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研究成果の概要（和文）： 

酵母基本転写因子 Tfa2 を対象として，Mediator サブユニット  Gal11 結合を担う
intrinsically disordered (ID)領域（Tfa2-mbd: Tfa2 mediator binding domain）の立体構
造解析を，13C 検知および 1H 検知多次元 NMR スペクトルにより行った．ID 領域特有の
NMR シグナルの重なりを，シグナルの分散の良い 13C‟および 15N の化学シフト軸で展開
する 3D スペクトルを用いることで効率的にシグナル帰属をすすめた． 
その結果，Tfa2-mbd は，①過渡的に低存在率の３本の helix からなる構造を取ること，

②この過渡的立体構造形成は，ホモ二量体構造形成と連動すること，③さらに，過渡的に
形成される Tfa2-mbd は，Gal11 との結合に不可欠であることを明らかにした． 

今回の研究を通して，Tfa2 の ID 領域が過渡的に形成する低存在率構造が，Gal11 を介し

た基本転写因子のリクルートメントに関わることを示した．ID 領域の過渡的構造形成を利

用する機能制御機構という新しい機能的側面を明らかできた． 

 
研究成果の概要（英文）： 

We analyzed one of the general transcription factors in yeast cell, Tfa2, with the 13C 
and 1H detection NMR methods. In this work, we particularly focused on the 
intrinsically disordered part in Tfa2, which binds to Gal11 subunit in the Mediator 
complex. The severe signal overlaps typically found for the ID segment were solved 
using the 13C‟ and 15N evolution axes, whose chemical shifts have significant 
dispersions over the other nuclear spins in protein. 
 We found the Mediator binding domain of Tfa2, Tfa2-mbd, transiently forms 
three-helix structure. The transient structure formation was mediated by its 
homo-dimer formation. We also found that the transiently folded structure has binding 
ability to Gal11; the mutant that lacks the transient folding ability does not bind to 
Gal11.  
 Over all, the present research has demonstrated the unique structural and 
functional properties associated with the ID part in Tfa2. 
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１．研究開始当初の背景 

ゲノム配列解析が進む中で，タンパク質中に
存在する天然変性領域（ intrinsically 

disordered: ID）の持つ機能上の役割が注
目されている．安定な立体構造を保持しな
いために，従来の構造生物学的手法の利用
は限られる．そのため，ID 領域の存在の発
見以来 10 年以上立つ今日でも十分な研究
が進んでいない．本研究では NMR を駆使
して ID 領域の構造研究を行うことで，新
たな ID の持つ機能上の役割を明らかにす
ることを目指した． 

  研究対象としては酵母の基本転写 Tfa2

を対象とした．Tfa2 は Tfa1 とヘテロ四量
体を形成して転写 Mediator 複合体と相互
作用することにより転写制御する．金沢大
学・櫻井らの系統的な欠損変異体を用いた
実験から，Tfa1-Tfa2 の相互作用部位およ
び Mediator 結合部位の同定がすすめられ
ている．本研究で対象とした Tfa2 は
Mediator 複合体のサブユニットである
Gal11 と相互作用することで Tfa 基本転写
因子のリクルートを担う．櫻井らは，上記
の研究を通して Tfa2 中の Gal11 結合部位
を同定している．同定されたTfa2 のGal11

結合部位(Tfa2 Mediator binding domain: 

Tfa2-mbd)は，アミノ酸配列の特性から ID

としての性質を持つことが分かった．一方，
Gal11 側の Tfa2 と相互作用するセグメン
トも ID 領域であり，基本転写因子 Tfa と
Mediator複合体の相互作用は ID領域間の
相互作用を介して行われていることが示
された． 

  そこで本研究では，基本転写因子のリク
ルートを制御する機能をもつ ID 領域どう
しの相互作用の詳細を明らかにするため
に NMR を駆使した構造解析を進めた． 

 

２．研究の目的 

  ID 領域の NMR スペクトルは一般的に
シグナルの重なりが大きくシグナル帰属
が困難である．また，シグナル帰属ができ
た後も，どのようにしてその構造特性を明
らかにするか等，研究手法としての一般論
が確立していない． 

  本研究では，Tfa2-mbd の ID 領域を対象
としてその過渡的構造形成を明らかにす
ることを目的とした研究を進めた．本研究
は，ID 研究における過渡的に形成される低
存在率構造解析の１つの研究例を提示す
る． 

 

 

３．研究の方法 

３－１．主鎖シグナル帰属・立体構造解析 
 13C検知および 1H検知型の三重共鳴法を用
いて主鎖側鎖の帰属を進め構造解析を行
う． 

３－２．構造形成原理の解析 
 構造形成を誘導する原理を解析するため
に，温度依存性，濃度依存性などを検討す
る． NMR のみならず，CD スペクトル，
生化学的方法など複数の構造解析手法を
用いる．また，変異体を用いて構造形成に
キーとなるアミノ酸残基を特定する． 

３－３．過渡的構造形成の解析 
 化学シフト情報，残余双極子(RDC)など，
過渡的構造形成状態を解析するための複
数の解析を進める． 

 
４．研究成果 
４－１．NMR立体構造解析 
 Tfa2-mbd は典型的な ID 領域としての

NMR シグナルを与える．図１にその結果
を示す．13C 検知および 15N 検知の三重共

鳴スペクトルを
用いることで主
鎖および側鎖の
完全帰属を終え
た． 

 

