33: 1-7 (2009)

多数のポリペプチドから成るタンパク質の構造特性
麻生陽一
九州大学大学院農学研究院遺伝子資源工学部門

Structural properties of a protein composed of multiple polypeptides
YOICHI ASO
A living organism utilizes a variety of the assemblies of biopolymers efficiently. A protein composed of multiple
polypeptides is a typical example of the assemblies; it may be called a multi-polypeptide protein. However, we so far
have only insufficient knowledge of protein chemistry of such a protein. This essay deals with properties of two types
of multi-polypeptide proteins: sHSP19.9 and sHSP20.8 small heat shock proteins (sHSPs) from silkworm and lipoate
acetyltransferase (E2) from the thermophile, Bacillus stearothermophilus. Each sHSP is an assembly of identical
polypeptides. E2 is a 60-meric protein; dihydrolipoamide dehydrogenase (E3) can be non-covalently attached to an
E2. Proteins except to E3 were overproduced by Escherichia coli cells. Previously we reported that properties of
sHSP19.9 are similar to those of sHSP20.8. However, recent studies revealed the difference between these sHSPs.
The complex formation of E2 and E3 altered their thermal inactivation reactions. These results indicated that a
large-size polypeptide complex can be characterized based on studies on both the properties of the complex itself and
its components.
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生物は様々な分子を重合させ，低分子からオリ
ゴマーやポリマーに至る，きわめて多様な生体分
子を生命活動の維持に動員している。特に，分子
の高分子化によって分子内に作り出された不均質
な局所構造は，溶媒からの隔離，触媒反応の場，
分子認識の標識，細胞内の仕切り，あるいは新た
な分子複合体を組み立てる足場などを提供してい
る。また，高分子化は栄養源や遺伝情報をコンパ
クトかつ安定に貯蔵することに役立っている。い
わゆる生体高分子は，その構造が多数の水素結合
によって保持されている。このことは，比較的穏
和な条件下でも，生体高分子がフレキシブルかつ
ダイナミックな構造変化をし得るメカニズムを提
供している。この変化は生体高分子の特性の変化
をもたらし，それが機能の調節やシグナル伝達な
どに積極的に利用されることもあれば，不可逆的
な凝集や沈着を引き起こし，疾病の原因につなが
ることもある。そういった意味で，生体高分子の
研究には｢構造｣～｢相互作用｣～｢機能｣といった関
係が頻繁に現れる。
生物は，さらに同種や異種の生体高分子を組み
合わせた複合体を生命活動の維持に積極的に利用
している。多種のタンパク質と RNA とが複雑に絡
み合って，タンパク質生合成の場を提供するリボ
ソームはその典型的な例である。特に，異種の生
体高分子の組み合わせは分析が非常に厄介になる。
たとえば，核酸の骨格をなす負電荷や塩基の高い
分子吸光係数は，タンパク質-核酸の複合体の分析
を困難にする。しかし，生体高分子をさらに複合
体化することは，生物にとっては機能の向上と機
能の精緻な制御系を獲得する巧みな方策だと思わ
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れる。生体内では，むしろ，1 種の生体高分子のみ
が周辺の分子との相互作用無く単独で働いている
状況を想像することの方が難しい。
最近の研究の発展や機器の進歩から，抗原抗体
反応のような強く特異性が高い相互作用だけでな
く，弱く特異性が低い相互作用にも次第に目が向
けられるようになった。たとえば，共有結合に比
べて水素結合は非常に弱く，比較的特異性が低い。
しかしながら，多数の水素結合が環境の変動に応
じて柔軟に生成・消滅することは，生体高分子の
構造と機能に大きく寄与している。生体高分子が
さらに複合体を形成すれば，必然的により多様な
相互作用を生じる。そして，そのような系の性質
は，各コンポーネントを系から取り出し，個々に
ついて詳細に調べるだけでは説明出来ない。ここ
では，多数のポリペプチド，すなわち，多サブユ
ニットから成るタンパク質の構造特性について，
方法論や問題となる点について紹介したい。
Fig. 1 は，好熱菌 Bacillus stearothermophilus のピ
ルビン酸デヒドロゲナーゼの構成を示している。
このタンパク質は，多酵素複合体（Multienzyme
complex）と称されるもので，3 種の酵素（E1，E2，
および E3）から成る。E1 は 4 量体，E2 は 60 量体，
そして，E3 は 2 量体であり，E2 に E1 あるいは E3
が複数分子会合することにより総分子量 700～
1,000 万のピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体
（Pyruvate dehydrogenase complex: PDC）となって
いる。PDC は解糖系の末端で生じたピルビン酸か
ら 2 炭素原子分を取り出しクレブス回路にまわす
反応を触媒している。すなわち，E1 はピルビン酸
を脱炭酸してアセチル基を取り出し，チアミンピ

