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Actin is one of the most abundant and important proteins in the eukaryotic cell. The self-assembly and
the ATP hydrolysis are the two key activities of actin, which are linked forming a mutual switching system.
In order to know the mechanisms of the two activities and of the mutual switching, the structures of actin
at atomic resolutions are indispensable. While high resolution structures of the monomeric (G-form) actin
are well documented, high resolution structures of the filamentous (F-form) actin have not been available.
Recently structures of F-form actin have been obtained as a 1 : 1 complex with an actin-binding protein
fragmin segment-1, in three different nucleotide states of actin, Mg-AMPPNP- (as a structural analogue
of ATP), Mg-ADP-Pi-, and Mg-ADP-bound F-form, all at 1.15 Å resolutions. Based on these structures,
the actin ATP hydrolysis reaction path has been identified by employing the QM/MM simulations. The
reaction mechanisms turn out to be almost identical to those of some motor proteins with P-loops, despite
that the functional roles of the ATP hydrolysis and structures of the active sites are totally unrelated.
Actually, the F-form actin has the smallest and the simplest active site, which exerts the cleavage but not
the release of Pi. This leads us to hypothesize that, generally with the ATP (GTP) hydrolyzing proteins,
the Pi cleavage triggers the conformational change of the protein, which then releases Pi. F-form actin is
equipped with the cleavage mechanism, but not with conformation change-triggering mechanisms.

１．は

じ

め

に

本研究は，文末に記した研究者との共同研究である．

現代の生命科学は，細胞機能のメカニズムを蛋白質の

特に世界で初めて F 型アクチンの高分解能結晶構造解析

相互作用として物理・化学の言葉で理解することを目標

をやり遂げた武田修一（現・岡山大），膨大かつ緻密な

とする．私はアクチンという蛋白質とその機能に魅せら

QM/MM 計算による反応メカニズムの解析を実行した兼

れてアクチンの構造（分子を構成する原子座標の全体）

松佑典（現・広島大）の両博士は中心的な貢献をされ

を徹底的に解明することを目標としてきた．蛋白質はそ

た．

れぞれ非常に個性的であるゆえに，蛋白質の研究は徹底
的に化学的，各論的である．しかし，今回の研究で，そ

1.1. アクチンという蛋白質：

の蛋白質の内部で進行する ATP 加水分解反応のメカニ

アクチンは骨格筋，心筋，平滑筋の収縮装置の主成分

ズムを解明したところ，まったく構造の異なる他の ATP

の一つであり，筋収縮を担う ．同時に，アクチンは筋

加水分解酵素の反応とまったく同一の反応過程で進行す

肉以外のすべての細胞にも多量に含まれ，そこでは，活

2）

ることが判った．すなわち，分子レベルの研究は各論的

発な分子運動によって，細胞運動，細胞質分裂，細胞膜

世界であったが，階層を一つ下がって原子間の化学反応

を横切っての物質の取り込み，排出など多くの細胞機能

は，共通の物理化学の世界であった．物理化学者にはそ

を担う．多くのウイルス（新型コロナウイルスを含む）

んなこと当たり前ではないかと言われようが，蛋白質研

が細胞内で増殖した後，細胞外へ排出される際にもアク

究者にとっては劇的な経験である．豊田理研に在籍中に

チンが大きな役割を担っていると考えられている．これ

この体験をできたのは幸せであった．

らアクチンの分子運動は，アクチンの 2 大活性，すなわ
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3）

によって駆動される

4）

5，6）

．この 2 大活性のうち，アクチン

の自己集合能の理解に比べ，ATP 加水分解反応のメカニ
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ズムの理解は進んでいなかった．それは主に活性型アク
チンの高精細の構造が得られていなかったことによる．
1.2. 重合に伴うアクチン分子の形状変化：

されてきたのは，筋肉以外の一般細胞にもアクチンは大
量に含まれ，多様な細胞機能を担うことがわかってきた

アクチンは分子量約 43,000 であり，細胞内でアクチ

1970 年代以降，特にトレッドミリング分子運動（循環
的分子運動）が発見された 1980 年代以降である．それゆ

ンは単量体（G-actin）と重合体（F-actin）の 2 つの状態を

え，ここではトレッドミリング運動の概要を説明する．

b），2 つの状態は動的平衡にある．アクチン分
とり（図 1a，

細胞内，定常状態では，単量体と重合体端が動的平衡に

子は重合に伴って形状が変化する（図 1c）．アクチン分子

ある．端と平衡が成り立つ単量体（ATP-G）濃度を重合

は中央の Mg -ATP 結合溝を中心にして，2 つの大きな

の臨界濃度と言う．端を形成する分子種は 3 種（ATP-F，
ADP-Pi-F，ADP-F）あり，それぞれ臨界濃度が異なる．
ATP-F および ADP-Pi-F が形成する端は臨界濃度が低く
重合体端としてより安定であり，ADP-F の端は臨界濃
度が高く不安定である．定常状態では，B 端にはほとん
どいつも ATP-F か ADP-Pi-F が存在し，P 端には ADP-F
が存在する（その理由は後述）．単量体濃度が 2 つの臨
界濃度の中間の値であるときには，B 端ではほとんど常
に重合がおき重合体は伸長するが，P 端ではほとんど常

2+

ドメイン（OD = outer domain と ID = inner domain）か
ら構成される．単量体では 2 つのドメインは互いに約 20
度捩れている（G 型）が，重合体中では捩れはゼロとな
7）

り分子の形状は平板となる（F 型）．私たちは F 型は，

G 型に比して，歪みのエネルギーを蓄えた，より不安定
な構造であると考えている

a

7，8）

．

b

に脱重合がおき（ほぼ同じ速度で）短縮する．その結
果，重合体は長さ一定のまま，B 端側に移動し，たとえ
ば膜を内側から押して細胞の形を変えるなどして力学的
な仕事をする．
．第一に，
この分子運動は 3 つの要素からなる（図２）

