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研究成果の概要（和文）：本研究課題では、枯草菌MifMや大腸菌SecMといった、翻訳の途上でリボソームに働きかけ、
自身の合成を途中で一時停止（アレスト）することで、翻訳途上鎖の状態で生理機能を発揮する因子の分子機構の解明
を目的とした。遺伝学・生化学・構造生物学的な手法を用い、MifMの翻訳アレストに重要な役割を果たす相互作用を詳
細に解析したところ、リボソームのトンネル成分や活性中心付近の特定の残基とMifMとの相互作用が見出された。MifM
の翻訳アレスト解除の分子機構を理解するために、翻訳アレスト解除に必要なタンパク質膜組込装置YidCの機能解析を
行ったところ、YidCの機能に重要な領域や性質も幾つか見出された。

研究成果の概要（英文）：To understand the molecular mechanisms of how regulatory arrest peptides, such as 
Bacillus subtilis MifM or Escherichia coli SecM could regulate their own translation elongation, we 
studied interactions between nascent polypeptides and the ribosomes. Our genetic, biochemical or 
structural studies revealed several detail features of interactions between nascent chain and the 
ribosome in the exit tunnel as well as near the active center of the ribosome. We also studied YidC, a 
membrane protein insertase that is required for releasing elongation arrest of MifM, and found several 
biochemical properties of the YidC that are important for its functions.

研究分野： 分子生物学
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１．研究開始当初の背景 
 タンパク質は、一般的に、リボソームで全
長が合成された後、しかるべき場所に輸送さ
れ、また、正しい立体構造を形成した後に活
性を発揮する。ところが、我々は以前、翻訳
の途上で自身の合成を一時停止（アレスト）
することで、翻訳途上の状態で機能する因子
MifM を、枯草菌から見出した。また、連携
研究者の伊藤らは、大腸菌細胞で、翻訳アレ
ストを引き起こすことで機能する因子 SecM
を見出していた。これらの因子は、アミノ酸
配列に類似性は見られなかったが、C 末端付
近にある特定のアミノ酸配列を介して自身
を合成しているリボソームのペプチド鎖出
口トンネル成分と相互作用することで翻訳
アレストを引き起こすこと、また、N 末端に
ある特定の局在化シグナル（MifM は YidC
依存的な膜組込シグナル、 SecM は、
SecYEGA 依存的な膜透過シグナル）を介し
て膜透過や膜組込されることで、翻訳伸長を
再開する（アレストが解除される）という共
通の特徴を有することが分かっていた。しか
しながら、翻訳アレストやその解除の詳細な
分子機構は未解明のままであった。 
 
２．研究の目的 
 このような背景を受け、我々は、主に、枯
草菌 MifM と大腸菌 SecM という２つの「翻
訳アレスト因子」を中心に、以下に示す問題
に焦点を絞り、翻訳途上鎖の機能や作用メカ
ニズムを分子レベルで理解する事を目指し
た。 
 
(1) 翻訳アレスト因子が翻訳を停止させる
メカニズムの解明 
 翻訳アレストは、翻訳途上のアレスト因子
とリボソームとの相互作用によって引き起
こされる。この翻訳途上鎖-リボソーム相互
作用の詳細を明らかにすることで、翻訳アレ
ストの分子機構の解明を目指す。 
 
(2) タンパク質膜透過・膜組込装置による翻
訳アレスト解除の分子機構の解明 
 翻訳アレスト解除に必要な分子内領域の
同定と、アレスト解除に必要な蛋白質局在化
マシーナリーとの相互作用を明らかにする
ことで、翻訳アレスト解除機構を理解する。 
 
３．研究の方法 
(1) 枯草菌や大腸菌を用いた変異解析を行
うことで、アレスト因子自身や、アレスト解
除に関わる蛋白質局在化装置の重要なエレ
メントを同定する。 
 
(2) in vitro での精製再構成翻訳系と、
toeprinting 法や中性ゲル電気泳動法、
Western blotting、Northern blotting、パ
ルスラベルなどを組み合わせた翻訳途上鎖
の生化学的解析 
 

(3) 超低温（クライオ）電子顕微鏡を用いた
翻訳途上鎖-リボソーム複合体の構造解析
（共同研究）。 
 
４．研究成果 
(1) 翻訳アレストの種特異性に関わるリボ
ソーム成分の同定 
 枯草菌 MifM を大腸菌のリボソームで翻訳
すると、枯草菌リボソームで翻訳させた場合
に比べて、翻訳アレストの効率が著しく低下
することを以前我々は見出していた（文献
①）。このことから、MifM の翻訳アレストに
は、リボソームとの種特異的な相互作用が関
与していることが推定されていた。今回、遺
伝学的な解析から、リボソーム大サブユニッ
トの L22 の 90 番目の残基のアミノ酸の種類
が、種特異的な相互作用を支える要因の１つ
であることが明らかとなった（文献②）。 
 
(2)MifM-リボソーム間相互作用の構造解析 
 ドイツ・ミュンヘン大学の Daniel Wilson
博士との共同研究により、MifM-リボソーム
複合体の構造解析を行った。その結果、MifM
とリボソームトンネルとの複数の相互作用
が観察され、また、リボソームの活性中心付
近では、MifM の特定の残基がリボソームの活
性に重要な残基の構造変化を阻害すること
でリボソームの活性を阻害していることを
示唆する結果が得られた（文献②）。この結
果は、MifM の翻訳アレスト機構を理解する上
で重要な知見である。 
 
