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日本の RNA 研究への期待

RNA 研究はさらに新しい時代に入ったといえる。数年前に米国で RNA Society が
設立さ れ、日本でも昨年本学会が誕生したのも、その象徴であろう。これは遺伝
情報伝達の プロセスで、RNA が多彩な機能を持ち、その解明なくしては生命現象
の本質を理解で きない事；DNA→RNA→タンパク質という単純な様式の中で RNA
が機能しているのみな らず、その過程の中で思いもかけない役割を果たしている
事が、数々とわかってきた からに他ならない。
RNA 研究の今年のハイライトは、何と言っても「atomic resolution」レベルでのリボ
ゾームの 3 次構造解析であろう。技術の絶え間ない開発が今まで不可能であると
思わ れた事を可能とした。勿論このような研究も長い研究の間に生まれたもの
で、突然に 出来上がったものではないことは言うまでもない。4 月上旬に、イギリス
ケンブリッ ジのクイーンズカレッジで第 18 回国際 tRNA ワークショップが開かれ、
日本からも多 数の参加者があった。80 近い口頭発表の中で、7 題が日本からの
発表で、また座長に 5 人が選ばれた事は、tRNA 研究の領域で日本の研究が大い
に認められている事を示して いるといえよう。なかでも渡辺公綱教授グループのミ
トコンドリアｔRNA の研究、中 村義一助教授の release factor の macromolecular
minicry、武藤晃教授グループの tmRNA の研究が多いに注目されたのは喜ばしい
限りである。
今年からはミレニアムプロジェクトとして多額の研究費が政府から投下されるよう
に なった。生命科学分野ではプロジェクト指向のゲノム研究などの DNA 研究に主
に投資 されるようになっている。RNA 研究はこのような恩恵にはあずからないが、
かえって 「moderate」な研究費で個人の独創性を重視して、地道な研究をやる事
の方が 21 世紀 への新しい「breackthrough」の発見につながるのではなかろうか。
これからますま す日本発進の RNA 研究が、会員方々の中から生まれる事を願っ
てやまない。

学会活動状況報告とお願い

１．学会会員数の状況
（１）平成１２年２月現在の会員数は、正会員１２１名、学生会員７７名です。
（２）賛助会員の勧誘を積極的に進めており、これまでに１１社（２８口）の入会がありました。
２．広報活動について

（１）学会ホームページ（http://molgen.biology.kyushu-u.ac.jp/usr/RNA/）には、年会の記録やご
案内のほか、シンポジウムや集会のお知らせ、求人求職情報などが掲載されておりますので、ど
うぞご活用下さい。
今後もタイムリーな情報提供を目指していきますので、各種情報やご意見をお寄せ下さい。また、
皆様の研究室ホームページとのリンクを積極的に進めていきたいと思いますので、よろしくお願い
します。

（２）蛋白質核酸酵素（９９年１２月号）に「第１回日本 RNA ミーティング見聞録」が掲載されました。
この内容は学会ホームページ上にも転載されています。

３．庶務・会計からのお願い

学会員の３割強の方が入会費・１１年度年会費を滞納しておられます（２月末現在）。
学会の運営を円滑に行っていくために学会費は不可欠です。すみやかに払い込みしていただきま
すよう、 皆様のご協力をお願い致します。

・学会入退会、住所変更などの連絡先
〒113-8622 東京都文京区本駒込 5-16-9
（財）日本学会事務センター 会員業務部・日本 RNA 学会係
TEL 03-5814-5810 FAX 03-5814-5825

・ホームページに関する連絡先
九州大学大学院理学研究科生物科学専攻
谷 時雄先生
ttaniscb@mbox.nc.kyushu-u.ac.jp
TEL 092-642-2627 FAX 092-642-2645