ATP-F および ADP-Pi-F の端は臨界濃度が低く，ADP-F
の端は高い，つまり結合ヌクレオチドによる「分子種の

c

特性」
（臨界濃度）の差である．第二に，B 端には ATP-F
ないしは ADP-Pi-F が存在する確率が高い，つまり B 端
は重合・脱重合の速度が速く，他方 P 端には ADP-F が
存在する確率が高い，つまり重合・脱重合の速度が遅
い，という両端での重合・脱重合の頻度の差である．こ
れ は「 端 の 特 性 」（ 会 合 特 性 ） の 差 で あ る． 第 三 は，

ATP-F として重合した分子が，時間経過とともに ADPPi-F，さらに ADP-F に変化する加水分解過程である．
この 3 要素の組み合わせによって，個々のアクチン分子
は，大雑把に言って，B 端から重合体に取り込まれ，P
図１ （a）アクチン重合体（F-actin）の形状．重合体には極性があ
り，一方の端を P 端（Pointed end），他方を B 端（Barbed
nd
end）と称する（図は Pollard（2005）“Cell Biology”，2
Ed. より）．
1
（b）リボン表示した単量体アクチンの構造（PDB code：1KXP
より）．アクチン分子は OD と ID の 2 つのドメインより成
2+
り，中央の溝に Mg -ATP を結合する．
（c）アクチン分子は重合に伴って G 型から F 型へ形状が変化
して平板状になる．

1.3. トレッドミリング分子運動：
蛋白質アクチンの 2 大活性は重合能と ATP 加水分解能
であることはすでに述べたが，奇妙なことに，アクチン
が発見された「原点」である筋肉細胞では，その機能
（筋収縮）に 2 大活性がどのように寄与しているか現在
でも不明である．実際，2 大活性の生物学的意義が理解

図２ アクチン・トレッドミリング分子運動
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1.5. アクチンの ATP 加水分解反応の役割：
アクチンの重合過程は自己集合であり，ATP が無くて

1.4. アクチンの ATP 加水分解反応：

も起きる．しかし，トレッドミリング運動は ATP 加水

これまでの速度論的研究から，細胞内でのアクチンの

分解無くしては駆動されない．ちなみに，アクチンはす

ATP 加水分解反応サイクルは全部で 5 つの過程からなる

べての細胞に多量に含まれ，多くの重要な役割を担って

と理解されている．（ここで結合ヌクレオチドは常に

い る． そ の た め， 生 物 が 消 費 す る ATP の う ち， 実 に
40% がアクチンの ATP 加水分解反応によるという．
前節の議論より，ATP 加水分解反応の役割が 2 つある
ことが判る．（ 1 ）Pi 放出によって重合端を不安定とし，
重合体の崩壊を準備すること，および（ 2 ）B 端に取り
込まれてから Pi 放出までの時間を決めて，重合体の長さ
および寿命を決める．ATP の化学的エネルギーは，とり

Mg と配位結合をした Mg-ATP 等であるが，簡単のた
め Mg を省略する．また -G，-F はそれぞれ G 型，F 型ア
2+

クチンを示す）．
（ⅰ） G/F 形状変化（重合）：ATP-G → ATP-F
（ⅱ） 加水分解反応：

ATP-F → AD-Pi-F
（ⅲ） Pi 放出：
ADP-Pi-F → ADP-F
（ⅳ） 脱重合：
ADP-F → ADP-G
（ⅴ） ヌクレオチド交換： ADP-G → ATP-G
細胞中では単量体アクチンはすべて（Mg-ADP では
なく）Mg-ATP を結合している．細胞中では ATP 濃度
（数 mM）は ADP 濃度（数m M）より桁違いに高く，ATP
の G 型アクチンへの結合は，ADP のそれより桁違いに
強いためである．（ⅰ）に関して；G/F 形状変化は速いと

あえず時間という情報に変換され，さらにトレッドミリ
ングという分子運動を介して力学的仕事に変換される．
エネルギー変換のメカニズムの解明は今後に残された大
きな課題である．

