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Majority of membrane proteins in the cell are synthesized on the membrane bound ribosomes and integrated into
the membrane while they are synthesized. Protein conducting channel, so–called translocon, plays crucial role in
this process. It accommodates signal sequences of the nascent chain, recognizes positive charges, and determines
orientation of transmembrane segment. Then it translocates polypeptide chains through membrane and mediates
integration of multispanning membrane proteins into lipid bilayer. During the process, signal sequence itself pro-
vides translocation motive force. Even hydrophilic sequence can form transmembrane disposition. Translocon can
accommodate two hydrophilic polypeptide chains simultaneously and provide an ideal platform to membrane protein
folding. Marginal hydrophobic segment is retained in the translocon and polypeptide chains move back and forth in
the translocon. 
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1. はじめに

「膜」を研究対象とするとき，生体膜の個々の膜
タンパク質は興味深い活性や物性をもつ固有の研究
対象であり，また応用に向けた機能性部品でもある．
一方，膜タンパク質の生い立ちを考えると，リボソ
ームという親水環境で合成される不定形のポリペプ
チド鎖が，最終的に膜脂質層の中で構造を形成する
過程は興味深い研究対象である．そこには生命が長
い進化の過程で獲得してきた生命特有の原理と巧妙
な機構が見出される．ここでは，リボソームでアミ
ノ末端（N–末端）側から逐次重合するポリペプチド

鎖が，膜に進入し，的確な構造を形成する過程に焦
点を当てる（Fig. 1 A）．
遺伝子にコードされているタンパク質のうち，20%

以上が膜タンパク質で（本特集，美宅の章参照），各
種受容体・イオンチャネル・輸送体・膜酵素など多
種多様である．大部分の膜貫通部分は膜貫通αへリ
ックスから構成される．生体膜はリン脂質二重層を
基本骨格とし，両側の極性層が炭化水素鎖の疎水層
を水環境から隔離している．ポリペプチド鎖が膜タ
ンパク質としての構造を形成する過程では，いくつ
かの難関がある．すなわち，（a）膜貫通（TM）配列
をリン脂質二重層表面の極性層を越えて脂質層に分
配する 1），（b）TMセグメントの膜内配向を的確に決
める，（c）細胞外部分（または膜内腔部分）を透過
させる，（d）TMセグメントを的確に会合させる，な
どである．無細胞実験で膜タンパク質を合成した後，
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Fig. 1 Biogenesis of membrane proteins. (A)Polypeptide
chains are synthesized by ribosome from N–termi-
nus to C–terminus, and integrated into the mem-
brane via protein conducting channel (translocon).
(B) Membrane proteins on the secretory pathway
are synthesized and cotranslationally integrated into
the ER membrane, and then sorted to final destina-
tions via vesicle transport. On the other hand, pro-
teins in mitochondria and peroxisomes are directly
localized to the destinations after protein synthesis. 

小胞体膜と接触させても，膜への組み込みは見られ
ないし，ましてや細胞外の部分の膜透過は望めない．
タンパク質の合成（誕生）に際して，適切な因子が
適切なタイミングでポリペプチド鎖に作用してはじ
めてこれらの難関が克服されるのである．
細胞内には複数の各種膜オルガネラが存在する

（Fig. 1 B）．小胞体，ゴルジ体，リソソーム，細胞膜
などのいわゆる「分泌経路」に存在するオルガネラ
膜のタンパク質は，小胞体で構造を形成した後，小
胞輸送で下流のオルガネラ膜に移行する．細胞内の
70%を超える膜タンパク質が小胞体で構造を形成する
と言われている．小胞体には多種多様なタンパク質
の膜組み込みや膜透過を可能にする「トランスロコ
ン」と呼ばれる分子装置が存在する．一方，分泌系
オルガネラとは対照的にミトコンドリアやペルオキ
シソームへは，合成が完了してから標的化し，小胞
体トランスロコンとは異なるシステムによる膜組み
込みが起きる（詳細は文献 2）などを参照）．本章では，
小胞体トランスロコンにおける膜タンパク質の組み