（庶務幹事・井上 邦夫）

第２回（2000 年）ＲＮＡミーティングのお知らせ
（第２回ＲＮＡ学会年会）

第２回年会は、７月３１日（月）から８月２日（水）の３日間、品川プリンスホテルで開催されます。


今年度 のＲＮＡミーティングは、昨年と同様に特定領域研究「RNA 動的機能の分子基
盤」の合同班会議（７月３０～３１日）に引き続いて同じ会場で開催します。そ のため、特
定領域研究の会議を公開とし、相互に発表が重複しないようにプログラム編成を行いま
すので、４日間を通してご参加いただけるように、ご案内申し 上げます。



ＲＮＡミーティングのスケジュールは下記の通りです。
第２回ＲＮＡミーティング世話人 中村義一

１．会 場： 品川プリンスホテル新館
〒108-8611 東京都港区高輪 4-10-30（Tel. 03-3440-1111）
３２F（３００席ホール）口頭発表
３０F（同スペースホール）ポスター掲示
２．会 期： ７月３０日 午後 特定領域研究班会議（公開）
３１日 午前 特定領域研究班会議（公開）
昼ＲＮＡ学会評議員会
午後 ＲＮＡミーティング
８月 １日 全日 ＲＮＡミーティング
午後 総会
夕方 懇親会
２日 全日 ＲＮＡミーティング
午後 ３時ごろ閉会

３．企 画： 口頭発表１会場（約５０～６０題）
ポスター発表１会場（会期中掲示、セッション２回）
＜口頭発表希望者が多数の場合、ポスター発
表とさせていただく場合がありますので、あらか
じめご了承下さい＞
４．年会参加および発表申込
１）代表発表者として応募できるのは、本年度会費既納の本学会員に限られます。代表
発表者になれる発表は一人一題とします。他の発表の連名者になることは差支えありま
せん。
２）発表申込締切日 平成１２年６月２０日（火）必着
３）参加登録および宿泊申込締切日 平成１２年７月１０日（月）
４）発表、登録、宿泊申込は、次の事項を記入し電子メールでお送り下さい（研究室・グル
ープ単位でまとめてお送りいただけると助かります）。
＜送付先 E-mail アドレス＝rna2000@ims.u-tokyo.ac.jp＞
（１）お名前（カタカナ）
（２）所属
（３）身分
（４）連絡先（〒、住所、Tel、FAX、電子メールアドレス）
（５）発表の有無
（６）発表の場合は 口頭またはポスターの希望
（７）発表題目とオーサー全氏名・所属（和文のみ、要旨と同一、発表者◯印）
（８）発表内容に関するキーワード５つ程度
（９）今年度会費納入の日付と振り込み郵便局名

（１０）品川プリンスホテル宿泊希望の有無、タイプの希望（Ｂタイプの場合は同
室者名）、宿泊期間（なお料金は各自チェックアウト時にお支払い下さい）
1.

Ａタイプ 新館ダブルルーム（シングル使用） ￥13,965

2.

Ｂタイプ 新館ツインルーム（２人使用） ￥ 9,450

3.

Ｃタイプ 本館シングルルーム￥10,290

＜料金は一人分（朝食・サ・税 all 込み）＞
（１１）発表要旨は次の要領で作成し、添付書類として送信して下さい。
ａ）演題、発表者氏名、所属を和文ならびに英文で並記して下さい。
ｂ）Ａ４サイズの２／３を超過しないように作成して下さい。
ｃ）字体とサイズは明朝体１２ポイントを基準とします。
ｄ）RNA Society Annual Meeting 抄録集サイズに縮小印刷しますのでご留意下さ
い。
ｅ）使用ソフトは Macintosh なら EG Word 8.0 又はそれ以下、Microsoft Word 98 又
は Ver.6 互換性、Windows なら Word97 互換性のある形式で保存し添付送信して
下さい。

５．費 用： 一般会員 １３、０００円（懇親会費込み）
学生会員５、０００円（懇親会費込み）
※ 当日受付にてお支払い下さい。
６．プログラム委員
中村義一 （東京大学・医科研、責任者）
渡辺公綱 （東京大学・新領域）
井上 丹 （京都大学・理学系）

