行った｡

2 変異体 γサブユニ ット発現プラスミドの調製

pGBT9-γG85D､ pGBT9-γG85C､ pGBT9-†M lO2T､ pGBT9-†M 10

2C､pGBT9-γD141V､pGBT9-†D141Cから制限酵素 MJuIと sluJを剛 ､

て消化 し､ 5%pAGEにより目的の大 きさの DNA断片を回収 した｡ この DNA断片を制

限酵素 Mlulと sluIを用いて消化 したpET-3d-†に導入 した｡ これらプラス ミドを

JM109に電気穿孔法 によって導入 し､LB-Ampプ レー ト上で生育するコロニーを得

た｡コロニーをLB-Am pプレー トにレプ リカした｡ このプレー トよりプラスミドを調

製 し､制限酵素 BamHlt slyIによ り消化することによりそれぞれ 目的の大 きさの

DNA断片が､検出された｡塩基配列 を決定することにより目的の位置に目的の塩基置

換のみが挿入されてることを確認 した｡

3 変異体 †サブユニットの大量発現 と精製
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大量発現及び精製方法は､第 2章に示 した方法に従って行った｡

4 †サブユニットの再生120)12日

sDSIPAGE法 によって精製 した†サ ブユニットに 4倍量の冷 アセ トンを加 えて､-8

0℃の冷凍庫 で 30分間静置 した後､遠心 (15krpm､ 10min) を行い タンパ ク質 を

沈澱させた｡沈澱画分を洗浄液 (80% エ タノール､ 20%希釈液)で洗浄 した後､パ

スツール ピペ ットで風乾 した｡この沈澱画分 にグアニジン液 (6Mグアニジン塩酸動

希釈液)を適当量加 え懸濁 し､ 15分間室温で静置 した○希釈液 (50mM コハク酸 -

TriS (pH 7･6)､ 0･1mM エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)､ 150mM塩化ナ トリ

ウム､ 1mMジチオス レイ トール (DTT)､ 20%グリセロール)をグアニジン液の 1.

5倍量加え､室温で1時間静置 した｡ 60ugの†サブユニットタンパ ク質を上記の方法

で処理 した結果､ 42ugの γサブユニットを回収できた (副 文率は 70%)｡

5 α3β3†複合体 とα3β咋 複合体の再構成方法

再構成は Futaiの方法に従った27)o サブユニットタンパク質を適当量混合 しエ ･ノペ ン

ドルフチュづ に加え､さらに再構成緩衝液を仝液量の20% になるように混合 した｡

この試料 を透析チュづ に入れ､再構成緩衝液 (50mMコハク酸 -Tris (pH6.0)､

10%グリセロール､ lmMD[ ､ 0･5mMEDTA､ 5mMATP､ 5mM塩化マグネシウ

ム )中で 12時間､ 26℃の恒温室内で透析 した｡透析後ATPase活性の測定､蛋白定

量等を行った｡

6 Eサブユニットのα3β3†複合体に対する親和性

再構成は F血 の方法に従った27)｡ サブユニット蛋白質を適当量混合 しエ ッペ ンドル

フチューブに加える｡ この時､様々な化学量論比で Eサブユニット量 を加える｡ 調製 し

た試料 に再構成緩衝液 を仝液量の 20% になるように混合 した ｡ この試料 を透析チュ

ーブに入れ､再構成緩衝液 (50mMコハク酸 -Tris (pH6･0)､ 10% グリセロール､

1mMDm ､ 0･5mMEDTA､ 5mMATP､ 5mM塩化マグネシウム )中で 12時間､

26℃の恒温室内で透析 した｡透析後ATPase活性の測定､蛋白定量等を行った｡

7 その他の方法

1)塩基配列の決定

塩基配列の決定は､第 2章に示 した方法に従って行った｡

2)ATPase活性の測定
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ATPase活性の測定は第 2章に示 した方法に従 って行 った｡

3)蛋白定量法

蛋白定量法はBradford法1°6) を用いた｡牛血清アルブ ミン (BSA)を標準試料 としたC

4)SDS-PAGE法及びクーマシーブリリアン トブルー (以後 cBBと略す)染色法

SDS-PAGE法及びクーマシーブリリアン トブルー (以後 cBBと略す)染色法は第 2

章に示 した方法に従って行 った｡

試薬及びその他の方法

その他の試薬は前章 と同様の ものを用いた｡

プラス ミドDNAの大腸菌への導入は電気穿孔法によった｡
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第 6節 γ-Eサブユニ ット間相互作用異常変異体の

ATP合成酵素への影響

第 1項 緒言

第 5節では､単離 された変異が Eサブユ ニット間の親和性 に影響 を与えてα3β3†複合

体 における ATPase活性に影響 を与えることを明 らか に した｡ この節では､単離 された

変異 と作製 した変異が本酵素全体へ どの様 な影響 を与えるか検討 した｡検討 した影響 を

以下に示す｡

① コハ ク酸資化能への効果

コハク酸 を唯一の炭素源 とすると第 1章で述べたように解糖系 による ATPの合成がで

きな くなるが､電子伝達系による形質膜のH十の濃度勾配は形成 される｡ 従 って､ATP

合成酵素に異常がある場合､大腸菌の増殖速度に影響が現れるo しか し､こiげ どの様

な異常によるものかは､わか らない｡

② 膜上における酵素の分子集合状態の検討

抗体 を用いて各サブユニットを検出する｡ これによりFo部分に結合 した Fl部分量 を

検討で きる｡

③ 膜上における ATPase活性への影響を検討

④ ATPを駆動力 としたときのH十輸送活性への影響 を検討

これらのことを解析するために仝 unc発現プラスミ ドである pKM02に変異 を導入す

る必要がある｡

第 2項 変異 を有する仝 unc発現プラスミドの調製

変異 を持つ全てのプラス ミドpGBT9-†mutationを制限酵素 - -とSruIにより切

断 し､ 50/opAGEにより目的の DNA断片を回収する｡ この DNA断片 を制限酵素 MJuI

と ∫ru暮に より切 断 した pKM02に導入 した (図3･16a)｡これ らプラス ミドを

JM109に導入 し､LB-Ampプ レー ト上で生育するコロニーを得た｡ この プレー トよ

りプラス ミ ドを調製 し､制限酵素 MJulとS,uIにより消化するこ とによりそれぞれ

目的の大 きさの DNA断片 が検出されたo塩基配列 を決定するこ とにより目的の位置に

目的の塩基置換のみが挿入 されていたoこれらのことからpKMO2γG85D､PKMO
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昭 -'.II..垂･i -=-i.iii;__.二i;..

b .

amp

pKMO2-7mutation

pKMO2･一丁mutation

StuI
kIIuI

pKMO2-7mutation ATP合成酵素

Frenchpressにより
大腸菌 を破砕 し反華i

膜小胞 を調製す る｡

ATPase活性及びプ ロ トン輸送 活性 を測定す る｡

図3116 変異 を持つ仝 unc発現プ ラス ミ ドの作製手順 と

変異 に よる酵素への影響 を解析す る手順

作製 した変異 を持つ pGBT9･-ymutationの変異 を全 unc発現 プ ラス
ドpKM 02に導入す る手順 を示 した｡

a
6:ヨ■;!iZ!

b･変異に よる酵素への影響 を解析す る手順 を示 した｡

上で作製 したプ ラス ミ ドを全 unc欠失株 DK8に導入 し､反転膜 を調製
後､様 々な解析 を行 う｡
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2γG85A､pKMO2γG85C､pKMO2†G85K､pKMO2†MlO2T､PKMO

2γM102F､pKMO2γM102K､pKMO2†MlO2D､pKMO2†MlO2C､

pKMO2γD141V､pKMO2†D141日､pKMO2†D141K及び pKMO2yD1

41Cの発現プラスミドが作製できた｡

第 3項 コハク酸資化能への効果

作製した発現プラスミドpKM02をunc欠損株 DK8127)に導入した (図3.16b)｡

このうちpKMO2γG85D､pKMO2†MlO2T及びpKMO2†D141Vを導入し

たものについてのみコハク酸での生育能を解析 した○その結果を表3.13に示した｡

野生型を100%としたときの生育速度を示 したo対照としてuncGを欠失したpKMO

2』GをDK8に導入した｡

γG85Dの変異体では､生育速度が野生型の52%に減少していた｡†M102T及

び †D141Vの場合それぞれ73%､87%と少しの影響が認めらた｡ これらのこと

からこれらの変異によりATP合成酵素に何らかの影響が生じたと考えられる｡

第4項 反転膜上における変異体 ATP合成酵素の生化学的解析

1 反転膜上における変異体の分子集合の解析

各変異株の反転膜小胞 を調製し､それぞれのサブユニットに対する抗体を用いて各サ

ブユニット量を検討した｡α､β､8､Eサブユニットに対する抗体としてそれぞれモノ

クローナル抗体 α108103)､β31104)､851124)､E12124)を用いた｡ †サブユ

ニットに対する抗体として抗血清を用いた125)｡ この結果を図.3.17に示した｡その

結果､全ての変異株において全てのサブユニット量は､ほぼ野生型と同量であった｡ 又､

対照においては､βサブユニットが検出された｡これは､βサブユニッ トが非特異的に

膜上に結合しているものであると考えられる｡ これらのことから全ての変異株の反転膜

上の分子集合は正常であると考えられ､変異体 Fl部分が正常にFo部分に分子集合して

いると考えられる｡ 又､以下で行うATPase活性及びプロトン輸送活性への影響が認め

られた場合､反転膜上の醇素量の変化によるものではないと考えられる｡
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変異部位 液体コハク酸培地での
37℃における生育

野生型(pKMO2)

yG85D

yM102T

yD141V

対照 (pKMO2AuncG)

100 (%)

52.

73

87

表 3.13 yG85D､yM102T及びyD141Vの酸化的リン酸化に依存した生育

野生型としてpKM02を用いた｡対照としてYサブユニットの遺伝子を欠失

したpKMO2AuncGプラスミドを用いた.
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図3.17 変異体ATP合成酵素の反転膜上における分子集合

cl､β､Y､8､Eサブユニットをそれぞれ 2､2､2､ 10､ 15ug

の反転膜を 12.5%SDS-PAGE法により分離した｡対照としてpKM

o2AuncGを用いたocl､β､8､Eサブユニットの検出はそれぞれの

モノクローナル抗体を用いたoyサブユニットは､抗 Yサブユニット血

清を用いた｡
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2 反転膜上における変異体 †によるATPaSe活性への影響

調製 した反転膜小胞のATPa5e活性について検討 した｡

① Gly85残基の場合

反転膜小胞のATPase活性 を測定 した結果を図 3.18に示 した｡ グラフの縦軸は､野

生型のATPase活性の値､ 2･3uniりmgを 100%とした値 と野生型の相互作用の強 さ

を示す β-ガラク トシダーゼ活性 を 100%とした値を示 した｡

相互作用が低下 したアラニ ン及びシステイン残基への置換によ りATPas｡活性は､そ

れぞれ野生型の 1･3倍､ 1･8倍に上昇 した○相互作用が上昇 したアスパ ラギン酸残基

への置換により活性は､野生型の 60%に減少 した｡相互作用に殆 ど変化がなかった リ

ジン残基の場合､ATPase活性 も殆 ど影響なかった｡これ らの ことから､変異体 †-Eサ

ブユニッ ト間相互作用の強 さとATPase活性には､逆相関関係がある と考えた ｡ これ ら

の結果は､第 5節で述べた結果 と一致 した｡

② MetlO2残基の場合

反転膜小胞のATPaSe活性 を測定 した結果を図 3.19に示 した｡

相互作用が低 下 したス レオニ ン､ リジ ン及 びアスパラギ ン酸残基へ の置換 に より

ATPaSe活性は､それぞれ野生型 の 2.3倍､ 1.6倍､ 1.6倍 に上昇 した｡相互作用 に

殆 ど変化 がなか ったフェニルアラニン及 びシステイン残基の場 合､ATPase活性 も殆 ど

影響なか った｡ これらの ことか ら､†一己サブユニ ット間相互作用の強 さとATPase活性

には､相関関係があると考えた｡これらの結果は､第 5節で述べた結果 と一致 した｡

③ Asp141残基の場合

反転膜小胞のATPase活性 を測定 した結果を図 3,20に示 した｡

相互作用が低下 したバ リン､グルタミン､ リジン及びシステイン酸残基への置換に よ

りATPase活性 は､それぞれ野生型 の 2･5倍､ 2･5倍､ 2.4倍､ 2.0倍 に上昇 した｡

これらのことか ら､γ Eサ ブユニ ット間相互作用が低下することで ATPase活性が､上

昇することを明 らかに した｡ これらの結果は､第 5節で述べた結果 と一致 した｡

3 蛍光消光法による変異体 †が ATPを駆動力 とした H+輸送活性への影響の解析

調製 した反転膜小胞のATPを駆動力 とした H十輸送活性の検討 した｡その結果を図 3.