立て過程を紹介する．また，トランスロコン自体が，
これまでの機能性膜チャネルの範疇を越えた非常に
興味深い機能を有することにも注目していただけた
ら幸いである．

2. 膜タンパク質のシグナル配列とトランスロコン

2.1 トランスロコンへの標的化

小胞体では膜に結合したリボソームがポリペプチ
ド鎖を，合成しながら膜に組み込む．その第一段階
は，膜結合型リボソームの形成である．膜結合前の
リボソームが合成をはじめ，そこから出てきた新生
ポリペプチド鎖上にシグナル配列があると，それを
シグナル認識粒子（signal recognition particle, SRP）
が認識する（Fig. 2 A; a~b）．SRPはリボソームに働き
かけて，ポリペプチド鎖の合成を一時的に阻止し
（b），SRP受容体の存在する小胞体へとリボソームを
導く（c）．リボソームは膜上のトランスロコンに密
接に結合し，シグナル配列はタンパク質膜透過チャ
ネル「トランスロコン」へ受け渡される（c~d）．そ
の後，伸長するポリペプチド鎖は合成と同時に膜に
進入する（d）．

SRPからトランスロコンに移った疎水性セグメン
トはTMへリックスを形成する．その際，N末端側ま
たは C–末端側いずれかが膜の反対側へと移行する
（Fig. 2 B）．N–末端側が透過して，N–末端が小胞体
内腔（細胞外に相当）でC–末端が細胞質のトポロジ
ーを形成するものを 1 型シグナルアンカー配列
（SA–I）とよぶ．1型の命名は，この配向の膜タンパ
ク質を 1型とよぶ慣習であったことに由来する 3）．小
胞体型シトクロムP450ファミリーや，シナプトタグ
ミンファミリーのメンバーが代表的である．また，7
回膜貫通型膜タンパク質で大きなファミリーを形成
しているGタンパク質共役受容体（GPCR）の最初の
膜貫通セグメント（TM1）もその例である．逆に，
C–末端側が透過して，N–末端が細胞質でC–末端が
小胞体内腔のトポロジーを形成するものを 2型シグナ
ルアンカー配列（SA–II）とよぶ．この配向をもち内
腔のプロセシング酵素（signal peptidase）で切断を
受けるものはシグナルペプチドとよばれる．ポリペ
プチド上の正電荷は膜内へ進入するのを抑制し，疎
水性セグメントをはさんで反対側のポリペプチド鎖
を膜透過させる．いずれの配向のシグナルも小胞体
への標的化とトランスロコンチャネルへの進入開始
までの機構は同じである．
このメカニズムによらない一群の膜タンパク質も

存在する．すなわちC–末端に膜結合部分を有する膜
タンパク質の場合は，TM部分がリボソームから出る
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ときには合成が終結しているために，合成完了後に
膜に組み込まれる．このカテゴリーの膜タンパク質
の膜認識や膜組み込みについては，関与する因子な
どが大きく異なるためここでは触れない．

2.2 トランスロコンと膜タンパク質の膜組み込み

真核細胞の小胞体膜や原核細胞の形質膜にはタン
パク質膜透過装置が存在し，トランスロコンと呼ば
れている 2）．それぞれ相当する 3種のサブユニットが
構成する複合体が基本単位である．動物では Sec61
複合体（α，β，γ），出芽酵母では Sec61複合体
（Sec61p, Sbh1p, Sss1p），大腸菌では SecY複合体