太田茂男 （日本医科大学・老病研）
多比良和誠（東京大学・工学系）
萩原正敏 （東京医科歯科大学・難治研）
坂本 博 （神戸大学・理）
谷 時雄 （九州大学・理学系）
塩見春彦 （徳島大学・ゲノム機能センター）
伊藤耕一 （東京大学・医科研）
濡木 理 （東京大学・理学系）
７．その他
１）ホームページ http://molgen.biology.kyushu-u.ac.jp/usr/RNA/ にて第２回
RNA ミーティングならびに会場等に関連する情報を掲載しておりますので、どうぞ
ご参照下さい。
２）RNA ミーティングに先立って開催予定の特定領域研究「RNA 動的機能の分子
基盤」の班会議については、追ってお知らせします。
３）第２回 RNA ミーティングについてのご質問等ありましたら、下記までお尋ね下
さい。
東京大学医科学研究所・基礎医科学部門
年会専用 E-mail: rna2000@ims.u-tokyo.ac.jp
世話人 中村義一（E-mail: nak@ims.u-tokyo.ac.jp)
伊藤耕一
(03) 5449-5307 FAX (03) 5449-5415
多くの方の参加お申込みを心からお待ちしております。

国際ミーティングのすすめ

国際ミーティングのすすめ 昨年８月に日本 RNA 学会が設立され、今後継続的に年会を開
催することになりまし た。この日本 RNA 学会設立によって、国内の RNA 研究者が一堂に会
して様々な研究成果 の発表や研究情報の交換を行うことができるようになり、国内の RNA
研究のますます の発展が期待されています。しかし、せっかくの良い研究も国内だけの発
表にとどま っていては国際的なインパクトが弱いのも事実です。つまり、日本 RNA 学会設立
の趣 旨のひとつである「日本発の質の高い研究を世界に向けて発信する」ことを忘れては
ならないわけで、そのためには、多くの研究者が国際的なミーティングで研究成果を どしど
し発表していくことが大切です。自分でどんなに良い研究であると思っていて も、国際的なミ
ーティングでは国内では考えられない様々な批判を浴びることもある かもしれません。しか
し、そこをくぐり抜けてこそ、質の高いサイエンスが生まれて くるはずです。特に、大学院生
などの若手の研究者はチャンスがあれば是非海外で開 かれる国際ミーティングに参加して
みて下さい。きっと大きな刺激を受け、自分の研 究スタイルの是非を考える良い機会になる
と思います。そこで、この誌面を借りて、 近々開催される RNA 研究に関係する国際ミーティ
ングのいくつかを簡単に紹介したい と思います。

１）The Fifth Annual Meeting of the RNA Society

このミーティングは The RNA Society（http://www.pitt.edu/~rna1/index.html） が主催
するもので毎年開かれます。２０００年は、アメリカのウィスコンシン大学 （マジソン）で、
５月３０日（火）～６月４日（日）の期間に開かれます。今のとこ ろ、マジソンで開かれる
のは隔年で、それ以外の年は別の場所で開かれます。ちなみ に、１９９９年はエジンバ
ラでした。今年の年会の参加締め切りは過ぎましたが、セ ッショントピックスやオーガナ
イザーなどの情報は、下記 URL をご覧下さい
( http://www.wisc.edu/union/info/conf/rna/rna.html）。セッションは、コールド スプリン
グハーバー形式で行われます。この形式は、午前９時から１２時まで口頭発 表、昼食
後の午後は夕方まではポスター発表やワークショップ、そして夕食後の午後 ７時半か
ら１０時半ぐらいまで再び口頭発表というものです。口頭発表は洋の東西を 問わず長
引くものですから、終わるのが夜１１時を過ぎることもざらです。驚くべき ことに、セッシ
ョン終了後にレイクサイドのカフェテラスでビールを片手にあちこち でディスカッションが
繰り広げられます。私が（ビールを持ちながら）本当に疲れた と実感する時間です。つ
いでながらの情報ですが、ウィスコンシン大はこの時期夏休 みなのでミーティング参加

