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研究成果の概要（和文）： 
 ユビキチンは，タンパク質分解の目印としてよく知られているが，近年の研究の進展に伴い，
分解以外にも多様な細胞機能を制御する目印であることが明らかになってきた．本研究では，
ユビキチンが様々な認識タンパク質に結合した複合体の三次元構造解析を行い， DNAの損傷
に対する応答や炎症に対する応答の際に，ユビキチンの目印がどのように認識されているのか
を原子の解像度で明らかにした． 
 
研究成果の概要（英文）： 
	 Ubiquitin is well-known as a label for protein degradation. Recent studies have showed that ubiquitin 
functions as labels for various cellular processes besides the protein degradation. In this research, we 
determined three-dimensional structures of complexes comprising ubiquitin and its binding proteins and 
showed how ubiquitin is recognized during responses towards DNA damage and inflammation. 
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１．研究開始当初の背景 
	 ユビキチン（Ub）は酵母からヒトまで広く
保存されたタンパク質であり，鎖状につなが
った複数個の Ub（ポリ Ub鎖）がプロテアソ
ームによるタンパク質分解のシグナルとし
てはたらくことが広く知られている．しかし，
近年では，Ub はタンパク質分解以外にも多
様なプロセスで重要であることが明らかに
なってきている．ポリ Ub鎖は，Ubの C末端

のグリシン残基と別の Ub のリジン残基がイ
ソペプチド結合を形成することによって合
成されるが，Ub には 7 つのリジン残基があ
るため，どのリジン残基を介して結合するか
によってポリ Ub 鎖の形と機能は異なる．実
際に，タンパク質分解のシグナルとして働く
ポリUb鎖のほとんどは 48番目のリジン残基
（K48）を介して結合している（K48鎖）．K48
鎖以外のポリ Ub 鎖の役割は完全に理解され
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ているわけではないが，K63結合型のポリ Ub
鎖 （K63鎖）は K48鎖とは明確に区別され，
DNA損傷応答，炎症シグナル，受容体の下方
制御などのプロセスではたらくことが知ら
れている．このように細胞の中で明確に区別
されているはずの形の異なるポリ Ub 鎖が，
細胞内でどのように結合タンパク質によっ
て認識され，区別されているのかは，ほとん
どわかっていなかった． 
 
２．研究の目的 
	 本研究では，Ub 鎖と結合タンパク質との
複合体の立体構造をＸ線結晶構造解析によ
って決定し，変異体を用いた結合解析や反応
速度論的解析によってポリ Ub 鎖識別メカニ
ズムを解明することを目的とした． 
 
３．研究の方法 
	 本研究では，細胞内での役割が明確な K63
鎖の認識メカニズムの解明を主にすすめて
きた．K63鎖の最小単位である K63結合型ジ
ユビキチン（K63 diUb）を酵素学的に合成し，
結合タンパク質と複合体を形成させ，それを
結晶化してＸ線結晶構造解析により複合体
の三次元構造を決定した．得られた三次元構
造に基づいて結合の特異性を決定している
メカニズムを推測し，そのメカニズムを裏付
けるための部位特異的変異体を作成して，
GSTプルダウンや表面プラズモン共鳴（SPR）
分光による相互作用解析を行った．SPR測定
には，GEヘルスケア社の Biacore T200を用
いた． 
	 結晶構造解析の具体的な手順は，以下の通
りである．まず，大腸菌で発現させたタンパ
ク質試料をアフィニティーカラム，イオン交
換カラム，ゲル濾過カラムを用いた液体クロ
マトグラフィーにより精製し，微量自動結晶
化装置を用いて約５００種類の結晶化条件
をスクリーニングした．結晶が生成した条件
を最適化し，最適な条件下で成長した結晶を
用いて，Ｘ線回折データセットを収集した．
Ｘ線回折データセットの収集は，大型放射光
施設 SPring8および PFで行ない，プログラム
パッケージHKL2000とCCP4を用いてデータ
を処理した．位相決定は，プログラム
MOLREPを用いて，構造既知のホモログ分子
をサーチモデルとした分子置換法により行
った．原子モデルの構築および修正にはプロ
グラム COOTを用いた．構築した原子モデル
をプログラム CNS， PHENIX, REFMAC5を
用いて精密化した． 
	 	 
４．研究成果	 
（１）タンデムにつながった αヘリックス型
の Ub結合ドメインによる K63鎖認識メカニ
ズム 
	 RAP80 は，タンデムに繋がった Ub 

interacting motif（tUIM）を介して K63鎖を認
識 し ， DNA 修 復 に 必 要 な
Abraxas-BRCC36-BRCA1-BARD1 複合体を
DNA 損傷部位にリクルートする．我々は，
RAP80の tUIMとK63 diUbとの複合体の結晶
構造を 2.2 Å分解能で決定した（図１）．二つ
の UIM（UIM1 と UIM2）は，α へリカルな
inter-UIM領域と共に 60 Åの一本の繋がった
αへリックスを形成する．UIM1と UIM2は，
それぞれ基部および先端部の Ub を認識する．
UIM1と UIM2共に Ubの Ile 44を中心とした
疎水表面を認識するが，Lys 63で繋がったイ
ソペプチド結合は直接認識しない．我々の構
造は，12 Å の α へリックスを形成する
inter-UIM領域が，2つの UIMを K63 diUbと
特異的に結合できるように配置させている
ことを示唆する．このことは，様々な長さの
inter-UIM 領域をもつ変異体を用いたプルダ
ウンアッセイによって確認された．さらに
我々は，同様の inter-UIM 領域をもつ Epsin1
の tUIMも同様にK63 diUbと選択的に結合す
ることを示した． 

