
 

 
 
植物 RNA 編集機構を立体構造から解明 
〜制御可能な遺伝子操作技術の開発へ新しい一歩 
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2．発表のポイント： 

◆RNA 編集酵素 DYW1 の結晶構造を決定し、DYW1 は酵素活性発揮に必要なドメイン構

造のうち PG ボックスと呼ばれる 2 本の シートと、基質認識に関与するループを欠損した

不完全な構造をもつことを明らかにした。 

◆DYW1 の活性化には、基質認識ループと PG ボックスを有する RNA 認識タンパク質と

の複合体形成が必要であることを、大腸菌を用いた RNA 編集活性測定により示した。  

◆2 つの異なる分子が相補的に働き、RNA 編集酵素活性を発揮する分子メカニズムの解明

は、長年謎に包まれていた酵素ドメインを持たない RNA 編集タンパク質の活性発揮機構を

明らかにしただけではなく、分子相補による活性制御メカニズムを持つ画期的な遺伝子操

作ツール開発の可能性を示した。 

 

3．発表概要： 
 陸生植物のミトコンドリアや葉緑体では、RNA のシチジン（C）からウリジン(U)への編

集がおきる。この RNA 編集は植物オルガネラゲノムにコードされた遺伝子が正常に機能す

るために必須の機構である。これまで 100 を超える Pentatricopeptide repeat (PPR) タンパク

質が RNA 編集因子として同定されている。これらの PPR タンパク質の約半数はシチジンか

らウリジンへの編集活性を持つ DYW 脱アミノ化ドメインを持つが、あとの半数はこれを持

たない。遺伝学的解析の結果、DYW 脱アミノ化ドメインをもたない PPR タンパク質は、

DYW ドメインのみを持つ DYW1 様タンパク質ファミリーのいずれかと複合体を形成して

機能を発揮することが示唆されていたが、その分子メカニズムは未解明であった。 
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学研究科竹中瑞樹准教授、東京大学大学院薬学系研究科清水敏之教授らの共同研究グルー

プは、DYW1 様タンパク質の酵素活性化の分子メカニズムを明らかにするために、その代

表的なタンパク質であるシロイナズナ DYW1 の原子分解能構造決定を試み、X 線結晶構造

解析法を用いて分解能 1.8Å で構造を決定した。DYW1 は 2 つの亜鉛イオンを分子内に持

ち、その構造の大部分は典型的な脱アミノ化酵素とよく一致した（図 1）。一方で、脱アミ

ノ化酵素全般に保存され、DYW 脱アミノ化酵素では PG ボックスと呼ばれる 2 本の βスト

ランドが欠けていることも見出した（図 2）。また、過去報告された脱アミノ化酵素の構造

との詳細な比較から、PG ボックスとその上流にあるループ領域が酵素活性に必要であり、

DYW1 はこれらを持つ PPR タンパク質との結合により機能が補われ活性を獲得することを

明らかにした（図 3、図 4）。 

本研究で得られた結果は、DYW1 の RNA 編集活性化制御を応用した機構が、制御可能な

遺伝子編集ツールの 1 つになりうることを示している。 

 

本研究成果は、11 月 7 日に米国の学術雑誌「The Plant Cell」のオンライン版に掲載された。 

 

4．発表内容： 
①  研究の背景 

RNA 編集は転写後におこる修飾の一つであり、ゲノム DNA 変換を伴わずに転写さ

れた RNA の遺伝情報を変換する。植物のミトコンドリアや葉緑体では、配列特異的な

脱アミノ化酵素によるシチジンからウリジンへの RNA 編集が存在することが知られ

ていた。RNA 編集によるオルガネラゲノム遺伝子の配列変換は、植物の成長、胚発生

や葉緑体の発達に必須の重要な機構である。これまで同定された RNA 編集に関わる

様々なタンパク質のうち、特異的な RNA 配列認識能を持つ PPR タンパク質は RNA 編

集の中核として働く。これらの PPR タンパク質は、RNA の配列を認識する PPR ドメ

インを N 末端に持ち、E1, E2, DYW ドメインを C 末端にもつ。E1 ドメインは PPR ド

メイン同様に RNA の認識に関与するが、E2 ドメインの働きは未解明であった。また

DYW ドメインはシチジン脱アミノ化酵素の活性発揮に必要なアミノ酸残基を有し、

RNA 編集酵素であることが最近明らかになった。興味深いことに PPR 型の RNA 編集

因子の半分以上はDYW脱アミノ化ドメインを持たない。一方DYW1様タンパク質は、

DYW ドメインのみを持つユニークなタンパク質である。これら 2 種類のタンパク質は

複合体を形成することで活性を発揮すると考えられてきたがその分子機構の詳細は未

解明であった。 

 

