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4.a.1 チラコイド膜上のタンパク質複合体

酸素発生型光合成の電子伝達系の成分は，シアノバク

テリアや葉緑体のチラコイド膜に存在する．これらの成

分として，チラコイド膜のストロマ側の表面に結合する

フェレドキシン（Fd）とフェレドキシンNADP還元酵素

（FNR），ルーメン側の表面に結合するプラストシアニン

（Pc）やシトクロムc(Cyt.c）などの可溶性タンパク

質，チラコイド膜の脂質二重層中に存在するプラストキ

ノン，および系1（PSI），系2（PSII），シトクロム b f

（Cyt.b f）などのチラコイド膜内に埋め込まれた多数の

ポリペプチドから構成される複合体がある．これらの複

合体を精製するには，チラコイド膜を界面活性剤で可溶

化し（３章６．g），カラムクロマトグラフィーなどの生化

学的な精製操作が必要である．チラコイド膜上には，光

合成電子伝達系の成分の他に，ATP合成酵素も多量に

存在し，電子伝達系の複合体を精製する時に混入してく

る．

4.a.2 系１複合体の機能と構造

系１は光を利用してPcもしくはCyt.cを酸化しFd

を還元する反応を触媒する．系１に含まれる電子伝達成

分は，初期電子供与体P700(Chl a とChl a’のヘテロ二

量体），初期電子受容体A (Chl a），電子受容体A (ナ

フトキノンであるフィロキノンもしくはメナキノン），

F (4Fe-4Sの鉄硫黄中心），F とF (4Fe-4Sの鉄硫黄

中心）である（図1) ．その他に，アンテナとして機能

するChl a とβ-カロテンおよび脂質が存在する．

系１複合体は10以上のサブユニットと100以上のコ
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Photosystem I catalyzes a light-induced electron transfer from plastocyanin or cytochrome cto ferredoxin and
 

forms chlorophyll-protein complex consisting of more than ten subunits and one hundred cofactors.In this
 

chapter,biochemical purification of photosystem I complex by sucrose density gradient ultracentrifugation and
 

DEAE column chromatography is described.
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図1：系１電子伝達成分の配置
６分子のChl a，２分子のフィロキノン（ビタミンK），３つ
の4Fe-4S中心の空間配置を示す．Chl a とフィロキノンは対
称的に配置される．効率は異なるが，P700からF までのい
ずれの電子伝達成分も反応に関与すると考えられている．

