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アルテミアサリーナのリボソームに関する研究

第3報:2次元電気泳動法によるシストとノープリウスの

リボソーム蛋白質の比較およびリボソームの機能の検討
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Report III: Comparison of ribosormal proteins by using two-dimensional 

gel electrophoresis and ribosomal functions between cyst and 

nauplius
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Ribosomalproteinsfrom cystsandnaupliusofArtemiasalinawereanalysedbythree

kindsoftwo-dimensionalpolyacrylamidegelelectrophoresis. Acidic-SDSgelsystem (lst-

pH4.4,2nd-presenceorSDS)wasusedtocomparetheacidicribosomalproteinsofthecyst

andnauplius.Theacidic24-kilodaltonprotein(AX)ofAT･teTniacystsprovedtodisappear

inribosomesofthenauplius.Basic-aci血C(1S卜pH8.6,2nd-pH4.6)andbasic-SDS(ls卜pH8.6,

2nd-presenceorSDS)gelsystemswereusedtocomparetheribosomalbasicproteinsand

somechangesweredbservedbetweenthecystandnaupliusonS6,S14andL24. Thephospho-

rylationofS6protein wasincreasedinthenauplius.ThissuggeststhatAT･temiaS6mayrelate

toribosomalactivityofproteinsynthesis.Twobasicribosomalproteins(S14,L24)orthe

cystweremodiGedandtheirpositionsontow-dimensionalgelswereshiftedinthenauplius

ribosomes. Ribosomalactivitiesfortheformationof80S initiationcomplex with globin

mRNAsandpoly(Uトdependentpolyphenylalaninesynthesiswerecompared. Therewas

nosignificantdifferencebetweenthecystandnaupliusribosomes.
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略 語 表

エチレンジア ミン四酢酸

デオキシコール酸ナ トリウム

ジチオスレイ トール

ドデシル硫敢ナ トリウム

ポリウリジル酸

ミクロソーム上清

トリクロル酢酸

アルテ ミアサ リーナは特殊な成長過程を持っている.

すなわち,受精 した卵は卵胞中で成長し原腸腔のステー

ジに入るが,この時点で二つの成長過程が可能で,その

まま卵胸中で成長 し自由に泳ぎ回るノ-プリウス (ふ化

後最初の幼生形)になる場合と,原腸腰のステージで休

止状態に入 り硬い殻の中に閉 じこもることもできる.こ

の休止状態のシス トは,乾燥させておけば再び水分を与

えない限 り休止状態のまま保存できる.

休止状態のシス トは蛋白質合成活性を持たないが,

ノープ リウスになる時どんな変化が起こって蛋白質合成

を開始するのか,蛋白質合成に必要な成分である,リポ

ソーム1)2),mRNA3ト5㌦ 開始因子 (elF-26リ ,延長

因子 (EF-17)8),EF-29リ,アミノアシル tRNA 合

成酵素10)等について多 くの研究がなされてきた. リポ

ソームに関しては,シス トにも大量に存在 しているが,

ほとんどモノソームとして存在 しており,水分を与える

ことにより成長期にはいると5分以内にポリソームを形

成 し始め,15分で蛋白質合成を開始する1I2㌧ このよう

な急激な変化の原因として mRNA の活性の変化が考

えられており3ト5㌦ 特に ポ リ(A)mRNA の活性が成

長期で 6倍も上がるという報告3)もあるが,どのような

機構が存在 しているのかいまだ結論は得られていない.

一つの考え方は,mRNA が蛋 白質によって マス ク

されてインホーモソームを形成 しているという Spirin

の考え方11)であるが,アルテミアサリーナでもこのよう

な mRNPの存在が報告 されている12).またツメガエ

ル卵母細胞では,外から mRNA を注 入するとその

mRNA は比較的効率よ く翻訳されるが,それが内因

性の mRNA の翻訳を犠牲に して行われる】3) 即ち

mRNA が翻訳を開始するのに必要な因子があり,卵

母 細 胞 中で それ が限 られているとい う Lingrelと

woodlandの考え方14)で,その因子はおそらく mRNA

に翻訳される資格を与えるように働 くものであるとして

"リクルー ト因子"と呼ばれたが,本態は不明である.

その他,卵母細胞では母性 mRNA が外因性の mRNA

とは異なり,にわかには翻訳され得ない形で細胞質の特

別な領域 (compartment)に隔離されているという考

え方】5)もある.

