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研究成果の概要（和文）：DNA複製制御機構の破綻により生じる再複製はゲノムの不安定化を引き起こす。研究
代表者はこれまでにCdt1がDNA複製を抑制することでゲノム安定性維持に寄与する可能性を見出してきた。本研
究では、ゲノムDNAの再複製によって誘発されるゲノム不安定化を回避するためのゲノム安定性維持機構の同定
および、Cdt1によるDNA複製阻害機構の解明を目的とした。その結果、1）Cdt1が複製フォークの進行を阻害する
ことで新生鎖伸長反応を抑制すること、2）この阻害作用にはCdt1の255-289アミノ酸領域が必要であること、
3）Cdt1のライセンス化活性はDNA複製抑制作用には必要でないことを明らかとした。

研究成果の概要（英文）：Deregulation of DNA replication causes rereplication, which is involved in 
the genome instability. We have found that Cdt1 contributes to the maintenance of genome stability 
by suppressing DNA synthesis. In this study, we aimed to identify the pathway that prevents 
rereplication-induced genome instability, and to elucidate the mechanisms of replication inhibition 
by Cdt1. We found that 1) Cdt1 inhibits nascent strand elongation by suppressing the progression of 
replication forks, 2) amino acids 255-289 have a crucial role in Cdt1’s inhibitory activity, and 3)
 Cdt1’s licensing activity is not essential for replication inhibition. 

研究分野： 分子生物学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
高等真核生物において、DNA 複製は一回の

細胞周期につき一度しか起こらないように
厳密に制御されており、その制御機構の一つ
として DNA 複製ライセンス化が存在する。
ライセンス化は細胞周期の M 期後期から G1
期初期にかけて起こるが、その実態は染色体
上の複製起点における複製前複合体（pre-RC）
の構築である。染色体上の複製起点へ ORC、
Cdc6、Cdt1 が順次結合し、これらのタンパク
質を介在して DNA ヘリカーゼである MCM
複合体がクロマチン上に導入され pre-RC の
構築が完了する。この段階は種々の細胞周期
調節機構による制御を受けている。高等真核
生物では特に Cdt1 が DNA 複製開始制御機構
の主要な標的となっており、タンパク質分解
や Geminin とよばれる阻害因子との結合によ
ってその機能が抑制される。これらの制御機
構が破綻することによりゲノム DNA の再複
製が生じる。再複製は、遺伝子の増幅やゲノ
ム倍数性の増大など、がん細胞で見られるゲ
ノム構造異常の一因となると考えられてお
り、近年、がん化学療法の新たな標的として
も注目されている。実際に、Cdt1 の機能を亢
進させることにより再複製が惹起されるこ
と、Cdt1 の過剰発現が正常細胞をがん化させ
る一因となりうること、pre-RC 構成因子の発
現が多くのがん細胞で極めて高いことなど
が指摘されている。 
一方、再複製により生じたゲノム構造の異

常に対する修復機構については、ゲノム不安
定化を防ぐために重要な機構であると考え
られるにも関わらず、いまだ不明な点が多く
存在する。Cdt1 の亢進により DNA 二本鎖切
断が生じることから、再複製により複製フォ
ークの停止と崩壊が起こり、停止または崩壊
した複製フォークにおいてチェックポイン
ト機構、相同組換え修復、非相同末端結合修
復など種々のゲノム安定性維持機構が密接
に連携して機能することが推測される。これ
に関連して、研究代表者によるこれまでのア
フリカツメガエル卵抽出液を用いた解析か
ら、以下のことが明らかとなっていた。 
 
（１）Cdt1 の組換えタンパク質を過剰に卵抽
出液へ添加すると DNA 複製が阻害される。 
 
（2）Cdt1 による DNA 複製の阻害は Geminin
を同時に添加することで抑制される。Cdt1 と
の結合性は野生型と大きく変わらないがラ
イセンス化阻害活性を欠失した Geminin 変異
体（マウス Geminin の 79-130 アミノ酸領域）
でも Cdt1 による DNA 複製阻害を抑制できる。 
 