２．結

2.1. F 型アクチンの結晶構造：

果

考えられるが直接計測されたことはない．（ⅱ）に関し

アクチンの ATP 加水分解反応のメカニズムを解明す

て；G 型は ATP をほとんど加水分解できず，F 型アクチ

るには，ATP 加水分解能を持つ F 型アクチンの構造を原

9）

ンのみが ATP 加水分解能を有する ．F 型アクチンの加

子レベルの分解能で解明する必要がある．その目的のた

水分解反応速度は 0.3 s （エネルギー障壁，18 kcal/mol

めには X 線結晶構造解析法が，現在のところ，唯一の方

–1

10）

に相当）であり ，これはモーター蛋白質 myosin の 1/10

法である．しかし F 型アクチンは重合体を形成してしま

～ 1/100 程度と遅い．また F 型アクチンの加水分解反応

い，結晶を調製することができない．近年飛躍的に分解

は，モーター蛋白質のそれと異なり，非可逆である．（ⅲ）

能が改善されたクライオ電子顕微鏡法によって 3.1 Å 分

に関して；Pi 解離速度には 2 つの速度係数がある．一方

解能までの重合体アクチンの構造は得られている

は 0.003 s と著しく遅く，他方は 2 s である（この点に

が，これでは ATP 加水分解反応を担う水分子の位置を

ついては後述）．（ⅴ）に関して；重合体中のアクチン分

確定できず，反応メカニズムの解明はできない．

–1

–1

子（ADP-F）で直接ヌクレオチド交換が起きることはな

13–15）

最 近， 当 研 究 グ ル ー プ の 武 田 は 偶 然 の こ と か ら，

11）

fragmin というアクチン結合蛋白質がアクチンを（G 型

上記の 5 過程は，分子集合と ATP 加水分解という 2 大

ではなく）F 型に捕捉することを発見した．Fragmin は，

い ．
活性が相互スイッチの関係にあることをよく示してい

筆者が名古屋大学の大学院生だったころ，同じ研究室の

る．すなわち，（ⅰ）重合によって，分子形状が G 型から

長谷川孝幸・秦野節司らが粘菌より分離したアクチン重

F 型に変化すると，（ⅱ）ATP 加水分解反応が開始され
る．（ⅲ）反応の終了（具体的には Pi の放出）は（ⅳ）重

合体結合・切断蛋白質である ．アクチンは多くの種類
の小分子ないしは蛋白質と結合する．そのような複合体

合体の崩壊を促進させる．

の結晶構造は 200 以上が報告されている．しかしそれら

16）

このうち，本研究では F 型アクチン上で起きる過程

ではアクチンは G 型に捕捉されており，F 型に捕捉され

（ⅰ）～（ⅳ）を解析する．通常，蛋白質内での ATP 加水分

た構造は無かった ．fragmin はアクチンを F 型に遷移さ

8）

（ⅲ）と理解する
解反応を（ⅲ）Pi 放出過程を含めて（ⅱ）+

せ，F 型を安定化する因子であり，その第一号として見

研究者が多いが，私たちは（ⅱ）と（ⅲ）を切り離して

つかった．F 型に捕捉された構造が圧倒的に少ないの

扱う（理由は 3.2. を参照）．

は，F 型は歪みのエネルギーが蓄えられた構造であるか

実際の細胞内でのトレッドミリング運動には，複数の
アクチン結合蛋白質が協働する．実際，in vitro で，アクチ
ンのみのトレッドミリング運動では，3 m m 進むのに 90 分
12）

かかるが，細胞内では 3 m m を 1 分で動く ．しかし，こ
れら協働蛋白質の役割を明確にするためにも，アクチン
のみでのトレッドミリング分子運動の理解が基礎になる．

らであろう（前述）
．

Fragmin は構造が互いに似た 3 つの球状部分，segment -1,
-2, -3 が紐で連なったような形状をしている．fragmin は
17）
gelsolin と似ており，共に villin-gelsolin 近縁蛋白質に分
類 さ れ る．Gelsolin は 6 つ の segment か ら 成 り，fragmin
の倍の長さがあるが，個々の segment は互いによく似て
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いる．武田は fragmin 分子（全長）がアクチン 2 分子と結
合した 1 : 2 複合体や，その 2 単位が合体した集合体の結
晶構造（2 : 4 複合体）も得た（図３）が，ここでは fragmin

segment-1（F1）とアクチンが 1 : 1 で構成する F1A 複合
体に注目する．
この F1A 複合体は ATP 加水分解反応のメカニズム研究
に必要なすべての要件を備えている．
第一，細胞内と同じく，ヌクレオチドに配位結合する
カチオンは（Ca ではなく）Mg である．
2+

2+

第二，加水分解反応とそれに続く無機リン酸 Pi の放出
過程を検討するために必要な 3 構造が一揃い得られたこ
と：すなわち，Mg-ATP 結合型（実際には加水分解され
ない Mg-ATP アナログとして Mg-AMPPNP を使用した）
，

Mg-ADP-Pi 結合型，Mg-ADP 結合型である．
第三，その 3 構造とも，1.15–1.2 Å 分解能という高分
解能で得ることができた．
2.2. F1A 複合体中のアクチンの ATP 加水分解能：
私たちは F1A 複合体中のアクチン分子を，アクチン重
合体中のアクチン分子と同じものと考えるが，その根拠
は以下の通りである．

図３ 表１：私たちは frgmin と actin の複合体の結晶を 3 種類得た．
3 つの結晶構造中では少なくとも 1 個のアクチン分子は F 型に
捕捉されていた．このうち，ATP 加水分解反応メカニズム研究
には，もっぱら F1A 複合体結晶（赤枠）を用いた（本文参照）．

第一，分子形状が同一である：クライオ電子顕微鏡を

までの平均時間では，F1A 複合体中では約 20 min であり

用いて得た重合体中のアクチンの近原子分解能構造モデ

（図 4a，c），重合体中での測定値約 3 min と比較すると数

と比較すると，ペプチド主鎖の Ca 原子の位置は

倍遅いが，fragmin segment-1 と複合体を形成しない単

13–15）

ル

RMSD = 0.45 Å 程度であってよく一致する．
第二，ATP 加水分解能がある：F1A 複合体が形成され
ると ATP 加水分解反応が開始される．Pi が放出される

量体アクチン（活性は無視できる）
（図 4a）と比較すると，
明らかに加水分解活性を持つ．興味ある点は，重合する
アクチンの場合，重合反応に続いて一回 Pi を放出し，そ

a

b

c

d

図４ F1A 複合体の ATP 加水分解活性：F1A 複合体からの解離 Pi 濃度の時間的変化．
F1A 複合体の MgATP を基質とした ATP 加水分解反応を見るため，（a）では G-buffer 中（低塩濃度，Ca2+ 存在）で，（c）では F-buffer 中
（KCl，100 mM，Mg 存在）で反応を測定した．（a）では、アクチン重合を阻害し（低塩濃度），Ca 存在下で ATP-G と fragmin segment-1
を混ぜて複合体を形成させてからの Ca-ATP を基質とする反応を見た．他方，（c）では，まず G-buffer 中で 2 者を混合し重合を抑え F1A
複合体を形成させて 1 min 置いた後、F-buffer 条件に変更し、計測を開始した。このとき最初の数分で基質はほぼ Mg-ATP に置き換わる
と考えられる．（b）では F1A 複合体形成能に欠陥のある fragmin 変異蛋白質（15–160）を用いた．（d）では actin のみの重合過程を見た．
2+

