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研究成果の概要（和文）：CRL4-Cdt2はユビキチン化酵素で、DNA複製のライセンス化因子Cdt1の分解により再複
製を抑制する。本研究では、S期が開始するとCRL4-Cdt2がCdt2のC末を介してPCNAと結合して素早い分解に関わ
ることを示した。精製Cdt2はPCNAと直接結合した。一方、サイクリン-CDKはCdt2をリン酸化し、PCNAとの結合を
抑制する結果を得た。よって、CRL4-Cdt2の活性は細胞周期の進行に応じて制御されている。また、紫外線照射
後のCdt1分解には、ヌクレオチド除去修復に加えてミスマッチ修復系も関わり、損傷修復を円滑に行うために必
要であると考えられる。

研究成果の概要（英文）：The CRL4-Cdt2 ubiquitin ligase plays an important role to prevent 
re-replication by targeting Cdt1 for degradation. In this project, we demonstrated that C-terminus 
of Cdt2 contributes to its association with PCNA upon initiation of S phase for rapid Cdt1 
degradation. Purified proteins confirmed that the interaction is direct. On the other hand, Cdt2 is 
phosphorylated by cyclin-CDKs, which appeared to be important to inhibit its interaction with PCNA. 
Thus, CRL4-Cdt2 activity is regulated through the cell cycle. In addition, we showed that in 
response to UV damage, not only nucleotide repair but also mismatch repair participate in Cdt1 
degradation for efficient repair of UV damages. 

研究分野： 分子生物学
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１．研究開始当初の背景 
  生命の維持は、細胞周期における正確な
遺伝情報の伝達により成り立つ。クローン生
物の作成や iPS 細胞を作成し各種細胞に分化
させることが可能なのも、受精時の遺伝情
報・ゲノムを正しく受け継いでいるからであ
る。染色体の複製は、G1 期に Cdt1 や Cdc6
により DNA ヘリカーゼである MCM2-7 が染
色体にロードされ、複製起点がライセンス化
されて開始する。我々は分裂酵母を用い、
Cdc6 や Cdt1 を高発現させると、細胞が過剰
複製（再複製）を引き起こすことを初めて発
見し、これらの因子の制御が複製を一回に限
定する制御機構において中心的役割を果た
していることを証明した（ 1. Nishitani& 
Nurse,Cell,1995; 2.Nishitani et al, Nature,2000）。 
  これらの結果を踏まえ、ヒト細胞での過
剰複製は病気の原因になるのではと考え、ヒ
ト Cdt1 をクローニングし、ヒト Cdt1 は S 期
が開始した以降速やかに分解されること、過
剰発現すると再複製が起こることを明らか
にした。また、Cdt1 を高発現すると細胞のが
ん化が誘導されることも報告された。そこで
Cdt1 の分解機構に注目して研究を進め、S 期
に入ると独立に機能する２種類の E3 ユビキ
チンリガーゼにより素早く分解されること
を明らかにした (3.Nishitani et al. EMBO 
J,2006)。その一つは、これまでに知られてい
たユビキチンリガーゼ SCF-Skp2 で、もう一
つは、複製開始に依存して機能する新たなタ
ンパク質分解システムである。この新規な系
では、複製が始まり PCNA がクロマチンにロ
ードされると、Cdt1 が、N 末端の PIP-ボック
ス (PCNA-Interacting Protein box) を介して
PCNA に結合し、CRL4 複合体によりユビキ
チン化される。この新規な分解システムは，
我々を含め５つのラボが、ほぼ同時に報告し
た。続いて、CRL4 に結合して基質認識に関
わるタンパク質Cdt2が同定され、さらにCdt2
のノックダウンが再複製を起こすことが示
されるなど、CRL4-Cdt2 による再複製抑制機
構が注目された(Review: 4. Havens et al, Genes 
Dev. 2011)（注：Cdt1, Cdt2 共に、酵母 Cdc10 
dependent transcript1, 2 に由来する）。 
  Cdt1 はまた、UV などによる DNA 損傷
後にも CRL4-Cdt2 により素早く分解される。
DNA 損傷部位に PCNA が集積すると Cdt1、
CRL4-Cdt2 が数分でリクルートされ Cdt1 が
分解される。CRL4-Cdt2 は、修復と DNA 複
製の両面でゲノム維持に関わる重要な因子
と考えられる。 
  そして、PCNA 依存の CRL4-Cdt2 の基質

