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研究成果の概要（和文）：　枯草菌から発見した、翻訳後修飾によるトリプトファン残基のイソプレニル化の普
遍性の解明を目的として、まず、修飾酵素に着目し、活性に必要なアミノ酸残基を特定した。次に、その情報を
元に、門の異なる細菌からファルネシルトリプトファンを有する新規ペプチドを発見した。さらに、その修飾酵
素のX線結晶構造解析を行い、その結果を元に探索した結果、翻訳後修飾によるトリプトファン残基のイソプレ
ニル化は様々な門の細菌に広く存在することが判明した。
　また、納豆菌由来の納豆のネバネバを誘導するファルネシルトリプトファンを有する新規ペプチドを発見し
た。さらに、この翻訳後修飾は幅広い基質許容性を示すことが判明した。

研究成果の概要（英文）： Post-translational isoprenylation of a tryptophan residue was first found 
in a prokaryotes Bacillus subtilis. In order to evaluate the diversity of post-translational 
isoprenylation, we focused on the modification enzymes. Based on the information of the essential 
amino acid residues for the isoprenylation activity, a novel Trp-farnesyltransferase and a novel 
Trp-farnesylated peptide were found in another phyla of bacteria. Then, X-ray crystal analysis of 
the Trp-farnesyltransferase was carried out, and then genome mining for proteins sharing the 
structural features of the enzyme revealed that post-translational isoprenylation of tryptophan was 
widely distributed in several phyla of bacteria.
 In addition, a novel Trp-farnesylated peptide involved in the formation of sticky biofilm was found
 from B. subtilis subsp. natto. Then, detailed farnesylation analyses of the enzyme revealed that 
post-translationally isoprenylating enzyme for Trp residue exhibited broad substrate tolerance.

研究分野： 天然物化学

キーワード： クオラムセンシング　翻訳後修飾　枯草菌　トリプトファン

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 翻訳後修飾は、機能発現の動的制御におい
て中心的な役割を果たしており、既に様々な
アミノ酸上において様々な修飾様式が知られ
ている。その一つにイソプレニル化があり、
この修飾は、担子菌のペプチドフェロモンの
C 末端側のシステイン残基において初めて発
見された。その後、真核生物に普遍的に存在
する機能発現に必須な翻訳後修飾であること
が明らかとなり、例えば、ガン遺伝子産物で
あるヒト Ras の機能制御への関与から、抗が
ん剤の標的タンパク候補となるなど、様々な
分野で研究が進められている。一方、申請者
らは、枯草菌の DNA 形質転換を誘導するオリ
ゴペプチド型のクオラムセンシングフェロモ
ンである ComX フェロモンにおいて、C 末端
側のトリプトファンが環化を伴うイソプレニ
ル化されていることを解明し、原核生物にも
翻訳後修飾によるイソプレニル化が存在する
ことを初めて明らかにした (図 1)。さらに、
ComX フェロモンはアミノ酸 6〜10 残基から
なるオリゴペプチドであり、菌株ごとに大き
く異なるアミノ酸配列を有しているが、C 末
端から 3 番目もしくは 4 番目に存在するトリ
プトファン残基が、ゲラニル化もしくはファ
ルネシル化され、さらにプロリン様の 5 員環
が形成されていること、この修飾構造が機能
発現に必須であることも明らかにしたが、今
のところ、枯草菌においてのみ確認されてい
る。しかし、ComX フェロモンは不安定であ
るため、常法のエドマン分解法では検出不可
能であり、また、分泌量が少なく難溶性であ
るため、枯草菌培養液から単離・構造決定を
行うことは困難であり、さらに、相同性も見
いだせなかったことから、他の生物に同様の
修飾ペプチドが存在していても見過ごされて
いる可能性があると考えられた。 
 

 
 
図 1. イソプレニルトリプトファンの化学構造 
 
２．研究の目的 
 以上のような研究開始当初の背景から、申
請者は、翻訳後修飾によるイソプレニル化は
全生物に普遍的に存在し、トリプトファンの
イソプレニル化はプロトタイプであり、進化
の過程でシステインへ変化したのではないか
と考えた。 
 細菌はクオラムセンシングと呼ばれる細胞
密度依存的な遺伝子発現を行っており、誘導