2+
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の後 Pi 放出はほぼゼロとなる（図 4d）のに対して，F1A

を求核攻撃する．W2 は，いわゆる helping water であり，

複合体では加水分解反応は何回も繰り返し継続する（図
クレオチド交換（ADP → ATP への交換，過程ⅴ）が起

W1 から proton を受け取り移送する．
7，18，19）
Gln137 が W1 の 位 置 決 め を す る こ と
，および
14，15）
His161 の側鎖が旋回すること
は先行研究でも示唆

きる，と考えられる．

されていたが，水分子の再配置を明確にしたのはこれが

4a，c）．すなわち，F1A 複合体中のアクチン分子ではヌ

2.3. G/F 形状変化に伴う水分子の再配置：
重合には G/F 形状変化が伴い，これによって ATP 周辺
のアミノ酸残基の位置が変化し，それが水分子の再配置
を引き起こす．これによって ATP 加水分解が始まる．

初めてである．
2.4. 加水分解反応経路解明の方法：

ATP 加水分解反応のメカニズムを解明するには，反応
（図 7a）と，終着
の出発点である ATP-F の構造（構造 R）

この変化の具体的内容を知るには，すでに知られてい

点である ADP-Pi-F の構造（構造 P）（図 7b）を基に，間

る単量体アクチンの結晶構造と，私たちが得た ATP 結合

を繋ぐ反応経路を量子化学計算（QM/MM 法 = Quantum

型 F 型アクチン（ATP-F）の結晶構造を比較する．アク

Mechanics/Molecular Mechanics）で求めた．具体的に

チン分子中で，Mg-ATP は分子の ID と OD の間隙に形

は，構造 R から構造 P への反応経路を種々仮定し，各経

成される空洞内に結合している（図５）．G/F 形状変化

路のエネルギー障壁の高さを QM/MM 計算で求める．

は ID と OD の捩れの変化であるので，この空洞の両側の

そのうちで最も障壁の低い経路を解の候補とする．最後

壁の相対位置がずれる．このずれにより，主に 2 つのア

に，この解が構造 R および構造 P と整合性があるかを吟

ミノ酸残基が動く（図６）．Gln137 は，Pγ の方に向かって

味する．QM/MM 法では，化学反応に関与する原子は量

動き，その結果，水分子 W1 が Pγ に 0.8 Å 接近する．His161

子論的に扱い，関与しない原子は古典力学的に扱う．

は側鎖が旋回し ，その結果，水分子 W3 と W4 を追い出
し，W2 の位置を移動させる．これら 2 つの残基の移動
．ATP 加水分
は，W1 と W2 の再配置をもたらす（図６）
解反応において W1 は，いわゆる lytic water であり，Pγ

2.5. ATP 加水分解反応の 4 要素過程：

Mg-AMPPNP-F の構造（状態 R，図 7a）と Mg-ADPPi-F の構造（状態 P，図 7b）を基に，F 型 actin の ATP 加
水分解反応経路（状態 R から状態 P へ）のうち最もエネ
ル ギ ー 障 壁 の 低 い も の を QM/MM 法 を 用 い て 求 め た
b

a

図５ アクチン分子内の Mg-ATP 周辺の構造．空洞壁面をピンクで
示す．ID の主鎖をシアンで，OD の主鎖を青で示す．ATP は
2+
オレンジ，Mg は黄緑．上部から見ると（右図）ID 側の P2Loop と OD 側の P1-Loop が ATP のβγ 燐酸部を左右から挟む．

a

b

図７ F1A 複合体の結晶構造のうち，ATP の三燐酸部とその周辺．
（a）AMPPNP-F の原子配置．
（b）ADP-Pi-F の原子配置．
水分子は赤色の球で，水素結合は黒の破線で示す．Asp154
（D154）残基の側鎖は 2 つの形状が混在する．

c

図６ （a）Mg-ATP-G（茶色，PDB：4B1Y）と（b）Mg-AMPPNP-F（濃い緑）の 3 燐酸部周辺の構造．
（c）上記 2 つの構造を重ね合わせて，重合によって引き起こされた G/F 形状変化によるアミノ酸残基側鎖と水分子の位置移動を示す．
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（図 8a）．図 8b に示したのは反応経路に沿ったポテン

（Pβ ）結合の切断（POD）
：ここでは，Pγ -O
過程２，Pγ -O

シャル・エネルギーであり，Mg-AMPPNP-F の構造を

（Pβ ）結合が切断され metaphosphate
（PO3）が形成される

基に計算しても（オレンジ），Mg-ADP-Pi-F の構造を基

と共に，W1 が 2 Å 程度動いて PO3 と結合し H2O-PO3 複

に計算しても（青）ほぼ同一のエネルギー・プロフィル

合体を形成する（IM3）．

を得た．IM は中間状態を，TS は遷移状態を示す．

–

–

–

過程３，プロトン転移（PT）とそれと協奏した Pγ -OW1
結合の形成：プロトン転移は W1 から W2 への転移と，

W2 から PO3 への転移の 2 つが協奏的に進行する．また
–
Pγ -OW1 結合によって H2PO4（IM4）が形成される．
過程４，Pi と周辺との間の水素結合の再配置（HBR2）
：
–

この結果，状態 P は安定化する．状態 R と比べた状態 P
の安定化エネルギーは Mg-AMPPNP-F 構造を基にした
計算では，–8 kcal/mol，Mg-ADP-Pi-F 構造を基にした
計算では，–12 kcal/mol となる．
この反応経路全体の最も高いエネルギー障壁の高さ
（TS4）も，上記と同じ理由から 13 ～ 17 kcal/mol の差が生
じる．これは，生化学実験で測定されている反応の速度係
数（0.3 s ）から遷移状態理論を用いて得られるエネル
–1