（3）Cdt1 は再複製の開始に非依存的に、新
生鎖伸長反応を阻害する。 
 
Cdt1 による DNA 複製の抑制は、再複製の進
行を抑止することでゲノム安定性維持に寄
与する可能性が考えられたが、その詳細なメ

カニズムについては不明であった。 
 
２．研究の目的 
上記の学術的背景とこれまでの研究成果

を踏まえ、本研究では再複製の回避・修復に
関与するゲノム安定性維持経路の同定およ
び Cdt1 による複製フォーク停止機構との連
携について解析することを目的とし、生化学
的解析と、培養細胞を用いた遺伝学的解析や
細胞生物学的解析を密接に組み合わせなが
ら研究を進展させることを計画した。最終的
にはこれらの解析から得られる成果を統合
したうえで、DNA 複製開始制御機構とゲノム
安定性維持機構の連携の一端を分子レベル
から解明し、その生理的な重要性について明
確に提示することを目指した。 
 
３．研究の方法 
（1）アフリカツメガエル（Xenopus laevis）卵
抽出液は種々の細胞周期阻害剤や細胞周期で
機能するタンパク質の導入などにより、DNA
複製の諸段階を高精度に操作し、生化学的に
解析することができる無細胞実験系を提供す
る。卵抽出液を用いた実験系は、多くのタン
パク質が複雑に連携した細胞周期を無細胞
的に再現できる唯一の実験系であり、細胞周
期研究に大きく貢献してきた。卵抽出液中に
精子核 DNA を加えると核形成、DNA 複製、
染色体分配など細胞周期の一連の反応が引
き起こされる。また、特異的抗体を用いるこ
とで特定のタンパク質を卵抽出液中から除
去することができ、タンパク質レベルでのノ
ックアウトが可能となる。各種の組換えタン
パク質を卵抽出液へ添加したときの DNA 複
製への影響について、DNA 合成量の測定、ア
ルカリアガロースゲル電気泳動による新生
DNA 鎖の検出、イムノブロッティングによる
クロマチン結合タンパク質の検出などの手
法を用いて解析した。 
 
① Xenopus laevis Cdt1 をグルタチオン-S-転
移酵素（GST）融合タンパク質として大腸菌
で発現させ、グルタチオン-セファロースに結
合させた。その後、結合タンパク質を
PreScission Protease（GE Healthcare）と反応さ
せることにより GST 部分を切断し、Cdt1 の
精製画分を得た。種々の欠失変異体や点変異
体 Cdt1 も同様の方法で発現、精製した。 
 
② Xenopus laevis の精子核 DNA をビオチン
化 dATP と精製した種々の組換えタンパク質
を含む卵抽出液へ添加し、反応させることで
DNA 複製をおこなわせた。DNA 合成量を検
出する場合には、反応停止後に RNase A+T1
および Proteinase K 処理をおこなってから、
DNA をナイロン膜に固定化し、ペルオキシダ
ーゼ標識ストレプトアビジンにより検出、定
量した。新生 DNA 鎖を検出する場合には、
DNA をアルカリアガロースゲル電気泳動に
より分離後、ナイロン膜へ転写し、ペルオキ



シダーゼ標識ストレプトアビジンにより検
出した。 
 
（2）Cdt1 過剰発現による再複製誘発時にゲ
ノム安定性維持に寄与する反応経路を特定
するため、種々の遺伝子を破壊したニワトリ
DT40 細胞を用いて Cdt1 誘導発現株を作製し、
複製ストレスとの関連を視点においた検討
を目指した。ヒト CDT1 cDNA が挿入された
pTetOne ベクター（Clontech）を PCR を用い
て線状化した後、ピューロマイシン耐性遺伝
子とともにエレクトロポレーション法によ
り DT40 細胞へ導入し、安定発現細胞株を得
た。作製した細胞株に Cdt1 を強制発現させた
ときの細胞の動態をフローサイトメトリー
での細胞周期解析などの手段により評価検
討した。 
 
４．研究成果 
（1）Cdt1 による DNA 複製抑制作用の詳細な
分子機構についての知見を得るため、Xenopus
卵抽出液に過剰量の Cdt1 組換えタンパク質
を添加したときの新生鎖伸長反応をアルカ
リアガロースゲル電気泳動法により調べた。
DNA ポリメラーゼ阻害剤であるアフィディ
コリンを添加した卵抽出液中で精子核 DNA
をインキュベートした後に、単離したクロマ
チンを CDK インヒビターである p27 を添加
した卵抽出液で再度反応させることで、再複
製の開始が起こらない条件下で DNA 鎖伸長
反応を再開させた。このとき過剰量の Cdt1
を添加することにより、新生鎖伸長反応の顕
著な抑制が観察された。これは Cdt1 による新
生鎖伸長反応の阻害が再複製の開始に非依
存的に起こることを示している。また、Cdt1
の添加が一本鎖 DNA 結合タンパク質である
RPA のクロマチン結合に与える影響につい
て調べた。アフィディコリンを添加した卵抽
出液で複製反応を進行させると、DNA ポリメ
ラーゼによる DNA 鎖の合成がおこなわれな
いままDNAヘリカーゼによる二本鎖DNAの
巻き戻しが進行するため、一本鎖 DNA の蓄
積が起こり、RPA のクロマチン結合の増加が
観察される。このとき、過剰量の Cdt1 を添加
すると、アフディコリンによって誘導される
RPA のクロマチン上への蓄積が顕著に抑制
されることを見出した。この結果は、Cdt1 が
複製フォークの進行を阻害することで新生
鎖伸長反応を抑制することを示唆している
（図 1、発表論文 1）。 
 