（SecY, SecG, SecE）と呼ばれる．休止状態のSecY複
合体の結晶構造が明らかにされている 4, 5）．SecYの10
本の TMへリックスが親水性の孔を形成している．
細胞質側の開口部が直径 17Å，反対側が 14Åなのに
比べ，中央部分には3Åしかないくびれ部分が存在し，
全体では「砂時計型」構造を形成する．くびれ部分
には，疎水性アミノ酸がリング状に整列し，透過途
中のポリペプチド鎖と透過孔との間のすき間を埋め，
水やイオンなど低分子物質の漏れを防ぐと考えられ
る．細胞質側に突き出た大きなループはリボソーム
と相互作用すると考えられる 6）．前半後半の各 5本ず
つのTMセグメント（TM1～TM5とTM6～TM10）
が擬似対称性を示し，TM5とTM6の間が「ちょうつ
がい」部分となった二枚貝型構造をしている．ちょ
うつがいの反対側には，TM7とTM2で形成されたシ
グナルポケットがあり，横方向（膜平面方向）へ向
かう開口部となる．疎水性セグメントがここで認識
され，脂質相へ向けて離脱し TMセグメントとなる
と考えられている．また，短いαヘリックス（プラ
グへリックス）がくびれ部分にあり，休止状態時で
孔をふさぐと考えられる（Fig. 2 A）．くびれ部分は
狭く1本のポリペプチド鎖が通れる程度しかない．
トランスロコン孔は一つの SecY（Sec61）複合体

で形成されている可能性が高い．しかし，いくつか
の観察から，ポリペプチド鎖の透過孔はもっと大き
な（または柔軟な）構造をしているとの考えもあり
論争となっている．たとえば，小胞体膜トランスロ
コンでは機能状態では 40Åをこえる大きな親水性環
境が形成されるとの報告があり 7），またリボソームを
結合した Sec61複合体は開口部を近接させた二量体
を形成しているという報告 8）もある．このように，
Sec61チャネルはオリゴマー構造を形成してより高次
な機能を発揮する可能性が考えられる 9, 10）．

Sec61/SecY自体も典型的な内在性膜タンパク質で
あり，構造形成にはトランスロコン（自分自体）を
必要とする．生命が出現した時点でどのような関係
にあったか，進化との関連も興味深い．膜結合状態
にあるリボソームでは，ポリペプチド鎖は連続的に
トランスロコンにさらされる．トランスロコンは合
成途上のポリペプチド鎖の配列識別装置として作用
し，細胞質に放置するか，膜内に組み込むか，組み
込むならばC–末端側・N–末端側のどちらか，ある
いは完全に膜透過させるかを判別する．膜タンパク
質は，トランスロコンの存在を前提にして進化して
きたと言えよう．

Fig. 2 Functions of signal sequences. (A) Targeting of
ribosome to ER translocon. Signal recognition parti-
cle (SRP) recognizes signal sequence emerging
from ribosome (a~b), arrests polypeptide elongation
(b), targets the ribosome to ER translocon (b~c).
The signal sequence is released from SRP by SRP
receptor on ER and then recognized by the translo-
con (c~d), and penetrates into translocon (d).
(B) Signal sequence penetrating into translocon
mediates translocation of either N–terminal or
C–terminal portion and then forms transmembrane
topology. Positively charged residues inhibit the
translocation to eventually determine the orientation
of signal sequence. 
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3. シグナル配列作用の解析

3.1 正電荷をもつアミノ酸残基による配向決定

小胞体のトランスロコンへ達したポリペプチド鎖
は疎水性部分からトランスロコン孔へ進入する．こ
のときシグナル配列はSecYのシグナルポケットに収
容される．ここではSecYは脂質相へ開口可能であり，
シグナル配列は脂質分子にふれる状況にあると考え
られる．すなわち，トランスロコン孔を介して直接，
疎水性配列が脂質相に進入できるため極性層の障壁
が克服される．
このような合成に伴うポリペプチド鎖と膜との相

互関係を解析するには，細胞から抽出した試験管内
タンパク質合成系と，膵臓から調製した小胞体膜を
使用する．また，様々なアミノ酸配列の振る舞いを
調べるのに，系統的にデザインしたモデルタンパク
質遺伝子をDNA操作で作成し，酵素反応で RNAと
し，タンパク質合成反応に使用する．合成されるタ
ンパク質は，添加してある小胞体膜に高効率で組み
込まれ，配列デザインに応じて膜内トポロジーを形
成する．配列に糖鎖付加配列を入れておくと，糖鎖
の付加が起きる．この糖鎖付加を引き起こす酵素は
小胞体の内腔に存在するので，糖鎖付加された部分