しか しリポソームに何らかの変化が生 じ,mRNA や

mRNP との相互作用が損なわれている可能性も否定で

きないため,本研究ではアルテミアサ リーナのシス トと

ノープ リウスの リポソーム蛋白質を,3種類の 2次元電

気泳動法で比較し,また両 リボソームの蛋白質合成開始

複合体形成能とペプチ ド鎖延長反応活性について比較 し

た .

実 験 方 法

1. アルテミアサリーナのリポソームの調製

ノープリウスの調製は Moensと Kondoの方法 16)

に従い,15gのシス トを 2% NaCIO 溶液で 10分間

洗 った後,約 51iterの 0.6M NaCl, 0.01M KCl,

0.01M MgC12を含む溶 液中で24時間,室温 (25℃)

にてふ化させ,赤外線ランプで光をあててノープリウス

を集めることにより,シス トから分離収集 した｡集めた

ノープ リウスは蒸留水で洗った後,50mlの緩衝液 A

(9mM MgC12,70mM XCl,0.1mM EDTA,10mM

メルカプ トエタノ-ル,35mM Tris-HCIpH7.5)中

で,乳鉢を用いて低温室内 (4℃)にてす りつぶ した｡

このホモジネー トを 10,000Xg,15分間,4℃ にて遠心

した後,上清を 30,000Xgで 30分間遠心 L S-3016)

を得た｡S-30を 1% DOC と1% トリトン Ⅹ-100で

30分間処理した後,2M ショ糖を含む緩衝液 A に重層

し,250,000Xg,16時間遠心 して,総 リポソームを沈殿

として得た.得られた総 リポソーム (約 3mg)を0.4ml

の接衝液 Aで溶解後,25mM KCl,5mM MgCl2,

50mM γris-HClpH7.5を含む凸型 ショ糖密度勾配

中で,27,000回転/分,220分間,日立のRPS27ロ-夕-に

て遠心し, リポソームパターンを ISCOの密度勾配分画分

析装置で測定 し,モノソーム部分を除きダイマー以上の

大きさのポリソームを集めた.集めたポリソーム分画は,

250,000×gで16時間遠心 し沈殿にして回収 した.この

ポリソームを Blobelと Sabatiniの方法17)により,

ピューロマイシン一 高 KCl処理 し 80S リポソームを

畢離 した.

シス トからの 80Sリポソームの調製は,以前の著者

らの報告18)に従って行い,得 られたリポソームは 0.5M

KClにて洗浄した後使用した,

2. リポソーム蛋白質の電気泳動

シス トとノープリウスの リポソーム蛋白質を比較する
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ために,3種類の 2次元アクリルアミドゲル電気泳動法

による分析を行った.酸性蛋白質を比較するために,1

次元 pH4.4尿素,2次元 SDS存在下で行い19),また

塩基性蛋白質を比較するために,1次元 pH8.6尿素,

2次 元 pH4.6尿素20)と 1次元 pH8.6尿素,2次元

SDS存在下 18)で泳動 した.

3. 80S開始複合体形成反応

シス トとノープ リウスから得た リボソームを,Taka-

hashiとOgataの方法21)によりグロビン mRNA と

80S開始複合体を形成させ,その効率を比較した.

20mM Hepes-KOH pH7.3,50mM KCl,lmM

DTT,4mM Mg(OAc)2,1mM ATP,0.4mM

GTP,20mM クレアチンリン酸 ,3.75unitsクレアチ

ンキナーゼ,ア ミノ酸混液 (各々50J上M),pH5酵素

(約 100上土gの蛋 白質 と 5/上gの tRNA を含む)22㌦

10pmolのシス トまたはノープリウスより調製した 80S

リポソーム,ウサギ網状赤血球より得た開始因子の分画

ⅠとⅡ (各々約 120〟gの蛋白質量)23)から成る反応液

0.1mlに,ペプチ ド鎖延長反応を阻害するためにスバル

ソマイシンを 0.1mM の濃度になるように加え,30℃

で10分間保温後,Commerfordの方法 24】により 125Ⅰ

で標識 したグロビン mRNA (3×104cpm仙 02J上g)

と,場 合 によっては キャリアーの グロビン mRNA

(10pmol,2.2JLg)を加え,さらに 30℃ で15分間保温

した.グロビン mRNA は Takahashiと Ogataの

方法23)に従い,ウサギ網状赤血球より得た.次にこの

80S開始複合体を,40mM γris-HClpH7.5,70mM

KCl,7mM MgC12を含む 15-30%の直線ショ糖密

度勾配中で 50,000回転/分,80分間,4℃ にて,日立の

RPS50ローターを用いて遠心 した後分画し,各分画の

260nm の吸収を日立の分光光度計にて,放射活性をガ

ンマカウンター (Packard5260)にて測定した.