者の宿泊は学生寮です。周辺には普通のホテルもあります から、簡素な設備の学生
寮が苦手な人はそちらを予約することになります。
以下の３つのミーティングは、アメリカの Cold Spring Harbor Laboratory（CSHL） で開
催されるものです(http://www.cshl.org/meetings）。もちろん、セッションは 結構疲れる
コールドスプリングハーバー形式です。マジソンと違って、夜のセッショ ン終了後は、な
んと研究所内に正式に存在するバーに集まってディスカッション （？）します。CSHL は
周囲を緑に囲まれた海べりに会議棟、研究棟、宿泊棟が散在し ていて、大変うらやま
しい環境です。生物学にたずさわる研究者なら一度は行ってみ たい研究所だと思いま
す。

２）CSHL ミーティング：Translational Contro
開催期間：２０００年９月 ６日～１０日
３）CSHL ミーティング：Dynamic Organization of Nuclear Function
開催期間：２０００年９月１３日～１７日
４）CSHL ミーティング：Eukaryotic mRNA Processing
開催期間：２００１年８月２２日～２６日
他にもたくさんの RNA 研究に関係する国際ミーティングがあると思いますが、ここで は紹介
できませんでした。最近では科研費による外国出張もできますし、航空運賃も かなり安いで
すから、良い研究成果が出たら是非国際ミーティングに参加しましょ う。

（神戸大・理・生物 坂本博)

コムギ胚芽から構築した高効率無細胞タンパク質合成システム
- 翻訳反応系は生来 頑丈にできている（愛媛大学・工学部・応用化学科 遠藤弥 重太 ）

細胞毒素であるライシンなどのリボソーム不活性化タンパク質（RIP）が RNA N-gly
cosidase であることが明らかになってから（１）、抗ウイルス因子として植物から単 離
されていた単鎖の RNA N-glycosidase が次々と２００種類以上も発見され、RIP が 植
物界には殆ど普遍的に存在しているものと考えられるようになった。そして、それ ら
の酵素が産生植物のリボソームをも脱アデニン化反応によって不活性化させる こ と
から、「植物はこのような自身の生存に危険きわまりないタンパク質を何のために 作
っているのだろうか？ その危険な遺伝子を数千万年にも渡って保持し続けてきた
のだからこれに余りある生理学的な必然性があるだろう、それは何か？」という素朴
な疑問を持った。そこで我々は RIP の生理学的機能として、「リボソームを標的とす
る植物細胞の自殺機構の存在」なる作業仮説を立てて、コムギ種子を材料としてこれ
に含まれる Tritin に着目してこれを追究した。その結果、・コムギ胚乳には Tritin の
他にも翻訳開始反応阻害タンパク質である Thionin や種々の分解酵素が局在してい
ること、・脱アデニンリボソームを基質とし、アピュリニック部位のリン酸ジエステ ル結
合を切断することによって脱アデニン化リボソームを完全に不活性化する新規酵 素
「Ribosomal RNA apurinic site specific lyase」の存在、などを明らかにするこ とができ
た。これらの事実は、翻訳系を標的とする自殺機構の存在を強く示唆してい る（２）。
無細胞系 におけるタンパク質合成速度は生細胞中とほぼ同等であるなど高速性と
翻訳の正確性に優れた特性を保持しているものの、合成反応の持続時間が短く不安
定 なことから収量が低くタンパク質の調製法としては実用的ではなかった。我々は上
記 の「コムギ胚芽の自殺機構研究」で得た知見から、この不安定性は細胞破壊によ
り起 動する「自殺機構」の（誤）作動に起因するものと考えた。この考え方を基に無細
胞 系の不安定化原因を追究したところ、コムギ胚芽抽出液にはペプチド鎖伸長反応
をそ の RNA N-glycosidase 活性によって阻害する Tritin の他にも、翻訳開始反応を
阻害す る Thionin や Ribonucleases がそれらの局在部位である胚乳から高濃度に
混入してい ることに起因していることが判明した。そこで、これらの翻訳阻害因子（自
殺因子） を排除する方法による無細胞系の効率化・安定化を試みた。その結果、バ
ッチ反応系 においては、反応速度が従来の系に比べて７倍に上昇し、アミノ酸等の
基質を透析な どによって連続的に供給する連続方法を用いることによって反応が１０
０時間以上に 渡って持続することも分かった。そして、無細胞系のタンパク質合成効
率を反応容量 1ml 当り 数 mg にまで高効率化できた（３）。現在では無細胞タンパク