ギー障壁の高さ 18 kcal/mol とよく一致すると考えてよい．
2.6. Pi 放出に伴う構造変化：

AMPPNP-F，ADP-Pi-F，そして ADP-F の 3 つの F 型
アクチンのペプチド主鎖の位置を比較すると，全く同一
で あ る（ADP-Pi-F/ADP-F の Ca RMSD = 0.11 Å）． す
なわち，Pi 放出に伴ってアクチン分子の形状は変化しな
い．これは，クライオ電子顕微鏡を使った構造解析の結
果と合致する．

Pi 放出による形状変化は無いが，活性部位の原子配置
の変化は，F 型アクチンとしての形状安定性が低下する
図８ （a） Mg-ATP-F 構 造（ 状 態 R） か ら Mg-ADP-Pi-F 構 造（ 状
態 P）への ATP 加水分解反応経路．2 つの構造を基に，
QM/MM 法による計算で求めた．
（b）（a）の反応経路に沿ったポテンシャル・エネルギーの分
布．オレンジは，Mg-ATP-F 構造を基にしての計算値，
青は Mg-ADP-Pi 構造を基にしての計算値．反応過程は，
4 つの過程よりなる（説明は本文を参照）．IM は中間状
態を，TS は遷移状態を示す．

ことを示す（図９）．具体的には，活性部位である空洞
を挟んで ID と OD 間の連結を弱めるような 2 つの変化が
ある．第一は Pi が存在していた空間が 4 個の水分子に置
き換わっていること，その結果，Pi を介していた P1-loop

この反応経路では，4 つの要素過程が順次連続して起
きる．
過程１，反応初期の水素結合再配置（HBR1）：ここ
では，水分子 W1 と W2 のみが回転する．G/F 形状変化の
結果，W1 と W2 は反応に適当な位置に再配置されるが，
その位置でさらに回転して初めて反応が開始される．こ
の状態（IM2）は状態 R より 5 kcal/mol だけエネルギー
が 高 い． な お， 本 研 究 の 計 算 で は Gln137, Asp154,

His161 を反応に直接関係する可能性も検討したが，こ
れら残基は，反応に伴う結合の形成や解離に寄与しない
ことが判明した．これら残基は Pγ 近辺にあるが，その役
割は反応に関与する水分子 W1 と W2 を適切な位置に保
持することであろう．

図９ Pi 解離によって弱くなる ID-OD 間の結合．
（a）は ADP-Pi-F，（b）は ADP-F の構造．
図中（ 1 ）と（ 2 ）は Pi 解離に起因する変化．これら変化によっ
て ID-OD 間の結合が弱くなる．
（ 1 ） Pi の消失によって，P1 と P2-loop 間の連結，よって ID-OD
間の連結が弱くなる．
（ 2 ）（a） で は Gly158（ID） 主 鎖 の CO が す べ て Me-His73
（OD）側鎖と結合していたが，（b）では，Me-His73 側
鎖と結合するものと，結合せずに Pi が位置していた方向
に向きを変えるものに半々の確率で分配される．その結
果，ID-OD 間連結が弱くなり，F 型から G 型へ戻る確率
が高くなると考えられる．
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と P2-loop の間の水素結合ネットワークが，水分子のみ

チドを強く結合する P-loop を持ち，三燐酸部に平行し

を介したものに置き換わり，ID/OD 間の連結が弱くなる．

て， さ ら に 2 つ の loop 構 造，switch-1 お よ び switch-2，

第 二 は，P2-loop 上 の Gly158 と Val159 が そ れ ぞ れ 2 つ

があり，それら loop 上の残基の側鎖には，W1 から Pγ へ

の状態をとる．第一の状態（確率，55%）では Gly158

のプロトン転送に参加するもの（後述）や，Mg イオ

（ID）の主鎖の -CO は，sensor loop 上の Me-His73（OD）

ンに直接配位するものがある．それに対して F 型アクチ

2+

と水素結合を形成して，ID-OD 連結に寄与するが，第二

ンでは，P-loop のヌクレオチド結合の役割は P1-，およ

の状態（確率，45%）では，この Gly158 の主鎖の -CO が

び P2-loop の 2 つ の loop が 代 行 す る が， そ れ 以 外 に は

180 度回転するため水素結合は形成されない．また Pi に
置き換わった 4 水分子のうち 1 分子が固定されなくなる．
Gly158 の主鎖の回転はエネルギー的に損をする．とい
うのは，ID-OD の連結の 1 つが失われ，さらに隣接する
Val159 残基の形状が，f = 45.4 deg と Ramanchandran
plot 中の許容されにくい領域に入るからである．それに

switch-1 も switch-2 も存在せず，Mg に配位する残基

もかかわらず主鎖が回転した状態が出現することから，

2+

側鎖も存在せず，三燐酸部周辺の構造は著しく簡単であ
る．
2.8. 加水分解反応速度が遅い理由：

F 型アクチンの ATP 加水分解メカニズムが，モーター
蛋白質のそれと異なる点は次の点にある．
第一は，過程 3 の PT 経路（プロトン移送環）を形成す

Gly158 の -CO グループが Pi が存在していた空間からの

る原子グループの数が少ないことである．図 10 に示す

強い引力が存在することが示唆される．この引力は

ように，F 型アクチンでは移送環は W1，W2，metaphos–
phate PO3 の 3 者より形成される．これら 3 者は，ミオシ
ン，F1-ATPase，kinesin の PT 経路にも共通に寄与して
いる．しかし，ミオシンでは，それらに加えて Ser181
の側鎖が，F1-ATPase では第三の水分子 W3 も追加的に
リングに介在しており，それぞれ 4 者で PT 経路を形成
–
する．Kinesin では W2 と PO3 の間に，もう一つの水分
子および Thr107 の側鎖が介在し，PT 過程のエネルギー