4. poly(U)依存ポリフェニルアラニン合成

シス トとノープリウスの リボソームのペプチ ド鎖延長

反応の効率を比較するために,TeraoとOgataの方

法25)により両者の poly(U)依存のポ リフェニルアラ

ニン合成括性能を調べた.poly(U)は Sigma社より

[14C]フェニルアラニン(522mCi/mmol)は Amer-

sham 杜より得た.

0.25M シヨ軌 50mM KCl,10mM MgC12,20mM

γris-HCl pH7.6,1mM ATP,0.25mM Gワp,

10mM グルタチオン,0.005% クレアチ ンキナーゼ,

10mM クレアチンリン酸,50FLg poly(U),0.1FLCi

[14C]フェニ ルア ラニ ン,30jLlラッ ト肝 SIOO(約
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0.6mgの蛋 白量),0.2,0.4または 0.6A260単位の

80S リポソームを含む反応液 0.3mlを 37℃ で 30分

間保温 した後, 10% TCA を 0.3ml加え反応を停

止し,90℃ で 10分間加熱後の不溶性成分をニ トロセル

ロースフィルター上に集め,5% TCA で洗浄後,乾燥

させ放 射 活性を液 体 シンチ レーシ ョンカウンター

(BeckmanLS3155T)にて測定 した.

結 果

1. リポソームパターンの比較

シス トとノープリウスの リボソームがポリソームを形

成 しているかどうかを調べるために,両者の リボソーム

パターンを比較した (図 1).シス トでは多 くの研究者

が認めているようにモノソームしか存在 しなか ったが

(図 1A),シス トを室温で24時間放置 したふ化後の総 リ

ポソームには,かな りの量のポリソームが形成されてい

ることがわかる (図 1B).このモノソームを除いたポリ

ソーム分画だけを集め,ピューロマイシン一高 KCl処

理し,ノープリウスからの 80Sリボソームと して用い

た.ポリソームの形成に関して Golubと Cleggは,

シストを30oCで保 温すると5分以内にポ リソームを形

成し始め 15分以内に蛋白質合成を始めると報告2)して

1.○ A

To■ bttpll

図 1 シス トとノープリウスの リポソームパターン

の比較

25mM KCl,5mM MgCI2,50mM TriS-HCI
pH7.5を含む10-46%の凸型ショ糖密度勾配中で

2oC,27,000rpm,220分間.日立の RPS27ロータ
ーにて遠心した後,ISCO の密度勾配分画分析装置

で A254を書かせた.

A:1.2A260単位のシス トの リボソーム

B:5A260単位のノープ リウスの総 リポソーム
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いる.

2.2次元電気泳動パターンの比較

シス トとノープ リウスの リポソームの酸件蛋白質を比

較するた桝 こ,両者の 80S I)ボソームより調製 した蛋

白質を,l次元 pH4.4.2次元 SDS存在下で電 気 泳

動を行-つた (図2).この条件 下では塩基性蛋白質の分

離はあまりよくないが,較件蛋白質はよく同定できる.

シス トの分子最24,000の酸性 蛋白質 AX が /-プ リ

ウスではまった く存在しないのかわかる (図 2A,B).

他の酸性蛋白質は全然変化を受けていないのi･こ,この蛋

白質だけが ノープ リウスにおし､て消失 していることがわ

か-つた.結果は示さなかったが,シス トの リボソームを

大小脚 立子をこ解離させた綾.各々の蛋白質を電気泳動 し

た結果よ(),AX は小亜粒子に存在することがわか っ

た.シストの リポソームは 0.5M KClで洗ってし､るの

で,この酸性蛋白質 AX は リボソーム蛋白質と考えら

れるが, リボソームに非常に堅 く結合 している非 リボ

ソーム蛋白質である=J能性も否定で きなし､.