図１：Tfa2-mbd

の 1H-15N 

HSQC スペクト
ルと主鎖のシグ
ナル帰属． 

 

 

 

 

 

  NOE スペクトルの解析から，図２に示す
ような３本のヘリックス構造を持つこと
が明らかになった．ただし，この立体構造
解析では NOE の混合時間を 250 msec と
いう通常の混合時間の二倍となる長さを
設定して測定した． 

  NOE 混合時間の設定に当たっては，
NOE シグナル強度の時間発展(buildup)を
解析し，300 msec で NOE が最大強度にな
ることを確認している．このことは，観測
された 3本のヘリックスからなる構造が安
定な構造ではなく，過渡的に形成されてい
ることを示している．通常 100 msec の混
合時間で最大強度になるNOEが300 msec

で最大値に到達することは定性的には最
大でも 30%程度の存在率でこの構造を取
ると予測される． 



 

 

図 2: Tfa2-mbd で観測される「過渡的」
立体構造． 

 

４－２．ホモ二量体を介した構造形成 

 Tfa2-mbd スペクトルは濃度依存的に直線
的なスペクトル変化を示す．このことから，
Tfa2-mbd の構造形成には相互の結合が必
要であることが予測される．化学架橋を用
いる実験から，Tfa2-mbd はホモ二量体を
形 成 す る こ と が 分 か っ た ． 実 際 に
13C/15N-filtered NOE の実験からホモ二量
体形成が確認できた． 

  図２の立体構造に基づいて，構造形成の
中心にある W15 を Ala にアミノ酸変異を
いれた変異体では濃度依存的なスペクト
ル変化が観測されなくなり従ってホモ二
量体形成能が失われたことが分かる． 

図 3： Tfa2-mdb の濃度依存的なシグナル
変化．W15A 変異体では濃度依存的なシグ
ナル変化が観測されずホモ二量体形成能
が失われていることがわかる． 

 

図 4: Tfa2-mbdのGal11フラグメントとの
相互作用．W15A 変異体は Gal11 に対する
結合能を失っている． 

二量体形成能をもつ野生型と W15A 変
異体に対して Gal11 フラグメントの滴定
実験を行った．その結果 Tfa2-mbd は二量
体形成能を失うと同時に，構造形成能も失
うのみならず，Gal11 に対する結合活性も
失うことが分かった． 

 

４－３．低存在率構造の解析 

  化学シフトデータベースを用いること
でタンパク質の二次構造存在率を評価す
る方法が Cambridge 大学のグループから
発表されている．この方法を用いて
Tfa2-mbd の３つのヘリックス構造の存在
率について解析した． 

  その結果，長い混合時間を使った NOE

から決定された３本のヘリックス構造は
化学シフトからも確かに存在が確認され
た．Tfa2-mbd には低存在率のヘリックス
構造が存在することが明らかになった． 

  NOE を使った解析では，個々のヘリッ
クス構造の存在率を推定することはでき
ない．化学シフトによるヘリックス構造存
在率解析は，３本のヘリックスの存在率が
それぞれ異なることをしめす．第一ヘリッ
クスは 15%であるのに対して，第二ヘリッ
クスは 5%未満，第三ヘリックスは約 30%

の存在率である． 

  NOE の構造解析結果と，濃度依存的な
化学シフト変化からは３本のヘリックス
が協同的に構造形成する可能性を考えて
いたが，３つの異なる存在率から，個々の
ヘリックスは独立に構造形成をすること
が分かった． 

  図 5: 主鎖原子の化学シフトから予測し
たヘリックスの存在率（残基番号は Tfa

タンパク質中での残基番号表示）．青：
野生型．赤:W15A 変異体の結果を示す． 

 

同様の二次構造存在率解析から，W15A

変異体は第一ヘリックス形成能が全く失
われてしまうことが分かった．一方で，第
二，第三ヘリックスの存在率は全く変化し
ない．このことから，W15A によりホモ二
量体形成能が失われた理由は，第一ヘリッ
クスが失われたことによると考えること
ができる．このことは，Tfa2-mbd が第一
ヘリックスを介してホモ二量体形成をし



 

 

ていることを意味する．アミノ酸配列の特 
５．主な発表論文等徴から見ても，第一

ヘリックス部には，coiled-coil 構造を形成
する特性があるため，Tfa2a-mbd は第一ヘ
リックスで coiled-coilを形成することでホ
モ二量体を形成することが分かった．RDC

および真空紫外 CD の解析結果も NMR の
観測結果と整合性がある． 

  さらに，W15A はホモ二量体形成能を失
うと同時に Gal11 に対する結合能も失っ
ているため，Gal11 結合は，Tfa2-mbd の
第一ヘリックスが coiled-coil構造を形成す
ることにより初めて可能になると考える
ことができる． 

  過渡的に形成される Tfa2-mbd のホモ二
量体が基本転写因子 Tfa の Mediator 複合
体へのリクルートを制御するという機構
が考えられる． 

 

 

図 6: 過渡的構造形成を介した基本転写因
子 Tfa の Mediator 結合過程．図中 W263

は Tfa 全長の残基番号である．NMR 構造
解析したフラグメント中の W15 に対応す
る． 
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