Fig. 3 Control of orientation and translocation. (A~B)
Effect of positively charged residues on the orienta-
tion of signal sequence. In case of synaptotagmin II,
TM segment is followed by positive charges (K,
lysine residue). When the charges were exchanged
with uncharged polar residues, the orientation of
SA–I was converted to SA–II depending on the
changed–charge numbers. (C) SBP-tag was fused
to the N–terminus of model protein and synthesized
in the presence of SAv. The N–terminus transloca-
tion by SA–I can be arrested by SAv and can be
resumed by biotin. In the advanced stage, the sec-
ond glycosylation site is accessible to glycosylation
enzyme in the ER lumen (star mark). (D) The
model proteins were synthesized in cell–free system
in the presence of SAv. The products were mainly
nonglycosylated (closed circle) or monoglycosylated
(single open circle). The translocation was resumed
by biotin and the products were converted into
diglycosylated form after 60 min chase. (E) Time
course of biotin chase. (F) Effect of SAv concentra-
tion on the N–terminal domain translocation. When
Pro–residue was introduced into the signal-anchor
sequence at various positions (model proteins 1, 3,
and 4), the N–domain translocation became more
sensitive to SAv, whereas the N–domain transloca-
tion in the absence of SAv was not affected. 

が膜の内腔に達したことの決定的な証拠になる．タ
ンパク質合成の際に，放射ラベルしたアミノ酸を入
れておくと，合成されるポリペプチド鎖は放射ラベ
ルされ，電気泳動後のオートラジオグラフィーによ
って容易に検出される．
無細胞実験系を駆使して，アミノ酸配列と膜組み

込み傾向との関連が詳細に解析された．たとえば，
正電荷を持つアミノ酸残基は強力な膜配向決定作用
を有する．シナプトタグミン 2では，N–末端近くに
あるシグナル配列（SA–I）は，すぐ後ろにある多数
の正電荷によって配向を維持している（Fig. 3 AB）．
これらの正電荷の数を変化させると，その数に応じ
て段階的に配向が逆転する（Fig. 3 B）11, 12）．正電荷
の作用は疎水性配列から 20残基以上離れた場所から
も可能である 12）．トランスロコンは予想以上に広い
範囲の正電荷分布を識別して，ダイナミックな配向
決定作用を示す．

3.2 大きなドメインのトランスロコン孔の透過

SA–IIの場合には，リボソームから伸長してくるポ
リペプチド鎖が直接トランスロコンの孔に進入する
ので，特段駆動力の供給を受ける必要が無いと想像
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される（Fig. 2 B, SA–II）．一方，SA–Iの場合には出
来上がった部分が膜透過するために，何らかの仕組
みが必要であると考えられた．そこで，N–末端部分
にタンパク工学でよく研究対象とされるジヒドロ葉
酸還元酵素（DHFR）ドメインを融合して透過が調べ
られた．200アミノ酸残基以上の大きなドメインでも
この様式で膜透過できること，基質アナログを結合
させてDHFRドメインを安定化させると透過できな
いこと，すなわちこのドメインの透過には立体構造
がほぐれる（アンフォールドする）ことが必要なこ
と，大きなドメインの輸送自体にはATPなどの高エ
ネルギー化合物が不要なことなどが明らかにされ
た 13）．DHFRドメインへの基質アナログの結合で膜
透過を一時停止することができるようになり，膜透
過の素過程を解析できるようになった．200以上のア
ミノ酸からできた鎖がトランスロコン孔を動いてゆ
く過程に興味がもたれる．

3.3 膜透過を一時停止させて調べる

ポリペプチド鎖が膜に進入し，構造を形成する過
程の詳細を知るためには，途中で停止させて調べる
ことが欠かせない．DHFRドメインよりさらに容易
に，定量的に応答性よく再開可能な中間状態を形成
させるために，いくつかの試行の後，ストレプトア
ビジン結合ペプチドタグ（SBP–タグ）で理想的な制
御が可能であることが分かった（Fig. 3 C）9）．SBP–