21に示 した｡

① Gly85残基の場合

ATPを駆動力 とした H+輸送活性の結果を図 3.21aに示 した｡ ATPase活性が増加

したアラl=ン及びシステイン残基への置換によりH十輸送活性は､それぞれ 1.2倍 ､ 1.
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(野生型) Ala Cys Lys Asp
対照

(pKMO2AuncG)

図3･18 7サブユニットのグリシン85残基のアミノ酸置換による
ATP加水分解活性への影響.

野生型のATPase活性 2.3 (血 t/mg)を 100%とした時のそれぞれ
の変異株の活性と相互作用変化を示したO
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a.
ATP FCCP

ATP FCCP

C･ ATP FCCP

対照

/ yG85D

yG85A
yG85C

yM102D

対照

.▲ノ ー yD141(〕

専 一 .ニ 野生型 とyD141K

yD141VとyD141C

図3･21 7サブユニットの変異によるATPを駆動力としたときの
プロ トン輸送活性への影響

a･85残基目の置換によるプロ トン輸送活性-の影響結果を示 したo

b･102残基目の置換によるプロ トン輸送活性-の影響結果を示 したc

c･141残基目の置換によるプロ トン輸送活性への影響結果を示 した｡
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5倍に増加 したo ATPase活性が減少 したアスパラギン酸残基への置換により輸送活性

は､野生型の 50%に低下 した｡ATPaSe活性 に影響 を与えなかった リジン残基-の置

換の場合､H+輸送活性に置いて も影響がなかった｡ これらのことか ら85残基 目の ア

ミノ酸残基置換は､ATPase活性 の変化に比例 して H+輸送活性 も変化 したと考 えたL

② MetlO2残基の場合

ATPを駆動力とした H十輸送活性の結果を図 3･21bに示 した｡ ATPase活性が増加

したスレオニン､リジン及びアスパラギン酸残基-の置換により輸送活性は､それぞれ

1･7倍､ 1･5倍､ 1･5倍､2･0倍に増加 した｡ ATPase活性に影響 を与えなかったフェ

ニルアラニンとシステイン残基への置換の場合､ H+輸送活性に置いてもほとんど影響

がなかったoこれらのことから 102残基目のアミノ酸残基置換は､ATPase活性の変

化に比例 してプロ トン輸送活性 も変化 したと考えた｡

③ Asp141残基の場合

ATPを駆動力 としたH+輸送活性の結果を図 3･21Cに示 した｡ ATPaSe活性が増加

したばりん､グル タミン､リジン及びシステイン残基-の置換によるH十輸送活性への

影響は殆 ど認め られなか った｡ 141残基目のアミノ酸残基置換は､ATPase活性の変

化には影響 を与えたが､ATPの加水分解 と共役 したH+輸送活性には影響 を与えなかっ

た｡

第 5項 要約 と考察

各変異 を有す る反転膜小胞 を調製 し､それぞれの ア ミノ酸残基置換が分子集 合

ATPaSe活性 ･H+輸送活性へ及ぼす影響を検討 した○ これらの結果 と本章で得 られた

知見を以下に考察 した｡

之三二上二二 ユエクスに存在するグリシン8_5墾旦 ヒ 処 葦墨旦彊仝

85､ 102残基 目のアミノ酸残基置換によりATPase活性は､γ Eサブユニ ッ ト間

相互作用の強さに反比例 した｡ATP加水分解 を駆動力としたH+輸送活性は､加水分解

活性の上昇に伴い上昇 した｡これらの変化 は､膜上の分子集合は正常であったことか ら

膜上の酵素量の変化に よるものではない○従って､ATPの加水分解量 とH.の輸送量 の

比に変化がなかったと考 えられるo つま り､FoFl部分問の共役機構 には､影響 を与 え

ていないと結論 された｡これらのことか･ら†サブユニットの ショー ト･ヘ リックスは､

Eサブユニットと相互作用することでATP加水分解活性 を調節 していると考えられた｡

言い換えるとこの領域間における相互作用の強さの変化は､ ATPase活性の阻害蛋白質

129



であるEサブユニッ トの阻害効果に影響を与えたと考 えることが出来る｡ 従 って､Eサ

ブユニ ッ トの α ドメインと †サブユニ ッ トの シ ョー ト ヘ リックス間が相互作用

す ることに よ りATPase活性の 阻害 を行 っているとい う阻害機構 を初めて明 らか

に したo この阻害機構 には､ これ ら 2つの領 域の相 互作用 の強 さが 関与 してお

り､実際 にはこの相互作用が強い と活性 阻害が大 きくな り､相互作用が弱い場 合

には活性阻害が小 さ くなる とい うことであった｡

X線結晶構造解析11)､NMR解析13)､架橋試薬32)を用いた結果から推定される構造

モデルを図 3･22に示 したo先に述べた通 りEサブユニッ トは､図 3.22aに示 した

ようにEサブユニットの α ドメインが ､βサブユニットの DELSEED領域 と呼ばれる近

傍に位置すると考 えられるo †サブユニットのショー ト･ヘ リックスも DELSEED領域

近傍に位置することが明らか にされている｡ これらのことから†サブユニ ットのショー

ト ヘリックスは､ Eサブユニットの α ドメインと相互作用 していると考えられる｡架

橋試薬を用いた解析32)から得 られた結果を図 3･22bに示 したように†サブユニット

のショー ト･ヘリックスは､ATPを結合 したβサブユニット間で架橋 される｡ 一方､E

サブユニッ トの α ドメインは､ADPを結合 したβサブユニ ッ トと架橋 される｡ これら

の架橋により活性は失われる｡ これは､α3P3複合体に対 して†サブユニ ットが回転で

きなくなったためと考えられる｡ 従って､†サブユニ ットのショー ト･ヘ リックスとE

サブユニットの αドメインは､活性がない状態では離れた位置にあるため相互作用でき

ないと考え られる｡ しか し､今回得 られたシ ョー ト ヘ リックス上の 変異によ りγサ

ブユニ ッ トの シ ョー ト ヘ リックスとEサブユニ ッ トのα ドメイ ン間の相互作用 に

異常が起 きることで活性 に影響を与えた事から､図 3.23に示 したモデルを考えた｡

即ち､触媒機構発現中に ADPを結合 した αβに存在す るEサ ブユ ニ ッ トのαドメイン

が､ATPを結合 した 坤に位置する γサブユニ ッ トの シ ョー ト ･ヘ リックスの位置

まで移動 し､相互作 用す る｡ この 時 にATPase活性の 阻害 を行 って いる と考 え る

と理解 で きる ｡ その後 ､ATPが加 水分解 されるか或 いはヌ クレオチ ドが結合 し

ていない αβにATPが結合することでシ ョー ト ･ヘ リックスが､次の αβに移動する

というものであるo このモデルは､Eサ ブユニ ッ トの 阻害機構 を示 したモ デルで あ

るo この様 に Eサ ブユニ ッ トの阻害機構 は､触媒機構 における †サ ブユ ニ ッ トの

回転 中に †サ ブユニ ッ トの シ ョー ト ヘ リ ックス とEサ ブユニ ッ トの α ドメ イン

が､解離 した り相互作用 した りす ることを繰 り返 しなが ら機能 していると推測 さ

れ る｡本研究の結果 は､ 2つの領域の相 互作用の安定性 に異常が生 じることに よ

り阻害機構 に影響 を与 えた と解釈で きる｡又 ､ ここまで提示 したモデルか ら､†

サ ブユニ ッ トの シ ョー ト ヘ リックスとEサ ブユニ ッ トのαドメインが相互作用す
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(構造不明領域):Yサブユニ ットの
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図3･22 ショー ト･ヘリックス上の変異部位とけ プユニットとの関係

a･変異部位の3次構造上の位置を示したo βサブユニットの DELSEED領域
上のもで示したアミノ酸残基は､Yサブユニットのショー ト･ヘリックス上
のC･で示したアミノ酸残基とS-S結合できる. 又､eサブユニットの α ドメ
イン内のもで示したアミノ酸残基においてもS-S結合できる.このことから
Eサブユニットは図に示したように配置していると考えられる｡
b.架橋試薬を用いた解析結果を示した｡
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ることにより †サ ブユニ ッ トの回転 を妨害 し ATPase活性 を阻害 している と考

え られる｡今後 は､ これ ら2つの領域 を架橋距離の異 なる様 々な架橋試薬 を用 い

て架橋 し､ この時の ATPase活性 と架橋距離間の関係 を解析 してい くことで図 3.

23のモデルを証明出来 る と考 え られる｡

この相互作用 に異常が生 じても共役機構 に影響が なか ったことから γサフーユニ ッ

トの シ ョー ト ･ヘリックスとEサ ブユニ ッ トの α ドメイン間の相互作用 は､Eサ ブ

ユニ ッ トによる活性 阻害機構 のみに関与 していると考 え られる｡

†-eサブユニット間相互作用異常変異株にも関わらず反転膜上の分子集合は正常であっ

た｡これはγサ ブユニ ッ トの構造不明 な領域 と Eサブユニットのβドメイン間の相互

作用が､膜上における分子集合に重要であると考えると理解できる｡ このことを示唆す

る結果を以下 に示 した｡ ①Eサブユニットの βドメインだけでもFl部分は､膜上に分

子集合できる128)｡② この領域間で架橋 されてもATPase活性に影響を及ぼさない57)｡

これは､この領域間の相互作用が比較的安定な相互作用であると考えられ､触媒機構の

回転中にこれら領域間での相互作用の変化が少ないものと考えられる｡

立体構造上の位置が明らかでないアスパラギン酸 141残基目の場合

この 14 1残基目のアミノ酸残基置換によりATPase活性 は､†-Eサ 7､ユ ニッ ト間相

互作用に反比例する事が示された｡これらの変化は､膜上の分子集合は正常であったこ

とから膜上の酵素量の変化によるものではない｡ ATP加水分解を駆動力とした H+輸送

活性は､加水分解活性の上昇 とは無関係で野生型 とほぼ同等であった｡従って､ATPの

加水分解量 とH十の輸送量の比 に変化が起こった と考えられる｡ つ まり､FoFl部分間

の共役機構に何 らかの影響を与 えたと結論 した｡ これは､この残基の変異株のみが Eサ

ブユニットだけでなく8サブユニット間の相互作用にも影響 を与えたと考えられる｡ 架

橋試薬を用いた解析から8サブユニットは､α3β3複合体 と架橋 される5())｡ しか し､こ

の架橋によるATPase活性への影響はない｡従って､活性発現中 8サブユニットが α3β3

複合体 と同じ挙動をしていると考えられる｡活性発現中 †サ ブユニッ トは､α3β3複合

体及び 8サ ブユニットに対 して回転 していると考 えられる (図 3.24)｡ この様に活

性触媒中にγサ ブユニ ットが､α3β3複合体 を一回 りする間に少なくとも1回は8サブ

ユニットと相互作用できると考えられる｡ この時の相互作用が､ATPの加水分解量 とH

十の輸送量の比の調製に関与 していると考えるとこの 141残基目のアスパラギン酸は､

ATPase活性の調節だけでなく共役機構にも関わっていると考 えられた｡又､この残基

のアミノ酸置換による ATPase活性への影響が､ショー ト ヘ リックス上の変異 と一致

することから141残基目の位置は､ショー ト ヘリックス近傍に位置すると考えられ

た｡又､Eサブユニットだけでなく8サブユニット問相互作用異常変異株であるにある
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a.

b .