される現象は、フィルターの詰まりや日和見
感染の原因となるバイオフィルムの形成、抗
生物質や毒素の生合成、胞子形成や形質転換
など、実に様々である。特に、クオラムセン
シング機構を阻害することで病原性毒素の生
合成を抑制できるため、薬剤耐性菌の発生を
抑えた新規抗細菌剤の研究開発が世界中で精
力的に進められている。クオラムセンシング
においては、ComX フェロモンを含めたオリ
ゴペプチドが、センサー物質 (フェロモン) と
して分泌されており、同種の修飾ペプチドが
他の細菌から発見された場合、生命現象を制
御する未知の機能を有しているフェロモンで
ある可能性は極めて高い。実際、枯草菌が属
するバチルス属では、納豆菌では糸引きの原
因物質 (ポリガンマグルタミン酸, PGA) の生
合成、セレウス菌では食中毒、炭疽菌では感
染症の原因となる胞子形成といった現象に
comX 遺伝子クラスターの関与が示唆されて
いる。そこで、翻訳後修飾によるイソプレニ
ル化の分子レベルでの機能解明研究を行うこ
とにした。 
 
３．研究の方法 
 ComX フェロモンのアミノ酸配列は菌株ご
とに異なり、また、トリプトファン以外のア
ミノ酸残基は活性発現に必須でないため、
ComX フェロモンのアミノ酸配列をクエリー
にした BLAST 相同性検索を行っても優位な
結果は得られない。しかし、ComX フェロモ
ンの前駆体 ComX の N 末端側には各菌株共通
のアミノ酸配列が存在することから、ComX
が修飾酵素 ComQ に認識、修飾されるために
必要なアミノ酸配列を解明する。すなわち、6
菌株に共通して保存されている ComX の N 末
端側のアミノ酸配列のトランケート体を作製
し、ComQ による in vitro 反応により ComX フ
ェロモンが生合成されるかどうかを調べ、必
須アミノ酸残基を特定する。得られたアミノ
酸残基を有し、C 末端側にトリプトファンを
有する短鎖ペプチドをコードする遺伝子を探
索することで、トリプトファンイソプレニル
化ペプチドを探索する。 
 一方で、修飾酵素 ComQ に着目した、ゲノ
ムマイニングにより、トリプトファンイソプ
レニル化酵素を探索することも合わせて行う。
しかしながら、ComQ は、既知のイソプレニ
ル化酵素とは相同性はないが、テルペン類の
生合成前駆体であるイソプレニル二リン酸の
生合成酵素  (IPPS) と相同性があるため、
ComQ を指標に BLAST 相同性検索を行って
も、既知の IPPS が検出されてしまう。また、
未知の酵素が検出されても、それが IPPS であ
るかトリプトファン修飾酵素であるか区別が
つかない。そこでまず、ComQ が、ComX の
トリプトファン残基を認識し、イソプレニル



化するために必要なアミノ酸配列を決定する。
特に、IPPase は、DDxxD のアミノ酸配列を有
する 2 カ所のアスパラギン酸リッチモチーフ 
(FARM, SARM) を有しており、FARM はゲラ
ニル二リン酸 (GPP) またはファルネシル二
リン酸 (FPP) と、SARM はイソペンテニルピ
ロリン酸 (IPP) と、それぞれ Mg2+を介して結
合し、縮合反応を触媒する。それに対し ComQ
では、FARM はよく保存されているが、SARM
は保存されていないため、SARM が ComX の
トリプトファン結合部位である可能性が高い。
そこで、SARM およびその近傍のアミノ酸残
基を変異させた ComQ 変異体を comQ 遺伝子
を導入した大腸菌を用いてそれぞれ作成し、
GPP または FPP 存在下、別途、固相合成した
ComX ペプチドとの in vitro 酵素反応によって
ComQ における ComX 認識に必要なアミノ酸
配列を解明する。 
 次に決定した ComX と ComQ のコンセンサ
ス配列をコードする遺伝子クラスターを有す
る生物種をゲノム配列のデータベースから検
索し、その遺伝子クラスターを有するプラス
ミドを候補細菌の DNA を鋳型に作成し、大腸
菌に導入して過剰発現させる。作成した大腸
菌の培養液からイソプレニルトリプトファン
含有ペプチドを ComX フェロモン検出法を参
考にした LC-MS/MS 分析を行い、MS/MS 分
析を同時に行うことでアミノ酸配列を解析し、
トリプトファンの分子量がイソプレニル基分
増大していることを明らかにする。さらに、
固相ペプチド合成法により、修飾ペプチドを
化学合成し、両者を比較することで、その化
学構造を証明する。 
 さらに、候補細菌における生理活性を調べ
る。化学合成より得られた修飾ペプチドを用
いて、フェロモンであれば数 nM の濃度で毒
素の生成や胞子形成などの生理活性を示すは
ずである。また、関連遺伝子のトランスクリ
プトーム解析を行い、イソプレニルトリプト
ファンを有する修飾ペプチドが、細胞密度依
存的な遺伝子発現の変化を誘導するペプチド
フェロモンであることを証明する。 
 さらに、既に IPPS に関しては X 線結晶構
造解析が行われており、FPP の類縁体である
FSPP との複合体結晶も報告されているが、残
念ながら IPPSの結晶構造からはComQの立体
モデルを導くことはできないため、ComQ ま
たは新規トリプトファンイソプレニル化酵素
を用いて X 線結晶構造解析を行い、基質認識
や反応メカニズムの詳細な解析を行う。 
 