ADP-Pi-F 構造中では Pi をこの場所に引き留める一因と
なっていたものであろう．以上より，Pi の放出によっ
て，活性部位である空洞を挟んでの ID-OD の連結が弱
まり，それが F 型アクチンの構造安定性が損なわれる原
因であると結論される．この結論は，分子動力学計算
（MD 計算）によっても支持される．F 型アクチンとして
の分子形状の安定性は，ADP 結合分子は ATP 結合分子
に比して低い．この結果は fragmin segment-1 との結合

障壁は低下し，反応全体で最も高いエネルギー障壁は

の有無に依存しない．

PT 過程ではなく POD 過程となっている．

2.7. P-loop 型モーター蛋白質と同一の反応メカニズ
ム：
ここでは F 型アクチンの ATP 加水分解メカニズムの理
解を深めるために，機能も構造も異なる他の ATP 加水
分解蛋白質のメカニズムと比較してみたい．

QM/MM 計算法を適用して ATP（GTP）加水分解過
程の全体を解明した例は多くないが，その中では，キネ
20）

21）

22）

シン ，ミオシン ，F1-ATPase の 3 つの「P-loop 型
のモーター蛋白質」については，蓄積された構造研究・
機能研究の成果を基にして，最近，行き届いた質の良い
反応経路の解析が行われ，それらは基本的に同一の反応
23）

メカニズムであることを明らかにした ．
興味深いことに，F 型アクチンは機能も構造もそれら
モーター蛋白質と大きく異なるにもかかわらず，ATP 加
水分解メカニズムはそれらと同一である．F1-ATPase に

図 10 種々の ATP 加水分解蛋白質のプロトン移送環を構成する原子
グループ．
赤の矢印はプロトン移送過程での電子およびプロトンの動き
–
を示す．移送環は F 型アクチンでは W1, W2, PO3 のみから構
成されるが，myosin ではその他に Ser181 が，F1-ATPase で
は W3 が，kinesin では水分子と Thr107 が追加的に介在する．
ただし，F1-ATPase と kinesin は多段階移送経路をとり，Glu
ないしは Asp の側鎖に一過的に proton が滞在する．

よる ATP 加水分解反応は，F 型アクチンと同じく 4 過程

以上の比較より，F 型アクチンでは proton 移送の経路

（HBR1，POD，PT，HBR2）を順次進む．ミオシンの解

が W2 から直接 PO3 に向かう．このため，W1，W2，PO3

析結果では，最初の水素結合再配置が無く，残りの 3 過

を結ぶ水素結合ネットワークは PT 移送に理想的な配置

程（POD，PT，HBR）を順次進む．そして F1-ATPase も

からずれ，IM3 状態では W2 と PO3 の間の距離は長く，

ミオシンも，最も高いエネルギー障壁は PT 過程である

リングの曲率も大きいため，プロトン移送はより高いエ

点も F 型アクチンと同一である．

F 型アクチンの活性部位の構造は上記モーター蛋白質
のそれとは大きく異なる．モーター蛋白質は，ヌクレオ

–

–

–

ネルギー障壁を越える必要がある．PT 経路を構成する
介在グループの数が増えると経路の曲率が小さくなり加
水分解の速度も速くなる．実際，ミオシンの場合には，
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Ser181 を介在しない PT 経路も想定されるが，計算では
Ser181 を介在させることで，PT 移送のエネルギー障壁
が低くなる．以上より，PT 経路を形成する介在グルー
プが少数であることが，F 型アクチンの ATP 加水分解速
度が遅い主な理由と考えられる．
2.9. ATP 加水分解反応の非可逆性：

F 型アクチンの ATP 加水分解反応が，モーター蛋白質
のそれと異なっている第二の点は，反応後（状態 P）の
エネルギーレベルが反応前（状態 R）に比して，著しく

３．考

察

3.1. F 型アクチンの ATP 加水分解メカニズム，解明
された課題，未解明の課題：
本研究によって，以下の課題が解明された．
（ 1 ） G/F 形状変化が ATP 加水分解を開始するメカニ
ズム，特に水分子の再配置の意義（図６）．
（ 2 ） F 型アクチンの加水分解経路が解明された．
（ 3 ） F 型アクチンの加水分解速度が遅い理由が判明し
た．

低 い 点 で あ る（ 図 8b）． ミ オ シ ン，F1-ATPase は –3 ～
–2 kcal/mol であるが，F 型アクチンは，–8 ～ –12 kcal/
mol にもなり，安定化エネルギーが負で大きな値とな
る．この違いが，ミオシンや F1-ATPase では加水分解反
応が可逆である（ADP と Pi から ATP が合成される）が，
24）
F 型アクチンでは非可逆である 理由であろう．また，
状態 P のエネルギーレベルが低いことは，Pi の解離が遅
いことの少なくとも 1 つの原因であろう（後述）．
それでは何故 ADP-Pi-F は安定であるのか？ その理
由として 3 点を指摘できる．第一は，ADP と Pi の間に
2+
強い水素結合が形成され，それが近接する配位 Mg に

（ 4 ） F 型アクチンの加水分解が非可逆である理由が判

白質の形状変化が起きない．それと符合するように，

よってさらに強化される点である（図 11）．自然密度解

Mg-ATP 結合部の構造は簡単であり，加水分解反応の終

明した（図 8b）．
（ 5 ） Pi 放出によって F 型アクチン分子の構造安定性
が低下する理由の一端が判明した（図９）．
（ 6 ） F 型アクチンでは Pi の放出は蛋白質形状変化を
伴わないことを確認した．
他方，次の点については，解明の手掛かりが得られ仮
説は提案できたが，今後立証すべき課題となった．
（１）F 型アクチンの Pi 放出のメカニズムは何か？

