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研究成果の概要（和文）：ストレス応答キナーゼASK1のユビキチン化酵素Roquin-2の新規ターゲット分子とし
て、TLR4 (細菌由来成分LPSの受容体)下流で機能するシグナル伝達分子の１つを新たに同定し、ASK1および新規
ターゲット分子のユビキチン化・分解を促進することで、自然免疫応答を負に制御しているという新たな免疫制
御機構を明らかにした。また、TRIM48がASK1の新規活性化因子として作用し、Roquin-2によるASK1ユビキチン化
を促進することを見出し、ASK1ユビキチン化制御機構の全容解明およびASK1関連疾患治療への応用につながる重
要な成果となった。

研究成果の概要（英文）：Roquin-2 is a ubiquitin ligase that ubiquitinates a stress-responsive kinase
 ASK1. In this study, we identified another ubiquitination target of Roquin-2 that functions in TLR4
 (the receptor for a bacterial component, LPS) signaling pathway. We found that Roquin-2 promotes 
ubiquitin-dependent degradation of ASK1 and the newly found target molecule, and thereby negatively 
regulates innate immune responses. Meanwhile, we also identified another ubiquitin ligase TRIM48 as 
a positive regulator of ASK1 activation. TRIM48 promotes ASK1 activation, and thus facilitates ASK1 
ubiquitination mediated by Roquin-2. These findings provide comprehensive understanding of the 
regulatory mechanisms for ASK1 ubiqutination, which will lead to the development of novel 
therapeutic strategies for ASK1-related diseases.

研究分野： 細胞内シグナル伝達、ストレス応答、自然免疫
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  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 Apoptosis signal-regulating kinase 
1(ASK1)は、様々な物理化学的ストレスによ
り活性化するストレス応答キナーゼで、細胞
の生死や免疫応答の制御などを司っている。
ASK1 の発現量および活性は、生体内で厳密に
制御されており、その制御の破綻が、様々な
病態と関連していることが報告されている。
特に、ASK1 シグナルの亢進と、自己免疫疾患
や炎症誘導性ガンの発症との関連が示唆さ
れている。ASK1 が関与するこれらの疾患の治
療戦略として、ASK1 の発現量あるいは活性を
低下させることにより、ASK1 シグナルを減弱
させるという方策が考えられる。しかしなが
ら、単純に ASK1 の発現量や活性を低下させ
る方法では、ASK1 シグナルが過剰に減弱する
ことで、誘導されるべき適切な生体応答自体
が阻害されてしまう。そこで、通常の ASK1
シグナル応答を損なうことなく、過剰な ASK1
シグナルの誘導を抑制することが、疾患の治
療戦略の重要な指針となる。ところが、これ
まで同定されてきた ASK1 制御因子は、ASK1
の活性化そのものを正または負に制御する
性質のものであったため、ASK1 シグナルの亢
進に伴う疾患の治療戦略開発は、非常に困難
であった。 
 
２．研究の目的 
 最近、ASK1 の活性制御に関わる新規制御因
子として、ユビキチン化酵素 Roquin-2 およ
び脱ユビキチン化酵素USP9Xが同定された 1,2。
これらの分子は、活性酸素などの刺激による
ASK1 の活性化依存的に、ASK1 のユビキチン
付加あるいは分解反応を促進することで、
ASK1 の活性化後の分解スピード・量をコント
ロールしている。すなわち、Roquin-2 および
USP9X は、ASK1 の活性化そのものを制御する
のではなく、ASK1 活性化後のシグナルの持続
時間や強度を、協調して厳密に制御している
ことが示唆された。また最近、Roquin-2 およ
び USP9X は、それぞれ自己免疫疾患の原因遺
伝子、ガン促進因子である可能性が示唆され
ていることから、これらの疾患が、ASK1 シグ
ナルの異常な亢進に伴うものであることが
想定される。つまり、Roquin-2 および USP9X
を介した ASK1 のユビキチン化を適切にコン
トロールすることで、ASK1 シグナルによる適
切な生体応答自体を阻害することなく、ASK1
シグナルの亢進に伴う自己免疫疾患やガン
等の疾患を効果的に治療できる可能性が見
いだされた。しかし、現状では、Roquin-2 や
USP9XによるASK1活性化依存的なユビキチン
化反応制御の詳細なメカニズムや、これらの
ASK1 を介した自己免疫疾患やガンの発症と
の関連は全く不明である。 
 さらに、ASK1 ユビキチン化に関与するユビ
キチン化酵素の候補分子として Roquin-2 以
外に同定していた TRIM48 については 2、ASK1