３章 単離・精製・活性測定

４．タンパク質複合体の単離
a．系１複合体の精製法

系１複合体は，チラコイド膜に存在し，多数のサブユニットとコファクターから構成される超分子複

合体である．光エネルギーを利用して，プラストシアニンもしくはシトクロムcからフェレドキシン

への電子伝達反応を駆動する．本章では，系１複合体を可溶化したチラコイド膜から精製する方法を

紹介する．



ファクターから構成されている．シアノバクテリアと植

物の複合体の機能と構造はよく保存されている ．表1

にシアノバクテリアと植物の系１サブユニットの組成を

まとめた．両者は10種のサブユニットPsaA-F，I-Lを共

通にもつ．主な相違は，シアノバクテリアにはPsaMと

PsaXがあり，植物にはPsaG，PsaH，PsaN，PsaOが

ある．シアノバクテリアの系１複合体と高等植物のPSI-

LHCI複合体の結晶構造がそれぞれ2.5と3.4Åの分解

能で決定された（図2) ．

シアノバクテリアの系１複合体は三量体を形成する

が，高等植物や藻類の系１複合体は集光性クロロフィル

タンパク複合体（LHCI）を結合する単量体である．温和

な界面活性剤でチラコイド膜を可溶化すると，シアノバ

クテリアからは三量体の複合体が，高等植物や藻類から

はPSI-LHCI複合体が単離される．一般的には，PSI-

LHCIからLHCIを取り除くには，比較的強い界面活性

剤を使用する必要がある．LHCIのPSIへの結合は，生

物種によっては弱いものもあり，精製の過程で遊離する

ことがある．

系１サブユニットのうち，PsaAとPsaBは相同性を

もつサブユニットで，ヘテロ二量体の反応中心を構成す

る．電子伝達成分のうちP700，A，A，F および多く

のアンテナChl a とβ-カロテンを結合する．この反応中

心複合体は構造が安定で，SDSのような強いイオン性の

界面活性剤で低温処理しても解体されにくい．このこと

から，グリーンゲル（Green Polyacrylamide Gel Electro-

phoresis）と呼ばれる低温で行うSDS-ポリアクリルア

ミドゲル電気泳動では，PSIはCPIと呼ばれるクロロ

フィルタンパクとして分離される．最終電子受容体であ

るF とF はPsaCに結合している．PsaCは反応中心

のストロマ側に結合し，それを覆うようにPsaDと

PsaEが存在し，Fd結合部位を形成する．PsaFは膜を貫

通するヘリックスを１つもち，残りの親水領域は反応中

心のルーメン側に存在し，Pc結合部位を形成する．この

サブユニットの近傍に膜貫通へリックスをもつPsaJと

ルーメン側に存在する表在性のPsaNが存在する．結晶

構造によるとPsaNは反応中心よりLHCIに接近した

場所に存在する．

反応中心のストロマ側およびルーメン側に存在する表

在性サブユニットの他に，反応中心の疎水領域の外辺部

に膜貫通へリックスをもつサブユニットが存在する．

PsaH，PsaI，PsaLはLHCIの結合部位の反対側に存在

する．PsaIとPsaLは反応中心に直接結合し，PsaHは

その外側に結合している．PsaHは三量体を形成するシ

アノバクテリアの系１複合体には存在しない．結晶構造

には存在しないが，高等植物にはこの近傍にPsaO と

PsaP が存在すると考えられている．PsaH，PsaLと

PsaOはステート遷移に関与すると考えられている．そ

の他に，PsaKとPsaGが高等植物には存在し，４量体

LHCIの両端に位置し，その構造の安定化に関与すると

考えられている．LHCIが存在しないシアノバクテリア

ではPsaKのみが存在する．

4.a.3 系１複合体の精製

系１複合体はチラコイド膜上に存在するため，精製の

ためにはシアノバクテリアや高等植物および藻類の葉緑

体からチラコイド膜を単離する．チラコイド膜標品から

細胞壁，核酸およびデンプンなどの夾雑物をあらかじめ

除いておくと，チラコイド膜の可溶化効率を高め，最終

系１の精製

図2：系１複合体の構造
（上）シアノバクテリアのPSI複合体の構造 ，（下）植物の
PSI-LHCI複合体 ．膜貫通ヘリックスをもつサブユニットは
リボンで，表在性サブユニットはボールで示した．シアノバク
テリアにはPsaMとPsaXが存在するが，植物にはPsaG，
PsaHとPsaNの他に４つのLHCI（Lhca1-4）が存在する．
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標品への夾雑物も減らす効果がある．EDTAやNaBrな