（2）Cdt1 による複製フォークの停止が、ど
の機能領域に基づくものかを明らかとする
ことで、原因となる活性またはタンパク質間
相互作用の同定を目指した。Xenopus Cdt1 は
全長 620 アミノ酸からなるタンパク質であり、
193-447 アミノ酸領域に Geminin との結合領
域が、447-620 アミノ酸領域に MCM 複合体
との結合領域が存在する。また、243-620 ア
ミノ酸領域が DNA 複製の開始に必須な領域 

 
図 1. Cdt1 による DNA 複製抑制のモデル図 
 
 
であることが知られている。DNA 複製の抑制
に関与する Cdt1 の機能領域を同定する目的
で、種々の N 末端および C 末端欠失変異体型
Cdt1 を作製し、それらの DNA 複製に与える
影響について Xenopus 卵抽出液を用いて調べ
た。その結果、N 末端側 254 アミノ酸を欠失
した変異体でも全長の Cdt1 と同様の DNA 複
製阻害作用が観察されたが、N 末端側 289 ア
ミノ酸を欠失した場合では DNA 複製阻害作
用が顕著に減弱した（図 2）。この結果は
255-289アミノ酸領域にDNA複製の抑制に必
須な機能が存在することを示唆している。一
方、C 末端側を欠失した場合では、欠失領域
の長さに応じて DNA 複製抑制作用の減弱が
観察され、明確に機能領域を同定することは
出来なかった。 
 
 

 
 
 
図 2. Cdt1 の各種欠失変異体の DNA 複製阻害
効果 
 
（3）Cdt1 のライセンス化活性が DNA 複製の
抑制に関与するか調べるため、ライセンス化
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活性が著しく減弱するアミノ酸点変異体
（R285A）を作製し、DNA 複製に与える影響
について検討した。その結果、R285A も野生
型 Cdt1 と同等の複製阻害活性を示すことを
見出した。 
 
（4）Cdt1 による複製阻害の抑制に関わる
Geminin の機能領域の同定を目指して、
Xenopus Geminin（全長 219 アミノ酸）の種々
の C 末端欠失変異体（1-141 アミノ酸、1-150
アミノ酸、1-160 アミノ酸、1-170 アミノ酸部
分）を作製した。作製した欠失変異体を
Xenopus 卵抽出液へ添加し DNA 複製への影
響を調べたところ、C 末端側の欠失領域が長
くなるにつれて DNA 複製阻害の程度が次第
に減弱し、1-141 アミノ酸部分では明確な阻
害作用が観察されなかった。今後、それぞれ
の欠失変異体が Cdt1 による DNA 複製の抑制
に対して与える影響について検討する予定
である。 
 
（5）培養細胞を用いた解析では、再複製誘
発時に機能するゲノム安定性維持機構の同
定を目的として、ニワトリ DT40 細胞でドキ
シサイクリンの添加で発現誘導可能な CDT1
の安定発現株の樹立をおこなった。野生型
DT40 細胞へヒト CDT1 cDNA を挿入した
TetOne ベクターを導入し、安定発現株を得た。
作製した細胞株にドキシサイクリンを添加
して Cdt1 を強制発現させ、48 時間後にフロ
ーサイトメトリーにより細胞の DNA 含量を
測定したところ、再複製によるものと思われ
る4N以上のDNA含量を有する細胞集団の出
現が観察された。今後、ゲノム安定性維持に
関与する遺伝子を破壊した種々の DT40 細胞
株を用いて CDT1 安定発現株の作製を進めて
いく予定である。また、CDT1 による DNA 複
製抑制作用を培養細胞でも確認する目的で、
DT40 細胞とヒト細胞を用いて種々の CDT1
変異体発現株の作製をおこなう予定である。 
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