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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 

 

Qβウイルスは一本鎖の RNA をゲノムとして有するウイルスであり、QβレプリケースによってそのＲＮＡ

ゲノムの複製・転写を行います。Qβレプリケースは Qβウイルスゲノム RNA 上にコードされているＲＮＡ

依存的ＲＮＡ合成酵素（βサブユニット）、宿主由来の翻訳伸長因子ＥＦ-Tu、ＥＦ－Ｔｓ、およびリボソ

ームタンパク質Ｓ１から構成されます。QβレプリケースによるＲＮＡ複製・転写活性にはβサブユニット

と宿主由来の翻訳因子ＥＦ-Tu、ＥＦ－Ｔｓとが三者複合体を形成することが必要であることが知られてい

ます。しかしながら、これらの翻訳因子の、翻訳伸長過程における確立した機能を越えた役割、すなはち、

ＲＮＡ合成における役割は明らかにされていませんでした。 

本研究課題では Qβレプリケースのコア複合体（βサブユニット、宿主由来の翻訳伸長因子ＥＦ-Tu、ＥＦ

－Ｔｓ）の複合体形成分子機構を解明するために、コア複合体の X 線結晶構造解析を行い、構造を決定し

ました。この解析から、ＥＦ-Tu、ＥＦ－Ｔｓはβサブユニットと疎水的相互作用し、その結果、コア複合

体の中のβサブユニットの活性触媒コアの構造が維持されていることが明らかになりました。また、生化

学的解析から、ＥＦ-Tu、ＥＦ－Ｔｓとβサブユニットの相互作用は、コア複合体形成に必要であることを

示し、ＥＦ-Tu、ＥＦ－Ｔｓがシャペロン機能を有していることを明らかにしました。鋳型ＲＮＡ、合成さ

れたＲＮＡ、付加されるヌクレオチドのコア複合体活性部位へのモデル構築から、ヌクレオチドおよび鋳

型ＲＮＡの活性部位へ通じるトンネルを同定しました。また、このモデルから、コア複合体内のＥＦ-Tu

が、ＲＮＡ合成のプロセッシブなＲＮＡ伸長反応を促進する“Ｍｏｄｕｌａｔｏｒ”としての、翻訳過程

での役割を越えた、新たな機能を有する可能性を提示しました。 
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欧文概要 ＥＺ 

 

Replication and transcription of viral RNA genomes in the host cells rely on host-donated proteins. In 
some RNA viruses from eubacteria, plants and animals, the virus-encoded RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) 
forms a complex with host-donated translational factors .In the 1960s~1970s, early days of molecular biology, 
EF-Tu and -Ts were found to be essential host-donated subunits of the replicative RNA-dependent RNA polymerase 
(RdRp, β-subunit) complex, Qβ replicase, of the Qβ virus, which infects Escherichia coli. The formation of a 
complex of the virus-encoded RdRps with the host-donated translational factors is essential for RNA replication and 
transcription of viral genomic RNAs in the host cells.  

In this study, we present the crystal structure of the active core Qβ replicase, comprising the β-subunit 
(RdRp), EF-Tu and -Ts. The β-subunit has a right-handed structure, and the catalytic palm domain structure is 
similar to the corresponding domain of other RdRps. The tight EF-Tu:EF-Ts binary complex maintains the structure 
of the catalytic core crevasse of the β-subunit, through extensive hydrophobic interactions between the finger and 
thumb domains of the β-subunit and domain 2 of EF-Tu and the coiled-coil motif of EF-Ts, respectively. Thus, 
EF-Tu and -Ts have chaperone-like functions in the assembly and maintenance of the structure of the active core Qβ 
replicase. The structure of the core Qβ replicase revealed two distinct tunnels leading to the catalytic site of the 
β-subunit. One tunnel allows the access of an incoming nucleotide and the other is for the access of the template 
RNA to the catalytic site. Modeling of the template RNA, the growing RNA and the incoming nucleotide in the 
catalytic site of the core Qβ replicase showed that the structural changes of double-stranded RNA and EF-Tu:Ts 
should accompany the processive RNA polymerization. Thus, the host translational factors are also required for the 
processive RNA chain elongation during the replication and transcription of viral genomic RNAs. 
 
 

 