（２）Znフィンガー型の Ub結合ドメインに
よる K63鎖認識メカニズム 
	 TAB2 および TAB3 は，Npl4 型 Zn フィン
ガー（NZF）ドメインを介して K63鎖を特異
的に認識し，JNK経路や NF-κB経路を活性
化する．我々は，TAB2と TAB3の NZFドメ
インと K63 diUb との複合体の結晶構造を
1.18および 1.4 Å分解能で決定した（図２）．
保存された Thr-Pheのジペプチドが，Npl4の
NZFと単量体 Ubとの相互作用に重要である
ことが示されていたが，TAB2とTAB3のNZF
では，このジペプチドが先端側の Ub と結合
する．対照的に，TAB2 と TAB3 に特徴的な
表面は基部側の Ub と結合する．TAB2 と
TAB3 の先端側および基部側の Ub 結合部位
は，両方共に Ubの Ile44を中心とする疎水表
面を認識するが，Lys63 で繋がったイソペプ
チド結合を直接認識しない．変異体解析は両

 
図１．RAP80 tUIMと K63 diUbとの複合
体の立体構造 



 

 

方のUb結合部位がK63 diUbに必要であるこ
とを示す．TAB2および TAB3の NZFドメイ
ンによる K63 鎖の認識において，diUb ユニ
ットが一つの NZF ドメインによって特異的
に認識されるメカニズムを提案した． 

 
（３）Coiled coil型の Ub結合ドメインと K63
鎖との弱い相互作用のメカニズム 
	 NEMOはタンパク質の Ub化により制御さ
れている NF-κB シグナリング経路の活性化
に必須である．NEMOの C末端のロイシンジ
ッパーと、それに隣接する coiled-coil 領域
（CC2-LZ）は、直鎖に 1 µMの親和性で結合
し，K63鎖に 100 µMの親和性で結合するこ
とが報告されている．我々は，マウス NEMO
のCC2-LZ領域とK63 diUbとの複合体の結晶
構造を 2.7 Å分解能で決定した．Ub結合領域
は，130 Åのαへリックスで構成され，平行
な coiled-coil二量体を形成する．Ubの Ile 44
を中心とする疎水表面は，NEMOの Ub結合
領域の中心部で認識される．NEMO は，K63 
diUb と一つの結合部位で相互作用しており，
K63 diUbとの低い親和性の結合と一致した． 
 
（４）Znフィンガー型の Ub結合ドメインに
よる直鎖認識メカニズム 
	 Ub直鎖の合成を行う複合体（LUBAC）は，
NF-κB シグナル経路の活性化において重要
な役割を担う．LUBACの HOIL-1Lサブユニ
ットが直鎖と結合することはすでに示され
ていたが，その構造的・機能的な解析は行わ
れていなかった．本研究において，我々は，
HOIL-1L の NZF ドメインが直鎖に特異的に
結合することを見出し，HOIL-1L の NZF ド
メインと直鎖ジユビキチンとの複合体の結
晶構造を 1.7 Å 分解能で決定した．HOIL-1L
の NZF ドメインは，亜鉛イオンを配位した
「NZFコア」領域とそれに付随するヘリカル
な「NZFテール」から構成される．NZFコア
は，先端部ユビキチンの Ile44 を中心とする
疎水領域と基部ユビキチンの Phe4 を中心と

する疎水領域の両者と結合しており，直鎖特
異的な結合のメカニズムを示している．NZF
テールは，基部ユビキチンと相互作用して結
合親和性を高めている．これらの認識メカニ
ズムを in vitroおよび in vivoでの変異体解析
によって裏付けた． 

 
（５）その他 
	 Ub鎖を切断する脱 Ub化酵素 OTUB1は，
Ub 結合酵素 Ubc13-Mms2 複合体に結合する
ことで，脱 Ub化活性非依存的に K63鎖の伸
長を抑制する．我々は，OTUB1-Ubc13-Mms2
の三者複合体の立体構造を決定し，OTUB1
による K63 鎖伸長抑制のメカニズムの解明
を目指した．OTUB1 と Ubc13-Mms2 との複
合体の結晶化を行い，3.1 Å 分解能のＸ線回
折データを収集した． 
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図２．TAB2 NZFと K63 diUbとの複合
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図３．HOIL-1L NZFと直鎖 diUbとの
複合体の立体構造 
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