
　◆研究キーワード　／　Keywords

　◆研究内容　／　Research Pursuits

　◆主要業績          　　総数（3）件

アミノアシル -tRNA 合成酵素の酵素反応について新
たな知見を得た。Arg-tRNA、Gln-tRNA- と Glu-tRNA
合成酵素のみ，対応する tRNA の助けにより ATP-PPi
交換反応が起こる現象についてこれまで説明がなさ
れなかった。パイロコッカスホリコシ由来 ArgRS、
tRNAArg(CCU) と ATP アナログの複合体の結晶構造
を基に、新たに得られた ArgRS 上での ATP の位置の
分子科学的知見から、分子モデルを構築し、低ｐ H
で は、tRNA の A76 の 2’ -OH と Arg の カ ル ボ キ シ
ル基の間の水素結合が、Arg-AMP の形成反応と逆
のピロフォスフォリシス反応を促進する機構を示し
た。更に、高い PH では、Arg の側鎖がサイクリッ
クなコンフォメーションを持つ Arg-tRNA が ArgRS
に結合することを示した。これらの結果は、 FEBS J 
276 4763-4779(29) で報告した。更に、酵母菌由来
ArgRS がトランスクリプト tRNA(Asp) をアルギニル
化する興味ある報告から、tRNA(Asp) と tRNA(Arg)
の立体構造を基に tRNA(Asp) の変異体のモデル構築
を行い、ArgRS の結合サイトとアンチコドンの塩基
との相互作用について調べた。

I obtained new information for enzymatic reaction on 
aminoacyl-tRNA synthetases. The mechanism that the 
cognate tRNA is required in the ATP-PPi exchange 
reaction on only Arg-tRNA, Gln-tRNA and Glu-tRNA 
synthetases, remained to be not solved. I determined 
the crystal structure of Pyrococcus horikoshii Arg-
tRNA synthetase (ArgRS) bound tRNA(Arg,CCU) 
and ATP analog. On the basis of newly obtained 
information about the position of ATP on ArgRS, I 
constructed the structural model for a mechanism in 
which the formation of hydrogen bond between 2’
-OH of A76 of tRNA and the carboxyl group of Arg 
facilitates the formation reaction of Arg-AMP and 
pyrophospholysis reaction at low pH. I also indicated 
that ArgRS has binding affinity for Arg-tRNA with 
cyclic-form of Arg moiety at high pH. These results 
were reported thepaper FEBS J. 276 4763-4779 
(2009). From the interesting report that ArgRS in 
vitro arginylates non-cognate transcript tRNA(Asp), 
I constructed the model of tRNA(Asp) mutant on the 
basis of structures of tRNA (Asp, GUC) and tRNA(Arg, 
CCU)and investigated the interaction between the 
bases of anticodon and binding sites of ArgRS.
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　◆研究計画

　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

21 世紀に残された問題、「生命の起源」と「地球の温暖化」の問題は、若者に託されています。日本のテクノ

ロジーは省エネルギー化で世界に貢献してきました。若年層の減少にともない、社会を支える女性の役割が益々

大きくなります。女子高校生、科学に進出し、日本のテクノロジーを共に支えましょう。

タンパク質と核酸の塩基の結合機構に関する主な研究の１つとして、アミノアシル -tRNA 合成酵素と基質

tRNA の研究がある。tRNA が結合したアミノアシル -tRNA 合成酵素の複合体の立体構造は、６種類のクラス Ia

では Met-tRNA 合成酵素を始めすべてにおいて複合体の結晶構造が報告された。しかし、統一的な tRNA の塩

基の認識機構に付いて説明がなされていない。更に、クラス II に属する Asp の tRNA がクラス Ia の Arg-tRNA

合成酵素によりアルギニル化される興味ある報告があり、tRNA の結合についてクラス I とクラス II が統一的

に説明される可能性がある。今後は、モデリングにより塩基の識別を論ずる方向に向かう。また、水溶液にお

ける分子間相互作用について、結晶構造で観測されるタンパク質の基質の結合は、結晶化の影響を受けている。

今後、結晶の立体構造を基に、水溶液中における基質の結合についてモデリング構築が行われる。

21年度から文理融合リベラルアーツで生命と環境５：

生命と環境を担当した。この授業では、「21 世紀に

託された問題」として「生命の起源と地球環境（温

暖化）」について講義した。生命の起源では、科学的

視点で、宇宙の始まりから太陽系の成り立ち、地球

上の生命誕生についての問題について話した。化石

燃料の使用による二酸化炭素の増加に伴う地球の温

暖化の問題を資料に基づいて詳しく話した。また、

ノーベル賞を含めた最近の生命科学の分野の進展と

女性研究者の状況についても説明した。

大学院の必修科目「理学総論」では、地球の温暖化

について講義した。

学部の授業として例年担当する化学の専門授業、物

理化学 IV、結晶化学の講義と、2 年化学基礎実験、3

年化学専門実験を受け持った。化学科教員全体で行

う化学特別ゼミ II、化学演習１、II を行った。大学院

授業として、蛋白質結晶学、構造生物化学演習を担

当した。

I had one of l iberal  arts programs ‘ l i fe and 

circumstances5’ for new students. In this lecture, the 

origin of life and global warming was explained as 

problems, which should be solved on 21th century, 

in addition of experiment. I had lectures of ‘physical 

chemistry IV’ and a lecture ‘special chemistry 

seminal II’ . I guided an elementary chemistry 

experiment for second-years student and physical 

chemistry experiment for third-years students. For 

students of master course I had a lecture ‘protein 

crystallography’ and in a lecture ‘introduction of 

science’ , I also discussed the problem of global 

warming.
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