ユビキチン化を促進することは明らかにな
っているが、その詳細な分子機構は不明であ
り、ASK1 関連疾患発症との関連も全くわかっ
ていない。 
 そこで本研究では、上記ユビキチン化関連
因子を介した ASK1 ユビキチン化の制御機構
や疾患発症との関連について明らかにし、
ASK1 シグナルの異常に伴う疾患の治療戦略
の確立を目指した。 
 
３．研究の方法 
(1) Roquin-2 に関する解析 
 HeLa 細胞に Flag-ASK1 (Wild-type (WT), 
キ ナ ー ゼ 活 性 欠 損 変 異 体 ) ま た は
Myc-Roquin-2 (WT, ユビキチン化酵素活性欠
損変異体)をトランスフェクションした際の
炎症性サイトカイン IL-6 の mRNA 発現変動に
ついて、real-time PCR 法により解析を行っ
た。HEK293 細胞 (CD14, MD2, TLR4 を安定発
現)およびマウスマクロファージ様細胞株
RAW264.7 において、CRIPSR/Cas9 法により
Roquin-2 ノックアウト (KO)細胞を作製し、
LPS 刺激を行った際の MAP キナーゼ経路や
NF-κB経路の活性化について、各種抗体を用
いたウェスタンブロットによって評価した。
また、その際に、シグナル活性化に伴って発
現誘導されるIL-6やIL-1βなどのmRNAレベ
ルについて、real-time PCR によって評価し
た。Myc-Roquin-2 と TLR4 シグナル関連分子 
(Flag タグ付き)の結合解析は、Flag 抗体ビ
ーズを用いた共免疫沈降実験にて行い、Myc
抗体を用いた Western Blot により検出を行
った。TLR4 シグナル関連分子 (Flag タグ付
き)に対するMyc-Roquin-2によるユビキチン
化 の 寄 与 を 調 べ る た め 、 in vivo 
ubiquitination assay を行った。Flag 抗体
ビーズを用いた免疫沈降を行い、一度 1% SDS
によって変性・熱処理を加えたのちに再度免
疫沈降を行ってサンプル化し、K48 型ユビキ
チン鎖を特異的に認識可能な抗体を用いた
ウェスタンブロットによって検出を行った。 
(2) TRIM48 に関する解析 
 HEK293A 細胞に 6Myc-TRIM48 (WT, ユビキ
チン化酵素活性変異体)またはFlag-ASK1 (WT, 
キナーゼ活性欠損変異体)をトランスフェク
ションし、in vivo ubiquitination assay (詳
細は(1)に記載)や ASK1 リン酸化状態の評価
を、各種抗体を用いたウェスタンブロットに
よって行った。TRIM48 のユビキチン化標的の
探索を目的とし、Flag-TRIM48 に対する結合
分子をプルダウン法により得たのちに、マス
スペクトロメトリーによって結合分子の同
定を行った。TRIM48 ユビキチン化標的分子と
して同定した ASK1 活性制御因子 Y の発現プ
ラスミドを作製し、TRIM48 による標的分子の
ユビキチン化・分解の寄与について、各種抗
体を用いたウェスタンブロットによって解
析を行った。分解への寄与を評価する実験で
は、TRIM48 発現後に翻訳阻害剤シクロヘキシ
ミドを処置したのちに、Y の発現変動を継時



的に解析することで、分解速度を評価した。
さらに、酸化ストレス応答における TRIM48
を介した ASK1 活性制御の重要性を検証する
ため、TRIM48 あるいは PRMT1 をノックダウン
したのちに、酸化ストレス誘導剤 Diamide を
処置した際の細胞死について、LDH アッセイ
によって評価を行った。 
 
