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Site-specific chemical modification of mitochondrial respiratory complex I 

(ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉの位置特異的化学修飾に関する研究) 

桝谷 貴洋 

【緒言】 

NADH-キノン酸化還元酵素（呼吸鎖複合体Ｉ）は、ミトコンドリアやバクテリアの呼吸鎖

系の初発酵素であり、基質の酸化還元と共役したプロトン輸送を行う膜タンパク質複合体

である。ヒトでは複合体Ｉの機能不全によって発生した活性酸素が原因となって、さまざ

まな神経変性疾患が発症することが知られている。また本酵素は、抗寄生虫薬や殺虫・殺

ダニ剤の創薬標的としても注目されていることから、本酵素の基礎研究の大幅な進展が期

待されている。2013年に好熱細菌（Thermus thermophilus）複合体Ｉの X 線結晶構造が解

かれ（3.3Å）、親水性ドメインと膜ドメインから構成される特徴的な L 字型構造をとるこ

とがわかった。親水性ドメインでは、NADH→フラビン(FMN)→Fe-S錯体（8個）→キノンと

電子が流れる。キノンは 3つのサブユニット（PSST, 49 kDa, ND1）で構成される細長い空

間（キノン結合ポケット）の最深部で電子を受け取ると考えられている。また、膜ドメイ

ンはプロトン輸送の作動部位で、Na+/H+アンチポーターホモログの 3つのサブユニット（ND2, 

ND4, ND5）がプロトン輸送を担うものと予想されている。 

結晶構造の特筆すべき点として、ND2, ND4, ND5の 3サブユニットが、全長約 100Åの-

ヘリックス（HLヘリックス）によって束ねられているかのように配置されていることが挙

げられる。この構造的特徴から、プロトン輸送のメカニズムとして“ピストン運動モデル”

が提唱された。すなわち、『キノンの還元反応によってキノン結合ポケット内に構造変化が

誘起され、これが駆動力となって膜ドメインに伝搬し、3つのサブユニット（ND2, ND4, ND5）

の構造変化が順次誘導されてプロトンが輸送される』というユニークなモデルである。し

かし、これを支持する直接的証拠は得られていない。 

 ピストン運動を検証する手法としては、FoF1-ATPaseなどの分子モーター研究で威力を発

揮してきた種々の 1 分子計測法が強力な手法になると期待できるが、世界的に見ても未だ

誰も着手できていない。そうした観点からも、機能性プローブ分子を創製・活用する有機

化学的アプローチによって、複合体Ｉの動きを直接捉える 1 分子計測の実現に向けた技術

的基盤を開拓することの意義は大きい。本研究では、複合体Ｉに機能性プローブ分子を導

入するための“足場”を築くために、酵素に対して位置特異的に化学修飾する方法論の確

立を目指した。  
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1. Site-specific chemical modification of mitochondrial respiratory complex I through 

ligand-directed tosyl chemistry 

(トシル化学法によるミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉの位置特異的化学修飾) 

 タンパク質化学修飾法の一つである ligand-directed tosyl chemistry（トシル化学）

に着目し、複合体Ｉの位置特異的な化学修飾を試みた。トシル化学とは、リガンドの持つ

高い結合親和性を利用して、リガンド分子内に組み込んだタグを標的タンパク質へ誘導し、

求核性アミノ酸残基との置換反応によって固定させるというものである。標的タンパク質

へタグを運ぶためのリガンドとして、複合体Ｉの強力な阻害剤であるアセトゲニンを選ん

だ。タグとして末端アルキンもしくはアジドを採用し、これを足場として、2 次タグとな

る蛍光発色団やビオチンなどをクリックケミストリーにより導入し、蛍光イメージングや

ペプチド化学解析を行うことを意図した。タグとして末端アルキンあるいは末端アジドを

タグとして持つ、AL1および AL2を 25ステップの反応によりそれぞれ合成した。 

ウシ心筋から単離・調製した亜ミトコンドリア粒子（SMP）を実験材料として用い、SMP

中の複合体Ｉに対する阻害活性を評価したところ、AL1および AL2の IC50値はそれぞれ 3.2 

nM、1.8 nMとなり、天然アセトゲニン類であるブラタシン（1.0 nM）と比較しても遜色の

ない活性であった。SMPを AL1あるいは AL2存在下で 24時間インキュベート後、クリック

ケミストリーにより蛍光タグを導入し、SDS-PAGE を行った。その結果、およそ 50 kDa の

タンパク質に強い蛍光が観察され、位置特異的な化学修飾が起こっていることがわかった。 

次に、AL1 あるいは AL2 でインキュベートした SMP に対して、クリックケミストリーに

よってビオチンタグを導入し、固定化アビジンによって化学修飾されたタンパク質を精製

した。このタンパク質をトリプシン消化し、ペプチドマスフィンガープリンティング

(MALDI-TOF MS)に供したところ、複合体Ｉのキノン結合ポケットを構成する 49 kDaサブユ

ニットであることがわかった。さらに、LC-MS/MSによって AL1あるいは AL2 による修飾部

位の解析を進めた結果、キノン結合ポケットの最深部を構成する 49 kDa サブユニットの

160番目のアスパラギン酸（49 kDa-Asp160）が、それぞれアルキン化もしくはアジド化さ

れることが明らかになった。 

 