:Yサ ブユニットの

ショー ト･ヘリックス

:Eサブユニットの

α ドメイン

図3･23 活性発現中におけるYサブユニットのショー ト･ヘリックス
とEサブユニットの α ドメインの挙動モデル

a･ショー ト･ヘリックスはαβTPに α ドメインはαβDPに結合 している状

態を示している｡b.αβDPに結合していたα ドメインがαβTPに結合して

いるショー ト･ヘリックスに相互作用する状態を示したoc .ATPが結合
するか或いは､αβEにATPが結合することによりショー ト･ヘ リックス
がαβTPに移動した状態を示した｡
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αβE

｢ 崎 ｡apTP〔 可

図3･24 触媒中におけるYサブユニットと8サブユニットの挙動
架橋試薬を用いた解析から8サブユニットは､αβ (1組或いは複数
組､ここでは 1組の場合を示したo)に結合している｡又､活性に

影響がないことから8サブユニットはYサブユニットと異なった挙
動をしていると考えられた｡

134

あるにも関わらず膜上の分子集合は正常であった｡ このことか ら141残基目の位置

は､膜上の分子集合に重要であると考えられた Eサブユニ ットのβドメインと相互作用

できない領域つまりαドメイン近傍に存在すると考えられた｡ これら生化学的解析から

141残基目の立体構造上の位置は､ショー ト ヘリックス近傍であると仮定 した｡

以上の成果からス トーク領域の構造 として†サブユニ ットの ショー ト･ヘ リックスと

Eサブユニ ットの α ドメイン間の相互作用が､Eサブユニットの阻害機構において重要

であることを初めて明らかにした｡この阻害機構は､触媒中大幅な構造変化を伴 った相

互作用変化によ り起 こることが推察された｡又､γサブユニ ットと8サブユニット間の

相互作用によりH+の輸送量 とATPの加水分解量の比 を調節 している と考えられる初

めての知見が得 られたo又､酵母 two-hybhd法が､サブユニット相互作用の解析に有

効であることを本研究により示する事が出来たo今後､これらの知見 と方法は､この分

野の発展に貢献するものと考えられる｡

第 7項 材料及び方法

1 菌株および培養条件

菌株および培養条件は本章の第 1節に従って行った｡

2 変異体 ATPase発現プラス ミドの調製

変異を持つ pGBT9-†mutationを制限酵素 MluIとslulにより切断 し､ 5%PAGE

により目的の DNA断片を回収する｡ この DNA断片を制限酵素 MJulとS,u]により

切断 したpKMO2126) に導入 したoこれらプラスミドをJM109に電気穿孔法によっ

て導入 し､LB-Ampプレー ト上で生育するコロニーを得た｡コロニーをLB-Ampプレー

トにレプリカした｡このプレー トよりプラスミドを調製 し､制限酵素 MJulとslul

により消化す ることによ りそれぞれ目的の大きさの DNA断片が､検出された｡塩基配

列を決定することにより目的の位置に目的の塩基置換のみが挿入され留ことを確認 した｡

3 コハク酸培地での生育

0･4%コハク酸 ナ トリウムを単一炭素源とする最小培地プレー トに L-brothプレー ト

上の形質転換株 を塗布 し､培養温度を3●7℃とし48時間後のプレー ト上での生育を検

討 した｡
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4 抗体を用いたウェスタンプロテイング法によるサブユニ ッ ト量の検討

膜画分を適当量調製 し等量のSDSサ ンプルバ ッファーで懸濁 し100℃､ 10分間処

理した｡α､β､†サブユニ ットの量の測定には膜画分を蛋白量にして2pg､8サブユニ ッ

トでは 10ug､Eでは 15ug用いた｡調製 したサ ンプルをsDS-PAGE法によって分離

した後､ゲルから蛋白質 をGVHDフィルターに電気的に転写 した｡その後､ABC法を

利用 した免疫染色法により各サブユニ ット蛋白の同定を行った○α､β､8､Eサブユ ニ ッ

トを認識する 1次抗体はそれぞれモノクローナル抗体 α108103)､β31104)､851

124)､E12124)を用い､γはそれぞれ抗血清を用いたo α､β､8､Eサブユ ニ ットにた

いする2次抗体 として ビオチ ン化抗マウス IgG抗体を､†はビオチ ン化抗 ウサギ IgG抗

体 を用いた｡

5 免疫染色法

蛋白を転写 したフィルターをブロッキングバ ッファー (10% スキム ミルク)中に浸

して､4℃で 8hr以上静置 し､抗体の非特異的な結合を抑えた｡次に 1次抗体 をそれぞ

れ指定の倍率に希釈 したブロッキングバ ッファーと交換 し､ 37℃で 2時間反応 させ た

(モノクローナル抗体 は 1/700希釈､抗血清は 1/20希釈 )｡ この時､抗血清は

より特異性 を上げるためDK8の細胞破砕液と1次抗体 をブロッキ ングバ ッファーで予

め 37℃で 1時間反応 させておいたo 続いて､ 2ug/mlの 2次抗体 を加えて 37℃で 2

時間反応 させた｡そ してベクタステイン ABC試薬 (ア ビジンとビオチ ン化ペ ルオキシ

ダーゼの複合体､vec-orLab･,Inc･)を加 えて､室温で 30分間反応 させた後､ 3,3･

-ジアミノベ ンジ ジン四塩酸塩 (DAB) 20mgと30 0/,,過酸化水素水 20ulを含む

20mMTriS-HClpH7.6を加えて発色 させた｡

6 反転膜小胞の調製123)

変異を持つpKM02で形質転換 したDK8をグリセロールを炭素源 とす るTanaka培地

400mlで対数増殖基後期 まで培養 し､洗浄液 (10mMTris-HCIpH8.0､ 140

mM塩化カ リウム ) 200mlお よび30mlで洗浄 し集菌 した｡ 菌体 をTKMG緩衝液 (

10mMTriS-HCIpH8･0､ 140mM塩化カリウム､ 2mMβ一MB､ 10% グリセロー

ル ) 20mi に懸濁 し､フレンチ プレス (1500kgf/cm') により破砕 した｡細胞破

砕液から遠心分離 (15krpm､ 10min)により細胞残査 を除いた後､上清から超遠心

分離 (40krpm､ 1hr)により膜画分を得た｡ この膜画分をTKMG緩衝液 20mlで洗

浄 した後､適当量のTKMG緩衝液 (0.b.650xO.3m日 で懸濁 しさらに等量 の 10

0% グリセロールを加えた｡ これを反転膜ノ｣､胞 とし解析に用いた｡
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7 その他の方法

1)塩基配列の決定

塩基配列の決定は､第 2章に示 した方法に従って行った｡

2)ATPaSe活性の測定

ATPase活性の測定は第 2章に示 した方法に従って行った｡

3)蛋白定量法

蛋白定量法はBradford法1O6)を用いた｡牛血清アルブ ミン (BSA)を標準試料 とした｡

4)SDS-PAGE法及びクーマシ- リリアントブルー (以後 cBBと略す)染色法

SDS-PAGE法及びクーマシーブリリアン トブルー (以後 cBBと略す)染色法は第 2

章に示 した方法に従って行った｡

5)プラス ミ ドDNAの大腸菌への導入

プラス ミドDNAの大腸菌への導入は､電気穿孔法によった｡

試薬及びその他の方法

その他の試薬は前章 と同様の ものを用いた｡
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緒言

ATP合成酵素の特異的な機構である共役機構の機能発現 には､下で述べる2つの役割
が重要となる｡

① H+輸送の際に起こると考 えられるFo部分内の構造変化という情報と Fl部分の

ATP合成 ･加水分解時の構造変化 という情報を伝達する役割である｡ この役割には､ス

トーク領域に存在すると考えられるサブユニットが重要であると考えられる｡第 3章で

述べたようにサブユニット間相互作用の変化が重要な役割を担っていると考えられる｡

本研究においても変異株 を用いてこの役割 に関わると考えられるモデルを示 した｡又､

架橋実験からも少 しずつこの役割に関わる知見が得 られるようになった｡例えば､Eサ

ブユニットと Cサブユニ ット間の架橋によりATPaSe活性には影響を与えないが､ATP

を駆動力 とした H十の輸送は阻害される｡ これは､Eサ ブユニッ トとC サブユニ ット間

における相互作用変化があることを示唆 している｡ 構造変化という情報を伝達する役割

を理解する上で重要な知見が昨年報告されたo先に述べた回転機構である｡ 触媒発現だ

けでなく共役機構においてもγとEサブユニットが ､回転することにより情報伝達を担っ

ていると考えられるo しかし､その分子機構は明らかではない ｡ 又､他のサブユニ ッ ト

がこの役割を担っている可能性 も十分考えられるが､現在明らかではない｡

② 本酵素の分子集合に重大な影響を与えかねない Fo部分とFl部分を結合するという

役割である｡ これを明らかにすることは､本酵素の共役機構だけでなく分子集合状態 を

解明する上で極めて重要 なことであるo これらの結合には､F上部分のサブユニットと

Fo部分のサブユニットの結合により起こる｡ この結合に関わるサブユニットは､ス ト

ク領域に存在すると考えられるγ､8､e及びbサブユニットであると推察される｡実際､

8サブユニットを欠失 したFl部分は､ Fo部分に結合できなくなる｡Fo部分を トリプシ

ンにより消化するとbサブユニ ットの細胞質領域が切断されることによりFl部分が結

合できなくなる｡ このため､8サブユニ ットとbサブユニ､ノトが､Fo部分と Fl部分の

結合に重要な役割を担っていると考えられている｡ しか し､この2つのサブユニット間

の相互作用は､検出されていない｡この相互作用を検出することは､Fo部分とFl部分

の結合を理解する上で非常 に重要なことである○ しか し､他の Fo部分のサ ブユニ ッ ト

が関与 している可能性は､否定できない｡ この結合に関与できる領域は､細胞質に突出

した領域であると考えられる｡ 図4･1には､現在考えられている Fo部分の各サブユニッ

トの推定 2次構造モデルを示 した｡図4.･1aには､aサブユニットの推定 2次構造モデ

ルを示 しいる｡ 2つの領域が大きく細胞質側に突出 していることがわかる｡ 60から 1

01残基までの領域と160から200残基までの領域である0 6回の膜貫通領域を持
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図4･1 Fo部分の各サブユニットの推定 2次構造モデル

すると考えた領域を示 した｡b･bサブユニットの推定 2次構造を示 した｡ -一･E乙コは､本
研究において相互作用に関与すると考えた領域を示した｡

C.Cサブユニットの推定 2次構造を示 した｡
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ちカルボキシル末端は H+輸送に重要であると考えられている｡図 4.1bには､bサ

ブユニットの推定 2次構造モデルを示 しいる｡アミノ末端から25残基までの領域が膜

貫通 ドメインであり､他の約 80%が､細胞質領域に存在する｡図 4.1Cには､･Cサブ

ユニ ッ トの推定 2次構造モデルを示 しいる｡ 2らの膜貫通領域を持 ちこれを連結するよ

うに細胞質側に短いループが存在する｡ これらのことから､細胞質側に大きく突出 した

領域を持つ aサブユニットとbサブユニットに注目した｡この 2つのサブユニ ッ トと仝

Flサブユニット間の相互作用を解析することは､FoとFl部分の結合状態を明らかにす

る上で非常に重要であると考えた｡

サブユニ ット間の相互作用の検出には､第3章の第 1節で述べた理由で､酵母 tw｡_

hybrid法を用いた｡又､第3章で示 したようにこの方法と]･nvil,o再構成系を組み合わせ

ることにより相互作用の機能解析 も可能となると考えられた｡
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第 1節 酵母two-hybt･id法 を用いた

