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Transpolyisoprene (TPI) is a natural rubber produced in higher plants. The biomass elastomers can be used in
industrial applications as rubber, polymers, and chemical and medical products. Especially, TPI have been recently used
as 3D printer filaments and golf ball coverings. However, the amount of TPI in the plant tissue limits their use; therefore,
increase in TPI amount in plants will give new values in industrial applications.
Although previous expressed sequence tag analysis of Eucommia ulmoides identified five candidate genes
(TPT1-5) responsible for synthesis of TPI, the molecular mechanism of TPI synthesis is still unknown. In this study, we
designed expression constructs of TPT1-5, expressed, purified these enzymes for crystallization, collected the X-ray
diffraction data, determined the structures, and made the mutants for functional analysis. Functional analysis and
structural comparison of these enzymes shows that novel dimeric architecture of the enzyme enable production of ultra
long chain TPI, despite the apparent homology with the monomeric architecture among these enzymes. Structure-based
mutational study suggests how TPT elongates the ultra long-chain TPI.
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図 1 TPI 生合成経路
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。

図 2 TPT 候補遺伝子の結晶

得られた結晶の X 線回折実験を大型放射光施設
SPring-8 において行ったところ、最大分解能 2.5 Å 程
度の X 線回折強度データの収集に成功した。
続いて、
既知の FPS の立体構造を用いて分子置換法による位
相決定を行った。その結果、TPT および FPS ともに
立体構造を決定することができた（次頁図 3）
。
構造解析の結果、TPT および FPS ともにホモダイ
マーを形成していることが分かった。単量体は 14
本のαヘリックスからなり、ダイマーの界面では、
ヘリックスバンドルが形成されていた。また、両酵
図 1 TPT 候補遺伝子のアフィニティークロマ
トグラフィーの精製結果（上）、および得られ
た酵素の純度の高さを示す SDS-PAGE の結果
（下）
。
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図 4 TPT（左）と FPS（右）のモノマー構造
の比較。ダイマー界面での α ヘリックスの構
造変化を赤点線で示し、分子表面に存在する
TPT のみ見られたループの突出を黒点線で
示した。
ダイマー界面で大きく構造が異なっていることは、
この構造変化が隣接分子に影響を与えることを示し
ている。両酵素の一つのサブユニットを同一方向か
ら観察すると、隣接分子の相対位置が違うことが分
図 3 TPT の立体構造（上）と FPS の立体
構造（下）。活性残基であるアスパラギ
ン酸残基を紫色でそれぞれ示す。
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