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研究成果の概要（和文）：小胞体への組み込み不全を起こした膜タンパク質は、シグナル配列のプロセシングを
受けないまま、凝集性ポリペプチドとして細胞質に留まる。このような凝集性タンパク質の品質管理は最近まで
実体が不明であった。我々は、不良膜タンパク質が細胞質でどのように処理されるのかを探る過程で、UBA型タ
ンパク質UBQLN4を中核的な因子として同定した。UBQLN4は、BAG6と複合体を形成して、新合成されたばかりの不
良膜タンパク質をユビキチン依存的代謝系に導く。ヒトゲノムにコードされた全タンパク質の約１/５が膜タン
パク質であることを考慮すると、膨大な量の凝集性ポリペプチドがこの複合体の標的となっていることが想定さ
れる。

研究成果の概要（英文）：Most of transmembrane proteins are integrated into the ER by virtue of a 
signal sequence-mediated co-translational process. However, a substantial portion of transmembrane 
proteins fail to access the ER, resulting in the production of cytosolically mislocalized 
polypeptides. Their appropriate recognition and removal are of the utmost significance to avoid 
potential proteotoxic stress. Here, we identified UBA domain protein UBQLN4 for the elimination of 
such newly synthesized defective polypeptides. Using a model transmembrane domain protein whose 
degradation occurs at a pre-ER incorporation process, we show that UBQLN4 recognizes misassembled 
proteins in the cytoplasm for targeting to the proteasome pathway. Importantly, UBQLN4 recognized 
not only the model defective transmembrane substrate but also a pool of endogenous defective 
proteins that were induced by compromising the signal recognition particle. 
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１．研究開始当初の背景 

 

 小胞体への組み込み不全を起こした膜／

分泌タンパク質は、シグナル配列のプロセシ

ングを受けないまま、ポリユビキチン化凝集

性ポリペプチドとして細胞質に留まる。最近、

このような「細胞質」性凝集タンパク質の品

質管理プロセスが注目されており、古くから

知られる小胞体「内」タンパク質品質管理

(ERAD など)と対比させて、プレエンプティ

ブ(pre-emptive：予防的)なタンパク質品質管

理と命名された。一方、この経路の特異性を

決定するメカニスティックな実体は最近ま

で多くが不明であった。 

 

２．研究の目的 

 本研究では、細胞内のポリユビキチン鎖情

報を読み取る UBA 型ユビキチン識別タンパ

ク質群を中核に、細胞内タンパク質代謝の恒

常性維持を司る新機構を提案することを目

指して、研究展開を行った。 

 

３．研究の方法 

 細胞内のポリユビキチン鎖情報を読み取

る UBA 型ユビキチン識別タンパク質をコー

ドする遺伝子を網羅的にクローニングする

ことを起点に、これらの機能を自在に操作す

ることにより、細胞内の新合成膜タンパク質

の代謝に対する影響を広く評価する実験系

を作り上げた。さらに、UBA 型ユビキチン識

別タンパク質と相互作用する新因子を、質量

分析などの手法を駆使することで見いだし、

ユビキチン化タンパク質認識の特異性獲得

の分子機構について考察を深めた。 

 

４．研究成果 

 本研究では、小胞体から弾き返された凝集

性膜タンパク質が細胞質でどのように処理さ

れるのかを探る過程で、プレエンプティブ品

質管理の中核的な因子として、UBA型ユビキ

チン識別タンパク質UBQLN4を同定した

（Suzuki & Kawahara, EMBO Rep. 2016）。

UBQLN4は、ユビキチン様タンパク質BAG6

と複合体を形成して、新合成されたばかりの

不良膜タンパク質を特異的に認識し、ユビキ

チン依存的代謝系に導く（Suzuki & Kawahara, 

EMBO Rep. 2016）。BAG6は多様なユビキチ

ン受容体群が結合する足場として機能してい

るが、UBQLN4がBAG6複合体に特異性を付与

する重要な役割を果たしていることも判明し

た。ヒトゲノムにコードされた全タンパク質

の約１/３が膜タンパク質（あるいは分泌タン

パク質）であることを考慮すると、膨大な量

の凝集性ポリペプチドが日常的に産生され、

UBQLN4-BAG6複合体のクライエントとして

処理されていることが想定されている状況で

ある。 

 また、UBQLN4-BAG6 複合体は、分泌タン

パク質インシュリンの遺伝性不良前駆体（プ

レプロインシュリン）のポリユビキチン化に

も必須であることを最近見いだした（鈴木理

滋ら、投稿準備中）。このように、BAG6 を

中核とした新しいユビキチン識別複合体の

変異が、疾患発症の原因となりうることの証

拠を本研究で多く示しつつある。さらに、水

島恒裕教授（兵庫県立大）、ならびに加藤龍

一准教授（高エネルギー加速器研究機構）と

の共同研究で、新合成不良ポリペプチドと高

い親和性を持つ新しい領域を同定し、これを

BUILD ドメインと命名した(Tanaka et al., 

FEBS J. 2016)。BUILD ドメインは、隣接した

ユビキチン様ドメインとタンデムに並び、共

同して疎水性を露出したポリユビキチン化

ポリペプチドを峻別する。また、BUILD ドメ

イン自身がユビキチン類似の立体構造を持

つユニークなドメインであることを水島教

授と共同研究にて明らかにした (Tanaka et 

al., FEBS J. 2016)。 

 一方、BAG6 複合体の機能は、異常膜タン

パク質の代謝に留まらない。BAG6 は、ユビ

キチン様タンパク質 Ubl4a と複合体を形成す



ることで、トランスロコンや SNARE 膜小胞

輸送、小胞体依存性タンパク分解(ERAD)・オ

ートファジーなどの中核的プレーヤーを構

成するテイルアンカー（TA）型膜タンパク質

群の生合成プロセスにも重要な役割を担っ

ている。TA タンパク質の生合成を支配する

酵母 GET 複合体の立体構造は 2009 年に報告

されたが、BAG6 と酵母 GET5 ホモログ Ubl4a

とから構成される多細胞 TA タンパク質アッ

センブリマシーナリーの構造は全くのフロ

ンティアであった（酵母ゲノムには BAG6 ホ

モログが存在していない）。川原らは、本研

究で、TA タンパク質の生合成とユビキチン

依存的分解、いずれにも関わる Ubl4a-BAG6

複合体の会合ドメインを新しく同定・定義し

た（Kuwabara et al., J. Biol. Chem. 2015）。さら

に、加藤准教授との共同研究で、Ubl4a-BAG6

複合体形成領域の X 線結晶構造解析に初め

て成功した（Kuwabara et al., J. Biol. Chem. 

2015）。これは、多細胞生物 TA タンパク質ア

ッセンブリ因子として史上初となる快挙で

あり、長年の懸案であったヒト TA タンパク

質の全く新しい生合成・品質管理機構を提示

するものである。 

 

 不良ポリペプチドの代謝を担う新しい因

子として、我々は本領域の開始に前後して

BAG6 タンパク質の関与を提案した（Minami 

et al., J. Cell Biol. 2010; Kawahara et al., J. 

Biochem. 2013）。本領域の研究を通じて、

BAG6 がユビキチン識別タンパク質群を中核

とする（複数種の）新規複合体を形成し、そ

れらが膜／分泌タンパク質の生合成と品質

管理を両面から支える全く新しい超分子シ

ステムを形成する新概念を提示しつつある。

今後、このシステム間の連携破綻に伴うタン

パク質動態の異常と病理を併せて解明する

ことが必要な新段階に入りつつあると考え

られる。 
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