塩基性の リボソーム蛋白質を比較するために,1次 jt

pH8.6,2次元 pI14.6尿素(図3A,B)と1次元 pH8.6,

2次元 SDS存在下(図3C,D)の 2挿頓の電気泳動を

行った.シス トとノープlJウスを比較した場合,全体的

な電気泳動パターンにさほど大きな違いは見られないが,

個々の蛋白質を比較 した場合 S6,S14,L24の 3つの蛋

白質において若干の違いが見られる.S6は 真核細胞の

リポソーム蛋白質の中で燐酸化を受ける蛋F]質であるが,

ノープ リウスにおし､て,この S6の位置から原点よりに

スポッ トが見られることから,燐酸化を受けていること

がわかる (図3B).シス トの リボソーム蛋 白質 も調製

によっては.まれに燐酸化スポットを認めることもある

が,ノーブ リTlJスの場合再現性よく燐酸化されている.

Takeshimaと Nakanoは.ウニの未受 精卵と受 精

卵の リボソーム蛋白質を比較 して,アルテ ミ了の S6に

相当する S7が受 精卵で燐 酸化を受けていると報誓 26)

している.S14は シストでは明確 なスポ ッ トであるが

(図3A,C),ノープリウスでは同 じ位置にスポットはな

く.そこよりやや塩基性よ()に不明瞭なスポットがLL-1J.現

している.図3D において,2次元日の SDS存在 下に

おける泳動度が違わないことより,この蛋t:]質はLJ)子景

的には変化を受けてし､ないことがわかる.また L24に

ついては,ノープ リウスでシス トの場合よりやや酸性側

SDSゲルで比較すると分子量的にも若干小さくなって

いるようである (図3D). しかしシス トの S14,L24

図 2 1次元 pH 4.4-2次元 SDS存在 下(')ナJLシステムに上る, リボ･ノーム蛋白質の

2次元電気泳動パタ-ンの比較

A:シストの ])ボソーム嘉臼田 (60/Lg)
B:/-ブr)T7ての りボソーム景IL潤 (6O/Lg)
矢印は シストcJlリボソ-ム蛮臼田 AX の位置を示す.
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図 3 塩基性 リポソーム蛋白質の 2次元電気泳動法による比較

A,B:1次元 pI･18.6-2次元 pH4.6の陳素ゲルシステム

C.D:1次元 pri8.6-2次TtSDS存在下のゲ′レシステム

A,C:シストの TJボソ-ム嘉白質 (6OILg)

矢印はシストのスポット

とノ-プ リウスでシフ トして出現Lた蛋白質が互いに相

当するものであるかどうかは,ペプチ ドマップ等による

詳細な検討を必要とする.

3.80S開始複合体の形成能

シストとノープ リウスの リボソームの機能に差がある

かどうかを検討するために,まず東和 こリボソーム上で

に比べて変化のあるスポットを示す.

の蛋白質隼合成の開始反応の効率に過し､があるかどうか

調べた.すなわちリボソームに.開始F,i応iこ必要な的

子21'と 1251で標識 したゲロビン mRNAを反応させ.

遠心により 80S領域に くる nlRNAの放射活性を比

較した (図 4).対照として開始嗣子非存在下での結果

(図4A,D)を示 した. また, リボソームと標識された
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図 4 125Ⅰで標識したグロビン mRNA による 80S開始複合体形成能の比較

Takahashiと Ogataの方法21りこより,125Ⅰで標識したグロビン mRNA と 80S開始複合体を形成

させた後,15-30%の直線ショ糖密度勾配中で 50,000rpm,80分間,4oC にて日立の RPS50ロータ-を
用いて遠心した後分画し,各分画の 260nm の吸収と放射活性を比較した.

A,B,C:シス トから調製したリポソーム (10pmol)を用いた場合
D,E.F:ノープリウスから調製したリボソーム (10pmol)を用いた場合
A,D :開始因子非存在下

B,E :キャリアーのグロビン mRNA 非存在下

C,F :キャリアーのグロビン mRNA (10pmol)存在下
●一一一 :260nm の吸収

0- 0 :125Ⅰの放射活性

3

0.2 0.4 0.6

Ribosome(2600.D.Unit)

図 5 poly(U)依存のポリフェニ ルアラニン
合成活性能の比較

Teraoと Ogataの方法25)により, リボソーム

のpoly(U)依存のポリフェニルアラニン合成活性
能を 〔1℃〕フェニルアラニンの取 り込み量により

比較した.各々 0.2,0.4,0.6A260単位のリポソー
ム量を用いた.