４．研究成果 
 まず、前駆体 ComX が修飾酵素 ComQ に認
識、修飾されるために重要な役割を果たす
ComX の N 末端側のアミノ酸配列を解明する
ために、我々の構築した in vitro 反応系を用い

て、ComX の N 末端側のアミノ酸配列のトラ
ンケート体との反応を行なった結果、前駆体
ComX の N 末端アミノ酸は ComQ の認識には
重要ではないことが判明した。これは、ComQ
は非常に幅広い基質受け入れ能力を有してい
ることが明らかとなった一方、ComX の配列
からは新規修飾ペプチドを探索することが困
難であることが明らかとなった。 
 次に、ComQのpseudo-SARM (IPPSのSARM
に相当) およびその近傍のアミノ酸残基を変
異させた各種変異体を作成し、我々の構築し
た in vitro 反応系を用いて、合成 ComX との反
応を行った結果、ComQ の pseudo-SARM は
NDxxx の配列が重要であることが判明した。
特に１番目のアミノ酸は D ではないことが重
要であり、これは IPPS の SARM が DDxxD で
あり、１番目のアミノ酸が D であることが必
須であることとは異なる結果となった。 
 そこで、ComQ を指標に BLAST 相同性検索
を行って得られた候補タンパク質のうち、
(pseudo-)SARM部分がNDxxxの配列を有する
枯草菌以外の細菌由来のタンパク質を選別し
たところ、クロロフレキサス門の細菌由来の
タンパク質 SthQ が見いだされた。さらに、そ
のすぐ隣の遺伝子は C 末端から 2 および 3 番
目にトリプトファンを有する短鎖ペプチド
SthX をコードしていた。そこで、これら sthQX
遺伝子クラスターを有するプラスミドを候補
細菌を鋳型に作製し、大腸菌に導入して過剰
発現を試みたが、残念ながら発現しなかった
ため、SthQ のみ、および、SthX のみの過剰発
現大腸菌を作製し、構築した in vitro 反応系を
参考に反応を行った結果、SthX の C 末端 10
残基からなり、C 末端から 2 番目のトリプト
ファン残基がファルネシル化された修飾ペプ
チドを検出した。従って、SthQ はトリプトフ
ァンのファルネシル化酵素であることが示さ
れた。残念ながら、得られた修飾ペプチドは
非常に不安定で精製が困難であったので、次
に予想される化学構造を有する修飾ペプチド
を化学合成し、in vitro 反応生成物と比較した。
その結果、修飾 SthX ペプチドは ComX フェ
ロモンと同様に C 末端から 2 番目のトリプト
ファン残基が環化を伴うファルネシル化され
ていることが判明した (図 2)。 
 

 
 
図 2. 修飾 SthX ペプチドの化学構造. 
 
 次に、生理活性を調べるために合成修飾ペ
プチドを加えて候補細菌を培養したところ、
バイオフィルムと見られる沈殿が生成した。
これについては再現性に乏しいため、さらな



る条件検討が必要である。また、候補細菌の
培養液中に含まれる修飾ペプチドを分析した
ところ、対数増殖期において修飾 SthX ペプチ
ドの濃度が増大し、約 10 nM 程度となるが、
定常期になると濃度が大幅に減少することが
明らかとなり、修飾 SthX ペプチドがバイオフ
ィルムの形成を誘導するクオラムセンシング
フェロモンとして機能していることが示唆さ
れた。なお、sthQX 遺伝子を含む関連遺伝子
のトランスクリプトーム解析を行ったがバッ
クグラウンドの値が高かったため、さらなる
条件検討が必要である。 
 一方で、修飾酵素 ComQ の基質認識機構や
イソプレニル化の詳細を明らかにすべく、ト
リプトファンイソプレニル化酵素の X 線結晶
構造解析を行った。残念ながら、ComQ の結
晶化には現在のところ成功していないものの、
SthQ について結晶化に成功し、構造を明らか
にすることが出来た (図 3)。得られた SthQ の
結晶構造を既知の IPPS と比較すると、確かに
両酵素の構造はよく似ており、また、FPP の
ミミックであるファルネシルチオ二リン酸 
(FSPP) との複合体結晶の構造解析から、SthQ
の FARMが FPPの結合部位であることが明ら
かとなったが、トリプトファンイソプレニル
化酵素固有の特徴もいくつか見られた。まず、
IPPSは基質を取り込むことでオープンフォー
ムからクローズドフォームへと構造が変化す
るのだが、SthQ ではアポ体と FSPP との複合
体ではそれほど大きな構造変化が起きていな
かった。興味深いことに、SthQ のアポ体と
FSPP の複合体は、IPPS のオープンフォーム
よりもクローズドフォームとより構造が近か
った。さらに、IPPS のクローズドフォームは
FARMと SARMのC末端側に存在するループ
構造が変化して、基質結合ポケットにフタを
することで引き起こされるのだが、SthQ では
FARMと SARMのC末端側にはループ構造が
短いもしくは存在しないことが判明した。こ
れらの特徴は IPP よりも大きな基質ペプチド
を受け入れることを合理的に説明できること
から、トリプトファンイソプレニル化酵素に
特徴的である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3. SthQ の結晶構造. 