どで処理すれば，チラコイド膜から表在性タンパク質や

ATP合成酵素を除くことができる．ATP合成酵素は系

１標品に混入すると完全に取り除くことが難しいので，

あらかじめチラコイド膜から除去しておくことは重要で

ある．

チラコイド膜を界面活性剤で可溶化するときに用いる

界面活性剤の選択は重要である（３章６．gを参照）．一般

にイオン性界面活性剤を使うと，構成サブユニットが脱

落したり，光合成色素が遊離したり，活性が低下したり

することがある．逆に余分なサブユニットを取り除きた

い時には有効である．系１複合体の精製によく使われる

のは，非イオン性界面活性剤である．構造と活性に対し

て温和で，イオン交換クロマトグラフィーや等電点電気

泳動などの精製手法も利用できる．最もよく使われてい

る信頼性の高い界面活性剤はドデシルマルトシドであ

る．系１の構造や活性に対して温和であり，チラコイド

膜の可溶化効率も優れている．以前よく使われたTriton
 

X-100は安価であるが，クロロフィルなどの色素の結合

や吸収スペクトルを変化させることがある．ジギトニン

はタンパク質の構造や活性に対して温和であるが，高価

で可溶化効率が低く，生物材料によっては系１複合体の

可溶化には利用できない．

可溶化したチラコイド膜から系１複合体を精製する時

によく使われる方法は，ショ糖密度勾配超遠心法，陰イ

オン交換クロマトグラフィー，ゲルろ過クロマトグラ

フィーなどである．その他に，Isoelectric Focusingやヒ

ドロキシアパタイトクロマトグラフィーが考えられる

が，あまり用いられていないので，ここでは触れない．

ショ糖密度勾配超遠心法は，超遠心機とスウィング

ローターを使用する．アングルローターでも分離は可能

で，遠心時間は大幅に短縮されるが，分離は悪くなる．

ショ糖密度勾配超遠心法の利点として，不溶性の夾雑物

が遠心チューブの底に沈殿するので，容易に取り除くこ

とができる，タンパク質がバンド状に分離されるので希

釈されない，操作が簡単である，などがある．欠点とし

ては，遠心に時間がかかる，多量のサンプルの分離に向

かない，などがあげられる．

陰イオン交換クロマトグラフィーには，DEAEと

MonoQがよく用いられる（３章６．f）．溶出溶液中の塩

（例えばNaCl）濃度を増加させて分離するので，塩濃度

を高くすると遊離するサブユニットを保持したまま複合
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表1：系１複合体のサブユニット組成