〇一〇:シス トから調製した リポソームを用いた

場合

△-△ :ノープリウスから鋼製したリポソームを

用いた場合



剣持: アルテミアサリーナの リポソームに関する研究 (第 3報)

mRNAとの結合が非特異的でないことを確かめるた

めに,標識していないグロビン mRNAを リポソーム

と等モル加えた (図 4C,F).開始因子非存在下では.

両者のリポソーム共に 80S開始複合体は形成されず,

開始因子に特異的に複合休を形成していることがわかる

(図 4B,E).またキャリアーの mRNAを加えて リポ

ソームとのモル比を等しくした場合,シス トでもノープ

リウスに匹敵する量の 80S開始複合体を形成していた

(図 4C,F).このことよりシス トとノープリウスのリポ

ソームは,外から加えた外来の裸の mRNA について

80S蛋白質JLLD成開始複合体の形成聖は変わらないと考

えられた.

4.poly(U)依存ポリフェニルアラニン

合成活性

蛋白質合成の 80S開始複合体形成能に両者 リポソー

ム間にほとんど差がないことがわかったので,次にポリ

ペプチド鎖延長反応に差があるかどうかを調べるために,

poly(U)依存のポリフェニルアラニン合成能を比較し

た.図5に示したように,両者の 〔14C〕フェニルアラニ

ンの取り込み量はほぼ同程度であることより,シス トと

ノープリウス共に,リボソームのポリペプチド鎖延長反

応に関する活性はほとんど変わらないと考えられた.

考 察

Hultinと Morrisの報告1)と同様に,アルテミア

サリーナのシス トはポリソームを全く含まず,リポソー

ムはすべてモノソームとして存在していることがわかっ

た (図 1A).このシストを室温で食塩水等に浸すだけで

ポリソームが形成されること,すなわち休止状態が解か

れて蛋白質合成が開始するということは非常に興味ある

ことである.本研究はこの現象をリボソームの側面から

調べることを試みた.

シス トとノープリウスの リポソーム蛋白質の 2次元電

気泳動による解析により,4種 頬の蛋白質 S6,S14,

L24,AX が変化を受けていることがわかった.S6

の燐教化に関しては,今までにラット肝を始め Hela

細胞やマウスの 3T3細胞等で多くのグループによって

精力的に研究されてきた27ト 30).最近,培養細胞に血

清やインシュリンまたは成長因子を加えて増殖を盛んに

した場合,S6のセリン残基が多重的に燐酸化されるこ

とが報告されている31ト 34㌦ また S6は,ラット肝 リポ

ソームで大小亜粒子の境界面にあり L24と隣接してい

ることや35㌦ mRNAと相互作用があること等36) が

我々の研究室で明らかになっており,その燐酸化により
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mRNA との相互作用が変化することも考えられる.

実際 Burkhardと Traughにより,それを示唆する

結果も得られている37).本研究でも,蛋白質合成が開

始されたノープリウスの S6のほうが,シス トに比べ

て燐酸化を受けやすいという結果を得ている点,上述の

ことと考え合わせると,S6の燐酸化は蛋白質合成活性

と何らかの関係を持つ可能性が考えられる.しかしイー

ス トの リポソーム蛋白質では S6に相当する SIO蛋白

質の燐酸化は,成長に必要ではないという結果38)も得

られており,尚今後の研究が待たれる.

酸性蛋白質 AX に関しては,これがノープ リウスの

場合に欠けている点に興味が持たれる. AX は 0.5M

KClで洗浄したシス トの リポソームにも存在すること

から,リポソーム構成成分と考えられるが,リポソーム

を大小亜粒子に解離させその蛋白質を分析した場合,小

亜粒子に存在するが量的に非常に少なくなることから,

リポソーム蛋白質でない可能性もある.その場合,シス

トの 80S リポソームに非常に強く結合している蛋白質

があり,これがノープリウスで外れてくると考えられる.

このことより,これはシス トで蛋白質合成を負に調節し

ている蛋白質である可能性が考えられる.尚これに関連

して,Tetrahymenathermophilaが熱ショックを受

けたとき,熱ショック蛋白質以外の大部分の蛋白質合成

が停止するが,このとき分子量 22,000の蛋白質が リポ

ソームの小亜粒子に結合していること.またこれを低温

下にもどすと,蛋白質合成の開始と共に リポソームから

外れてくることが報告されている39).AX も小亜粒子

に存在することが認められており,分子量も 24,000で

あることから類似性も考えられ興味ある所見であるが,

尚今後の研究による分野であろう.