FoとFlサブユニット間の相互作用の検出

第 1項 緒言

酵母 two-hybrid法を用いて FoとFl部分の結合に関わる相互作用の解析 を試みた｡こ

のため aサブユニ ッ トとbサブユニ ットの発現プラス ミドを作製する必要がある｡ しか

し､酵母 two-hybrid法は､酵母制 包内で発現 された目的蛋白質が､核へ移動すること

で レポーター遺伝子の転写が誘導される｡ 従 って､膜貫通領域が存在すると核膜に挿

入される可能性が考えられ､核内に移動で きなくなる｡ また､核内に移動で きたとして

も本来の構造を形成 していない可能性が大いに考えられる○これらのことを考慮 して先

程述べた細胞質に突出 した領域に注目し､サブユニッ トの部分断片の形で発現 させ､解

析 を行った｡

第 2項 酵母 【wo-hybrid法を用いた各サブユニッ ト蛋白質の発現プラス ミドの調製

1 aサブユニ ッ ト発現プラスミ ドの作製

pCR法 を用いて図 4･1aに示 したaサブユニ ット遺伝子の任意の領域 a60か ら10

1残基 までの領域 (a60-101) とa160から200残基 までの領域 (a160-2

00)を増幅 し､この DNA断片 を発現ベクター pGBT-9及びpGAD-424導入 した｡

これらの発現プラス ミ ドをJM109に導入 し､LB-Am pプレー ト上で生育するコロニー

を得た｡ このプレー トよりプラス ミドを調製 し､制限酵素 BamH ItEcoR 圧 より消

化するこ とによ りそれぞれ目的の大 きさの DNA断片が､検出された｡この結果､aサ

ブユニッ トの a60か ら101残基 までの領域 とa160から200残基 までの領域が

作製 されたo又､これら領域の塩基配列を決定することによりアミノ酸置換がないこと

を確認 した｡

2 bサブユニ ット発現プラスミドの作製

pcR法 を用いて図 4･1bに示 した bサブユ ニッ ト遺伝 子の領域 b26か ら156残

基 まで領域 (b26-156)を増幅 し､ この DNA断片 を発現ベクター pGBT-9及び

PGAD-424に導入 した｡この発現プラスミ ドをJM109に導入 し､LB-Am pプレー
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ト上で生育す るコロニー を得た｡ このプ - トよりプラス ミ ドを調製 し､制限酵素

BamFIftEcoR 圧 より消化することによりそれぞれ目的の大 きさの DNA断片が､検

出された｡この結果､bサブユニットのb26から156残基 までの領域が作製された｡

又､これ ら領域の塩基配列を決定することによりァミノ酸置換がないことを確認 した｡

第 3項 FoとFlサブユニット間の相互作用の検出

1 酵母 sFY526への発現プラスミ ドの導入

先ほど作 製 した発現プラス ミドと仝 Flサ ブユニッ トの発現 プラス ミ ドを第 3章に示

した方法に従って酵母 sFY526に導入 した｡その結果､各プレー トで発現プラス ミド

が導入され生育 したコロニーを得た｡

2 β-ガラク トシダーゼ活性の測定による FoとFlサブユニ ッ ト間の相互作用の検出

(1) フィルター法を用いた β-ガラク トシダーゼ活性の測定による

Foと Flサブユニッ ト問の相互作用の検出

フィルター法の結果は､表 4.1に示 した｡

a60-101の場合

仝 Flサブユニ ッ トα､β､γ､8､e間において相互作用の存在を示す β-ガラク トシダー

ゼ活性は認 め られなかった｡又､Fo部分内の相互作用を解析するためにb26-156

の相互作用 を解析 した結果､相互作用の存在 を示す β-ガラク トシダーゼ活性は検出さ

れなかった｡以上のことから､aサブユニッ トの 60から101残基 までの領域は､仝

Flサブユ ニ ッ ト及 び bサブユニ ットの細胞質領域において相互作用が存在 しないと示

された｡ しか し､これら融合蛋白質に発現 を確認 していないため､この領域 と相互作用

するサブユニ ッ トが存在 しないとは結論されない｡

a160-200の場合

仝 Flサブユニ ッ トα､β､γ､8､E間において相互作用は認め られなかった｡又､aサ

ブユニ ッ ト内の相互作用 を解析 した結果 a60-101との相互作用の存在 を示す β-ガ

ラク トシダーゼ活性は検出されなかった｡Fo部分内の相互作用 を解析するためにb26

-156の相互作用 を解析 した結果､β-ガラク トシダーゼ活性は認 め られなかった｡以

上のことか ら､aサブユニ ッ トの 60から101残基までの領域は､仝 Flサブユニ ッ ト

及びaサブユニ ッ ト内の 160から200残基 までの領域 間においてもその相互作用 は

認め られなかった｡又､bサブユニットの 26から156残基 までの領域においても相

143



融合蛋白質

GAL4ad GAL4bd
β-ガラク トシダーゼ活性

a60-101

a160-200

b26-156

α

β

Y

a

E

b261156

(ユ

β

Y

8

E

a60-101

b26-156

+++

表 4.1 酵母 two-hybrid法を用いたFoとFl部分の結合に関わ
るサブユニット間相互作用の同定 (フィルター法)
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互作用は検出されなか った｡これら融合蛋白質の発現を確認 していないため､この領

域と相互作用するサブユニットが存在 しないとは結論 されない｡

b26-156の場合

8サブユニット間において相互作用の存在 を示す β-ガラク トシダーゼの活性が示さ

れた｡ しか し､他の Fl部分のサブユニ･ノト間においては相互作用を検出で きなかった｡

一万､2量体を形成することが示されているbサブユニッ ト間同士の相互作用の存在 を

示す β-ガラク トシダーゼ活性は､検出されなかった｡以上のことから､初めて 8-bサ

ブユニット間相互作用の存在を示す知見が得 られた｡相互作用の存在を示す β-ガラク

トシダーゼ活性が認められなかった組み合わせは､これら融合蛋白質の発現を確認 して

いないため､この領域 と相互作用するサブユニットが存在 しないとは結論 されない｡

(2) 液体培養法 β-ガラク トシダーゼ活性の測定

ここでは相互作用の存在を示す β-ガラク トシダーゼの活性が認め られた 8サブユニッ

トとb26-156間の相互作用の液体培養法の結果を図 4.2に示 した (他の組み合わ

せの結果は示 していない)｡ α-βサブユニットにおける β-ガラク トシダーゼ活性は､

18,7Millerunitを示 した｡相互作用が初めて検出された 8サブユニッ トとb26-15

6間の相互作用では､ 17.2Milleru山tを示 した｡ しかし､対照である b26-156と

DNA結合領域間及び8サブユニッ トと転写活性化領域間においては､β-ガラク トシダー

ゼ活性は認 め られなか った｡これ らのことか ら8-b26-156サ ブユニッ ト間の相互

作用の存在 を示す β-ガラク トシダーゼ活性が検出 された｡又､その値は α-βサブユ

ニットのそれと近い値 を示 した｡

第 4項 要約と考察

aサブユニ ットの 60から101残基までの領域 と160か ら200残基 までの領域

及びbサブユニッ トの 26から156残基まで領域を酵母 two-hybrid法に用いた発現プ

ラス ミドpGBT-9及び pGAD-424に組み込み､これら目的蛋白質の発現ベクターが

作製 した｡

これら発現プラス ミドを用いて FoとFl部分の結合に関わるサブユニッ ト間相互作用

の同定を試みた結果､ b26-156と8サブユニット間で相互作用の存在を示す β-ガ

ラク トシダーゼ活性のみが検出された｡他の Flサブユニット間においてはその相互作

用の存在を示す β-ガラク トシダーゼ活性 は認められなか った｡ しか し､ これら融合蛋

白質の発現を確認 していないため､この領域と相互作用するサブユニットが存在 しない

145



pGAD b b A b b A b b A α A

pGBT β B β a B 8 b B b βB

町 嬰 璽 笥 !

対照 対照 対照

図4･2 酵母 two-hybrid法によるb26-156とdサブユニット間
相互作用の検出 (液体培養法)

Aは､GAL4の転写活性化領域を､Bは､GAL4の DNA結合領
域を示した｡

I46

とは結論できな い ｡ これらの ことからFo部分とFl部分の結合に重要な役割を担って

いると考えられている8サブユニッ トとbサブユニ ット間で初めて相互作用が検出され

た｡ この相互作用の強さを示す と考えられるβ-ガラクトシダーゼ活性の値は､α-βサ

ブユニ ット間で得 られた値 と近い値であった諭 と βサブユニ ッ トが､相互作用 して

αβ複合体を形成 していることは､X線結晶構造解析か ら認められているが､この複合

体を精製することは現在のところできていない｡これらのことから以前まで bサブユニ ッ

トと8サブユニット間の相互作用が検出されなかったことと一致する｡ 又､複合体を形

成されることが知 られているγ-Eサブユニット間での β-ガラク トシダーゼ活性の値は､

α-βサブユニ､ノト間の活性の約 1･4倍 である｡ このことをか ら相互作用が検出 された

蛋白質が複合体 として精製で きるか否かの ボーダー ･ラインがこの 2つの相互作用を示

す β-ガラク トシダーゼ活性間に存在すると考えることが出来る｡

Fl部分のサブユニットである 8サブユニットは､他のFlサブユニ ット間では､α-β

サブユニッ ト間におけるβ-ガラク トシダーゼ活性の値 より低いことを第 3章で明らか

にした｡ しか し､b-8サブユニット間の値は､α-βサブユニ ッ ト間での値 と同程度で

あった｡これらのことか ら8サブユニットは､Fl部分のサブユニ ットであ りなが らFo

部分のサブユニ ットであるbサブユニット間と最 も安定に相互作用するという興味深い

知見が得 られた｡この ことはこの相互作用が､FoとFl部分の結合 に重要な役割を担っ

ていることを示唆 していると推察される｡

本酵素の化学量論比や変異株 を用いた解析結果からb-8サブユニッ トの化学量論比 は

2 :1であるとことが示されている○ 酵母 two-hybrid法は 1対 1の蛋白質相互作用を

検出する系であるが b-8サブユニット間の場合､酵母細胞内で bサブユニ ッ トは､二

量体 を形成 し8サブユニットと相互作用することによりβ-ガラク トシダーゼ活性が検

出できたと考えた｡これが事実であるなら酵母細胞内ですでに二量体 を形成 しているた

め bサブユニッ トの二量体 を示す β-ガラクトシダーゼ活性が検出されなかったことが

説明できる｡

aサブユニ ･ノトの 60から101残基までの領域 と160から200残基 までの領域

の 2つの領域は､仝 Flサブユニ ット間においてはその相互作用は検出されなかった｡

又､bサブユニッ ト間においても検出 されなかった○更に､aサブユニット内での相互

作用 も認められなかった｡これは2つの領域が､ループ構造をしていると考えられるた

め､蛋白質分解酵素の感受性が高 く消化 されている可能性が否めない｡これを確認す る

ために核蛋白質を調製 し､GAL4の DNA結合領域 と転写活性化領域のそれぞれに対す

る抗体を用いて分解を確認することと発現 を確認 して始めて相互作用が存在 しないこと

を結論できる｡
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以上のことから､FoとFl部分の結合の組み合わせを検討 した結果､Fo部分のサブユ

