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        Selenium, an essential trace element, is found in antioxidant proteins in the form of 
selenocysteine, the 21st amino acid. In bacteria, the selenocysteine incorporation into proteins 
requires the elongation factor SelB that has the unusual property to bind directly to both 
transfer RNA (tRNA) and messenger RNA (mRNA). The N-terminal domain of SelB is 
homologous to elongation factor Tu (EF-Tu) that transfers aminoacyl-tRNAs (aa-tRNAs) to 
the ribosomal A site in the form of a ternary complex EF-Tu-GTP-aa-tRNA. The accuracy of 
mRNA decoding depends on base-pairings between the codon on the mRNA and the 
anticodon on tRNA followed by EF-Tu GTP hydrolysis as well as conformational changes in 
the ribosome. In the case of the selenocysteine incorporation into polypeptides, a UGA codon 
is recoded as a Sec codon in the presence of the selenocysteine insertion sequence (SECIS) at 
its downstream. The unique extra C-terminal domain of SelB recognizes the SECIS mRNA 
hairpin to deliver the selenocysteyl-tRNA (Sec-tRNASec) at a UGA codon. However, the 
molecular basis of high specific recognition of SelB to the SECIS mRNA hairpin has been 
unknown. We have reported the 2.3Å resolution crystal structure of the C-terminal 
mRNA-binding domain of Moorella thermoacetica SelB complexed with SECIS RNA hairpin. 
This is the first structure of a complex between an RNA and a winged-helix domain. The 
winged-helix domain is famous for DNA-binding motif, recently implicated in RNA binding. 
The structure illustrates the specificity of binding and reveals a new mode of RNA 
recognition. A striking feature of the complex is a 70° angle between the RNA helical axis and 
the protein that allows the complex to wrap around the small ribosomal subunit. This 
geometry explains how SelB can bind to both mRNA and tRNA whose sites are distant on the 
ribosome.  
 
1. はじめに 
 生体内に存在する蛋白質の中には、20種類の基本アミノ酸だけでは機能の発現がで
きない蛋白質が存在する。例えばチオレドキシン還元酵素やグルタチオンペルオキシ

ダーゼなど酸化還元に関わる蛋白質の活性残基には、システイン中の硫黄原子がセレ

ン原子に置き換わったセレノシステインが必須である。この“21番目のアミノ酸”セ
レノシステインはゲノム中に巧妙にコードされている。セレノシステインを直接コー

ドする mRNA上のコドンは、通常終止コドンとして使用されている UGAである。一
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般的に知られる翻訳終結反応では mRNA上に UGAなどの終止コドンが現れると、そ
れに対応してリボソーム上の A-site にはアミノアシル tRNA ではなく、release factor 
(RF)が取り込まれる。RFは P-siteの tRNAとペプチド鎖の間のエステル結合を加水分
解し、翻訳の終了したペプチド鎖が放出される。しかし、mRNA上の UGAコドンの
下流に SECIS と呼ばれる特殊な配列が存在した場合には、状況が一変する。下流に
SECISを持った mRNAの UGAコドンが A-siteに取り込まれると、UGAは終止コド
ンとして機能せずにセレノシステインを指定するコドンへと変身する。A-siteには RF
が取り込まれないのでペプチド鎖はリボソームから解離せずに新たにセレノシステ

インを付加して、伸長を続ける。 

図 1 SelB-SECIS及びリボソームの相互作用 

 この現象を図 1 に示
した。SECIS配列を有す
るmRNAは、SelBのC末
端ドメインが SECIS 
RNA領域を認識するた
め、SelBを結合した状態
でリボソーム小サブユ

ニットに引き込まれて

いく。mRNA上のSelB
がリボソームに到達し

たとき、SelBのN末端ド
メインに結合したセレ

ノシステイル tRNASec

がA-siteに入り、アンチコドン部分がmRNAのUGAコドン部分と相互作用することに
より、UGAコドンがセレノシステインとして翻訳される。つまりSelBはmRNAおよび
tRNAに結合することのできる多機能な伸長因子であると言える。図 2 は酢酸生産菌
Moorella thermoacetica由来 SelB分子のドメイン構造を表したものである。バクテリア
（真正細菌）のSelBは図 2 のようにN末端ドメインおよびC末端ドメインの二つのド
メインに大別することができる。N末端ドメイン(SelB-N)はEF-Tuと相同性のあるアミ
ノ酸配列を有するため、GTP加水分解活性を保持し、セレノシステイン
tRNASec(Sec-tRNASec)を結合することができる。一方で、SECISの特徴的な構造を認識
し、結合することできるのはSelBのC末端ドメイン(SelB-C)である。 