４．研究成果 
(1) Roquin-2 に関する解析 
 Flag-ASK1 WT を発現させた HeLa細胞では、
IL-6 mRNAの有意な発現上昇が認められたが、
キナーゼ活性を欠損したFlag-ASK1発現細胞
では、有意な発現上昇は認められなかった。
また、Flag-ASK1 WT 発現細胞における IL-6
発現上昇は、Roquin-2 WT との共発現により
有意に抑制されたが、ユビキチン化酵素活性
を欠損した Roquin-2 との共発現では抑制さ
れなかった。この結果から、Roquin-2 はユビ
キチンリガーゼ活性依存的に ASK1 を介した
IL-6 発現上昇を負に制御していることが示
唆された。 
 そこで次に、Roquin-2 の ASK1 を介した自
然免疫応答制御の重要性について検証する
ため、TLR4 安定発現細胞 (アクセサリー分子
CD14, MD2 も発現)において Roquin-2 KO 細胞
を作製し、LPS 刺激を行った際の、MAPK 経路
や NF-κB 経路活性化について、ウェスタン
ブロットによって評価を行った。LPS 刺激時
には、その受容体であるTLR4活性化に伴い、
活性酸素種 (ROS)産生を介して ASK1 が活性
化され、その下流では p38 が選択的に活性化
を受け、IL-6 をはじめとした炎症性サイトカ
インが発現誘導されることが知られている 3。
Roquin-2 KO 細胞では、ASK1 の活性化亢進に
伴う p38 活性化の増強が認められたが、JNK
リン酸化や IκBαの分解の亢進が認められ
たことから、予想外なことに、ASK1 非依存的
に活性化する JNK や NF-κB 経路の活性化も
亢進していることが明らかになった。次に、
免疫系細胞でも同様の表現型が認められる
か調べるため、マウスマクロファージ様細胞
株 RAW264.7 細胞において Roquin-2 KO 細胞
株を樹立し、LPS 刺激を行った際の MAPK 経路
や NF-κB 経路の活性化について評価したと
ころ、HEK293 細胞の場合と同様に、p38・JNK・
NF-κB 経路全ての活性化亢進が認められた。
このとき、Roquin-2 KO 細胞では、シグナル
活性化に伴って誘導される IL-6 や IL-1βの
mRNA レベルも WT 細胞と比較して著しく上昇
していた。以上の結果から、Roquin-2 は、ASK1
とともに、ASK1 以外の別の分子の活性化を抑
制することで、LPS 刺激時の MAP キナーゼ経
路および NF-κB 経路の活性化、およびその
下流でのサイトカイン発現誘導を負に制御
していることが示唆された。そこで、
Roquin-2 の標的分子を同定するため、TLR4
下流で機能する分子と Roquin-2 の結合性に
ついて網羅的に調べたところ、ある TLR4 下
流分子 X を同定した。詳細な解析から、