筆者が取り扱っているホモポリペプチドから成
るタンパク質はスモールヒートショックタンパク
質（small heat shock protein: sHSP）である。ほ乳動
物の眼球レンズタンパク質である α クリスタリン
はタンパク質の凝集を抑制し，白内障（cataract）
を抑制する役割を担っている（AUGUSTEYN, 2004）
。α
クリスタリンは，α クリスタリンドメイン（ACD）
と称する特有の構造を持っている（Fig. 4）
。

Fig. 1. PDC from the thermophile, Bacillus stearothermophilus. E1, pyruvate
decarboxylase (hetero-tetramer: two α and two β); E2, lipoate acetyltransferase (60-mer); E3, dihydrolipoamide dehydrogenase (dimer). All
associations are of non-covalent binding.

ロリン酸(TPP)に渡す。これは，E2 のリジン残基に
結合したリポイル基から，コエンザイム A(CoA)に
順次転移され，アセチル CoA を生じる（Fig. 2）
。
アセチル CoA はクレブス回路のクエン酸合成酵素
（Citrate synthase）が触媒する反応に使われる。E2
のリポイル基はジヒドロリポイル基へと還元され
ているが，これを再酸化するのが E3 である。再酸
化には，E3 のシステイン残基が利用され，受け取
ったプロトンは FAD から NAD へと渡される（Fig.
2）
。

Fig. 4. One of protein components forming a crystallin lens: α-crystallin.

sHSP は ACD と相同性の高いドメインを持つ
タンパク質ファミリーである。sHSP に関する研究
の歴史はそれほど古くないが，α クリスタリン様の
タンパク質が眼球のみならず，広く様々な組織に
存在することが多数報告されている（HASLBECK et
al., 2005; SUN and MACRAE, 2005a）。生物を異常な高
温（ヒートショック）にさらすと，sHSP の発現量
が増すが，それだけでなく，sHSP が疾病を含めて
多くの生理現象に関与していることが示唆されて
いる（SUN and MACRAE, 2005b）
。しかしながら，sHSP
の生理学や生化学には不明な点が多い。ここで「ス
モール」という形容詞は，sHSP の構成ポリペプチ
ドの分子サイズが比較的小さなこと（15-42 kDa）
に由来する。しかし，この名称を嫌う研究者もい
る（NARBERHAUS, 2002）
。

Fig. 2. Schema of reaction catalyzed by PDC.

PDC では異なる 4 種のポリペプチドが会合して
いる。すなわち，PDC はヘテロポリペプチドから
成る。他方，構成酵素の構造から見ると，E1 は 2
種のヘテロポリペプチドから，E2 は 60 個のホモポ
リペプチドから，そして，E3 は 2 個のホモポリペ
プチドから成る（Fig. 1）。ホモとヘテロの違いは
SDS 電気泳動などでポリペプチド成分を調べると
明らかになる（Fig. 3）
。

Fig. 3. Homo- and hetero-polypeptides. These are usually differentiated by
SDS polyacrylamide gel electrophoresis.