図 2 Moor lla thermoacetica由来 SelB分子のドメイン構造 e
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 私たちの研究グループにおいては、この分子装置の作用メカニズムを解明するため

NMR及びX線結晶解析の両面から、RNAとタンパク質の構造学的研究を進めてきた。
対象とした生物は、大腸菌及びM. thermoaceticaである。SECIS-RNAのステムループ領
域の構造は、NMR法により解析した1。このとき用いた塩基配列は大腸菌のギ酸脱水

素酵素F(fdhF)をコードするmRNAのSECISステムループ部分をmimicしたものである。
解析されたRNAの二次構造を図 3に示す。大腸菌SECISのステムループ領域と大腸菌

SelB-Cとの相互作用
は非常に親和性の高

い も の で あ る 。

SECIS-RNAに対する
変異実験の結果から

結合に重要な塩基が

ループ部に集中して

いることも明らかに

なった1, 2。一方、M. 
thermoacetica 由 来

SelB-Cの結晶構造
(370-634 残 基 ) は
Selmerらにより報告
されている3。この構

造 解 析 に よ り 、

SelB-C末端領域が
DNA結合モチーフと
して著名な winged 
helix(WH)モチーフ
を四回タンデムリピ

ートした構造である

ことが明らかになった(図 2)。一方でSelBのN末端領域(SelB-N)はそのアミノ酸配列に
伸長因子EF-Tuと相同性を見ることからもわかるように、tRNAと特異的に結合し、実
際にSec-tRNASecに対する伸長因子として働く。 

 

 

図 3 構造解析に使用した、大腸菌 fdhF(a)及びM. thermoacetica(b)

の SECISのステムループ構造 

 リボソームという舞台の上で行われている“SelBのSECISへの結合・tRNAのA-site
への転移・SECISからの解離”という動的なサイクルを解明するためには、各段階に
おける構造解析が欠かせない。私たちは最近SECIS-RNAとSelB-CのSECIS結合最小ド
メインとの複合体結晶構造解析に成功した4ので、その研究結果をここに報告する。

解析に用いた領域(512-634 残基:SelB-M)はRNAとの親和性がSelB全長やSelB-Cより若
干高い（Kd=1µM）ため、SECIS-RNA結合領域としての条件を満たしている。 
 
2. 複合体構造解析 
 
2-1. 試料調製 
 Moorella thermoacetica 由来 SelB-M(512-634 残基 )をコードした DNA を

pGEX-2T(Amersham Biosciences)に導入して、N末端に GSTを融合した形で大腸菌に
て発現させた。精製には glutathione agarose column(Sigma)を用い、溶出蛋白質を
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thrombin(Sigma)で処理し再度 glutathione agarose で目的蛋白質を回収した。更に
CM_Sepharose によりゲル濾過を行って精製サンプルとした。この結晶化用サンプル
に残存リボヌクレアーゼ活性が無いことを、48時間放置した RNA分子混合溶液を解
析することにより確認し、十分安定な複合体の状態で結晶化が進むであろうと考えら

れた。 
 リガンドSECIS RNA分子として、M. thermoacetica由来FdhFのSECIS-mRNA領域から
23 塩基からなるヌクレオチド(5’-GGCGUUGCCGGUCUGGCAACGCC-3’)をデザイン
し、化学合成した。図 3のように、この配列ではステム部をより強固なものにするた
めにGCペアを三組追加して、溶液中での安定性を高めた。SECISの精製にはポリアク
リルアミドゲル電気泳動を用い、精製後の蛋白質及びRNAを等モル混合し、10mM 
Tris-HCl pH7.0, 100mM NaCl, 0.1mM EDTA溶液に置換し 8mg ml-1に濃縮を行って結晶

化用サンプルとした。 
 結晶は 0.1M Na-HEPES pH7.5, 1.4M trisodium citrate dihydrateの条件で約一週間後に
得ることができた（ハンギングドロップ蒸気拡散法）5。クライオ条件としては、結

晶化条件の溶液にethylene glycol 15%を含むものを用いた。 
 
2-2. 構造解析 
 結晶は空間群P21212(a=71.69 Å, b=81.69Å, c=169.58Å ) に属しており、VM値から非対

称単位中に 3つ或いは 4つの蛋白質-RNA複合体が期待された。M. thermoacetica由来
SelB-Mおよび大腸菌由来FdhF-SECISの構造がすでに明らかにされていたので、構造
解析はこれらをサーチモデルとした分子置換法により行った。分子置換法はAMoRe 6
及びMolrep 7を組み合わせ、順に解を発見していった。具体的には、AMoReにより
SelB-Mを、MolepによりSECISの位置を一分子ずつ発見することができ、それらを可
能な対称操作及び原点移動操作を行った結果、妥当な複合体を形成できることがわか