質合成系専用 の発現ベクターと自動合成装置の開発にも成功し、クローン化した遺
伝子から比較的 手軽に翻訳産物を得ることが可能となってきた。これからの課題
は、無細胞系の利点 と限界をみきわめることであり、このためにはこのシステムを用
いて多種類の遺伝子 産物を調製し、それらの生化学的性格（活性・高次構造構築）
に関するデータを解析・ 集積していくことであろう。１００年以上も前に、E. Buchner に
よって否定されたはずの"生気 説" の亡霊が その後も生き続けていたのだろうか
（？）、翻訳系というものは本質的に不安定 で あると我々は教え込まれてきたので
ある。しかし、ここで紹介した知見はそれとは逆 に、翻訳系はそれ自体は生れつき極
めて頑丈 な性質を持っていることを示しており、 この丈夫さこそが生命進化を可能
にしたものと推察される。コムギに見いだした「タ ンパク質合成系を標的とする自殺
機構」は、安定過ぎるこの翻訳系を生命活動維持 （発生、分化、対ウイルス防御等を
含む）のために制御するシステムとして機能して いるのではないかと想像できる。さら
に、この考え方は、生物体からの一般的な高効 率無細胞系構築法の指針となるかも
知れない。実際、細菌のぺリプラズムや広く生物 にその存在が知られている過塩素
酸可溶性タンパク質（PSP)（４）など、生理学的意 義の不明なリボヌクレアーゼは、
我々の言う自殺因子としての機能を担っているかも 知れない。白衣を血や培地で汚
すことのない、無細胞システムを用いた物質生産や生物学研究 の新分野としての無
細胞工学と無細胞生命科学の開拓を我々は夢みている。
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ペプチド鎖解離因子による終止コドンの識別機構
（東大・医科学研究所 伊藤耕一）

翻訳終結暗号である終止コドンに遭遇した翻訳中のリボソームは、それまで、
tRNA や伸長因子との働きによって合成してきた成熟タンパク質を切り離すとい う
反応「ペプチド鎖解離反応」を引き起こす。この過程を触媒するのは tRNA の様な
核酸ではなく、タンパク質であるペプチド鎖解離因子（以後、解離因子） である。こ
の過程は、コドン RNA に対する特異性や、リボソーム PTC 部位の活性化など tRNA
の関わる反応に類似している。我々は、これまで、蛋白質で ある解離因子と、核
酸である tRNA の間の機能的類似性に注目した研究を進めてきた。ここでは、我々
の研究室での最新の研究結果を手短にご紹介した い。（詳しい説明は最後に挙
げた参考文献及びそこの引用文献も参照されたし）
解離因子は原核・真核生物に共通して 2 つのクラスの因子群（クラス I 及び、クラ
ス II）から構成される。tRNA 様のコドン特異的な反応に関わるのはク ラス I 解離因
子である。一方、クラス II 解離因子は、Ｇタンパク質である伸張因子のホモログであ
り、クラス I 解離因子の触媒反応を促進する。このように、 翻訳の伸張・終結反応
の両反応間には、 tRNA 様の機能分子のみならず、その反応を促進するＧタンパ
ク質の存在という共通点も見いだされてきた。我々は、クラス I 解離因子が、tRNA
の構造と 機能を模倣する擬態分子であり、翻訳伸張と終結過程との間には、この
擬態構造を通して数々の基盤的反応機構を共有するという仮説「解離因子- tRNA
擬態仮説」を提唱してきた。この仮説の実証には、ｔRNA に対応するそれぞれの機
能領域を解離因子上に特定することが必要である。
原核翻訳系には、RF1 及び、RF2 と命名されたアミノ酸レベルで高い相同性のあ
る２種類のクラス I 解離因子が存在しており、それぞれが tRNA の様に３つの終止コ
ドンを読み分けることが知られている（RF1 : UAA/UAG , RF2 : UAA/UGA )。従っ
て、この２つの解離因子の機能を比較し、コドン特異性を決定する機能領域、すな
わち"ペプチドアンチコドン"を特定できるはずであると考えた。まず、RF1 - RF2 間
で、置換により相互のコドン特異性が同時に交換するような機能領域を特定するた
めに RF1 , RF2 保存ドメイン毎の系統的キメラ分子群を作成し、 in vivo および、in
vitro での活性評価を行った。詳細な解析を進めた結果、ドメインＤと我々が命名し
たドメインに存在し、全ての原核解離因子 RF1 および RF2 のグループに特異的
に保存されているたった３残基アミノ酸領域が特定された。我々はこの領域を「トリ
ペプチドアンチコドン(tripeptide anticodon) 」と命名した。