ニ ッ トで細胞質に大きく突出 した bサブユニ ッ トと8サブユニット間の相互作用が初め

て明らかにした｡

第 5項 材料及び方法

1 菌株および培養条件

第2章参照

2.発現プラス ミドの調製

特定の領域 a及び bサブユニ ットの遺伝子をpGBT-9及び pGAD-424発現プラス

ミドに導入 した｡各遺伝子は馴限酵素認識部位を含むプライマーを用い PCR法で増幅

した｡pcR法は第 2章 と同 じ条件で行 った｡ 鋳型 DNAは､pKM02を用いた｡用いた

プライマーの塩基配列､削限酵素認識部位を表 4.2に示す｡増幅 した DNAをプロテイ

ナーゼ Kで処理 し､制限酵素 (BamHIと EcoR I)で切断 した｡T4DNAリガーゼによ

り各遺伝子を pGBT-9及び pGAD-424発現プラス ミドに組み込んだ｡この方法に

よりaサブユニットの a60-101とa160から200とbサ ブユニットの b26-1

56を発現するプラスミが調製 した｡

3 酵母 SFY 526への発現プラスミドの導入

aサブユニッ トの a60-101とa160から200とbサブユニットの b26-15

6の発現プラスミドを酵母 SFY 526への導入は第 3章の方法に従った｡

4 β-ガラク トシダーゼ活性の測定 (フィルター法 と液体培養法)

β-ガラク トシダーゼ活性の測定 (フィルター法と液体培養法)は､第 3章の方法 に

従った｡

5 塩基配列の決定

塩基配列の決定は､第 2章に従って行った｡

試薬及びその他の方法

その他の試薬は前章 と同様の ものを用いた｡

プラス ミドDNAの大腸菌-の導入は電気穿孔法によった｡
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プライマー
プライマー

5' 3'

a60-101

a160-200

b26-156

AT60-F

AT160-F

BT26-F

ATIOl-良

AT200-R

BT156-良

プライマー 塩基配列

AT60-F

AT101-良

AT160-F

GCATGAATTCTTCCGTAGCGTAGCCAAAAA

GCATGGATCCTTACAGCTTGCrrlliGCCAT

GCATGAATTCCTGATTCTGTTCTACAGCAT

ATZOO-R GCATGGATCCTTACAGGCTTACCCCTTCAAGGA

BT26-F

BT156-良

GCATGAATTCTGGCCGCCATTAATGGCAGC

GCATGGATCCTTACAGTTCAGCGACAAGTT

表4.2 a及びbサブユニットの遺伝子を増幅するためのプライマー

a.a及びbサブユニットの遺伝子作製のため､pcR法に用いたプライマーの組み

合わせを示した｡

b.a及びbサブユニットの部分ペプチ ド遺伝子の増幅するため､pcR法に用い

たプライマーの塩基配列を示した｡⊆盆とⅡ∈は EcoR I､GGATCCは BamH I

制限酵素の認識部位を示した｡
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第 2節 FoとFl部分の結合における

8-bサブユニ ット間相互作周の解析

第 1項 緒言

酵母 two-hybrid法 を用いて Foと Fl部分の結合に関わるサブユニ ット間相互作用の

同定を試みた (前節参照)oその結果､b26-156 (今後bc,【と示す)と8サブユニ ッ

ト間相互作用が､検出された｡

本節では､このサブユニッ ト間の相互作用が､前節で述べた ように FoとFl部分の結

合に重要な役割を担 っているかどうか検討する｡ その方法 として Fl部分 と bcytを再構

成 させるoこのとき､8サブユニ ッ トとを持たない Fl部分 と再構成 させることでこの

相互作用の FoとFl部分の結合への役割が明らかになると考えられる｡又､このサブユ

ニッ ト間相 互作用 を酵母 two-hybhd法 とは異なる解析系で同定する必要があ る｡ここ

では､第 2章で述べた方法を用いて解析を試みた｡これ らの解析 を行 うためには､bcyt

サブユ ニッ トを精 製する必要がある｡蛋 白質の設計 には迅速 かつ容易に精 製で きる

GSTとの融合蛋白質 として作製 したo 又､GST自身が二量体形成するためbcytサブユ

ニッ トの二量体 を促進すると考えられる｡ GSTと標的蛋白質の結合部位に蛋白分解活性

を持つ トロンビンの認識配列が導入されているo このため GSTと融合 させた状態 と標

的蛋白質だけの 2種類の状態で精製できる｡ 2種類の精製 した蛋白質を解析系に適 した

方を用いて解析で きるため非常に有効であると考えた｡

第 2項 GST-bcyt融合蛋白質及びb｡yl蛋白質の精製

1 GST-bcyl融合蛋白質の発現ベクターの調製

pCR法 を用いて bcy津 ブユ ニッ ト遺伝子の任意の領域 を増幅 し､この DNA断片を発

現ベクター pGEX-2Tに導入 した｡この発現プラス ミドを BL21(DE3)pLysEに導

入 し､LB-Ampプレー ト上で生育するコロニーを得た｡ この プレー トよりプラス ミド

を調製 し､削限酵素 BamH 圧 より消化することに より目的の大 きさの DNA断片が､

検出された｡ このことよりGST-bcylの発現プラス ミ ドが作成 されたと結論 した｡塩基

配列 を決定することによりア ミノ酸置換 がないことを確認 した｡又､酵母 two-hybrid

法により相互作用 が認められた bcytと8サフユ ニットを同時に大腸菌内で発現 させるこ
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とでこれら蛋 白質が複合体 を形成 した状態で精製 されることが考えられたDそこで､

GST-bcytの 3'末端 に8サ ブユニ ッ トをコー ドす る遺伝子を導 入 した DNA断片 を

PCR法により増幅 し先程述べ た方法で発現ベクターの調製を行 った｡塩基配列を決定

することによりアミノ酸置換がないことを確認 した｡

2 GST-bcyt融合蛋白質の発現

調製 したそれぞれの発現 プラス ミドを持つ大腸菌 に lPTGを添加することで目的蛋白

質の発現 を誘導 した｡この結果を図 4.3に示 した｡

_G5T-bcytを発現 させた昼全

IPTGによる日的蛋白質の発現誘導によりGST-bcytを示すバ ンドでは確認できなっか

た｡ しか し､ GSTを示すバ ン ドが､確認 された (図 4.3a)｡ GSTが発現 しているこ

とと導入 した DNAに塩基置換 がなかった ことからGST-bcyt蛋白質は､発現 していると

考えられる｡bサ ブユニットの細胞 質領域が蛋白分解酵素の感受性が高いことからおそ

らくbcyt部分のみが蛋白質分解酵素により消化 されたためだと考えられた｡

GST-bcyt-8を発現 させた場合

先に述べ たことが事実であ るとす るなら酵母 two-hybrid法で相互作用が確認 された

8サブユニ ッ トを同時に大腸菌内で発現 させることにより蛋白質分解酵素による消化が

妨げられ ると考 えた｡ この結果を図 4.3bに示 した｡ その結果､IPTGの添加 により

GST-bcytを示すバ ン ドだけでな く8サブユニッ トを示すバ ン ドも確認 された (図 4.3

b)｡ このことか らGST-bcytのbcyt領域は､ 8サブユニ ットを同時に発現 させることに

より蛋白質分解酵素の消化が阻害されたためと考えられる｡ これは､b｡ytと8サブユニッ

トが相互作用する事によると考えられ､酵母 two-hybrid法の結果 と一致 した｡

3 GST-bcyt融合蛋白質の精製

発現 したGST-bcy卜8は ､菌破砕後の超遠心で可溶性画分に局在 した (図 4.3b)｡

そこで 可溶性画分 をグルタチオン ･セファロース .4Bカラムを用い精製を行 ったO湿

菌重量約 2gから44.2mgの 目的蛋白質を精製 したO精製 したGST-bcyt-8を sDS-

PAGE法に確認 した結果が図 4.3bに示 した｡この樵 にGST-bcytを示すバ ン ドは確

認 されたが､8サブユニッ トを示すバ ン ドは確認で きなかった｡ これは､ GST-b｡ytと8

サブユニッ ト間で複合体 を形成 していない ことを示 している｡ おそらくこのサブユニ ッ

ト間の相互作用が比較的弱いため精製過程中に8サ ブユニ ットが解維 したものであると

考えられた｡
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図4･3 GST-bcytとGST-bcyt-8蛋白質の発現と精製
aiGST-bc叩蛋白質の発現結果を示した｡

b･GST-bcyt-8蛋白質の発現と精製結果を示したo

IPTGにより蛋白質の発現誘導を行った｡40kは､ 100000g,

1時間,4℃遠心を行った結果を示している｡ 1レーン当たり精製 した

蛋白質は 2pg､遠心後の画分は､8Llgとなるように試料を調整 した｡
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4 トロンビンによるGST-bcyt融合蛋白質の消化とb｡yt蛋白質の精製

精製 した GST-bcyt融合蛋白質を精製時に用いた緩衝液に対 して4℃で4時間透析 し､

蛋白質を回収する｡ GST-bcyt融合蛋白質に トロンビンを加える｡ その後､ 37℃で 5

時間静置させ消化させ る｡その結果を図 4･4に示 した｡この条件 でGST-bcyt融合蛋 白

質が完全に消化 されGSTとb｡yt蛋白質に分解 している｡ その後､グルタチオン ･セ77

ロ~ス ･4Bカラムを用いることで GST蛋白質を除去 した｡素通 り画分にb｡yt蛋白質が

溶出される｡ GST-bcyt融合蛋白質 10mgから2.6mgのbc,l蛋白質が得 られた (図 4.

4)｡ 10mgの GST-bcyt中に4.3mg相当のb｡yt蛋白質があると考えられる｡ このこ

とから回収率は､60%と算出 した｡

第3項 1'nvL'(,O結合測定法を用いた8-bサブユニット間相互作用の検出

1 L'nvL'lro結合測定法の原理図4.5aは,1'nvJ.lTO結合測定法の原理を示 したO

先ず､ 精製 した bcyt或いはGSTをフィルターに吸着させ る｡ 次に 8サブユニ ットを

添加 し26℃､ 8時間以上保温 した｡相互作用の検出は､抗 8サブユニットモノクロー

ナル抗体を用いた｡

2 8-bcytサブユニット間相互作用の検出

8-bcytサブユニット間相互作用の解析結果を図4.5bに示 した｡ その結果､8-b｡yt

サブユニット間相互作用が検出された｡ 又､対照である GST-8サブユニット間の相互

作用は､検 出されなかった｡ このことよ り､酵母 two-hybrid法とは異なった解析系で

も相互作用が認められた｡従って､8-bcytサブユニット間には､相互作用が存在すると

結論 された｡

第4項 FoとFl部分の結合における8-bサブユニット間相互作用の解析

FoとFl部分の結合における8-bサブユニット間相互作用の役割を解析するため以下

のような解析系を考えた｡ もし､この相互作用が､FoとFl部分の結合に重要な相互作

用であるのなら全 Flサブユニットと bc●yt蛋白質を再構成させるとFl･b｡yt複合体が再

構成 される｡ しか し､再構成 させるとき●8サブユニットを欠失させて再構成を行 うと複

合体が､形成 されないはずである｡ この複合体の検出方法を図 4.6に示 した｡
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図4.4 bcyt蛋白質の精製

GST-bcyt蛋白質 300pgを3.45Uの トロンビンにより37℃､

5時間消化するOその後､グルタチオン ･セファロース4Bカラム
の親和性クロマ トグラフィーにより､GST蛋白質を除ました｡

1レーン当たり精製した蛋白質は2pg､ トロンビン切断前後の画

分は､6pgとなるように試料を調整した｡
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a. 抗8サブユニットモノクローナル抗体

=血 上品ふふふ-一一- フィルター

十
bcyt或いは GSTbcyt GST

図4.5 bcyt-8サブユニット間相互作用の検出

a.蛋白質問相互作用の検出方法の原理を示したOニ トロセルロース ･フィルター

にbcyt或いはGSTを吸着させ､8サブユニットを加える｡8サブユニットの

存在の有無は､抗 8サブユニットモノクローナル抗体を用いて検出する｡
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先ず､それぞれ精製 したサ ブユニ ットをFutaiらの方法に従い再構成を行った27)｡ こ