った。このSelB-SECIS複合体構造を更なるサーチモデルとして利用することができた。
最終的には三組の蛋白質-RNA複合体及び一分子の蛋白質分子を非対称単位中に発見
することができ、分解能 2.3Åまでの反射を利用して構造精密化を完了することができ
た。使用したプログラムはCNS 8であり、R/Rfree factor = 0.224/0.279の最終構造を得た4。 
 
2-3. パッキング 
 図 4には結晶中の分子パッキングを表した。この図のように、複合体 A分子（黄色）
及び B分子（青色）は、その結晶学的二回軸で関係づけられた同一の分子のパッキン
グの仕方が興味深い。二回軸で関係づけられた結晶学的に対称な RNA 分子同士は、
互いにそのステム基部において塩基同士がスタックするように配置されている。この

結果、RNAステム領域の二重らせんはピッチを乱されることなく隣接した RNA分子
につながっている。このように核酸分子の末端領域が隣の核酸分子の末端部分と相互

作用して、二重らせんのピッチを乱すことなく直列する様子は多くの DNA結晶及び
DNA-蛋白質複合体結晶中において報告されている。RNA分子同士がスタッキングし
てパッキングされている AB 分子とは異なり、C 分子(緑色)の複合体は異なった配置
をしている。RNA 分子の末端領域での、上記のような相互作用はない。このことを
反映するようにC分子を構成する原子の温度因子は概してAB分子に比べて高いもの
となっている。そのほかに、蛋白質 D分子（マゼンタ）が RNAと複合体を形成せず
に存在し、やはり温度因子は高いものであった。 
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図 4 結晶中の分子パッキング（ステレオ図）。A, B, C及び D分子をそれぞれ黄、青、

緑、及びマゼンタで表している。 

 
    
2-4. 複合体形成様式 
 

 

 次に SelB の winged 
helix(WH) モ チ ー フ と
RNA 分子の相互作用様
式について述べる。前述

のように SelB-C は四つ
の WH ドメインの繰り
返しにより構成される L
字型の分子である。

SECIS-RNA はこのうち
C末端に存在するWHド
メイン(WH4)とのみ相互
作用している (図 5)。
helix-turn-helix のサブク
ラスとして分類される

WH モチーフは DNA 結
合モチーフとして名高い。多くのWHモチーフと DNAとの複合体構造が解析されて
いるが、最近では RNAと相互作用するWHモチーフの例も報告されつつある。しか
し、WH モチーフを持つ蛋白質と RNA との複合体の構造解析の例は全くなく、今回
の結果が世界で初めての報告例となった。これまで解析されたWHモチーフ-DNA分
子の構造に見られる大きな特徴として、WHを構成している 3番目のヘリックス(H3:
緑色)が DNAの major grooveもしくは minor grooveにはまりこみ、分子認識に大きな

図5 複合体構造。SelB-Mの二つ目のWH(SelB-Cの四つ目のWH)

に対してラベリングしている。 
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役割を果たしていることがあげられる。SelBのWHモチーフはこの様式とは異なり、
H3はその N末端側に RNAを認識する残基を保持している。その他に RNAを認識し
ている残基は H2 および S2-S3 が作る wing(W1)の領域に存在する。RNA ステムルー
プ構造の頭のループ部分が、SelB-M のこれらの領域に突き刺さるように相互作用し

ている。 
 複合体を形成することにより、SelB側には 452Å2のburied-surfaceが発生する。H3が
核酸のgrooveにはまり込む従来の相互作用においては、これより大きなburied-surface
が観測される。例えばSap1-DNAが複合体を形成するときには 818Å2のburied-surface
が発生する9。452Å2程度のburied-surfaceでKd=1µMの相互作用を生み出していることは
特筆すべきことである。 
 