Fig. 5. Number of members of sHSP family. Red arrow indicates the number
of sHSPs from the silkworm, Bombyx mori.
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sHSP は多数のホモポリペプチドが非共有結合を
介して会合したものである。すなわち，構成ポリ
ペプチドのサイズは｢スモール｣でも，sHSP の総分
子量は一般的にかなり大きい。
sHSP は，いずれも，相同性の高い ACD を有して
いるが，その種類は生物によって異なる。たとえ
ば，大腸菌（Escherichia coli）では IbpA と IbpB の
2 種があるが，ヒトでは 10 種，シロイヌナズナ
（Arabidopsis thaliana）では 19 種にもなる（Fig. 5）。
sHSP は，ふつう，他のタンパク質が熱変性によっ
て凝集し，沈殿することを防ぐ機能，言わば，変
性タンパク質を可溶化する機能を持っている。こ
の こ と を 「 シ ャ ペ ロ ン 様 活 性 」（ Chaperone-like
activity）と言う。すなわち，一般に sHSP はタンパ
ク質の正しい折り畳みを助ける Hsp70 のような分
子シャペロンと共同して働いているが，それ自体
は ATP を要求することもなく，分子シャペロンと
しての活性を持っていないと考えられている（Fig.
6）
。

Fig. 7. Heat-shock induced changes in amounts of transcripts encoding
silkworm sHSPs. Heat shock was done by incubation at 45 ˚C for 35 min.
Numbers indicate the time (in units of hour) after the shock. The changes
were examined by RT-PCR. Red arrow indicates that sHSP21.4 makes a
notably different response.

る可能性があるということは，おそらく，両者が
他の sHSP とは異なる生理作用に関与している可
能性が大きい。

Fig. 6. Difference in physiological roles between molecular chaperone and
small heat shock protein: sHSP.

カイコ（Bombyx mori）の sHSP には少なくとも 6
種類があり(Fig. 5)，ポリペプチドの分子サイズに
基づいて，sHSP19.9，sHSP20.1，sHSP20.4，sHSP20.8，
sHSP21.4 ， お よ び sHSP23.7 と 命 名 さ れ て い る
（SAKANO et al., 2006）
。たとえば，sHSP19.9 は，分
子サイズ 19.9 kDa のホモポリペプチドから成るこ
とを意味する。ヒートショック（45 ˚C で 35 分間
のインキュベーション）が及ぼす転写量への影響
を見ると，6 種のうち sHSP21.4 だけが他の sHSP
と明らかに異なる（Fig. 7）
。恒常的に生産されてい
る mRNA の量が，ヒートショックによって，あた
かも抑制されているに見える（Fig. 7）
。
さらに，遺伝子より推定したポリペプチドの 1 次
構造に基づいて系統樹解析を行っても，sHSP21.4
は明らかに他の 5 種とは異なるところに位置する
（Fig. 8）。この sHSP21.4 はショウジョウバエ
（Drosophila melanogaster）由来のものと相同性が
ある（Fig. 8 および Fig. 9）。これ以上の情報は，今
のところ得られていないが，他の昆虫にも存在す

Fig. 8. Phylogenetic tree of silkworm sHSPs. The sHSPs were grouped into
the A and B classes.

一方，カイコ sHSP20.8 は，同じ鱗翅目に属する
ノシメマダラメイガ（Plodia interpunctella）の
αCP25(Piα)とは，ACD のみならず，その他の部位
においてもアミノ酸配列が酷似している（Fig. 10）。
これは，sHSP20.8 が両鱗翅目昆虫の生理作用に何
らかの意味で必須なことを示唆している。さらに，
カイコの sHSP 間でもアミノ酸配列の相同性はか
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ここに揚げたカイコ sHSP の 1 次構造をシステイ
ン残基（Cys）の数と位置にだけ着目すると，興味
深いことに，次の 4 タイプに分類されることが分
かった（Fig. 12）
（ASO et al., 2007）
。
【I】sHSP20.8 (Cys-43)：Cys 残基が 1 個，ACD か
ら離れてＮ末端側にある。前述の Piにおいても，
ほぼ同じ位置に Cys が 1 個ある。
【II】sHSP19.9 (Cys-123)と sHSP20.1 (Cys-120)：
ACD の直ぐ C 末端側，ほぼ同じ位置に 1 個の Cys
残基がある。

Fig. 9. Similarity of B. mori sHSP21.4 to D. melanogaster CG14207-PA.