(3) MifM の翻訳アレストの解除に必要な
YidC によるタンパク質膜組込機構の解明 
 東大・濡木理教授、奈良先端大・塚崎智也
准教授らとの共同研究により、Bacillus 
halodurans YidC2 の X 線結晶構造と、機能に
重要と思われる YidC の性質がいくつか明ら
かとなった。構造解析から、YidC は、膜貫通
領域で脂質二重層内に親水性残基に富んだ
溝を形成していることが明らかとなった（文
献③）。また、枯草菌 YidC ホモログを材料に
した生化学的な解析からは、この溝が、実際
に、生細胞中で親水的な環境を形成している
ことが示唆された（文献④）。枯草菌を用い
た遺伝学的解析からは、この溝の正電荷、お
よび、親水性が、MifM の膜組込ならびに翻訳
アレスト解除に重要な役割を果たしている
ことが示唆された（文献③、④）。この一連
の研究結果は、YidC が、これまで提唱されて
いたモデルとは異なり、タンパク質透過孔
（チャネル）に依存しないユニークなタンパ
ク質膜挿入装置であることを示していると
ともに、YidC は、チャネルを使わずにどのよ
うにしてタンパク質膜組込を行っているの
かという新たな重要問題の提起へと繋がっ
た。我々は、YidC の溝の親水性が、タンパク
質膜挿入に伴うエネルギー的な障壁を低減
させることに寄与することを提唱し（文献
④）、また、溝の正電荷が、基質の負電荷を



引っ張ることで膜挿入を駆動していること
を提唱した（文献③）。MifM の膜挿入やそれ
に伴う翻訳アレスト解除には、MifM の膜貫通
領域付近の負電荷が重要な役割を果たすこ
とも同時に見出した（文献③）。 
 
(4) MifM は、枯草菌の２つの YidC ホモログ
の両方を監視する。 
 枯草菌の２つの YidC ホモログである
SpoIIIJ と YidC2 のうち、SpoIIIJ は恒常的
に発現し、YidC2 は SpoIIIJ の機能低下に呼
応して発現が誘導される。この YidC2 のフィ
ードバック発現制御は MifM の翻訳アレスト
と、MifM の SpoIIIJ 依存的な膜挿入に伴うア
レスト解除に依存している。もし仮に、YidC2
が MifM を膜挿入し、その結果 MifM の翻訳ア
レストが解除されるようであれば、MifM は、
SpoIIIJ だけでなく、YidC2 自身の活性をモ
ニタリングしつつ、YidC2 の細胞内量をコン
トロール（自己フィードバック）しているこ
とになる。今回、遺伝学的な解析から、YidC2
が、MifM の翻訳アレストを介して自身の発現
量を自己フィードバックしていることを示
唆する結果が得られた（文献⑤）。すなわち、
MifM は、枯草菌の２つの YidC ホモログによ
るトータルの膜組込活性を監視し、YidC2 の
発現量を適切に調節していることが示唆さ
れた。MifM の翻訳アレスト解除の観点からは、
SpoIIIJ と YidC のどちらも MifM の翻訳アレ
ストを解除する能力を持つことが明らかと
なった。 
 
(5) SecMの翻訳アレストの効率的な解除に必
要な新規エレメントの同定 
 大腸菌 SecM は、C末端の翻訳アレストエレ
メントと N 末端の膜透過シグナルからなる。
今回、その両者の間に挟まれた特定の領域が、
翻訳アレストの効率的な解除に必要である
ことが、大腸菌を用いた変異解析ならびに、
in vivo の翻訳系を用いた解析から示唆され
た（文献⑥）。 
 
(6) 新規翻訳アレスト因子 VemP の分子機構
の解明 
 京大ウイルス研究所の森博幸准教授らは、
海洋性ビブリオから、新規翻訳アレスト因子
VemP を同定した。VemP は、ビブリオ菌のタ
ンパク質膜透過装置のリモデリングを媒介
することで、ビブリオ菌が変動する塩濃度に
適応することを助ける。その分子機構の解析
から、森らは、VemP が、翻訳アレストを介し
た機構で膜透過装置のリモデリングを行っ
ていることを明らかにした。我々は、in vitro
の翻訳系と toeprinting、Northern blotting
などを組み合わせた解析を行い、森らの結果
と併せて、VemP が、リボソームのペプチジル
転移活性を阻害することで翻訳アレストを
引き起こしていることを示す結果を得た（文
献⑦）。 
 

(7) 大腸菌プロテオームの網羅的翻訳伸長
プロファイリング解析 
 東工大・田口英樹教授らとの共同研究で、
大腸菌遺伝子のおよそ 1/4 に相当する約
1,000 遺伝子の in vivo および in vitro にお
ける翻訳伸長のプロファイリング解析（in 
vivo/in vitro integrated nascent chain 
profiling: iNP）を行った。その結果、解析
を行った遺伝子群のうち、８割以上のものが、
少なくとも１回、翻訳伸長をポーズさせるこ
とが明らかとなった。すなわち、一般的なタ
ンパク質合成においても、翻訳伸長が一定速
度で進行することはむしろまれであり、多く
の場合、翻訳伸長速度の緩急を伴ってタンパ
ク質合成が進行することが明らかとなった
（文献⑧）。この網羅的な解析は、これまで
見過ごされてきた翻訳伸長の真の姿を垣間
見せることとなり、また、この翻訳伸長の緩
急が、タンパク質の生合成にどのようなイン
パクトを与えるのかという新たな問題を投
げかけた。 
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