F 型アクチンは，ATP 加水分解反応が終了しても，蛋

析を用いて Wiberg 結合指標を計算すると，非共有結合

了で開始される蛋白質形状変化のからくりが存在しない

中で最も強い結合は ADP と Pi 間の水素結合であること

と考えられる．それでは，Pi 放出のメカニズムは何であ

がわかる．このような水素結合（結合距離が 2.45 – 2.55

ろう？ 私たちは，アクチン分子の重合体中での隣接ア

Å 程度）は，他の NTP 加水分解蛋白質の NDP-Pi 結合構
造でも存在するが，F 型アクチンに特徴的な点は，上記
（Pi）
-O（Pβ ）の donner oxygen で あ る O（Pi）が
水素結合O
2+
2+
同時に Mg と配位結合している点である．近接の Mg
の正電荷の影響によって，O
（Pi）のプロトン親和性が弱
（Pi）
-O（Pβ ）の水素結合が強化される．ADP-Pi-F
まり，O
安定化の第二の要因は，ADP と P2-Loop（Asp157）と
の間，Pi と P2-loop（Val159）との間の水素結合が，状
態 R に比して状態 P で共に強くなる点である．結局，Pi
は ADP，P2-loop および Pi-loop 上の Ser14 との間の水素
結合によって強く捕捉され，Pi の活性部位からの解離を
妨げている．ADP-Pi-F が安定である第三の理由は，加

クチン分子からの影響下で引き起こされる構造揺動であ
ると提案したい．この考えは，Pi 解離速度がアクチン分
子の重合体中での位置に大きく左右される事実とよく整
合する．アクチンからの Pi 解離速度は 0.006 s と遅い速
–1

度係数と，それより 200–300 倍速い 2 s の 2 つあること
–1

が，この分野の研究者にはコンセンサスとして受け入れ
25，26）

られている

．そして 2 つの速度係数のうち遅い係数

は重合体中の分子から，速い係数は B 端に位置する actin
25）

分子からであろう，との提案がされている ．この提案は，
分子揺動が Pi 放出を引き起こすとの仮説と矛盾しない．
2+

（２）ATP に配位結合する Mg の役割は何か？

ATP（GTP）加水分解蛋白質はすべて Mg-ATP を基質

水分解がアクチン分子の形状変化を引き起こさない点で

とするが，ATP に配位した Mg の役割は，ほとんど理

ある（後述）．

解されていない．本研究によって，F 型アクチンの Mg

2+

2+

は，Pi に結合する O を介して ADP-Pi 間の水素結合を強
化し，それゆえ ADP-Pi-F の構造の安定化に寄与するこ
とが判明した．これは ATP に配位する 2 価カチオンの種
類が Pi 放出の特性（Pi の解離平衡定数および解離速度係
数）に影響することを示す．この課題の解明は，アクチ
ンの生化学的研究では従来からよく調べられている MgATP 結合アクチンと Ca-ATP 結合アクチンの ATP 加水分
27）

解反応と重合反応の特性の違い の理由を解明すること
図 11 （a）ADP-Pi-F 構造中の水素結合ネットワーク．
（b）その内でも強い水素結合を NCIPLOT で表示した．

に寄与すると考えられる．Pi 放出過程で始まる生成物放
出過程は，エネルギー変換機能で直接 ATP から放出さ
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れた自由エネルギーを力学的な仕事に変換する，それゆ

形状変化と Pi 等の放出過程は蛋白質の種類によって異な

え極めて重要な過程である．

る．F 型アクチンでは加水分解過程のみが進行し，それ

3.2. ATP（GTP）加水分解メカニズム研究への問題
提起：

F 型アクチンは，QM/MM 法を適用しての ATP 加水分
解反応メカニズムの解明に有利であった．第一に，F 型
アクチンでは，他の NTP（ATP および GTP）加水分解

自身は蛋白質の形状変化を引き起こすことがなく，内在
的な Pi 放出メカニズムも存在しない．
最近，加水分解によって開始される内在的な蛋白質
形状変化を引き起こすメカニズムが提案されている．

路と，量子論的に扱うべき原子が比較的少数であった．

small GTPase の RhoA で は，GTP 結 合 型 で は switch-1
2+
上の Thr37 側鎖が Mg に配位しているが，加水分解の
2+
結果 Thr37 主鎖が Mg に配位するように姿勢を大きく

第二に，反応の始点と終点の高精細の結晶構造が得られ

変え，それが蛋白質の形状変化を引き起こすとの説が提

たこと．ちなみに，構造 R と構造 P を揃いで 1.15 Å 分解

案された ．

蛋白質に比して，構造が簡単であるため，可能な反応経

能で得ている NTP 加水分解蛋白質は他に無い．

29）

以上の仮説は，特定の条件下で NTP 加水分解蛋白質

QM/MM 法は A. Warschel と M. Levitt によって考案さ
28）
れた計算手法であるが （2013 年のノーベル化学賞の受
賞理由になった），NTP 加水分解蛋白質には多くの解明