【III】sHSP23.7： N 末端側に 2 個の Cys-26 と Cys-28
とが，1 残基を間に挟んである。また，C 末端側の
Cys-201 に 1 個ある。N 末端側のものも，C 末端側
のものも ACD からはかなり離れている。
【IV】sHSP21.4 と sHSP20.4：Cys 残基を含まない。

Fig. 10. Sequence similarity of silkworm sHSP20.8 to Piα from the Indian
mealmoth, P. interpunctella.

なり高い。sHSP23.7 は他に比べて N 末端側のサイ
ズが大きいが，ACD を中心として見ると，アミノ
酸配列の相同性が高いことが分かる（Fig.11）。同
一のアミノ酸残基を比較すると，Piα，sHSP20.8，
sHSP20.4，および sHSP19.9 の配列は互いにかなり
似ている（Table 1）
。
Fig. 12. Silkworm sHSP families classified based on numbers and
locations of cysteine residues. Red: cysteine residue. Light blue: ACD.

【I】に属する sHSP20.8 と【II】に属する sHSP19.9
は，共に，Cys 残基が 1 つしかないが，その位置が
ACD を挟んで逆である。そこで，両者の違いを比
較するために，それぞれ大腸菌で大量生産させる
系を構築した（ASO et al., 2007）
。
両者の分子サイズは X 線小角散乱，超遠心の沈
降速度法，およびゲルろ過のどの方法で見てもか
なり大きく，大腸菌の中でホモポリペプチドが会
合したことが示唆される。Cys 残基が１つしかない
ので，ポリペプチド内ジスルフィド結合はできな
い。sHSP20.8 ではポリペプチド間ジスルフィド結
合の形成が見られるが，sHSP19.9 ではそれが見ら
れない（Fig. 13）
。おそらく，これは，sHSP19.9 の
Cys 残基が ACD にきわめて近いところにあるため
だと考えられる。
sHSP20.8 は，他起源の sHSP で報告された結果
と類似して，カタラーゼの熱失活には影響を与え
ないが，熱変性したカタラーゼと可溶性の複合体
を形成する。
この複合体は sHSP20.8 よりも大きい。

Fig. 11. Similarity among five kinds of silkworm sHSPs. Red box indicates the
ACD.

Table 1. Identical residues (%) evaluated by CLASTAL W method.
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ここで，多数のポリペプチドを含むタンパク質を
研究対象とするときの問題点をいくつか抜き出し
てみる。sHSP は，ふつう，同一のポリペプチドが
多数会合していて，SDS 存在下，変性状態で電気
泳動すれば単一のバンドとして染色される。しか
し，構成ポリペプチドの数が一定（均一）である
かどうか，すなわち，単分散なのか多分散なのか
は問題である。ポリペプチドは遺伝子にコードさ
れた配列に従って合成されるので，普通は単分散
の状態で得られる。一方，ポリペプチドの会合数
が異なるものが混在すれば多分散となり，分子量
分布が生じる。sHSP や PDC の構造変化を論じる場
合，元の状態の同定が重要になる。分散度はゲル
ろ過，ダイナミック光散乱，X 線小角散乱（Fig. 15）
，
あるいは超遠心分析（SCHUCK, 2007）である程度推
測される。しかし，分子サイズが接近した分子種
を含む多分散になると分析はきわめて困難である。
また，分子サイズの異なる分子種間にゆるやかな
平衡関係があると，ゲルろ過分析の結果の解釈は
難しくなる。多数のポリペプチド間に解離・会合
の平衡関係があれば，解析にはタンパク濃度依存
性を意識する必要がある。すなわち，分子サイズ
の分布にはモル比だけではなく，絶対的なタンパ
ク量が影響する。ゲルろ過，超遠心，X 線小角散
乱などでは高濃度のタンパク溶液が望まれるが，
蛍光や酵素活性の測定にはむしろ低濃度が必要で
ある。系に外乱を与え，それに対する応答から，
その系の構造特性を推測することができる。外乱
を加え，外乱を除き，再度，外乱を加えたとき，
前回と同じ応答をするかどうかは興味深い。化学
平衡論で論じる限り，いわゆる「履歴」は生じな
いはずであるが，しばしば，｢履歴｣のようなもの
が観察される（ASO et al., 2001）
。

Fig. 13. SDS-polyacrylamide gel electrophoreses of sHSP19.9 and
sHSP20.8. Electrophoreses were done in the presence of 2-mercaptoethanol (+ME), in the presence of dithiothreitol (+DTT), or in the
absence of any reducing agents (Non-reducing).