タグはいわゆるディスプレイ手法で見出された 38残
基のペプチドタグで，ストレプトアビジン（SAv）に
高い親和性をもつ 14）．SBP–タグをN–末端に融合し
たモデルタンパク質を無細胞系で合成し膜組み込み
実験を行うと，SAvでN末端ドメインの透過が抑制
される（Fig. 3 C）．シグナル配列の前方にある2箇所
の糖鎖付加サイトはいずれも修飾をうけず（図中黒
丸），組み込みの初期段階（earlier stage）で停止す
る．SAvとの結合はビオチンを添加することによっ
て解除でき，それと同時に膜透過を高効率で再開で
きる．また．SBP–タグと SA–Iの間に 38アミノ酸残
基のスペーサーを導入すると，N–末端部分は細胞質
側に留め置かれているものの，後方は小胞体内腔に
まで到達して糖鎖付加を受ける，より進んだ中間状
態（advanced state）となる（Fig. 3 C，図中白丸）．
いずれの中間体も，無細胞合成されるものの中で主
要産物であり，ビオチンで定量的に再開できる真の
膜透過中間状態である（Fig. 3 DE）．
この系によって，SBP–タグ部分に作用する膜透過

の駆動力を見積もることができる．SA–I配列に近い
ときに比べ，38残基離れた状況では 10分の 1以下の
濃度の SAvで膜透過が抑制されることから，シグナ

ル配列からの距離に応じて，SBP–タグ部分にかかる
駆動力が変動することが明らかになった．さらに，
シグナル配列の疎水性配列部分のいくつかの部位へ
Pro–残基を導入すると，いずれの導入でも駆動作用
が低下することが示され（Fig. 3 F），シグナル配列自
体がタンパク質膜透過の実質的な駆動力を供給する
ことが初めて実証された 15）．最近，SA–IのH–セグ
メントはN–末端ドメインを内腔に引き込むと同時に
脂質環境に移行すること，その脂質環境での存在状
態がPro–残基の導入によって変化することも判明し
ている 16）．疎水環境への分配が，シグナル配列の駆
動力発生の主要要因であると考えられる 16）．これら
の透過制御系を使って，ポリペプチド鎖輸送の一分
子観察や，速度論的解析などが今後期待されよう．

4. マルチスパン膜タンパク質の膜組み込み

4.1 組み込み開始と停止による自律的な膜組み込み

一度膜結合型となったリボソームからトランスロ
コンに進入してゆくポリペプチド鎖に，二番目の疎
水性配列があると，膜透過はそこで停止し TMセグ
メントとなる（Fig. 4 A）．この膜透過停止作用でも，
疎水性セグメントが主要な決定要因であり，正電荷
をもつアミノ酸残基も寄与する 17, 18）．最近，アミノ
酸残基ごとに透過停止作用を定量化した成果が出さ
れ，「Biological Hydrophobicity Scale」が提唱され
た 19, 20）．脂質層への，ポリペプチド鎖の分配傾向が
膜組み込みを決定付けるとする彼らの主張は，単純
な膜タンパク質については妥当であろう．
このようにして，膜組み込みが停止した後，続く

三番目の疎水性セグメントが組み込みを再開し，次
の疎水性配列で組み込みが停止するということが繰
り返されて，マルチスパン型膜タンパク質が完成す
る（Fig. 4 B）．これは，細胞生物学・生化学の教科
書に書かれている単純化されたモデルである．疎水
性配列がトランスロコンを介して自発的に脂質相へ
分配され，いわば自律的に膜組み込みが進行する．
マルチスパン膜タンパク質ではこれとは対照的にそ
れ自体では膜脂質に移行し得ない配列が膜貫通状態
となりうることが少なからず見出される．これを，
我々は，「他律的膜組み込み」と称している．