として、Cdt1 のほかに CDK インヒビターp21
を報告したが、その後、ヒストン H4K20 モノ
メチル化酵素 Set8 も新たな基質として報告
された。これらも DNA の再複製や細胞周期
進行におけるゲノム制御に関わることが示
されている。 
 
２．研究の目的 
 CRL4-Cdt2 による分解系は、ライセンス化
因子 Cdt1 が機能する G1 期では作動しないが、
複製開始によりPCNAがクロマチンに結合す
ると、Cdt1 を分解し再複製を抑制するという
合理的なフィードバック制御系を形成する。
このとき、複製が開始したのち、Cdt1 が再度
機能しないように素早く分解しないといけ
ない。本研究では、どのようにして PCNA が
クロマチンにロードされると、効率よく素早
く特異的に分解されるのか明らかにする。そ
して、Cdt2 は細胞周期の S 期以降において高
度にリン酸化されており、活性制御に関わっ
ていると予想される。さらに、紫外線照射な
どによる DNA 損傷を受けた際にも素早く分
解されることの意義も合わせて追求する。 
 
３．研究の方法 
（１）タンパク質の精製 
CRL4-Cdt2 複合体および Cdt1 タンパク質は、
昆虫細胞を用いて発現し精製した。PCNA およ
び RFCローダータンパク質は大腸菌で発現さ
せ精製した。 
（２）DNA ビーズの調整 
ssDNA にビオチン化オリゴ DNA をアニールし
DNA 合成およびライゲーションにより２本鎖
DNA を作成した。アビジンによりビーズに結
合させた。制限酵素によりニックを導入した。 
（３）Cdt2 変異体の作成と発現 
C 末欠損 Cdt2 は PCR 法にて作成した。点突然
変異体は、Quick change 法（Stratagene 社）
を用いた。１８箇所の CDK リン酸化予想部位
に変異を導入した Cdt2-18A は、遺伝子合成
にて作成した。それぞれ、FLAG タグを融合し
て発現するように構築した。これらの発現プ
ラスミドを PEI 法にてヒト細胞（HEK293 およ
び U2OS 細胞）に導入し、G418 で選択するこ
とにより安定発現細胞を樹立した。 
（４）発現タンパク質の検出 
細胞内で発現されたタンパク質は、それぞれ
のタンパク質あるいはタグに対する抗体を
用いてウエスタンブロッティング法あるい
は免疫染色法にて検出した。 
（５）RNA 干渉法 
Cdt2、Msh2、Msh6、XPA の発現を抑制するた
め、それぞれに対する siRNA を細胞に導入し
た。導入試薬は Hiperfect（Qiagen 社）を利
用した。 
（６）紫外線照射 
細胞の培地を除去し、UV-cross linker 
(Funakoshi 社)あるいは UV ランプ（QSP 社）