サブユニット 遺伝子の場所 膜貫通へリックス 機能 保持する生物種

psaA 葉緑体 11 反応中心 共通サブユニット

psaB 葉緑体 11 反応中心 共通サブユニット

psaC 葉緑体 ０ 鉄硫黄中心 共通サブユニット

psaD 核 ０（ストロマ側) Fd結合 共通サブユニット

psaE 核 ０（ストロマ側) Fd結合 共通サブユニット

psaF 核 １ Pc結合 共通サブユニット

psaG 核 ２ LHCIの安定化 植物，藻類

psaH 核 １ ステート遷移 植物，藻類

psaI 葉緑体（核） １ 共通サブユニット

psaJ 葉緑体 １ 共通サブユニット

psaK 核 ２ LHCIの安定化 共通サブユニット

psaL 核 ３ ステート遷移 共通サブユニット

psaM シアノバクテリア １ － 主にシアノバクテリア

psaN 核 ０（ルーメン側) 植物，藻類

psaO 核 ２ ステート遷移 植物，藻類

psaP 核 ２ リン酸化 植物

psaX シアノバクテリア １ ３量体の安定化 シアノバクテリア

Lhc1 核 ３ 集光 植物，藻類

Lhc2 核 ３ 集光 植物，藻類

Lhc3 核 ３ 集光 植物，藻類

Lhc4 核 ３ 集光 植物，藻類

植物，藻類における機能



体を精製したいときには注意が必要である．一般的に使

われているのは，ポリマーの支持体をもつ担体（TOSO

のDEAE Toyopearlなど）である．以前よく使われた

DEAEセルロースは分離能が高くなく，最近ではあまり

使われない．

カラムは自分で担体を詰めるか，すでに担体がカラム

に詰めてあるプレパックカラムのいずれかを選択する．

筆者らの経験からは，イオン交換クロマトグラフィーに

関しては，自分で担体を詰めたカラムでペリスタポンプ

を用いて分離しても，プレパックカラムで中速クロマト

グラフィー装置（FPLCや Äkta）を用いて分離しても，

得られる結果はあまり変わらないことがある．ただし，

後者の方は溶出速度が高いので，時間短縮と省労力にな

る．

ゲルろ過クロマトグラフィーはタンパク質の大きさの

差を利用して分離する方法であり，ショ糖密度勾配超遠

心法での分離とよく似ている．したがって，ショ糖密度

勾配超遠心法で分離できなかった夾雑物は，この方法で

はうまく除去できない場合がある．しかし，サイズが近

接しているサンプル同士の分離は，フラクションコレク

ターにより細かく分画できるので，ゲルろ過クロマトグ

ラフィーが優れている．しかし，時間がかかること，少

量のサンプルしか処理できない，などの欠点がある．ま

た，自分で担体を詰めたカラムを利用する場合，１メー

トルほどの長いカラムが必要である．ゲルろ過カラムク

ロマトグラフィーに関しては，プレパックカラムを用い

た中速クロマトグフィー装置を利用すると，時間的にも

分離においても優れた結果が得られる．

4.a.4 緑藻クラミドモナスから系１複合体の

精製

系１複合体の精製は数多く報告されている．しかし，

標準的な方法はなく，用いる生物材料や目的とする標品

の活性や組成により精製法は最適化しなければならな

い．ここでは，緑藻クラミドモナスのチラコイド膜から

PSI-LHCIを精製する方法について述べる ．他の材料

から精製する場合は，この方法を改良して最適化すれば

よい．

4.a.4.1 チラコイド膜から表在性タンパク質の除去

用いる生物材料によるが，ATP合成酵素が系１標品

に混入すると除去するのが難しい．そこで，可溶化前に

チラコイド膜からATP合成酵素を除去する．このとき，

弱く結合するサブユニットが系１複合体から脱離しない

ように注意する．ATP合成酵素の混入が問題でない場

合は，この操作は必要ない．以下の操作中では，サンプ

ルは常に氷で冷やし，溶液は十分に冷やして使用する．

［実験方法］

１．チラコイド膜（0.8-1.0mg Chl/ml）に冷やした5M
 

NaBr溶液を最終濃度が2Mになるように加える．

２．氷上においたサンプルをゆっくりかくはんしながら

５分間放置する．

３．冷やした脱イオン水で５倍以上希釈する．

４．遠心管に移し，15000× g で５分間遠心分離後，上澄

みを取り除く．

５．沈殿したチラコイド膜を冷やした脱イオン水に懸濁

する．

６．再び15000× g で５分間遠心分離後，上澄みを取り

除く．

７．後の操作のことを考慮して，適切な溶液に懸濁する．

4.a.4.2 チラコイド膜の可溶化

用いる材料によって，最適可溶化条件は異なる．チラ

コイド膜の濃度，界面活性剤の種類と濃度，可溶化時間

と温度，などを検討する必要がある．

図3に，クラミドモナスのチラコイド膜（0.8mg Chl/