一方，sHSP19.9 は，不思議なことにそれ自身で熱
凝集する。sHSP20.8 の存在は sHSp19.9 の凝集・沈
殿を見かけ上，抑制する。しかし，ゲルろ過で分
析すると，両者の複合体どころか，ほとんど何も
回収できない。両 sHSP の構造特性には，まだ謎が
多く，さらに詳細を調べている。
前述のように好熱菌ピルビン酸デヒドロゲナー
ゼ複合体（PDC）では 4 種のポリペプチド，3 種の
酵素から成るが，ヒトなどの高等生物では会合体
形成の仕方が異なる（HIROMASA et al., 2004）
。
好熱菌 PDC の構造特性に関する情報は，変性剤
や高温にさらすことにより，その会合構造が崩壊
するプロセスを観察しなければ得られない。PDC
を高温や変性剤で処理すると，構造が部分的に崩
壊し始めるが，コンポーネントの安定性には差が
ある。たとえば，遊離の E3 と PDC 中の E3 とを失
活反応で比較すると，両者で熱安定性が異なる
（HIROMASA et al., 2000）。E3 は PDC 中にある方が安
定化されており，失活反応のタンパク濃度依存性
も異なる。このことは，すべての構成酵素に共通
ではなく，たとえば，E2 はまったく逆の挙動を示
す。なお，酵素活性はあくまで，１つの指標であ
り，構造変化とパラレルで鋭敏なものとは限らな
い。現在では大腸菌に大量発現させた 60 量体の E2
を利用することが可能である（Fig. 14）
。また，E3
(Diaphorase II)を加えて E2-E3 複合体を調製するこ
とも可能であり，様々なモデル系を組むことがで
きる。

Fig. 15. Measurement of molecular size of multi-polypeptides protein such as
E2, E2-E3 subcomplex, and PDC by SAXS measurement at BL45XU beamline
in SPring8, Hyogo, Japan.

一方，大腸菌で生産させた sHSP も好熱菌 PDC
も，誕生以来，一度も高温を経験することなく，
むしろ低温下や冷凍状態に置かれる。あるいは，
生物そのものからタンパク質を得た場合，精製操
作はそれが本来置かれている環境とは異なる方に

Fig. 14. Small angle X-ray scattering (SAXS) of B. stearothermophilus
lipoate acetyltransferase: recombinant E2.
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向かって進んで行く。そのような環境でゆっくり
とした構造変化が進行し，多分散を引き起こすか
もしれない。
最後に「時間依存性」について述べる。自然界
の系はふつう，
「いつ」
，
「どこで」という情報を含
み，時間と空間座標を独立変数とする偏微分方程
式で記述される。紙と鉛筆でこの方程式を解くこ
とはできないが，コンピュータによる数値計算で
解くことができる。Fig. 16～Fig. 17 は，超遠心機を
使って沈降速度法でポリペプチド会合体のサイズ
を推定する偏微分方程式とその解である。一方，
数値計算ではなく「均質な空間」などを仮定し，
時間に関する常微分方程式に変える近似法も多用
される。これを解けば系の「時間依存性」を知る
ことができる。ところが教科書の例題と違って，

の経時変化について，タンパク濃度依存性をシュ
ミレーションした例である。多サブユニットから
成るタンパク質の構造特性を時空間の次元で解析
することは理想だが，先ずは，経時変化の解析が
必要である。

Fig. 18. Concentration dependence of aggregation reaction of forty polypeptides. Rate equation was solved by numerical integration method. The
computation was done with a JAVA-coded program.
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