により適量の紫外線を照射した。培地を戻し
一定時間細胞を培養した。 
 
４．研究成果 
（１）ユビキチン化反応を素反応レベルで解
析するため精製タンパク質を用いたin vitro
系の開発を行った。Cdt2 の C 末に FLAG タグ
を付け、昆虫細胞に Cul4A、DDB1、Rbx1 発現
ウイルスと同時感染させて精製することに
より、４構成タンパク質をほぼ等量含む複合
体が精製できた。これを用いて、精製 PCNA
と DNA を混合して、Cdt1 のユビキチン化を検
出する簡便法を確立して論文にて発表した。 
 続いて、PCNA を DNA にロードした系の構築
を行った。ニックを入れたプラスミドを結合
したビーズに PCNA をロードして解析したと
ころ、CRL4-Cdt2 は、基質がなくても DNA 上
の PCNA と直接結合することを見出した。こ
れは、後述する PCNA 結合配列部位を介して
いる。 
（２）酵母２ハイブリッドスクリーニングに
より、Cdt2 の C 末が PCNA と結合することを
見つけた。C末端にPCNA結合配列が見つかり、
この部位に変異を入れると PCNA との結合が
なくなった。これまで、Cdt1 などの基質が
PCNA に結合し、その後、CRL4-Cdt2 がリクル
ートされると考えられていたが、CRL4-Cdt2
は直接 PCNA に結合して機能することにより
迅速な分解をもたらすと考えられた。 
（３）Cdt2 は、S 期が開始したのち、M 期に
かけて高度にリン酸化される。Cdt2 の C末領
域にはCDKのリン酸化コンセンサス配列が１
８箇所存在する。まず、サイクリン A-Cdk2
およびサイクリン B-Cdk1 を用いて、Cdt2 が
リン酸化されることを確認した。１８箇所に
変異を導入(Cdt2-18A)して細胞で発現させ
ると、S 期から M 期にかけて見られたリン酸
化がほぼ抑制されていた。免疫染色を行うと
野生型に比べて PCNA フォーサイに強く結合
していた （図１参照）。その結果、Cdt1 に
対するユビキチン化活性の上昇が見られた。

細胞周期の S期後期/G２期から CRL4-Cdt2 の
基質である Set8 や TDG の蓄積が始まるが、
Cdt2-18A 発現細胞ではそのような蓄積が抑
制されていた。よって Cdt2 のリン酸化は、

PCNA との結合を抑制することにより
CRL4-Cdt2 による分解を抑えると考えられた。
これにより、G２期からの基質の蓄積を可能
にしているという新たな知見を得た。M 期に
おいて紫外線照射後の Cdt1 分解が起こらな
かったが、Cdt2-18A 発現細胞では、予想通り
分解が見られた。 
（４）紫外線照射後、Cdt1 は 10 分程度で分
解される。この分解の意義を確かめるため研
究を進めた。まず、M 期に同調した細胞では
PCNA はクロマチンに結合していたが、Cdt1
の分解は見られなかった。これは前述の通り、
少なくとも、Cdt2 のリン酸化によることがわ
かった。M 期に紫外線照射を受けた細胞が G
１期に進行すると、Cdt1 の分解が起こり、そ
の結果、複製のライセンス化が抑制された。
このような細胞は、G１期に停止する様子が
見られ、G１期に紫外線照射を受けた細胞よ
り生存率が上昇していた。我々は、哺乳動物
細胞は、M 期 DNA 損傷に応答した“ライセン
ス化チェックポイント機能”を持つと提唱し
た。 
 紫外線照射後の Cdt1 分解は、ヌクレオチ
ド除去修復(NER)の過程でPCNAがロードされ
ることにより起こることを我々も含め報告
した。NER 欠損の XPA 細胞では、Cdt1 の分解
が抑制されるが、さらに精査すると、１時間
後には分解されることを見出した。別の修復
機構が機能しているのではないかと考えた。
ノックダウン実験を行い、ミスマッチ修復
(MMR)系が関わることを見出した。MMR に関わ
る Msh2 および Msh6 タンパク質は、XPA 細胞
でも遅れて集積することを確かめた。これら
のMMRタンパク質をノックダウンするとさら
に分解が遅れた。そして、MMR タンパク質を
単独でノックダウンした場合でも、XPA 単独
でノックダウンした場合と同レベルで分解
の抑制が見られた。従って、MMR は本来 S 期
で機能するが、G1 期でも新規な機能
（non-canonical MMR）を持つことを報告し
た。さらに、CRL4-Cdt2 の基質である Cdt1 を
高発現すると、損傷修復複製が阻害されるこ
とを確認した。よって、損傷後の Cdt1 をは
じめとした基質の分解は、修復過程を促進す
るために重要であると考えられた。 
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