2. Characterization of the quinone binding cavity of complex I via a combination of LDT 

chemistry and Cu(I)-free click chemistry 

(トシル化学法と Cu(I)-free クリックケミストリーによる複合体Ｉのキノン結合ポケット

の解析) 

 大きな環歪みをもつアルキンは、銅触媒を用いることなくアジドと反応する（Cu(I)-free

クリックケミストリー）。この特性を利用して、49 kDa-Asp160がアジド化された（Asp160-N3）

インタクトな複合体Ｉを、蛍光発色団 TAMRA を持つ歪んだ環状アルキン（TAMRA-DIBO）と
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反応させた。すなわち、AL2 によってアジド化された複合体Ｉを含む SMP に対して、

TAMRA-DIBO を加え、37℃で 1 時間インキュベートし、Clear Native(CN)/SDS-PAGE により

49 kDa サブユニットの蛍光観察を行った。その結果、嵩高い TAMRA-DIBO はインタクトな

複合体Ｉの Asp160-N3と直接的に反応することがわかった。また、過剰量の複合体Ｉ阻害剤

（ブラタシン、キナゾリン、フェンピロキシメート）や人工キノン（Q2、Q6）を共存させた

条件下で、Asp160-N3と TAMRA-DIBO の反応について調べたところ、阻害剤（ブラタシンを

除く）やキノンの共存下でも反応は抑制されなかった。 

好熱細菌複合体Ｉの結晶構造を参照すると、キノン結合ポケットは、入口の内径約 8Å、

奥行き約 30Åの狭く細長い空間を形成し（“洞窟モデル”）、嵩高い TAMRA-DIBOがキノン結

合ポケットの最深部に位置する Asp160-N3に接近することは不可能なはずである。これらの

結果は、複合体Ｉのキノン結合ポケットの構造は“洞窟モデル”で説明できるほど単純な

ものではなく、多様な構造を持つリガンド分子を収容できる高い柔軟性を持つことを意味

している。この知見は、複合体Ｉの反応機構を考察する上で重要な情報である。 

 

3. Specific methylation of Asp160 (49 kDa subunit) located inside the quinone binding 

cavity of complex I 

（複合体Ｉのキノン結合ポケットに位置する 49 kDa Asp160の特異的メチル化） 

 好熱細菌複合体Ｉの結晶構造に基づく QM/MM 分子動力学シミュレーションによると、49 

kDa-Asp160 は隣接するヒスチジン残基（His59）とイオンペアを形成することで、キノン

還元反応において重要な役割を果たしていることが示唆されていた。そこで、タグとして

メチル基を有するアセトゲニンリガンド ALM を合成し、49 kDa-Asp160 を特異的にメチル

化（メチルエステル化）することで、49 kDa-Asp160 が酵素活性やキノン結合ポケットの

構造に与える影響について精査した。 

 SMPを ALMとインキュベートし、複合体Ｉを LC-MS/MS解析に供したところ、49 kDa-Asp160

が特異的にメチル化されることがわかった。ALMによる複合体Ｉ阻害の経時変化を追跡し、

メチル化による酵素活性への影響を調べたところ、メチル化の進行を反映するように阻害

を受けていた複合体Ｉの酵素活性は徐々に回復した。仮に 49 kDa-Asp160 が酵素活性に必

須であるならば、このような活性回復は観測されないはずである。そのため、49 kDa-Asp160

は複合体Ｉの触媒活性に一定の寄与はしているものの、必ずしも必須ではないことが明ら

かになった。 

 続いて、キノン結合ポケットに特異的に結合する光反応性キナゾリン（[125I]AzQ）を用

いて、49 kDa-Asp160 のメチル化がキノン結合ポケットの構造に与える影響を調べた。メ

チル化された複合体Ｉを[125I]AzQ で光親和性標識したところ、メチル化の程度に関わらず

49 kDa サブユニットは未修飾の複合体Ｉと同程度の標識を受けた。AL1 による 49 
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kDa-Asp160のアルキン化を指標にメチル化率を概算したところ、2 µMの ALM で SMPをイン

キュベートした際のメチル化率は約 80％であった。この時の残存酵素活性は約 40％であっ

た。以上のことから、49 kDa-Asp160 のメチル化は複合体Ｉの活性をやや低下させるもの

の必須ではないこと、また、キノン結合ポケットに構造変化を与えないことがわかった。 

 

【総括】 

1. アセトゲニンリガンド AL1 および AL2 を合成し、ウシ心筋 SMP の化学修飾を行ったと

ころ、複合体Ｉの 49 kDa サブユニットの Asp160 が特異的に化学修飾を受けることが

わかった。 

2. 嵩高い TAMRA-DIBO はキノン結合ポケットの最深部に位置する Asp160-N3と直接的に反

応した。この結果は、キノン結合ポケットは“洞窟モデル”のような単純なものでは

なく、多様な構造を持つリガンド分子を収容できる高い柔軟性を持つことを示唆して

いる。 

3. 分子動力学シミュレーションに基づいて、49 kDa-Asp160はキノンの還元反応に必須だ

と考えられていたが、本残基は酵素活性に一定の寄与はしているものの、必ずしも必

須ではないことが明らかになった。 

 

 