4.2 他律的膜組み込み

マルチスパン膜タンパク質の組み込み途中で，N–

末端側を膜透過させるシグナル配列，すなわちSA–I，
が作用すると自発的には膜に進入できない「疎水性
の低いセグメント」が膜内に引き込まれ膜貫通セグ
メントとなりえる 2, 21）（Fig. 4 C，☆ 2セグメント）．
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この SA–I作用発揮のためには，後方のセグメント
（Fig. 4 C, b–セグメント）のN–末端側よりC–末端部
分に正電荷が多く偏り，配列自体の疎水性度が十分
高いことが必要である．この機構によれば，マルチ
スパン膜タンパク質ではすべての TMセグメントが
高い疎水性度をもっている必要がなく，『疎水性度の
低い膜貫通セグメント』が形成可能である 22）．低疎
水性膜貫通配列は特定の膜内配置をとらず，膜平面
に対して上下方向に様々な配置を取りうるようであ
る．このように，自体では膜内に配置されることが
できないセグメントが，他のセグメントの強力な組
み込み作用によって膜内に配置されることがある．
これまでの「疎水性セグメントが自発的に膜内に組
み込まれる」という概念と異なることから，疎水性
セグメントの「自律的膜内配置」に対して，この様
式を「他律的膜内配置（heteronomous positioning）」
と呼ぶこととした 21）．

この低疎水性セグメントの膜組み込み機構は赤血
球膜バンド 3タンパク質のトポロジー形成で見いださ
れた 22, 23）（Fig. 4）．赤血球バンド 3タンパク質の多数
の膜貫通セグメントのうち半数近くがこのような他
律的組み込み様式で膜内に配置されることがわかっ
てきた（Fig. 4 D）．その後複数の例が報告されて
いる．
こうして膜に引き込まれる部分は，リボソームか

ら一度細胞質側にむけ露出する（Fig. 4 E）．この部
分にSBP–タグ配列を導入すると，SAvによって膜へ
組み込みが抑制される．一方，自律的に連続的に膜
組み込みされる部分では，SBP–配列を導入してもそ
の部分の組み込みが SAvで抑制されることはない
（Fig. 4 E）．このように，小胞体ではリボソーム，シ
グナル配列およびトランスロコンが協調し，互いに
適切なタイミングで作用することによってポリペプ
チド鎖が膜に織り込まれる．

Fig. 4 Integration of multispan membrane protein into ER membrane. (A) Start and stop of membrane insertion of
hydrophobic segments. (B) Autonomous insertion of highly hydrophobic segments. The a–segment
caused insertion of its downstream, and then the marginal hydrophobic segment (star 1) is left on the out
side of the membrane. (C) Forced membrane insertion of marginal hydrophobic segment. If the b–seg-
ment mediates translocation of its N–terminus, its upstream marginal hydrophobic segment was forced the
TM topology (star 2). (D) Comprehensive examination of membrane insertion mode of the TM segments in
band3 protein. Forced membrane insertion mode is operative at multiple positions. (E) Exposure of inte-
grating polypeptide chain to cytoplasmic space. SBP–tag sequence being inserted by the upstream
start–transfer sequence is neither exposed to cytosolic side nor affected by SAv. In contrast, SBP–tag
sequence being inserted by the downstream SA–I (b-segment) is exposed to cytoplasm and trapped by SAv.
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5. マルチスパン膜タンパク質の組み込み中間状態

5.1 2本のポリペプチド鎖が膜透過中間状態を形

成できる

結晶構造から，トランスロコンではSecYの 10本の
TMセグメントによって狭い透過孔が形成されると考
えられた．確かに分泌タンパク質の膜透過や，単純
な膜タンパク質の膜組み込みは説明可能である．し
かし，多数の TMセグメントをもつマルチスパン膜
タンパク質の構造形成がいかに説明されるのかが課
題として残された．
そこで，無細胞系を使ってマルチスパン膜タンパ

ク質の膜組み込み中間状態を詳細に調べた．N–末端
にSBP–タグを配置して，SA–I配列（Ⅰ）の後方に 2
番目の膜組み込み配列（Ⅱ）を配置した（Fig. 5 A）．
終止コドンのないmRNAをタンパク質合成に使用す
ることで，C–末端をリボソーム内に固定した．終止
コドンのないRNAを無細胞合成に用いると，RNAの
末端まで翻訳された後も合成終結反応がおこらず，