れをグルタチオン ･セファロース4Bを用いて複合体をカラムに吸着 させる｡ 次に､過剰

量のグルタチオンを加 え､カラムに吸着 した複合体 を溶出する｡ この後､各画分のSDS

ポリアクリルアミドゲル電気泳動及びATPase活性 を測定 し解析 した｡

1 再構成された α3β3γ8e･GST-bcyt複合体の検出

図 4･7には､GST-bcytが仝 Flサブユニットと再構成 したときの結果を示 した｡

(1) 各溶出画分の ATPaSe活性

図 4･7aには､各溶出画分の ATPase活性の結果を示 した｡

10mMグルタチオンを添加す ることで特異的に ATPase活性の溶出が認め られた｡

この時の比活性は､ 19unit/mgと有意に高い値であった｡一方､グルタチオンを添加

する前の画分においてもATPaSe活性が存在する○ これはおそらくGST-bcytと相互作用

していない複合体例えばα3β3†複合体等が溶出したためだと考えられる｡

このことから､GST-bcy-は､α3β3両 複合体と分子集合可能であると考えた｡

(2) 各溶出画分に存在するサブユニットの検討

図 4･7bには､各溶出画分の 12.5%SDS-PAGEの結果を示 した｡

グルタチオンの添加により特異的に ATPase活性が溶出された 16番目の画分にはα､

β､†､8､E及びGST-bcytが認められた｡この画分におけるそれぞれのサブユニット量

は､本酵素の化学量論比 とほぼ一致 していた｡ 又､この画分 をそれぞれの抗体 を用いて

α､β､?､8､E及びGST-bcytの存在が認められた (図 4.7C)｡以上のことよりGST

-bcytは､α3β3γ& 複合体 と分子集合が可能であると結論された｡ 一方､グル タチオ ン

を添加す る前の画分では､GST-bcytを示すバン ドが認められることからα3β3†複合体

だけでなくα3P3†8e･GST-bcyt複合体 も含まれている可能性 も考えられた｡

2 再構成 された α3β3下 ･GST-bcyt複合体の検出

図 4･8には､GST-bcytが 8サブユニ ットを欠失 した Flサブユニ ッ トと再構成 した

ときの結果を示 した｡

( 1) 各溶出画分画分の ATPase活性

図 4･8には､GST-bcytが 8サブユニ ットを欠失 した Flサブユニ ットと再構成 した

ときの結果を示 した｡図4.8aには､各溶出画分の ATPase活性の結果を示 した｡

これより､ 10mM グル タチオ ンを添加することで ATPase活性の溶出は認め られな

かった｡このことから､GST-bcytは､8サブユニッ トを欠失 した Flサブユニットと再

構成できないと考えられた｡つまり､8とGST-b｡y-サブユニ ッ ト間相互作用が､GST
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グルタチオン ･セファロース 4B

図4･6 ,'nvILrOG3β3Yae･GST-bcyt複合体の検出方法

再構成は､二井 らの方法に従った｡再構成を行った試料をグルタチオン ･セファロース

4Bに吸着さます｡未吸着な分子を除いた後､過剰量のグルタチオンを添加することで
複合体をグルタチオン ･セファロース 4Bから潜出 したO
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図4.7 α3β378E･GST-bcyt複合体の検出とそのATPase活性
a.再構成させたα3β378E･GST-bcyt複合体をグルタチオン ･セファロース4B

に吸着させ､溶出させた時の各溶出画分のATPase活性を示したoピーク画分
の比活性は､ 19unit/mgであったo
b.各溶出画分の 12.5%SDS-PAGEの結果を示した｡
C.ピーク画分をそれぞれの抗体を用いてイムノ検出した結果を示した｡
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図4.8 α3β3YE･GST-bcyt複合体の検出とそのATPase活性
a.再構成させたα3β3yE･GST-bcyt複合体をグルタチオン ･セファロース4B

に吸着させ､溶出させた時の各溶出画分のATPase活性を示した0b･各溶出画
分の 12.5%SDS-PAGEの結果を示した｡
C.ピーク画分をそれぞれの抗体を用いてイムノ検出した結果を示した0
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ーbcylとFl部分の結合に重要であると考えられた｡一方､グルタチオンを添加する前

の画分においてもATPase活性が存在する｡ これはおそらくGST-bcytと相互作用 してい

ない複合体例えば α3β37複合体等が溶出したためだと考えられた｡

(2) 各溶出画分に存在するサブユニットの検討

図 4.8bには､各溶出画分の 12.5%SDS-PAGEの結果を示 した｡

グルタチオンの添加による り溶出 された 16番目の画分には､GST-bcytが認められ

た｡この画分 をそれぞれの抗体 を用いてGST-bcytのみの存在が認められた (図 4.8C)｡

以上のことよりGST-bcytは､α3β咋 複合体 と分子集合できないと考えられた｡つまり､

8-GST-bcytサブユニ ット間相互作用が､GST-bcytとFl部分間の結合に重要であると

考えられた｡一方､グル タチオンを添加する前の画分においてもATPase活性が存在す

る｡ これはおそらくGST-bcytと相互作用 していない複合体例えば α3β37複合体等が溶

出 したためだと考えられる｡

3 再構成された α3β378･GST-bcyt複合体の検出

図 4.9には､GST-bcytが Eサブユニットを欠失 した Flサ ブユニッ トと再構成 した

ときの結果を示 した｡

(1) 各溶出画分画分の ATPase活性

図 4.9には､GST-bcytが Eサブユニットを欠失させた Flサブユニ ットと再構成 し

たときの結果を示 した｡図 4.9aには､各溶出画分の ATPase活性の結果を示 した｡

10mMグルタチオンを添加す ることで ATPase活性の溶出が認められた｡ この時の

比活性は､ 38血 りmgと有意に高い値であった｡この値は､α3β37& ･GST-bcyt複 合

体のときの値 19unit/mgに比べると高い値 を示 している｡ この値の上昇は､ATPase活

性阻サブユニットであるEサ ブユニットが存在 していないためであると考えられる｡ こ

のことから､GST-bcylは､Eサブユニットを欠失させた Flサブユニットと再構成可能

であると考え られた｡一方､グルタチオンを添加する前の画分において もATPase活性

が存在する｡これはおそらくGST-bcytと相互作用 していない複合体例えば α3β37複合

体等が溶出 したためだと考えられた｡

(2) 各溶出画分に存在するサブユニットの検討

図 4.9bには､各溶出画分の 12.5%SDS-PAGEの結果を示 した｡

グルタチオンの添加による ATPase活性の溶出された 16番目の画分には α､β､7､8

及びGST-bcytが認め られた｡この時､そ れぞれのサブユニット量は､本酵素の化学量

論比 とほぼ一致 していた｡又､ この画分 をそれぞれの抗体 を用いてα､β､†､8及び

GST-bcytの存在が認められた (図 4.9C)｡以上のことよりGST-bcytは､α3β378
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図4.9 C13β378･GST-bcyt複合体の検出とそのATPase活性
a.再構成させたα3β378･GST-bcyt複合体をグルタチオン ･セファロース4B

に吸着させ､溶出させた時の各溶出画分のATPase活性を示したOピーク画分

の比活性は､38血 t/mgであった｡
b.各溶出画分の 12.5%SDS-PAGEの結果を示した｡

C.ピーク画分をそれぞれの抗体を用いてイムノ検出した結果を示した0
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GST-bcytの存在が認められた (図 4･9C) ｡ 以上のことよりGST-bcytは､α3β3†8

複合体と分子集合可能であると考えられた｡ 一方､グルタチオンを添加する前の画分に

おいてもATPaSe活性が存在する｡ これはおそらくGST-b｡ytと相互作用 していない複合

体例えばα3β3γ複合体等が溶出 したためだと考えられた｡

第 5項 要約 と考察

GST-bcytとGST-bcyt･8蛋白質の発現プラスミドを作製 した｡これらプラスミドを

BL21 (DE3)pLysEに導入 し､この大腸菌 に IPTGを添加す ることにより蛋白質の

発現誘導を行 った結果 (図 4･3)､8サブユニットが同時に発現 しないとGST-b｡ytの

bcyt領域の消化が起 こることが示 された｡これは､酵母 two-hybrid法の結果から得られ

たbcytと8サブユニット間の相互作用が存在することと一致 した｡そのため GST-b｡yt･

8蛋白質 を精製 したときGST-bcytと8サブユニットが複合体 を形成 していると考えら

れた｡ しかし､図 4.3bに示 したようにGST-bcyt蛋白質のみが精製された｡これは､

このサブユニット間の相互作用が比較的弱 いため精製過程で解粧 したものであると考 え

られた｡

)'nvL'Lro結合測定法により精製 したbcytは､8サブユニッ ト間において相互作用が認め

られた｡この結果は､酵母 two-hybrid法で得 られた結果と一致 した｡このことから8

サブユニットとbcytサブユニット間には､相互作用が存在すると結論 した｡

bcy卜 8サブユニット間相互作用が､FoとFl部分の結合においてどの様な役割を再構

成系を用いて解析 した｡再構成中に 8サブユニ ットが存在 しない場合 GST-b｡ytは､Fl

部分と分子集合できないことが認められた｡このことか ら､GST-b｡ytと8サ ブユニ ッ

ト間の相互作用が､FoとFl部分の結合において中心的な役割をしていることを初めて

明らかにした｡

昨年､capaldiらにより8サブユニットの NMR像が報告 された12) (図 4.10)｡8

サブユニットは､ 2つの ドメインから構成 されている｡ 1つの ドメインは､ア ミノ末端

側の6本のヘリックスから成るバ ンドル構造である｡ もう1つは､カルボキシル末端側

の 1本の長い αヘ リックスから成ると考えられている ドメインである｡カルボキシル末

端側の αヘリックスは､フレキシブルであるためNMR像が認められていない｡これは､

カルボキシル末端が トリプシン等のプロテ アーゼの感受性が高いことと関連があると考

えられる59)o この感受性は､Fo部分と結合することにより低下する｡ この樵に切断 さ

れた8サブユニットを持つ Fl部分は､Fo部分と結合できるが､脱共役剤 の感受性を失

162

図4.10 8サブユニ ットの立体構造

8サブユニッ トの立体構造を示 している｡ア ミノ末端は NMR像が得 られたが､しかしフレ

キシブルな 1本の長い αへ リックスと考えられるカルボキシル末端は NMR像が得 られてい
ない｡
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ユニットのアミノ末端 ドメインに架橋 され ることが認められている○ これらのことか ら ミ

アミノ末端のバ レル .ドメインは Fl部分 と Fo部分の結合に関与 してお り､カルボキシ 8サ ブ ユ ニ ッ トの hr.I,､一脇 / '''''/ 麹カ ル ボ キ シ ル 末蘇 i…im L,.一7. /け ー/T % // 須 lllbサ ブユニツド;;. A EY細胞内0000000000 0 0 0 0 0情 TI, IIi...a... c l f H0 0 0 0000000 00000薄田胞外図4.11 ATP合成酵素における8-bサブユニット間相互作用のモデル8サブユニットは､NMR解析結果が昨年報告された.その構造は､アミノ末端の束状の αへリックスとカルボキシル末端の 1本の長いαへリックス

ル末端の αヘ リックスは共役に関与 していると考えられる○ しか し､その作用機構に関

わる詳細は明らかではない○

先に述べたように8サブユニットはαサブユニット或いはβサブユニットと架橋 され

ることによるATPaSe活性-の影響がないことからATPase活性発現の際の回転において

α.βサブユニットと同じ挙動 を取っていると考えられる引))o以上のことを考慮 して酵

素中における8サブユニ ットとbサブユニ ット間の相互作用のモデルを図 4.11に示

した08サブユニ ットのバ レル .ドメインはFl部分の上部に存在すると考えられたOb

サブユニットは､8サブユニットの アミノ末端のバ レル .ドメインと結合すると考え ら

; れるため F1部分の上部 までのびた構造 を形成 しているというモデルであるo これは､ .