の NDP-Pi 結合型構造が安定に存在すること，その構造

例があるとは言い難い．この計算法は，正しく適用すれ

ことによって，容易に ADP-Pi 結合型アクチンの結晶構

ば，定量的かつ正確に反応経路を解明することができる

造を得ることができた．しかし，これまでの多くの NTP

唯一の方法である．しかし，それには，可能な反応経路

加水分解蛋白質の研究で，NDP-Pi が結合した構造が得ら

をすべて検討することと，量子論的に扱うべき原子に数

れた例はごく少ない．得られているのは，加水分解反応

が NTP 結合型の構造と同一であることをよく説明する．
本研究では，ADP 結合型アクチン結晶を Pi 溶液に漬す

え落としがないことが重要である．また，十分な構造情

は進行するが，蛋白質の形状変化は何らかの理由で阻害

報が揃わないことも，QM/MM 法が十分な成果を挙げら

される特殊な条件下である（他の蛋白質との結合によっ

れていない一因である．

て（1KSH；Aer2

30）

），アミノ酸残基の置換によって

31）

すでに述べたように，F 型アクチンの ATP 加水分解反応

（1OIX；Rab11a ），結晶格子の形成によって（6R3V；

のメカニズムは，機能も構造も異なる P-loop 型モーター

RhoA ），蛋白質構造変化阻害小分子の結合によって
32）
（5N69；cardiac myosin ）， 等 ）． こ の こ と は，Pi 解 離

蛋白質と基本的に同一であった（2.7.）
．そして F 型アクチ

29）

ンの活性部位の構造は，それらモーター蛋白質のそれに

が蛋白質の形状変化の結果であるとの考えを支持する．

比して著しく簡単であった．これは F 型アクチンでは，活

また，これらの NDP-Pi 結合型の蛋白質形状は NTP 結合

性部位は加水分解に必要最小限の原子で構成され，Pi を

型のそれと同一である．このことは加水分解反応が終了

分子内から追い出す内在的メカニズムが欠落しているこ

するまで蛋白質形状は変化しないことを示している．

とを示唆する（3.1.）
．すなわち，F 型アクチンの活性部位

3.3. 林・Fischer らのメカニズムの確認：

の構造と，それによる加水分解メカニズムは，NTP 加水分

林，Fischer らは P-loop 型モーター蛋白質の解析 ATP

解に必要十分なミニマム系であろうと考える．
以上の考察は，NTP 加水分解によるエネルギー変換の
メカニズム一般について，一つの新しい問題を提起す

加水分解経路のいくつかの重要な点を解明した．我々の
今回の研究でこれらの点が F 型アクチンの反応経路にも
当てはまることを確認した．

る．これまで，NTP 加水分解過程を生成物放出過程まで

第一，過程 1（HBR1）の水の方向転換について：私

含めて考え，NDP-Pi 結合型は反応中間体と考え，その

たちは，F 型アクチンでは，この方向転換をしないまま

間に蛋白質の形状変化を伴う，と考える議論が多かっ

直接過程 2（POD）に進むことはできないことを確認し

た．本研究の結果に基づいて，私たちは次のような提案

た．W1 の回転によって水酸素の lone-pair を Pγ に向ける

をしたい．加水分解過程は NDP-Pi 結合型の形成で終了

ことによって，解離した PO3 を W1 に引きつけ安定化す

し，NDP-Pi 結合型からの Pi など生成物の放出は別の過

ることができる．

–

程である．加水分解過程では蛋白質の形状は一定であり

第二，過程 2（POD）は，まず W1 が OH と H に分解

変化を伴うことはない．加水分解の結果が何らかの形で

して，その OH が Pγ を求核攻撃する associative path で

蛋白質の形状変化を引き起こし，この形状変化の結果，

（Pβ ）が切断されて PO3 が分離し，その
はなく，まず Pγ -O

Pi など生成物の放出が起きる．すなわち，
加水分解→蛋白質形状変化→ Pi 等の放出
と 3 つの過程が因果関係で連続する．加水分解過程は蛋
白質の種類によらず共通のメカニズムであり，蛋白質の

–

+

–

–

–
3が

PO W1 と 結 合 す る dissociative path を 採 る． 一 般 に
ATP 加水分解反応では，2 つの過程，Pγ -O（Pβ ）の間の切
+
（W1）
-H 間の切断，
断と，求核攻撃をする水分子 W1 の O
+
（W1）
-H の切断が先行
が最もエネルギー障壁が高い．O
して求核攻撃が起きると（associative path），2 つの高い

F 型アクチンの高分解能結晶構造と ATP 加水分解反応メカニズムの解明

132

エネルギー障壁を同時に越えることになり，障壁は非常
に高くなって，反応は進行しない．それに対して，Pγ -O
（Pβ ）の切断が先行すると，O
（W1）
-H の切断は W1-PO3
–

+

複合体の形成後となり，2 つの障壁を順次越えることに
なり，エネルギー障壁は低くなる．よって，後者の反応
経路が唯一可能となる．
第三，QM/MM 法を適用する際に，三燐酸部を多くの
水素結合を介して強く蛋白質に結合する P-loop 上の主鎖
の -NH，あるいは F 型アクチンの場合は，P1-，P2-loop
上の主鎖の -NH を QM で扱うことが重要であることを
確認した．三燐酸部とこれら loop の間の結合は，PO3 の
–

–
3 を安定化する．

切断を容易にし，切断された PO

Associative path ではなく，dissociative path である，と
の点を含めて，NTP 加水分解反応のメカニズムについて
は幾多の論争があり，決着がついていない．しかし，本
研究で，F 型アクチンの反応メカニズムも，林・Fischer
らが主張した dissociative path に依る，同一のメカニズ
ムであることを確認した意義は大きい．なぜなら，F 型
アクチンはモーター蛋白質と比較して，機能も異なる
（解放された ATP の化学エネルギーを力学的仕事に直接
変換するのではなく，「情報」に変換する）し，構造も
著しく異なる．それにもかかわらず同一のメカニズムに
依るということは，このメカニズムが NTP 加水分解蛋
白質に共通なメカニズムであることを強く示唆する．ま
た，F 型アクチンは，構造が簡単で，かつ，構造情報の
質と量が高い水準で得られたので，信頼性と精度の高い

QM/MM 計算結果が得られたため，このメカニズムを強
く支持するものとなった．
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