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論 文 内 容 の 要 旨 

 tRNAの転写後修飾は、これまでに 100 種類以上が同定されており、tRNAの構造安定性、翻訳効率やそ

の精度に影響を与えていると考えられる。このうち、古細菌 tRNA に固有な転写後修飾であるアーケオシ

ン(G+)は tRNA の L 字型構造をより強固にすると考えられている。現在知られているその生合成経路は二

段階の反応から成る。まず、archaeal tRNA-guanine transglycosylase (ArcTGT)による塩基交換反応に

よって、15番目のヌクレオシド(15位)のグアニンがアーケオシン前駆体である 7-cyano-7-deazaguanine 

(preQ0)に置換される。次いで、archaeosine synthase (ArcS)により preQ0が G+に変換される。第一段階

目の反応を担う ArcTGT には、構成ポリペプチドの違いから full-size typeと split type の 2つのサブ

クラスが存在していることがゲノム情報より推定されている。Full-size type は 1 種類のポリペプチド

からなり、ホモダイマー構造を形成している。一方、split typeでは、full-size type の N末端 domain

と C末端 domainに相当する 2種類のポリペプチドから成ると予想されていた。しかしながら、split type

であると考えられる好塩性古細菌 Haloferax volcaniiの細胞抽出液から単離された ArcTGTは、1種類の

ポリペプチドであると報告されていた。そこで本論文では、ゲノム情報から split type と予想されたメ

タン生成古細菌 Methanosarcina acetivoransの ArcTGTを精製し、そのサブユニット構成の同定を試みた。

その結果 M. acetivoransの ArcTGTは 2種類のポリペプチドが強固に相互作用し、ヘテロテトラマー構造

を形成していることを突き止めた。 

 ArcTGTは tRNAのアクセプターアームを認識することで、tRNAの 15位に preQ0を導入するが、tRNAの

15 位は L字型三次構造のコア内部に埋れていることから、ArcTGTによる preQ0の導入の際には大規模な

tRNAの構造変化が起こる必要がある。しかし、tRNAに見られる多くの修飾ヌクレオシドは、tRNAの構造

を安定化すると考えられていることから、転写後修飾において ArcTGTによる修飾は修飾過程の早い段階

で起こると推定された。そこで本論文では、ArcTGTの触媒効率と tRNAの構造安定性の関係について詳細

に解析した。E. coli tRNASer(GGA)を材料に、6つの修飾ヌクレオシドのうち 1つだけを欠損させた６通り

の hypomodified tRNASer(GGA)、全ての修飾ヌクレオシドが導入され native tRNASer(GGA)、修飾ヌクレオシド

が全く導入されていない tRNASer(GGA) 転写物を調製した。まず、これらの tRNASer(GGA)を基質とした際の

ArcTGTの触媒効率を、反応速度論的パラメーターによって評価した。次いで、各 tRNASer(GGA)の構造安定性

を熱融解温度によって評価した。その結果、tRNA構造の不安定性と ArcTGTの触媒効率には、強い正の相

関関係があることを見出し、ArcTGTが tRNAの修飾過程の初期に働くことを証明した。 

 
論文審査結果の要旨 

 この論文は、古細菌に特徴的に見いだされる修飾ヌクレオシド、アーケオシンの生合成に関わる

archaeal tRNA-guanine transglycosylase (ArcTGT)がどのように tRNA を認識しているか調べ

た結果、ArcTGT が tRNA 構造の不安定性を好んでいることを見出し、アーケオシンの合成が tRNA



の修飾過程の初期段階で起こることを証明したことがその主な内容である。以下に、その内容を

簡潔に述べる。 

 第一章では、序論として、tRNAに見られる転写後修飾の役割について概説し、ArcTGTによる tRNA修

飾において解明されるべき以下の二つの問題点を提示している。 

１）現在、研究が進んでいる ArcTGTは一つのポリペプチドから成るものだが、ゲノム情報からは、二

つのポリペプチドから成ると考えられる古細菌がむしろ多く、その場合、ArcTGTがどのように構成され

ているか不明である。２）ArcTGTが修飾する部位は tRNAの内部に埋もれているため、アーケオシン以

外の修飾が先に導入されると tRNA構造が安定化され、修飾効率が下がると予想されるが、実際どうな

のかは不明である。そこで、以下、各章にて解析し、詳細に考察している。 

 第二章では、ArcTGTが二つのポリペプチドから構成されると予想される M. acetivoransの細胞抽出

液から native ArcTGTを完全に精製し、実際に二つのポリペプチドが細胞内で強固に結合していること

を確かめている。また、この二つのポリペプチドを大腸菌内で過剰発現させて精製し、native ArcTGT

と同等の活性を有していること、さらに分子量の測定からヘテロテトラマー構造を有していることを明

らかにしている。 

 第三章では、第二章で得られたリコンビナント ArcTGTを利用して、大腸菌の native tRNAと tRNA転

写物を基質として反応させると native tRNAの触媒効率が低いことを示している。native tRNAと tRNA

転写物で塩基配列に違いはないため修飾ヌクレオシドが ArcTGTの触媒効率に悪い影響を与えていると

考えて、大腸菌の tRNASerに６つ存在する修飾ヌクレオシドのどれか一つが欠損した一連の tRNASerを調

製し、ArcTGTの反応速度論的パラメーター、Km、kcatを決定している。また、一連の tRNASerの熱融解曲

線から熱融解温度(Tm)を測定し、６つの修飾ヌクレオシドのどれもが tRNA構造の安定化に寄与している

ことを明らかにしている。また、Kmと Tmに強い相関があることを見出し、ArcTGTがより不安定な構造

を持つ tRNAを好んでいることを証明している。 

 以上、この論文では、tRNA 修飾酵素が基質 tRNAを認識する際、塩基配列や局所構造を認識するだけ

でなく、構造の安定性も認識するという新しい概念を示した点において高く評価できる。したがって、

この論文を学位論文に値するものと判定した。また、これらの結果は、下記の査読付き論文に掲載され

ている。 

 

最終試験結果の要旨 

(1) 公表論文 

この論文の主要部分は２編の審査付き論文として既に公表済みである。この論文が学位論文として完成

された内容を有することを確認した。 

(2) 修得単位 

指定された単位を修得していることを確認した。 

(3) 審査 

公聴会までに、指導教員ならびに審査委員の審問に対して十分な回答がなされた。 

2 月 9 日 14：45 より公聴会を開催し、学位論文の内容全体にわたって 40 分間のプレゼンテーションを

行った後、約 20 分間、質疑応答を行った。申請者は、質問に対して的確に回答した。公聴会後に開催

された学位審査委員会で審議の結果、申請者は最終試験に合格と判定した。 
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