2-5. 相互作用 
 SelB-Mは RNAとの結合に伴った構造変化が殆ど観測されず、SelB-Cの相当領域と
Cα原子の rmsd値 0.55Åで重ね合わせることができた。これに対して、SECIS分子は
結合の前後で大きな構造変化が見られる。大腸菌 SECISステムループの NMR構造か
らは、このステムループ構造体のループ領域の 4塩基（G22-C25）がワトソン・クリ
ック塩基対を形成せずフレキシブルな状態にあることが報告されている(図 2)。しか
し、SECIS-RNAのこの領域は SelBと複合体を作ることにより結晶中では安定化され
ているようである。SECIS-RNA は蛋白質と複合体を形成することにより、コンパク
トなコンフォメーションを形成している。図 6a, bに示すように、塩基部分がスタッ
キングしていないのは G23 および U26 のみである。このことは、リン酸骨格部分が
急激にまげられていることを示している。U26はディスオーダーが激しく、電子密度
がほとんど確認できない塩基である。 

図 6 SECIS-RNA のステムループ頂上付近の構造(a, ステレオ図)、及び SECIS-SelB 相互作

用の模式図(b)。 
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 図 6aに示すように、G23の 2’ヒドロキシル基が U24の O5’ヒドロキシル基と、ま
た、U24の 2’ヒドロキシル基が C25のリン酸基部分とそれぞれ水素結合を形成して、
この急激なリン酸骨格のターンを支持している。加えて蛋白質残基との相互作用もこ

のステムループ構造の形成に重要である。図 6b からもわかるように、蛋白質残基と
の相互作用を見ると、G23および U24のみが塩基部分と相互作用し、その他のヌクレ
オチドに関してはリン酸骨格との相互作用が観測された。このことは、塩基特異性が

G23および U24でのみ発現されることを示している。ほんの二種類の塩基で塩基特異
性を発現することはバクテリアの場合において、非常に合理的な理由があるように感

じられる。バクテリアの UGAコドン下流に存在する SECIS領域は、コーディング領
域内に存在するため、塩基特異性を発現する塩基が多数必要となると、この領域にコ

ードできるアミノ酸の種類が限定されることにつながる。M. thermoacetica は
SelB-SECISの相互作用をもたらす塩基特異性を二種のみに抑えることにより、SECIS
領域で比較的自由にアミノ酸をコードすることを可能としている。 
 通常のWHモチーフにおいてはH3とW1との間にできるクレフトにリン酸骨格がは
まり込み、大きな相互作用を生み出している。他方、SelB-WH4のH3とW1が作り出
すクレフトにはまり込んでいるのはリン酸骨格ではなくて外側を向いたG23 の塩基
部分である(図 5)。ヘアピンループの中心に位置するG23 は、蛋白質残基により正確
に認識され、他の塩基がここに来る余地はない。G23 の芳香環は、片側をLeu595 や
Leu610 といった疎水性の側鎖で、もう片側をArg624 の側鎖グアニジル平面により挟
まれている。W1 中に存在するAsp627 はこのArg624 を静電的に安定化させ、間接的
にG23塩基の固定に関与している(図 7)。その他にG23カルボニル酸素(O6)は、ワトソ
ン・クリック平面と同一平面に存在するArg629 グアニジル基と水素結合を形成して
いる。また、G23のアミノ基及びイミノ基は、水分子を介してGlu614カルボキシル基
と水素結合を形成している。G23を同じプリン塩基であるアデニンに置換したRNAは
相互作用が著しく弱くなるが1, 2、これは今回の構造をもとにすれば合理的に説明する

ことができる。この位置がアデニンであればGlu614 やArg629 との水素結合が困難に
なるからである。 

 

図 7 SECISステムループ頂上領域の塩基と SelBとの相互作用(ステレオ図)。 
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 RNAのリン酸骨格を認識する残基に注目すると、Arg599, Ser605, Arg606 および
Lys607 といった塩基性のアミノ酸を中心とした残基がリン酸基を認識している(図 8)。
このなかでArg606 は、RNA認識に関わる多くの水素結合ネットワークを形成してい
る。Arg606のグアニジル基はU24のカルボニル酸素(O4)を認識することにより、塩基
特異性の発現にも一役買っている。U24をシトシンに変えると親和性が下がることも
報告され、この事実と合致する1, 2。 

 

図 8 SECISのリン酸骨格と SelBとの相互作用(ステレオ図)。 

 
4. リボソーム上での協調的な動き 
 以上のSelB-SECISの複合体構造から、リボソームを舞台にしたセレノシステイン取
り込みの具体的なメカニズムを考えたい。1998年から世紀をまたぎ、リボソーム全体
やサブユニットの構造が解析されトップジャーナルに次々と発表されてきた。私たち