ポリペプチド鎖は最後の tRNAに結合したままリボソ
ーム内にとどまる．産物には，三箇所の付加サイト
全てに糖鎖が付加した（Fig. 5 A, lane 2）．小胞体膜
（RM）を添加しない時の産物より糖鎖三本ぶん（6
kDa）大きいバンドが電気泳動で確認される．SAv存
在条件下で合成すると，N–末端の膜透過が抑制され
るものの，後方の膜組み込みが進み，一箇所糖鎖付
加産物（a–state）が検出された．また，SBP–タグを
38アミノ酸前方に離した場合には，SAv添加条件下
で，二箇所糖鎖付加体が主要産物となった（Fig. 5 B,
lane 3）．いずれの場合も，N–末端の透過が抑制され
ていても，後方（Ⅱ以下）の膜組み込みは影響され
なかった（Fig. 5; a–state and c–state）．さらにビオチ
ン添加によって，N–末端部分の透過が定量的に再開
できた（A, lane 5; B, lane 4）．いずれの中間状態でも，
トランスロコンに 2本の親水性ポリペプチド鎖が同時
に収容されているという驚きの結果となった．
実験するまでは，トランスロコンが一つの小さな

透過孔のみで構成されているのなら，N–末端の透過

Fig. 5
Two translocating hydrophilic segment can be
accommodated in translocon. (A) When the N–ter-
minus was fixed in earlier intermediate stage, the
downstream segment can be inserted into translo-
con. The N–terminal translocation can be chased
by biotin. The indicated model protein was synthe-
sized in vitro in the presence or absence of RM and
SAv. Aliquot was treated with endoglycosidase H
(EndoH). Aliquots were chased for 60 min in the
absence or presence of biotin. The a–state form
and b-state form are monoglycosylated and trigly-
cosylated, respectively. Glycosylation (open cir-
cle) and nonglycosylation (filled circle) of the
potential glycosylation sites are indicated. (B)
Even when N–terminus was fixed in advanced
intermediate stage, the downstream segment can
be inserted into translocon, and the second and
third potential sites were glycosylated. Two
hydrophilic segments span the membrane simulta-
neously. (C~F) Possible arrangements of translo-
con pores and polypeptide chain. Vertical views
are shown. Translocating chains (a and b) and
insertion signals (I and II) are indicated in various
arranged cram shell(s) of SecY. A single pore
might be enlarged to accommodate two translocat-
ing chains (C). Two pores cooperate to accommo-
date each translocating polypeptide chain (D and
E). Two SecY pores might be rearranged to form
large hydrophilic environment (F). 
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を抑制すると後方の膜組み込みも影響を受けると予
想していたので，これらの結果は驚きであった．N–

末端側の SA–Iが組み込み中間状態となりシグナルポ
ケットを占有しているときに，後方の組み込みが妨
げられないのである．さらに，これらの中間状態で，
N–末端部分のみならずC–末端部分の膜透過も可能
だった．また，膜透過途中の 2本のポリペプチド鎖に
システインを導入し部位特異的な架橋反応を行うと，
両方とも Sec61αサブユニットと架橋され，両者と
もトランスロコンの近傍に存在することが示された．
このようにして，トランスロコンは 2本の親水性ポリ
ペプチド鎖を同時に孔の中に収容できることがわか
った．最近，これらの中間状態にある 2本の親水性ポ
リペプチド鎖は，膜を貫通していながら水分子の存
在する（親水性）環境にあることも判明している 16）．

5.2 複数のトランスロコン孔が協調して作用する可能性

トランスロコンが結晶構造で見られたような狭い
孔なら，どのようにして透過途中の 2本の親水性ポリ
ペプチド鎖が受容されるのだろうか？ SecY単独で
は，よほど大きな構造変化がない限りこのようなこ
とは不可能に思われる（Fig. 5 C）．他の因子の付加
によって孔が大きくなるのか？複数の Sec61複合体
が集合して，大きな孔を形成するか（Fig. 5 F）？リ
ボソームと結合している機能最中の Sec61（SecY）
複合体は，二量体や 4量体などの会合体として観察さ
れることから考えると，複数のチャネルが協調して
機能しそれぞれがシグナルと透過ポリペプチド鎖の
組を受け入れるとも考えられた（Fig. 5 D and E）．こ
の仮説によれば，これまで多くの場面で観察されて