トリペプチドアンチコドンが終止コドンを読み分けるルールは大変単純である。そ
の仕組みは、3 残基の両端の残基が鍵を握っている。ペプチドアンチコドン１残基
目、もしくは３残基目が、セリン・スレオニンという小型で親水性の残基かもしくは、
プロリ ン、フェニルアラニンという大型で疎水性の残基のどちらかという２値的状
態をとり、それぞれが独立に終止コドンの２残基目および３残基目を、グアニン・ア
デニン（G・A) 許容型か、アデニン (A) 単独許容型にスイッチする。すなわち、
UAG , UAA を認識する RF1 では、ペプチドアンチコドン１残基目がアデニン単独
許容型（プロリン）であり、3 残基目が G・A 許容型（スレオニン）であり、RF2 はこ
の逆のパターンである。このスイッチが理想的に機能することは、終止コドン２文字
目も、3 文字目双方が同時に A 単独許容型、もしくは、G・A 許容型にそれぞれ設
定された自然界には存在しない２パターンの状態を持つ解離因子の変異体をそれ
ぞれ作成し検証することで実証された。また、イノシン塩基 を用いることで識別の
対象になる部位はプリン塩基の２位のアミノ基であることも同様に明らかにすること
ができた。
tRNA のアンチコドンによるコドンの認識・識別における３残基の核酸どうしの塩
基・塩基間に形成される塩基対合則を主としたメカニズム同様に、終止コ ドンの識
別機構で新たに明らかになった仕組みも、認識する側とされる側にごく単純な対応
規則が存在する。 このルールにより、アミノ酸配列の２残基分の 2 (2 = 4 通り）
bits の情報（[P/S] × [T/F] )を 核酸配列 2 残基分の 2bits の情報
（[GA/A]×[GA/A]への対応が実現されている。
ペプチドアンチコドンの発見により、終止コドンの認識・識別機構の研究はようや
く初期の tRNA 研究の段階に到達することが出来たといえる。このこと で、tRNA 同
様に、解離分子でも分子レベルでの作用機序解明への可能性が大きく開けたもの
と確信している。翻訳終結及び、解離因子の研究は、リボソーム 機能解明の為の
"核酸（tRNA）からの"でなく「タンパク質側からの探り針」という重要かつ普遍的役
割を担っていると思われる。しかしながら、解離因子 でも解析の進んだ tRNA と同
様な諸因子の関与を前提に解析を進めなければならないこと、またさらには、
tRNA によるコドン暗号解読機構の研究が結果と して迷い込んだ袋小路的な状況
をも共有することを意味している。従って、今後の解離因子の研究に於いてはリボ
ソーム RNA・蛋白質諸因子群などからの多角 的かつ、遺伝学的解析、生化学的
解析とを融合させた理想的な研究（協力）体制を整えることも必要となろう。
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