ml）を異なる濃度のドデシルマルトシドで可溶化し，

ショ糖密度勾配超遠心でクロロフィルタンパク質を分離

したときのパターンを示す．0.4％ドデシルマルトシドで

可溶化すると，密度の高い（チューブの底に近い）画分

に分離されるクロロフィルタンパク質の量が増加する．

また，LHCIIの分離位置がショ糖密度のより高い画分に

分離される．特にLHCIIはPSIIと同じ画分に分離され

ている．PSII-LHCIIが分離されたというより，両者が同

じ位置に分離されたのである．PSII-LHCII複合体は，さ

らにショ糖密度の高い画分に分離される．可溶化時のド

デシルマルトシド濃度を高くすると，LHCIIのバンドが

ショ糖密度勾配の上部に移動し，PSIやPSIIの分離も

明瞭になる．

遠心チューブの底に注目すると，いずれの可溶化条件

でも不溶性の沈殿物の量が少ないことが分かる．これは，

細胞膜，デンプン，核酸などの混入の少ないチラコイド

膜は，低濃度のドデシルマルトシドでもよく可溶化され

るからである．チラコイド膜に不純物が多く含まれてい

るときは，沈殿が多くなる．この時は，可溶化条件を強

くするより，チラコイド膜から不純物を除去する方がよ

い．

図３に示した結果から，１)活性やサブユニットをよ

く保持した標品を単離したい時は，0.8％もしくはそれ以

下の濃度で可溶化する，２)混入物の少ない標品を得る

268 系１の精製



ときは，1.0-1.6％ドデシルマルトシドで可溶化する，と

判断される．

シアノバクテリアのチラコイド膜を同様に可溶化する

と，主に二量体PSIIと三量体PSIに相当する２本のバ

ンドが密度勾配の上部と下部に分離される．

4.a.4.3 ショ糖密度勾配超遠心法によるPSIの分離

用意する溶液，5mM Tricine-NaOH，pH8.0および

0.05％ドデシルマルトシドを含むショ糖溶液（0.2，0.4，

0.6，0.8，1.0M）．50mM NaClを加えるとバンドの分

離がシャープになることがあるので，用いる生物材料に

応じて検討するとよい．

［実験方法］

１．スウィングローター用の遠心チューブに0.2～1.0

Mのショ糖の直線的濃度勾配を作成する．

２．チラコイド膜（1.0mg Chl/ml）に10％(w/v）ドデ

シルマルトシド溶液を最終濃度0.8から1.2％にな

るように加える．

３．可溶化は氷上で5-10分間行う．

４．可溶化したチラコイド膜をショ糖密度勾配の上に加

える．

５．13ml程度のチューブ（Beckman SW41 Ti）を使用

する場合，可溶化物を0.5ml（最大1ml）加え，

288000× g で14時間，４℃で遠心する．38ml程度

のチューブ（Beckman SW28）を使用する場合は，

2.0-2.5ml加え，141000× g で24時間，４℃で遠

心する．

６．上から，LHCII，PSII，PSI-LHCIの順番でクロロ

フィルタンパク質が分離される（図3-5）．

７．上から３番目のバンドを分画する．

図４にショ糖密度勾配を変えたときのクロロフィルタ

ンパク質の分離パターのの様子を示した．0.1～1.0Mの

勾配のときは，１番上のバンドのLHCIIと２番目の

PSIIの分離がよい．0.4～1.0Mの勾配のときは，LHCII

を結合したPSI-LHCI-LHCIIのようなPSI-LHCIより

大きな複合体を分離するときに最適である ．

4.a.4.4 陰イオン交換クロマトグラフィーによる分離

ショ糖密度勾配超遠心法により，緑のバンドが明瞭に

分離されたなら，系１はかなり純化されているはずであ

る．しかし，少量のLHCIIやPSII複合体の混入が残る．

そこで，精製の第２段階として，陰イオン交換クロマト

グラフィーを行う．この２段階の精製により，ほとんど

夾雑物のないPSI標品が得られる．

図3：チラコイド膜の可溶化条件のクロロフィルタンパク質の分離パターンへの影響
同じ濃度のチラコイド膜を異なる濃度のドデシルマルトシド（0.4から1.6％）で可溶化し，ショ糖密度勾配超遠心法で分離した．
生物材料によりクロロフィルタンパク質の可溶性が異なるので，界面活性剤の種類や濃度の最適化するとよい．

図4：異なるショ糖密度勾配でのクロロフィルタンパク質の
分離
(1)0.4～1.0M，(2)0.25～1.0M，(3)0.1～1.0Mのショ
糖密度勾配．生物種によりクロロフィルタンパク質の分離パ
ターンが変わるので，異なるショ糖密度勾配を作成し最適な
分離条件を見出すことが大切である．
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１．DEAEカラム（DEAE Toyopearl 650S，直径2.5