きたSec61（SecY）複合体の 4量体形成の意義が説明
可能であるし，私たちの見出した興味深い中間状態
も矛盾なく説明できる．また，低疎水性 TM部分を
持った複雑なマルチスパン膜タンパク質の膜組み込
みも説明できる．このように，複数の膜透過チャネ
ルが協調して機能するこのモデルは理想的な膜組み
込み装置としての構成ではないかと考えら
れる 9, 10）．

6. 正電荷とトランスロコンの中のダイナミクス

正電荷はシグナル配列が膜に進入を始める際に配
向を決定する （Fig. 6 A）．また，膜透過途上のポリ
ペプチド鎖では弱疎水性セグメントの膜透過停止を
促す 18, 25）．いずれの作用も，正電荷の膜透過抑制効
果によって説明可能である．最近，正電荷の作用を
さらに追求したところ，正電荷を持つアミノ酸の膜
透過抑制作用は疎水性セグメントとは独立しており，
単独でも透過を強く抑制できることが判明しつつあ
る（Fig. 6 B）．透過抑制によって，ポリペプチド鎖
は前方だけではなく後方へ向けた逆行も可能になり，
透過途中のポリペプチド鎖はトランスロコン孔をダ
イナミックに大きくゆらぎ，前後に運動できる．さ
らに，弱疎水性セグメントが一度小胞体膜内腔に露
出した後，60残基以上はなれた後方の正電荷の透過
抑制作用で，膜まで戻ることがあるとの知見が得ら
れつつある（Fig. 6 C）．このように，正電荷の効果
で，弱疎水性部分（あるいは非疎水性部分）が膜貫
通状態となる状況が次々に明らかになってきている．
マルチスパン膜タンパク質のかなりの TMセグメン
トが，単独では十分に膜組み込みできない弱疎水性
のものである．当然，機能性膜タンパク質では，疎
水性の高い部分のみならず，むしろ親水性の側面が
物質認識・輸送・変換などに重要だろうことは容易
に想像される．このような部分の構造形成過程が明
らかになりつつある．
トランスロコンの寄与によって自発的には膜内に

分配されない配列が膜貫通状態となり，最終的に膜
貫通セグメントとなりうる．これらの配列セグメン
トは脂質相に移行するまで，トランスロコンの親水
的環境に保持され，後に続いて合成される疎水性の
高いセグメントとの特異的な会合により，膜脂質相
への移行が可能となる．あるいは，異なるサブユニ
ットの膜貫通部分との会合で分子内部に隔離され，
脂質相への移行が可能となることも考えられる．ト
ランスロコンは弱疎水性セグメントの一時保持と会
合，成熟化を可能とするインタフェイスを形成して
いる 24）．

Fig. 6 Possible function of positive charges in nascent
polypeptide chain.  (A) During membrane insertion
of signal sequence, they resist insertion and retain in
the cytoplasmic side. (B) During translocation, posi-
tive charges slowdown the movement and transient-
ly allow dynamic rearrangement of polypeptide
chain. (C) Marginal hydrophobic segment can slid
back into membrane during the translocation arrest
by the positive charges.
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7. おわりに

小胞体では，リボソームから伸長してくる不定形
のポリペプチド鎖に対して，適切なタイミングで，
適切な因子が作用することによって，多様な膜タン
パク質が正確に構造形成する．これは，トランスロ
コンが存在することによって初めて可能となるプロ
セスである．今後，膜タンパク質構造形成の全容解
明，フォールディング以前のポリペプチド鎖ダイナ
ミズムの理解が進展するだろう．これらは，ポリペ
プチド鎖の新しいゆらぎ原理の解明につながる可能
性があろう．また，応用面では，膜タンパク質の完
成品を利用するだけではなく，新規機能性膜タンパ
ク質のデザインに向けた展開も進展する可能性があ
る．さらに，構造構築システムをプロトタイプとし
たリポソーム構築技術，機能性オルガネラや人工細
胞創成にチャレンジする道も開けてくるのではない
だろうか．今後の展開が楽しみである．
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