塩基性蛋白質 S14と L24は,シス トとノープ リウ

スを比較した場合,その蛋白質スポットの位置が 2次元

電気泳動ゲル上で若干移動していることがわかった.し

かしノープリウスにおいてシフトして新たに現れたス

ポットが,シス トの蛋白質に対応するものであるかどう

かは断定できない.Takeshimaと Nakanoは,ウニ

の受精卵と未受精卵のリポソーム蛋白質を比較して,4

種類の蛋白質 S16,S19,L19,L31が修飾を受けて 2次

元電気泳動ゲル上で位置が移動し,蛋白質 S了が燐酸化

を受けると報告している26).彼 等は.これらの変化は

受精後 30分以内に起き,この時間ではまだ新 しく合成

された rRNAや リポソーム蛋白質がそれほど多 くな

いと考えられるため,翻訳後に起こる修飾による変化で

はないかと推測し,蛋白質の修飾は翻訳そのものを調節
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するのではなく,活性のあるリポソーム構造を形成する

ためのものと推論した.アルテミアサリーナの場合に起

こるリポソーム蛋白質の変化も,そのような役割を担っ

ている可能性はあるが,結論は尚今後の研究を必要とす

る.

リポソームの機能に関して,蛋白質合成開始反応とペ

プチ ド鎖延長反応の2点について,アルテ ミアサリーナ

のふ化前後で比較したが顕著な差は認められなかった.

なぜシス トにおいて蛋白質合成が行われていないかとい

う点に関して,mRNA が蛋白質と複合体 (mRNP)

を形成することによりマスクされて,翻訳が起こらない

という Spirinの考え方llIが最も妥当と考えられる.

事実アルテミアサリーナのシス トの場合,mRNA が

mRNP複合体として存在することや12㌦ この mRNP

では小麦膝の無細胞系において翻訳が起こらないことが

知られている40).また,この複合体中に低分子 RNA

があり,この RNA が mRNA の翻訳を阻害すると

いうことが報告されているが川,最近この mRNPに

ある阻害物質が精製されて,この物質は 85±2ヌクレオ

チ ドの RNA と分子量 64,000の蛋白質からな り,複

合体の大きさは5-6Sで分子量が 84,000±6,000であ

ることが報告され,阻害はこの低分子 RNA によるが,

RNPのほうが遊離の RNA より阻害効率がよいとい

うことが示された421.しかしこの RNA 或いは RNP

での阻害の様式や,これがシス トからノープ リウスに

なったときにどのようにして除かれて行くのか,また前

述の AX との関係等について今後の問題として残され

ている.

要 約

アルテミアサI)-ナのシス トのリポソーム蛋白質と.

ノープリウスのポリソームより得たリポソーム蛋白質を

3種類の 2次元電気泳動法で比較し,また両 リポソーム

の蛋白質合成開始複合体形成能とペプチ ド鎖延長反応活

性について比較した.リポソームの酸性蛋白質を比較す

るために,1次元 pH4.4-2次元 SDS存在下で電気泳

動を行った結果,シス トに存在する分子量 24,000の酸

性蛋白質 AX が,ノープリウスの リボソームには全 く

存在しなかった.また塩基性蛋白質を比較するために,

1次元 pH8.6-2次元 pH4.6尿素と1次元 pH8.6-

2次元 SDS存在下の2種頬の電気泳動を行った結果,

S6,S14,L24の3つの蛋白質に若干の変化が見られ

た.S6はノープリウスにおいて燐硬化を受け易くなっ

ており,このことは S6の燐酸化がアルテ ミアサリ-

ナ忙おいても,リボソームの蛋白質合成活性と何らかの

関係を持つ可能性があることを示唆している.シス トの

S14と L24はノ-プリウスにおいて修飾を受け,2次

元ゲル上での位置がシフトしていた.リポソームの,グ

ロビン mRNA との 80S開始複合体形成能とpoly(U)

依存のポリフェニルアラニン合成能を比較したが,シス

トとノープリウス間であまり差は認められなかった.

稿を終わるに臨み,御指導,御校閲を賜った緒方規矩

雄教授に深謝いたします.実験面で御協力いただいた生

化学第一教室の高橋由明博士に感謝いたします.また研
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