cm，高さ8cm）を作製する．

２．ショ糖密度勾配超遠心法で分離したPSI-LHCI（0.1

mg Chl/ml，70-80ml）をカラムに吸着させる（吸

着された緑のバンドは高さ2cm程度）．カラムを50

mM Tris-HCl，pH7.5，0.05％ DM溶液で１カラ

ム体積分洗う．溶液の流速は0.4ml/min．

３．0-150mM直線的濃度勾配のNaClを含む溶出液

（300ml）で溶出する（図7）．

４．最後に150mM NaClを含む溶液（100ml）で溶出

する．

５．溶出液の280nmでの吸光度を測定し，溶出曲線を

求める．

６．溶出曲線の形が左右対称であれば，単一の成分が含

まれている．そうでない場合は，PSI標品に夾雑物が

含まれる，もしくはPSI標品が不均一であると考え

られる．

プレパックカラムとしてMonoQ（HR5-5）（0.5cm
 

x5cm，カ ラ ム 体 積 0.982m l）や D E A E8c m
 

TOYOPEARL TSKGEL（0.5cm×7.5cm）が利用でき

る．

4.a.4.5 系１標品の濃縮

［ポリエチレングリコール（PEG）沈殿］

ポリエチレングリコール（PEG6000）存在下で遠心す

れば，クロロフィルタンパク質は効率よく沈殿するので，

濃縮や界面活性剤や溶液の交換に利用できる．この方法

は，体積の大きいサンプルにも適応できる．また，高濃

度に濃縮するのにも適している．

１．サンプル溶液の塩濃度が低い時は，50mM NaClも

しくは1mM MgClを加える．

２．50％ PEG6000溶液を少しずつ混ぜながら，最終濃

図5：ショ糖密度勾配超遠心法による系１複合体の分離
（上）ショ糖密度勾配をチューブの底から分画した．右からLHCII，PSII，PSI-LHCIのピークが分離した．（下）各画分のポリペ
プチド組成をSDS-PAGEで分析すると，画分21-25にはLHCIIの25-30kDaポリペプチドが，画分15-16には，PSIIの32kDa
と45kDaポリペプチドが，そして画分9-12にはPSI-LHCIのポリペプチドが検出される．
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度10-12％になるように加える．溶液が濁ってくる．