②  研究内容 

本研究グループは、X 線結晶構造解析法を用いて N 末端を欠損させた DYW1 の結晶

構造を決定した。この決定構造により、DYW1 はデアミナーゼ（脱アミノ化酵素）フ



ォールドドメイン中に ヘリックスからなる挿入構造を持つことを明らかにした（図1）。

この挿入構造は、先に報告された OTP86 の DYW ドメインに見られた フィンガー構

造とは全く異なるものであった（図 2）。 

決定構造の詳細を OTP86 のデアミナーゼ構造と比較したところ、DYW１のデアミ

ナーゼドメインは、PG ボックスと呼ばれる 2 本の ストランドが欠損した不完全なデ

アミナーゼ構造であることを見出した（図 2）。次に、シチジンからウリジンへの変換

を行う他の脱アミノ化酵素の結晶構造との比較を行なった。その結果、DYW1 では、

他の脱アミノ化酵素で保存されているループ構造部分が欠損しており、この部位は植

物 RNA 編集因子では、PG ボックスのさらに上流の E2 ドメインに相当することを構

造学的に明らかにした（図 3）。脱アミノ化酵素において、このループ構造部分はヌク

レオチドの糖構造の認識に関与しているため、E2 ドメインは基質 RNA への親和性や

活性部位への塩基の適切な配置を担保する機能を持つことが示唆された。 

以上の構造研究から、DYW1 は PG ボックスとその上流の E2 が持つループ領域を

DYW ドメイン欠損型 PPR タンパク質から補ってもらうことで活性を発揮するという

仮説を立て、複数のキメラタンパク質を作成し、大腸菌を用いた RNA 編集活性測定を

行なった。その結果、PG ボックスの存在はキメラタンパク質が RNA 編集活性を有す

るために必須であることを示し、上記の仮説を裏付けた（図 4）。 

 

③  社会的意義 

RNA 認識タンパク質と RNA 編集活性酵素、2 つの異なる分子が相補的に働き活性を

発揮する分子メカニズムの解明は、長年謎に包まれていた活性ドメインを持たない

RNA 編集タンパク質の活性発揮機構を明らかにしただけではなく、これまでにない制

御メカニズムを持つ新規遺伝子操作ツールの開発の可能性を示す社会的意義の高い研

究である。 
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6．用語解説：  
RNA 編集：RNA 転写後修飾の 1 つ。DNA から転写された RNA の塩基配列を置換、挿入

したり、削除したりする機構。様々な生体プロセスの制御に関わっている。 

PPR：ペンタトリコペプチドリピート（PPR）は 35 アミノ酸の配列モチーフの繰り返しを

表す。ペンタトリコペプチドリピートを有するタンパク質は配列特異性を持つ RNA 結合タ

ンパク質である。 

X 線結晶構造解析：物質の構造を解析する手法の 1 つ。調べたい物質の結晶に対してＸ線

を照射して、そこから散乱されたＸ線の強度を観測し解析することで最終的に結晶の構造

を知ることができる。 
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図 1：DYW1 の結晶構造  

DYW１は DDI と名付けた ヘリックスからなる挿入構造を持つ。DYW1 が持つ 2 つの亜

鉛イオンのうち 1 つは触媒部位に存在し、活性に関与する。もう 1 つの亜鉛イオンは C 末

端の DYW モチーフの近くに存在し、構造の安定化に寄与すると考えられる。 

 

  

図 2：OTP86 の DYW ドメインと DYW1 タンパク質の構造比較  

（A）DDI 領域と名付けた挿入領域は OTP86 の DYW1 ドメインと DYW1 で全くことなる



ことから異なる制御メカニズムを持つ可能性が示唆される。（B）PG ボックスと呼ばれる 2

本の ストランド（青色表示）が DYW1 では欠損していることを見出した。 

 
図 3： C-to-U 脱アミノ化酵素との構造比較  

他の C-to-U 脱アミノ化酵素との構造比較を行い、青色で表示した 2 本の ストランドと紫

で示したループ部分が共通に保存されていることを見出した。DYW1 ではループ部分が欠

損しているため基質結合部位が完全には形成されていない。 

 

 
図 4：提唱する RNA 編集活性機構 



 DYW1 は PG ボックスとその上流の E2 が持つループ領域を DYW ドメイン欠損型 PPR タ

ンパク質から補ってもらうことで活性を発揮する。 