 
 この結果を基に、ComQ を指標に BLAST 相
同性検索 (e-value < 1) を行って得られた候補
タンパク質約 30,000 のうち、FARM を有し 
(DD/ExxD)、pseudo-SARM を有し (NDxxx)、
C 末端側にはループ構造が短いもしくは存在
しない枯草菌以外の細菌由来のタンパク質を
選別したところ、様々な細菌由来のトリプト
ファンイソプレニル化酵素が見いだされ、翻
訳後修飾によるトリプトファン残基のイソプ
レニル化は様々細菌に広く見られる翻訳後修
飾の一つであることが判明した。実際に、枯
草菌が属する Firmicutes 門では bacilli 以外の
クロストリジア網が、それ以外の門では、ク
ロロフレキサス門、放線菌門、シアノバクテ
リア門から候補が見つかりシアノバクテリア
門以外の門の候補タンパク質においては、ま
だ予備実験ではあるものの、トリプトファン
のイソプレニル化反応を触媒する酵素である
ことが判明している。 
 一方、納豆は大豆の発酵食品だが、その生
産菌である納豆菌は、枯草菌の近縁種にあた
る。従って、両細菌は遺伝子が非常によく似
ているのだが、表現型における枯草菌と納豆
菌の最も大きな違いは、バイオフィルムの形
成にあり、納豆菌は納豆特有のネバネバを生
み出す PGA を生合成する。この PGA 合成に
comQXnatto遺伝子クラスターが関与している、
すなわち、納豆菌由来の ComXnatto フェロモ
ンがポリガンマグルタミン酸の生合成を誘導
するとされているが、実際に ComXnatto フェ
ロモンが確認されていない。そこで同様に納
豆菌由来の comQXnatto 遺伝子クラスターを
発現させた大腸菌の培養液を LC-MS を用い
て分析した結果、 73 アミノ酸からなる
ComXnatto の 53 番目から 58 番目のアミノ酸
残基に相当する配列を有し、C 末端から 20 番
目のトリプトファン残基がファルネシル化さ
れた ComXnatto フェロモンを見いだした (図
4)。さらに化学合成を行い、このペプチドが
納豆のネバネバの原因物質であるポリガンマ
グ ル タ ミ ン 酸 の 生 合 成 を 促 進 さ せ る
ComXnatto フェロモンであることを明らかに
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4. ComXnatto フェロモンの化学構造. 
 
 この結果は従来の ComX フェロモンとはい
くつか異なっていた。まず、前駆体ペプチド



ComXnattoのC末端から 2〜4番目にはトリプ
トファン残基が存在せず、C 末端から 20 番目
にトリプトファン残基が唯一存在し、環化を
伴うファルネシル化されていること、また、
ComXnatto の N 末端側だけでなく、C 末端側
もプロセシングされて ComXnatto フェロモン
が生合成されることである。次に、ComQnatto
と前駆体ペプチドComXnattoの in vitro反応を
行った。その結果、C 末端から 20 番目のトリ
プトファン残基がファルネシル化された
ComXnatto を見いだした。続いて、様々な長
さのペプチドを調製し、同様にして in vitro 反
応を行った結果、驚くべきことに ComQnatto
はトリプトファン単体ですら基質として認識
して、ファルネシル化できることが明らかと
なった。 
 以上の結果から、トリプトファン残基のイ
ソプレニル化酵素は、極めて基質許容性が高
く、基質のトリプトファン残基は必ずしも C
末端側にあるわけではないことが明らかとな
った。 
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