はmRNAとの複合体状態で構造解析された 70Sリボソームの構造10を基に考察を進め

ることができる。図 9a, bのように 30SサブユニットはHeadおよびBodyと呼ばれる領
域に分けることができ、両者の間には深い谷が存在する。この谷を形成しているのは

rRNAのh16およびh33 と呼ばれる領域である。SelB-CのL字型構造は、このくぼみに
フィットするのに都合の良い形をしている。図 9c ,dには 30Sサブユニットおよび
SelB-C-CECISの静電ポテンシャル図をそれぞれ示したが、相補的な関係にあることが
わかる。 
 今回構造解析することができたのは SelB-Mと SECISの複合体であるが、すでに得
られている SelB-C 全体を使って、SelB-C と SECIS-RNA との複合体モデルを構築し
た。この複合体では SelB-CのWH3, WH4ドメインと RNAがおよそ 70˚の角度を為し
ている。SelB-C分子が L字型構造をしていることと合わせると、SECIS-RNAの複合
体モデルは二カ所で大きく屈曲した分子である。前述のように SelB 分子を 30S 上に
フィットさせた時、SECISの 5’末端が 30Sサブユニットの mRNAトンネルの入り口
付近にくる（図 9a, b, c）。そこで、構造解析することのできた SECIS-RNAを 30Sリ
ボソーム中に存在する mRNA と連結させた RNA として考えることができる。AUG
から SECIS-RNAのループの中心に位置するG23コドンまでのヌクレオチドの数は 23
ヌクレオチドであり、upper  stem（図 3b）までの長さは丁度 12ヌクレオチドである。
これまでのリボソーム-mRNA複合体構造から、Aサイトから mRNAの入り口までの
塩基の長さは 12 ヌクレオチドであることが明らかにされているため、妥当なモデル
と思われる。 
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 一方でEF-Tuと 30Sサブユニットとの複合体構造はX線結晶構造解析により得られ
たEF-Tu-tRNA複合体11、および、電子顕微鏡によって解析されたEF-Tu-tRNA-30S 
に当てはめたもの12が利用できる。30Sサブユニット上に存在するEF-TuのC末端付近
にSelB-CのN末端がくることが図 9a, bからも明らかである。SelB-NはEF-Tuと高い相
同性を示すことから、SelB全長がリボソーム 30Sサブユニットに巻き付くように存在
するこのモデルは妥当であるといえよう。すなわち、SelB全長は、そのN末端ドメイ
ンにSec-tRNASecを結合してペプチジルトランスフェラーゼ活性中心にセレノシステ

インを運ぶことができる。upper stem の頂上に存在するループには、L字型構造の
SelB-Cの四つ目のWHドメイン(WH4)が結合している。このように、UGAコドンが
tRNASecによりデコードされる瞬間には、30Sサブユニットのh16 及びh33 が形成する
外縁部を一周する、mRNA-SelB-Sec-tRNASec-mRNAという環状の構造体が形成される
ことになる(図 9a, b)。 
 それでは如何にして、SelBはセレノシステインの取り組み機構を進め、SECISから
離れ、引き続く翻訳を可能としているのかを考えたい。コドン-アンチコドンが認識
され、GTPが加水分解された後に、30Sサブユニットのheadおよびshoulderの部分が動
くことが報告されている13。この動きがSelB-mRNA構造体へと伝わり、この動力を利
用しSelBのmRNAからの解離、SECISステムがほどけ、更にmRNAは 30Sサブユニット
に引き込まれる可能性が考えられる。あるいは、先にSECISステム領域がほどけるこ
とがSelBの解離に必要なのかもしれない。図 9eには結晶中に存在する３つの
SelB-SECIS複合体(A, B, C)を重ね合わせたものを示す。C分子のRNA分子の位置はAB
分子のものに比べて多少変位しており、各原子の温度因子の値も高い。また、SECIS
ループ領域に存在するG23 に対する重要な蛋白質の相互作用も欠落している。C分子
のこのような構造変化はリボソーム上でのSelB-SICISの動きと相関があるのかもしれ
ない。 
 
5. 結論 
 真正細菌においてセレノシステインを蛋白質中に導入することのできる特殊な伸

長因子 SelBの C末端側のフラグメント(SelB-M)と、特徴的な二次構造を持つ mRNA
である SECIS-RNAの複合体構造解析を行った。SelB-Mは DNA結合モチーフとして
名高い winged helixモチーフを持つ蛋白質であるが、SECISとの結合はこれまでに知
られていない様式であった。結合様式から高い親和性・塩基特異性といった生化学的

なデータを説明することができた。また、得られた構造体をリボソーム上にマッピン

グすることにより、独自の翻訳過程の一種である、蛋白質中へのセレノシステインの

導入メカニズムを具体的に考察することができた。 
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