３．160000× g で30分遠心する．

４．遠心後，上澄みを捨て，沈殿を適当な溶液に懸濁す

る．

［スピンカラムによる濃縮］

少量のサンプルを10倍程度濃縮するのに適している．

１．サンプル用が0.5ml以下の場合，フィルター付マイ

クロチューブ（UFC30GV00，MILLIPORE，Dur-

apore PVDF0.22μm）にサンプルを入れる．

２．微量冷却遠心機で，12000× g で1-4分遠心する．

３．濃縮されたサンプルを回収する．

［小さな陰イオン交換カラムによる濃縮］

この方法は，量の多い低塩濃度の溶液中のサンプルの

濃縮に適している．

１．DEAEカラム（直径1cm，高さ3-5cm）を準備する．

ただし，カラムのサイズは濃縮するサンプルの量に

より異なるが，小さくすれば，より高く濃縮できる．

２．サンプルを吸着させる．

３．サンプルが溶出される塩濃度より高い濃度の塩を含

む溶液で一気に溶出させる．

4.a.4.6 系１複合体標品の性質

4.a.4.6.1 室温での吸収スペクトルと低温での蛍光ス

ペクトル

緑藻クラミドモナスのチラコイド膜をドデシルマルト

シドで可溶化後に分離したLHCII，PSII，PSI-LHCIの

室温の吸収スペクトルを図6に示した．LHCIIのChl a

とChl b の赤色部の吸収極大の波長はそれぞれ672nm

と651nmである．青色部には顕著なカロテノイドの吸

収ピークが473nmにある．PSIIのChl a の赤色部の吸

収極大の波長は674nmである．Chl b を含まないので，

650nm付近の吸収が低くなっている．シアノバクテリア

のPSIIも同様の吸収スペクトルを示す．PSI-LHCIは

赤色部の吸収極大の波長は679nmで，Chl b の吸収は

650nm付近に小さなふくらみとして存在する．シアノバ

クテリアのPSIはLHCIを結合しないので，Chl b に相

当する吸収はないが，赤色部のChl a の吸収極大の波長

は同様に長波長側にシフトしている．以上の結果から，

クロロフィルタンパク質を分離したとき，それらの吸収

スペクトルを測定すれば，おおよその同定は可能である．

しかし，Triton X-100はクロロフィルフォームに影響を

与えるので，吸収スペクトルの形は影響を受ける．

低温の蛍光発光スペクトルも図7に示したように

LHCII，PSII，PSI-LHCI（もしくはPSI）で異なる．ク

ラミドモナスのPSI-LHCIのスペクトルのピークの波

長は，シアノバクテリアのPSI複合体や植物や他の藻類

のPSI複合体のピーク波長（730nm付近）と比べかなり

短波長側にシフトしている．

4.a.4.6.2 ポリペプチド組成

PSI標品のサブユニット組成は，SDS-ポリアクリルア

ミドゲル電気泳動法で分析する（３章６．a）．また，抗体

が手に入れば，ウェスタンブロッティング法により分析

する（３章６．h）．3-5μg Chlに相当する標品を２％ SDS

と５％メルカプトエタノールもしくは0.1Mジチオス

レイトール（DTT）で処理し，ポリペプチドを変性させ

てから，電気泳動にかける．系１複合体は安定なので，

室温では反応中心が完全に変性せず，クロロフィルを結

合したCPIとして分離されることがある．このため，サ

ンプルを100℃，１分で熱処理する．しかし，疎水性の高

い反応中心ポリペプチド（PsaAとPsaB）はこの処理に

より不可逆的に会合することがある．この場合，60℃程
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図6：クラミドモナスのクロロフィルタンパク質の室温にお
ける吸収スペクトル
LHCIIにはクロロフィル b の吸収に相当する651nmのピー
クがあり，カロテノイドの吸収が大きい473nmのピークが
高くなっている．PSIIにはクロロフィルbが含まれないの
で，650nm付近の吸収が他と比べて低くなっている．PSI-
LHCIは少量のクロロフィル b を結合するので，651nm周辺
の吸収はピークではなくわずかなふくらみとして観察され
る．それぞれの複合体のクロロフィル a の赤色部の吸収極大
の波長の違いに注目すると，精製中の各画分の同定に役立つ．



度で5-10分熱処理して変性させる．系１サブユニットの

分子質量は，大きいものがおよそ80kDaで小さいもの

でおよそ4kDaと広い範囲にまたがっている．系１の全

ポリペプチドを一度に分析するには，電気泳動にはアク

リルアミド濃度に勾配をつけたグラディエントゲルを用

いる．

PSIサブユニットのSDS-PAGEにおける相対的な泳

動度は，種やSDS-PAGEシステムにより異なる．図9に

クラミドモナスのPSI-LHCI標品のサブユニットの分

離パターンを示す．ショ糖密度勾配超遠心法で，PSI-

LHCIはきれいに分離されているが，図9の矢頭で示し

たように，PSI以外のポリペプチドの混入が認められる．

DEAEクロマトグラフィーでの精製後には，混入してい

たサブユニットはほとんど除かれている．

反応中心サブユニットのPsaAとPsaBは66kDa付

近に幅広い１本のバンドとして検出される．クラミドモ

ナスにはLhcaが９種存在し，そのうち７種の量が多い

のでCBB染色で検出できる ．ここではLhca-1のa～g

として示してあるが，相対的泳動度が近いので，完全に

分離されたバンドとしては検出されない．その他に，小

型のサブユニットのバンドが数多く認められる．PsaD

図8：ショ糖密度勾配超遠心法で分離した系１複合体のDEAEカラムクロマトグラフィーによる分離
サンプルをDEAE Toyopearl 650Sに吸着させた後，溶出バッファーの塩濃度を０から150mM NaClに直線的に増加させた．
100mM NaClの溶液付近にPSI-LHCIが溶出された．混入していた60kDa付近のポリペプチドが画分44および画分54－60に
分離され，最終標品から取り除かれた．
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図7：クラミドモナスのクロロフィルタンパク質の液体窒素
温度の蛍光発光スペクトル
感度が高いので，少量のサンプルでも測定でき，便利である．
クラミドモナスのPSI-LHCIのピークはシアノバクテリア
や高等植物のものに比べ，20nm以上短波長にシフトしてい
るので注意が必要である．



とPsaFは接近した２本のバンドとして分離し，さらに

相対泳動度が大きい順番にPsaL，PsaH，PsaE，PsaG，

PsaC，PsaKが検出される．ここではPsaGとPsaCは接

近して分離されるので１本のバンドに見える．さらに5

KDa程度のPsaIとPsaJが遊離した色素の少し上側に

分離されるが，染色されにくいため，ここでは検出され

ていない．しかし，ウェスタン分析ではこれらの小型の

サブユニットの存在は確認できる．クラミドモナスでは，

PsaNとPsaOは遊離しやすく，精製の過程で失われる

ため，PSI標品には検出されない．
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図9：PSI-LHCI標品のサブユニット組成
１；ショ糖密度勾配超遠心法で精製した標品，２；１を更に
DEAEクロマトグラフィーで精製した標品．これらの標品に
は小型のサブユニットPsaIとPsaJが存在するが，染色度が
低いため検出できない．しかし，ウェスタン分析によると，こ
れらのサブユニットは遊離することなく存在する．
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