Roquin-2はXのK48型ポリユビキチン化およ
び分解を促進することで、MAPK 経路・NFκB
経路の活性化を負に制御することが示唆さ
れた。 
 以上の解析から、Roquin-2 は ASK1 を介し
た免疫応答制御に寄与しており、LPS 刺激時
の免疫応答を負に制御していることが明ら
かになった。さらに、Roquin-2 の新規標的分
子としてTLR4下流で機能するシグナル分子X
を同定し、Roquin-2 は Xについてもユビキチ
ン化・分解を促進することで、LPS 刺激に対
する応答を負に制御することが示唆された。
Roquin-2によるXのユビキチン化の詳細な分
子機構については現在解析を進めていると
ころであるが、X のユビキチン化は定常状態
で起きていることが示唆されている。つまり、
単純にRoquin-2の機能を改変した場合には、
ASK1とXの両方の活性化に影響が出てしまう
上に、X の機能が定常状態で影響を受けるこ
とで、その下流で活性化される MAP キナーゼ
経路や NF-κB 経路も活性化初期の段階から
影響を受けることになるため、本研究の目的
である「シグナル活性化後の過剰な活性化の
亢進のみを選択的に制御する」という趣旨に
そぐわないことになってしまう。今後の研究
方針としては、ASK1 の活性化のみを選択的に
制御できるよう、Roquin-2 と ASK1、Xの結合
様式や制御機構について詳細に明らかにす
る必要があり、現在引き続き解析を進めてい
るところである。また、Roquin-2 ノックアウ
トマウスは出産前後に死亡してしまうため、
当 研 究 で 明 ら か に な っ た 自 然 免 疫 と
Roquin-2 の関連を個体レベルで詳細に解析
することを目的として、骨髄由来細胞特異的
な Roquin-2 ノックアウトマウス作製に着手
し、完成間近を迎えている。本ノックアウト
マウスを用いた様々な炎症疾患モデルにお
いて、Roquin-2 の自然免疫応答における寄与
を明らかにし、ASK1 関連疾患の治療戦略開発
に向けて、今後解析を行っていく予定である。 
(2) TRIM48 に関する解析 
 TRIM48 は、Roquin-2 とともに ASK1 ユビキ
チン化を促進するユビキチン化酵素として
スクリーニングによって同定した分子であ
る 2。そこで、TRIM48 が ASK1 活性化に与える
影響を解析したところ、TRIM48 発現時には
ASK1の活性化が亢進し、発現抑制時にはASK1
活性化が抑制されるという結果が得られた。
これらの結果は、TRIM48 が単純に ASK1 をユ
ビキチン化することで分解を促進している
と仮定すると、完全に矛盾することになるた
め、TRIM48 は ASK1 の活性化促進因子として
作用し、TRIM48によるASK1ユビキチン化は、
ASK1 活性化促進の結果である可能性が想定
された。そこで、Roquin-2 KO 細胞に対して
TRIM48 および ASK1 を発現させ、in vivo 
ubiquitination assay によって ASK1 ユビキ
チン化を評価したところ、Roquin-2 欠損下で
は、TRIM48 による ASK1 ユビキチン化が全く
認められなかったことから、TRIM48 依存的な



ASK1 ユビキチン化は Roquin-2 が担っている
ことが示唆された。 
 そこで次に、TRIM48 の標的分子を明らかに
するため、Flag-TRIM48 発現細胞に対してプ
ルダウンアッセイを行い、マススペクトロメ
トリーによって TRIM48 の結合分子を探索し
た結果、既知の ASK1 活性化抑制因子 Y を同
定した。in vivo ubiquitination assay によ
り、TRIM48 WT は Y の K48 型ポリユビキチン
化を促進した一方、ユビキチン化酵素活性を
欠損した TRIM48 変異体は、ユビキチン化状
態が変化しなかった。また、TRIM48 WT は Y
の分解を促進したが、ユビキチン化酵素活性
変異体は、分解に影響を与えなかった。これ
らの結果から、TRIM48はYをユビキチン化し、
分解に導くことによって、ASK1 活性化を正に
制御していることが示唆された。さらに、
TRIM48 を介した ASK1 活性化制御機構の生理
的重要性について検討を行うため、ASK1 依存
的な酸化ストレス誘導性細胞死に対する
TRIM48 の寄与を、ノックダウン実験によって
検証した。その結果、TRIM48 ノックダウンに
よってDiamide (酸化ストレス誘導剤)処置に
伴う細胞死が抑制されたが、PRMT1 を同時に
ノックダウンすることによって、その抑制が
解除された。この結果から、TRIM48 による
PRMT1 発現レベルの制御が、実際に ASK1 を介
した酸化ストレス応答において重要な役割
を果たしていることが示唆された。 
 以上のように、本研究では TRIM48 を新規
ASK1 活性化因子として同定し、Roquin-2 を
介した ASK1 ユビキチン化を促進する機構を
詳細に明らかにした。TRIM48 による ASK1 ユ
ビキチン化の亢進作用は大変顕著であるこ
とから、Roquin-2 による ASK1 ユビキチン化
を積極的に促進する何らかの機構が存在す
る可能性があり、現在 TRIM48 を介した ASK1
ユビキチン化の制御についてさらに詳細な
解析を行うとともに、個体レベルにおけるこ
の制御機構の重要性について今後検証を行
っていく予定である。TRIM48 を介した
Roquin-2 による ASK1 ユビキチン化機構の解
明は、今後 ASK1 関連疾患の治療戦略構築の
上でも、重要な役割を果たすことが期待され
る。 
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