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研究成果の概要（和文）：通常のDNA複製とは様式が異なる「非通常型DNA複製」が知られているが、その分子メ
カニズムはよく分かっていない。私は、通常のDNA複製を司るMCM2-7複製ヘリカーゼを迅速に壊してDNA複製を阻
害し、それに対する細胞の応答を観察した。このためにまず、目的タンパク質をごく短時間に分解できるオーキ
シンデグロン法を、ヒト細胞で容易に利用できるシステムを確立した。次に、このシステムをMCM2タンパク質の
分解に用いた結果、MCM2-7複製ヘリカーゼを破壊した後でも、そのパラログであるMCM8-9ヘリカーゼに依存して
DNA合成が再開されるという、新しいタイプの非通常型DNA複製を見い出した。

研究成果の概要（英文）：DNA replication takes place once per cell cycle during S phase. It is known 
that some types of DNA replication are deviated from the normal one (hereinafter called ‘
non-canonical DNA replication), but their molecular basis is not well understood. By inhibiting the 
MCM2-7 replicative helicase, which works in the normal replication, I studied how cells respond when
 the normal replication is perturbed. First, I established an experimental system, in which target 
proteins are rapidly degraded within human cells using the auxin-inducible degron (AID) technology. 
By applying this system to the MCM2-7 helicase, I found a new type of the non-canonical DNA 
replication, in which the MCM8-9 helicase, a paralog of the MCM2-7 helicase, restarts DNA 
replication after MCM2-7 is destructed.

研究分野： 分子遺伝学、細胞遺伝学
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１．研究開始当初の背景 
 
	 S 期の DNA 複製は、染色体上の複製開始点
から細胞周期に 1 回だけ開始する。DNA 複製
は二つのステップに大きく分けられる。まず
G1 期に、複製開始点上に MCM ファミリーの
MCM2-7 複製ヘリカーゼが不活性な状態で呼
び込まれる（ライセンシング）。次に、S期に
なると、複数の因子の働きにより MCM2-7 は
活性化され、開始点上の DNA 二本鎖を開裂し
DNA 合成を開始する（複製フォークの形成）。
S期には、さらなる MCM2-7 の染色体への呼び
込みは厳密に抑制されるので、同じ場所が２
回以上複製されることはない。この仕組みの
破綻は、ゲノム不安定性を引き起こし、遺伝
病や発がんの原因となり得る。	
	 一方、このような通常の DNA 複製の様式か
ら逸脱した「非通常型 DNA 複製」が存在し、
発生分化や細胞のがん化と関連がある事が
知られている。例として、１）DNA 損傷によ
り複製フォークの進行が一旦停止した際に
生じる複製の再スタート、２）細胞分裂を伴
わず全体または一部の染色体領域が複製を
繰り返すエンドレプリケーションや遺伝子
増幅、３）細胞周期あたり１回の複製を保証
するライセンシング機構の異常によって生
じる再複製、４）テロメラーゼ非依存的なテ
ロメアの伸長等が挙げられる。しかし、これ
らの非通常型複製の分子機構はよく理解さ
れていなかった。	
	 非通常型 DNA 複製を行う際には、通常 G1
期にしか生じない MCM2-7 の染色体上への呼
び込みを、どのように細胞周期に関係なく行
うかという問題がある。興味深い事に、一部
の生物種を除き、真核生物には MCM2-7 のパ
ラログである、MCM8-9 ヘリカーゼが存在し、
所属研究室を含む複数のグループの解析か
ら、DNA 修復反応に関与することが示唆され
ていた。しかし、MCM2-7 に比べ、MCM8-9 の
機能に関しては不明な点が多く、さらなる解
析が必要であった。	
	
２．研究の目的	
	
	MCM2-7 と MCM8-9 ヘリカーゼは、それぞれ異
なった制御を受けると考えられる。本研究で
は、非通常型 DNA 複製において MCM2-7 およ
び MCM8-9 ヘリカーゼがどのように役割分担
しているかを解析した。また、本研究で得ら
れる知見は、通常の DNA 複製の理解にも還元
できると考えた。	
	
３．研究の方法	
	
	 非通常型 DNA 複製を観察するために、通常
の DNA 複製を行う MCM2-7 ヘリカーゼを不活
性化し、それに対する細胞の応答を観察した。
MCM2-7 の不活性化には、所属研究室で以前に
開発された、目的タンパク質をごく短時間で
分解できるオーキシンデグロン(AID)法を用

いた。AID 法を用いて複製フォーク上の MCM2
タンパク質を分解し、DNA 複製を阻害した際
の細胞の応答を、蛍光顕微鏡観察、フローサ
イトメーターや DNA ファイバー法による DNA
合成の定量、CRISPR/Cas による遺伝子機能阻
害等を組み合わせ、統合的に解析した。	
 
４．研究成果 
 
（１）ヒト培養細胞における AID 法のシステ
ムの確立 
 
	 内在性の MCM2 を分解するために、それま
で主に酵母で利用されてきた AID 法を、ヒト
細胞でも簡便に利用できるシステムを確立
した(図１、Natsume	et	al.	Cell	Reports、
2016)。この方法に必要なプラスミドや細胞
株はバイオリソースセンターから入手可能
にしてあり、現在世界中の研究者に使われて
いる。	

図１	 オーキシンデグロン(AID)法	
	
（２）新しいタイプの非通常型 DNA 複製であ
る MCM8-9 依存的な複製バックアップシステ
ムの発見	
	
	 次に、この方法を用いて MCM2-7 複製ヘリ
カーゼを破壊した結果、MCM2-7 非存在下でも、
そのパラログである MCM8-9 ヘリカーゼに依
存した形で DNA 合成が再開されるという、新
しいタイプの非通常型 DNA 複製を見いだした
(図２、Natsume	et	al.	Genes	&	Dev,	2017)。	
	 AID法で複製フォーク上のMCM2を分解する
と、フォークが崩壊して DNA 二本鎖切断が生
じ、組換え因子の RAD51 が呼び込まれた。
MCM8-9 は、この RAD51 に依存した形で壊れた
フォークに呼び込まれ、MCM2-7 非存在下にお
ける DNA 合成を促進した。また近年報告され
た非通常型 DNA 複製の一つである、Mitotic	
DNA	synthesis（MiDAS）には MCM8-9 は関与
しておらず、別の経路であることを示した。	
	 私達はこの経路が、紫外線や抗がん剤など
によって MCM2-7	複製ヘリカーゼの進行が阻
害された際、DNA 複製を再開させるための細
胞のバックアップシステムであると考えて
いる(図２)。MCM8-9 ヘリカーゼは、正常細胞
においては自然に生じる複製障害に対処し
て細胞死やがん化防ぐ一方、がん細胞におい
ては、抗がん剤への抵抗性を高めている可能
性が考えられる。MCM8-9 ヘリカーゼの阻害剤



を開発すれば、既存の抗がん剤の作用をさら
に高めることができるかもしれない。	
 

図２	 DNA複製バックアップシステム 
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