図 4.lbに示 した bサブユニ ットの推定 2次構造とは､大 きく異なる○ 又､カルボキ

シル末端 における蛋白分解酵素の感受性は､Fo部分 と結合することにより低下するこ

とからこの領域は､図 4.11に示 した酵素の内部に存在すると考えた○ このカルボキ

シル末端はス トーク領域までのびた状態になり第 3章で述べたようにこの領域で γ､E

サブユニットと相互作用すると考えたo

ここには示 していないが GST-bcytと 8サブユニ ットを再構成 と同 じ条件で相互作用

を解析 した結果､相互作用は認 められなかったo Lか し､ GST-bcytをEサブユニ ット

が存在 しないFl部分 と再構成 させた結果､α3β378複合体と分子集合できた○これらの

ことからbcy卜 8サブユニット間の相互作用は､α3β3γ複合体により安定化 していると考

i 三…妄芋三言芸芳志三iL三1=,芸警芸;警琵琶誓言三三≡誓 CL;干し= tai誓 三デ モ:i

i警芸笠芸三 … 完 *:TBI孟Lb=､£よぎ芸 讐 芸 ､:tLb;LItOT{fニ 憲 3崇 こ警孟芸芸

: におけるγサブユニッ トと8サ ブユニッ トの挙動 を示 したモデル (図 4.24)におい

て bサブユニットを考慮する必要があると考えられる○触媒発現機構の回転機構におい

てγサブユニットと8サブユニットが相互作用する事で､ATP加水分解量 とH+輸送量

r の比を調節 しているのではないか と第3章で推察 したoこのときのγサブユニットと8

サブユニット間の相互作用変化が､8サブユニットと相互作用 している bサブユニット の構造を形成しているo又､架構試薬を用いた解析からアミノ末端の ドメ

l を介 して共役における化学量論比を調節 しているのではないかと考えられた○これが事 インはα及びβサブユニットのアミノ末端に存在するoこのアミノ末端にbサブユニットが結合することが明らかにされているoこのことからbサブユニットのカルボキシル末端は､Fl部分の上部に存在すると考えられる0165----i-㍗ -芋芋==-=二二- - 1---≡軍 =軍 =軍 ==~ー-~~
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実であるとしたらこのサブユニッ ト間は｣FoとFl部分の結合における中心的な役割だ

けでなく共役の化学量論比を調節をしているという非常に興味深い相互作用であると考



えられる｡従って､今後このモデルを証明するような解析が重要となる｡

以上の成果からFoとFl部分の結合において中心的な役割 を担っている相互作用が､

8サブユニ ットとbサ ブユニット間の相互作用であることを初めて証明 したJ又､酵母

two-hybhd法と再構成系を組み合わせた解析がサブユニット相互作用の解析に有効であ

ることを本研究により示せた｡今後､これ らの知見と方法は､この分野の発展に貢献す

るものと考えられた｡

第 5項 材料及び方法

1 菌株および培養条件

本章では宿主細胞 としてプラス ミ ド調製時及び目的蛋白質の発現時 にはBL21 (DE

3)pLysE (Jon､ompT)を用いた｡栄養培地として L-brothを用いたO部分ペプチ ドの

大量発現 を行 う時 にはM9ZB培地 を用いた○プレー トは LBプレー トを用いた｡必要

に応 じてアンピシリン (50Llg/mi )を添加 した｡培養温度は37℃とした｡

2 発現プラス ミドの調製

GST-bcytとGST-bcy卜8サブユニットの遺伝子をpGEX-2T発現プラス ミドに導入

した｡各遺伝子は制限酵素認識部位を含むプライマーを用い PCR法で増幅 したoPCR

法は以下の条件で行った｡熱変性 を95℃,5血 ､アニーリングを55℃,2min､伸長

反応 を70℃,2血nを1サ イクル とし､計 30サ イクル行 った後に伸長反応 を7分間

行った｡酵素はpruDNAポリメラーゼ (東洋紡 )を用いた｡鋳型DNAは､pKM02を

用いた｡プライマーの塩基配列､制限酵素認識部位 を表 4･3に示 した｡増幅 した DNA

をプロテイナーゼ Kで処理 し､制限酵素 (BamHI)で切断 した｡ T4DNAリガーゼに

ょり各遺伝子を pGEX-2T発現プラス ミドに組み込んだ｡この方法によ りGST-bcyt

とGST-b｡yt-8サブユニットの発現プラスミドを作製 した｡

3 GST-b｡ytの発現とGST-bcyt及び bcytの精製

1)発現

基本的にはサブユニッ ト蛋白質の大量発現 と同 じ方法 を用いた｡Yサブユ ニットの部

分ペプチ ド遺伝子の発現 プラス ミドを持つBL21(DE3)pLysEを 37℃で培養 し､0･

D.600の値が 0.6の時 IPTGを加えさらに2時間培養 した｡大量発現時の M9ZB培地は

500mlとした｡
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蛋白質
プライマー

5' 3'

GST-bc叩

GST-bcyt-a

BG25IF

BG25-F

BT156-良

DEC-良

プライマー 塩基配列

5'

BG25-F GCATGGATCCTGGCCGCCATrAATGGCAGC

BT156-良 GCATGGATCCTTACAGTTCAGCGACGACAAGTT

DEC-R GCATGGATCCTTAAGACTGCAAGACGTC

表 4.3 GST-bcp及びGST-bcyト 8サブユニットの遺伝子を増幅するための
プライマー

a.GST-bcyt及びGST-bcyt-8サブユニットの遺伝子作製のため､pcR法に用い
たプライマーの組み合わせを示した.

b.GST-bcyt及びGST-bcy卜 8サブユニットの部分ペプチ ド遺伝子の増幅する

ため､pCR法に用いたプライマーの塩基配列を示した｡GGATC_Cは BamH ‖別

限酵素の認識部位を示した｡
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2)精製方法

菌体をFrenchpress(1500kg打cmZ)を用いて破砕 し､菌体破砕液を 105000

g､60分間の遠心によって可溶性画分 と膜画分に分画 した｡可溶性画分をグルタチオ

ン ･セファロース ･48カラムクロマ トグラフィーによる精製を行った｡

3) トロンビンによるGST-bcytの消化 と bcylの精製

精製 したGST-bcyt融合蛋白質を精製時に用いた pBS緩衝液に対 して 4℃で 4時間透

析 し､蛋白質を回収する｡ GST-bcyt融合蛋白質300.ugに対 し3.5Uとなるように ト

ロンビンを加える｡ その後 ､ 37℃で 5時間静置 させ消化 させるその結果 を図 4.4に

示 したoこの条件でGST-bcyt融合蛋白質が完全に消化 され GSTとb｡yt蛋 白質に分解 し

ているo その後､ グルタチ オン ･セファロース ･4Bカラムを用いることで GST蛋白

質を除去 し､bcytの精製を行 った｡

4 1'nvJ'Ero結合測定方法

GST-bcytと GST蛋 白質 を MeOHで活性化 させ た MilliporeGVHPフ ィル ターに

MilliBlotTM-Dを用いて吸着 させました｡この時､試料 を 150pI等 と一定体積にして､

任意の蛋 白質量 を吸着させ ました｡その後､ 10% skim血Ikで 37℃で 3時間ブロ ッ

キングしました｡その後再構成緩衝液で 5分,5回洗浄 し､ 0.1mg/ml濃度 8サブユニ ッ

ト2血をフィルターに添加 し､ 8時間以上､ 26℃の恒温室内に静置 した｡ フィルター

を再構成緩衝液で 5分,5回洗浄 した｡その後､ABC法を利用 した免疫染色法によりα､

8サブユニットの同定を行 った｡8サ ブユニットを認識する一次抗体は抗 8サブユニッ

トモノクローナル抗体 を用いた｡2次抗体は､ビオチン化抗体マウス IgG抗体 を用いたO

5 α3β3†8E･GST-bcyt複合体の検出方法

それぞれ精製 したサブユニットをM.Futaiらの方法に従い再構成を行う (第 2章参照)｡

再構成 した試料 をグルタチオ ン ･セファロース4Bを用いて複合体 をカラムに吸着 させ ま

す｡次に､再構成緩衝液でベ ット･ポリュ ウの 5倍量で洗浄する｡ 次に､過剰量のグル

タチオンを加え､カラムに吸着 した複合体 を溶出 します｡この後､各画分のSDSポリア

クリルアミドゲル電気泳動及びATPaSe活性 を測定 し解析 を行いました｡

6 その他の方法

1)ATPaSe活性の測定

ATPase活性の測定は､第 2章に示 した方法に従って行った｡

2)蛋白定量法
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蛋白定量法はBradford法Ill) を用いた○牛血清アルブミン (BSA)を標準試料 とした｡

3)SDS-PAGE法及びクーマシーブリリアントブルー (以後 cBBと略す)染色法

SDS-PAGE法及びクーマシーブリリアン トブルー (以後 cBBと略す)染色法は､第

2章に示 した方法に従って行 った｡

4) 抗体 を用いたウニスタンプロテ fンゾ･:三I.=よるサフ･･ユニ ッ トの検出と免疫染色法

抗体 を用いたウェスタンプロテイング法によるサブユニッ トの検出と免疫染色法は､

第 3章に示 した;--_-fに従って行 った｡

試薬及びその他の方法

トロンビンは､sIGMAtiか ら請人した｡

その他の試薬は前章 と同様の ものを用いた｡

プラス ミドDNAの大腸菌-の導入は電気弄礼法によった｡
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l研究内容の要約

ト 1序論の要約

本研究では､大腸菌 ATP合成酵素で見 られる2つの特異的な機構である触媒部位の協

同性及び共役機構の解明の基礎 として FoとFl部分の結合部位であるス トーク領域に存

在すると考えられるサブユニ ッ ト間の構造 と機能を理解することを目指 した0 本研究 を

始めた 1990年頃には､これらサブユニ ットの詳細な構造や 3次元的配置に関する知

見はなかった｡そこでス トーク領域に存在すると考えられるサブユニ ッ トのどの組み合

わせにおいて相互作用が存在するのかを検討する事が重要であると考えたD又､その相

互作用に関わるアミノ酸残基の同定及びその特徴 を解析 し､その相互作属 と機能との関

わ りを検討することが重要であった｡

l-2研究結果と考察の要約

ス トーク領域に存在すると考えられるYサブユニットにおける

α､βサブユニットとの相互作用部位

触媒部位の協同性 に必須であるγサブユニットの部分ペプチ ドを再構成系に導入する

ことにより相互作用に関わる部位を同定 した結果､ α､βサブユニ ッ トとの結合に関わ

る領域が､74残基から191残基中に存在することを明らか した｡この領域は､X線

結晶構造解析の結果に含まれていない構造の未決定な領域であ り､ス トーク領域に存在

すると考えられる｡又､この領域はαサブユニットとの相互作用は認められていない｡

従って､†サブユニットの74残基か ら191残基中にαサブユニットとの相互作用 に

関わる領域が存在する事を初めて明らかにした｡

ス トーク領域に存在すると考えられる7､8､E及び bサブユニットの相互作用と機能

① ス トーク領域に存在すると考えられるサブユニット間相互作用

共役機構の解明の基盤 としてス トーク領域 に存在すると考えられているサブユニッ ト

の 3次元的配置を明らかにする必要があ●る｡ そのためにそれぞれのサブユニ ッ ト間の相

互作用を検討 した｡新規な方法である酵母 two-hybrid法 を導入して α-β､γ E､8-b

サブユニット間で比較的安定な相互作用を明らかにした｡ 又､α18､β-8､7-8､8-
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eサブユニット間においても弱い 相互作用の存在を兄い出 した｡これら相互作用の うち

ス トーク領域 に存在すると考えられるサ ブユニット間の相互作用であるγ Eと8-bサ

ブユニット間相互作用に注目して解析を進めた｡ (② ､③ 参照)

② FoとFl部分の結合に関わる8-bサブユニット間相互作用の機能

8及び bサブユニットは､以前 までの解析からFoとFl部分の結合に重要であること

が考えられていたが､そのサブユニ ット間の相互作用は認められていなかった｡本研究

で初めて8-bサブユニット間の相互作用を検出 し､この相互作用が､比較的安定な相互

作用であることを明 らかにした ｡ 又､この相互作用は α､β及びγサブユニ ッ トにより

安定化する事を明 らかにした｡更に､jnyJ'lroの再構成系を用いて FoとFl部分の結合に

おいてこの相互作用が重要な役割を担っていることを明らかにした｡

③ ス トーク領域に存在すると考えられる†一己サブユニ ッ ト間相互作用の構造と機能

共役機構及び触媒部位の協同性 に関与 していると考えられてい るYとEサ ブユニ ッ ト

の相互作用に注目した｡先ず､Eサブユ ニットとの相互作用に関わるYサブユニットの

アミノ酸残基を同定するために酵母 two-hybrid法を用いて相互作用異常変異株の単経

を試みた｡その結果､ 5種類の変異株 を単推 した｡これら変異株の塩基配列 を決定す る

ことにより相互作用に関わるア ミノ酸残基 を同定 した｡これらのア ミノ酸残基の 3次構

造上の位置は α､βサブユニ ットのカルボキシル末端 ドメインに近接する Yサブユニッ

トのショー ト･ヘリックスと呼ばれる領域の近傍に認め られた (図 3.8)｡ 近年､E

サブユニットの NMR解析 と架橋実験 からその詳細な構造及び高次情道上の配置が明ら

かになった (図 3.8)｡ これらのことを考慮 してこのショー ト･ヘリックスと相互作

用可能なEサブユニットの領域を以下に考察 した｡ Eサブユニットの α ドメインが α､

βサブユニ ットのカルボキシル末端 ドメインに近接すると考えられている｡従 って､Y

サブユニットのショー ト･ヘ リックスはEサブユニットの α ドメインと相互作用 してい

ると考えられた｡そこでショー ト･ヘリックスに存在する2つの変異 とその近傍に存在

すると考えられる1つの変異に注目し解析 を進めた｡部位特異的変異導入法を用いて様々

なアミノ酸残基 に置換することによりそのアミノ酸残基の特徴 を明らかにした｡ 更に7

-Eサ ブユニット間相互作用 に関与するこれらアミノ酸残基が他のサブユニットとの相

互作用にも関与 しているかどうか検討 した｡ ショー ト･ヘ リックス近傍に存在すると考

えられた変異は､ Eサブユニ ットだけでなく8サブユニッ トとの相互作用にも関与 して

いることを明らかにした｡次に､この様な相互作用異常が本酵素全体へ与える影響 を解

析 した｡その結果､全ての変異体はサブユ ニット相互作用異常変異株にもかかわらず膜
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上の分子集合は正常であるという新 しいタイプの変異株であることが明らかになった｡

これら変異体の ATPase活性は､†一己サブユニット間相互作用の強 さに反比 例 している

ことを明 らかに したOこのことからγサブユニ､ノトのショー ト･ヘ リッ クスとEサフ･ユ

ニットの αドメイン間の相互作用の強さが､ATPase活性 を制御 していると考 えた.⊃言

い換えるとこの領域間における相互作用の強さの変化は､ ATPase活性の阻害蛋白質で

あるEサブユニットの阻害効 果に影響 を与えたと考えることが出来る｡ 従って､これら

領域間の相互作用が Eサブユニットの阻害機構であることを初めて明らかに した｡他の

グループの架橋実験 を考慮に入れるとEサ ブユニットによる阻害機構は､図 5.1に示

した相互作用変化に よる分子機構であると考えられた｡触媒機能発現中に ADPを結合

したαβに存在す るEサ ブユニ ッ トのαドメイ ンが､ATPを結合 したαβに位置する

γサ ブユニ ッ トの シ ョー ト･ヘ リクッスの位置 まで移動 し､相 互作用す る｡ この

時の相互作用が､ATPase活性の阻害 を担 っていると考 えた｡ その後 ､ATPが 加

水分解 され るか或いはヌク レオチ ドが結合 していない αβに ATPが結合することで

シ ョー ト ･ヘ リクッスが､次の αβに移動するというものである｡

ATPを駆動力 とした H十輸送活性は､ATPaSe活性の変動に伴い H十輸送活性 も比例

して変動 した｡ しか し､ 8サブユニットとの相互作用にも関与 しているの変異の場合､

ATPase活性の変動に伴 った H+輸送活性の変動は認められなかったO これは､共役機

構におけ る化学量論比に異常が生 じたためと考えられる○ 即 ち､守-8サブユニ ット間

相互作用が ､共役機構に関与 していると考えた｡又､先ほ ど述べた ように 8_bサブユ

ニ ット間の相互作用が検出 されたことから､共役機構に関わる†-8サブユニ ッ ト間相

互作用による情報伝達は､bサブユニットに伝達されると推察 した｡

④ 回転機構 とス トーク領域の関係

昨年､触媒発現機構 中において α､βサブユニットに対 してγサ ブユニットが回転 し

ていることが明 らかになった｡他のサブユニットが α､βサブユニッ トに分子集合 して

いるのか､γサブユニ ットに分子集合 してこの機構に関わっているのか本研究で得 られ

た知見を基に以下のような考察を行った｡本研究からEサブユニ ッ トとYサブユニット

間の相互作用が比較的安定な複合体を形成 していることを兄い出 した｡従って､回転機

構においてγサブユニ ットに分子集合 していると考えたO実際､これら両サブユニット

が α或いはβサブユ ニットと架橋することによりATPase活性が完全 に阻害 される｡ こ

れは､架橋 により回転 を妨げたものである と考えられる｡ 又､本研究及び他のグループ

による架橋実験から8サブユニットはα一二βサブユニ ットのア ミノ末端領域の境界面に

存在 し両サブユニ ットに相互作用することで安定に分子集合すると考えられたO これ
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a.

b.

C.

:Yサブユニットの
ショー ト･ヘリックス

:Eサブユニットの

αドメイン

図5.1 活性発現中におけるYサブユニットのショー ト･ヘリックス
とEサブユニットの α ドメインの挙動モデル
a.ショー ト･ヘリックスはαβTPにα ドメインはαβDPに結合している状

態を示している.b.ctβDPに結合していたcLドメインがαβTPに結合して

いるショー ト･ヘリックスに相互作用する状態を示したoc.ATPが結合

するか或いは､αβEにATPが結合することによりショー ト･ヘリックス

がαβTPに移動した状態を示した｡
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らサブユニ ット間の架橋によるATPase活性への影響 は認められていない｡即 ち､ 8

サブユニットは α､βサブユニ ッ トと分子集合 して回転機構に関わっていると考えた｡

又､本研究で 8-bサ ブユニッ ト間の相互作用を検 出 し､この相互作用が､比較的安定

な相互作用であることを明らかにした｡これらめことからおそらくbサブユニットは､

8サブユニットと同様にα､βサブユニッ トと分子集合することにより回転機構に関わっ

ていると考えた｡以上の ことをまとめると活性発現機構において α､β､8､bサブユ

ニ 再 に対 して､γとEサブユニットが回転 していると考えた｡ しか し､本研究から触

媒発現機構 において異なった分子集合に属すると考えられたγ-8､8-Eサブユニット

間にか ても弱い相互作用の存在が明らか にされた○これらサブユニット間の相互作用

が､回転機構 中においてどの様に相互作用 しているのか第 3章で考察 した｡ γとEサブ

ユニットが､α､βサブユニッ トに対 して 1回転する間に8サブユニ ットと相互作用す

るという新 しいモデルである 閥 5･2)｡ 先程述べたようγ18サブユニ ッ ト間相互作

用が共役機構に関与 していることを考慮す るとこのモデルは､共役機構に関わるモデル

であると推察された｡

研究の総括

① Yサブユニット内のス ト ク領域 と考えられる領域に αサブユニットとの相互作用

に関わる領域が同定できた｡

② ス ト ク領域に存在すると考えられるγEサブユニット間相互作用が､Eサブユニッ

トの阻害機構に関与 していることを明らか にした｡又､機能発現機構である回転機構 に

おいてこの相互作用は､複合体を形成 しているだけでなく結合 ･解離を繰 り返 しなが ら

回転機構に関わっていることを初めて明らかにした｡

③ 触媒発現機構である回転 中における†-8サブユニ ット間の相互作用が､共役機構

に関わっていると推察される知見を初めて得ることが出来た｡

④ 8-bサブユニ ット間の相互作用を初めて検出 した○この相互作用が､FoとFl部分

の結合において重要であることを明らかにした｡

ペプチ ドを用いた解析及 び酵母 two-hybrid法が､サブユニッ ト相互作用に有効であ

ることを本研究により示せた｡以後､これ ら知見 と方法はこの分野の発展に貢献する と

考えられる｡
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αβTP

cLβTP

H今後必要と考えられる研究

αPTP αβDP

図5･2 触媒中におけるYサブユニットと8サブユニットの挙動

架橋試薬を用いた解析から8サブユニットは､αβ (1組或いは複数
組､ここでは 1姐の場合を示した｡)に結合している｡又､活性に
影響がないことから8サブユニットはYサブユニットと異なった挙

動をしていると考えられたO又､b-8サブユニット間相互作用が検
出されたことからbサブユニットもはYサブユニットと異なった挙
動をしていると考えられた｡
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① Yサブユニット内のス トーク領域と考えらjtる領域にαサブユニットとの相互作用

に関わる領域を同定 した｡この相互作用が､活性発現機構においてどの様に関わってい

るのかを明らかにする必要がある｡

② 図 5･1に示 したモデルを明らかにす ることは､Eサブユニットの阻害機構を理解

する上で不可欠である｡そのためにγEサブユニ ッ ト間相互作用に関わるEサブユニ ッ

トのアミノ酸残基 を同定するo又､様々な架橋距離の異なる架橋試薬を用いてATPase

活性と架橋距維間の相関関係を解析す る事により図 5･1に示 したモデルを検討できる

と考えられる｡

③ Foと Fl部分の結合において重要であることを明 らかにした 8-bサブユニッ ト間

の相互作用に関わる領域 をアミノ酸残基 レベルで解析を行 う必要がある｡又､図 5.2

で示 したようにこの相互作用が FoとFl部分の結合だけでなく共役機構にも関与 してい

ると推察された｡これが事実であれば触媒部位におけるヌクレオチ ド状態に依存 したサ

ブユニ ッ ト間の相互作用変化が起こると考 えられる○これを架橋試薬等を用いて解析 を

行 うことで明らかに出来ると考えられる｡

④ 図 5･1と図 5･2のモデルを先に述べた方法で解析するだけでな くサブユニッ ト

相互作用変化を可視化する必要がある｡ サ ブユニット間の構造変化を可視化する事は非

常に困難ではあるが､本酵素だけでなく全ての酵素 ･情報伝達に関わる蛋白質問相互作

用を理解する上で必須であると考えられる｡

⑤ 活性発現機構である回転機構における†サブユニットの回転速度と ATPase活性間

の相関関係を明らかにする必要がある｡ 又､形質膜上ではどちらのサブユニットの組み

合わせが回転 しているのかを明らかにすることも重要である｡

⑥ Fo部分の解析は､各サブユニットの詳細な構造解析はもちろん H+輸送活性に関

わる機構を明らかにする必要があるo 現在 H+輸送機構と考 えられる a､bサブユニッ

トに対するCサブユニットの回転が考えられている｡ この回転を明らかにし､可視化す

る必要がある｡

本研究を開始 してから以後に回転機構の存在が示されたoそのため卿 寺点において共

役機構の実態は､ Fo部分のH+の流入と Fl部分の回転との関係と言い換えられる｡こ

の点で､ス ト ク領域の役割は更に重要性 を帯びてくると考えられる｡今後のより一層

の研究が必要と考えられる｡
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