
　ターゲットタンパク研究プログラムでは、 これまでのプロジェクト等によって得られた研究成

果や研究基盤 （ＮＭＲおよびＸ線結晶構造解析施設等） を活用し、 現在の技術水準で

は構造解明がきわめて難しく、 かつ学術研究や産業振興に重要なタンパク質をターゲット

に選定し、 高難度タンパク質の構造 ・ 機能解析のための技術開発を行いつつ、 ターゲッ

トタンパク質の構造と機能の解明をめざします。 「技術開発研究」 では、 タンパク質試料

をつくる 「生産」、 立体構造を明らかにする 「解析」、 および機能を操る 「制御」 の技術

開発を、 また、 「ターゲットタンパク研究」 では、 基本的な生命現象の解明、 医学 ・ 薬

学等への貢献、 および食品 ・ 環境等の産業応用に向けてターゲットとなるタンパク質群の

構造 ・ 機能解析を、 一つのプロジェクトとして進めています。 本プロジェクトの成果は、 病

気の診断 ・ 治療法の開発、 劣悪な環境でも生育可能な植物や高生産性の食用作物の

開発、 環境修復に役立つ高機能化酵素の開発などの産業応用につながるとともに、 タン

パク質研究における構造 ・ 機能解析の革新的な技術が開発され、 現在の技術では研究

がきわめて難しいタンパク質の機能が明らかになると期待されます。 また、 プロジェクト後

半に向けて、タンパク質が担う新たな生物機能の発見など、さらなる成果が期待されます。

　①「生産」②「解析」、③「制御」、 および、 生産・解析・制御の情報を効率的に

共有化するための ④「情報プラットフォーム」 の各領域で展開される技術開発を対

象としています。
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岩井一宏 （大阪大学大学院 生命機能研究科 / 医学系研究科）直鎖状ポリユビキチン鎖による選択的 NF-κB 活性化機構 :

エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバイオロジー研究 : 伊藤昭博 （理化学研究所 基幹研究所）

－ 平成21年度新規課題紹介 ー

概要 ： NF-κB は種々の刺激で活性化され、 炎症、 免疫応答、 がん等に関わる医学的にも重要な転写因子です。 代表研究者は直鎖状ポリユビ

キチン鎖を選択的に生成する LUBAC ユビキチンリガーゼ複合体を世界に先駆けて同定しました。 さらに、 LUBAC が刺激依存的に NF-κB 活性化の

キー分子である NEMO を直鎖状ポリユビキチン化することによって、 NF-κB を選択的な活性化に導くことを示し、 NF-κB 活性化の新たな機構を提

唱しました。 本研究では LUBAC リガーゼ複合体を構成する HOIL-1L、 HOIP の 2 つのタンパク質に存在する種々のドメインの機能的および構造的解

析を進め、 LUBAC リガーゼによる NF-κB 活性化メカニズムを詳細に検討する。 本研究の成果は、 アレルギー、 がんなどの治療薬の優れたターゲッ

トである選択的 NF-κB 活性制御薬の開発へとつながるものと考えられ、 大きな波及効果が期待できます。
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D　モノユビキチン化

ユビキチン修飾系は E1( 活性化酵素 )/E2( 結合酵素 )/E3( ユビキチン

リガーゼ ) の３種の酵素群の働きにより、 多くの場合、 E3 が選択的に識

別する標的タンパク質にユビキチンが数珠状に連なったポリユビキチン鎖

を結合することで、 分解のみならず、 多彩な様式でタンパク質の機能を

制御する翻訳後修飾系です。 ポリユビキチン鎖の種類により制御様式が

異なると考えられており、 ユビキチンの 48 番目のリジン （K48） を介した

ポリユビキチン鎖は標的タンパク質のプロテアソームによる分解シグナルと

なりますが (A)、 K63 を介したポリユビキチン鎖は分解ではなく、 シグナ

ル伝達や DNA 修復に関与します (B)。 研究代表者らは自らが新規に同

定した直鎖状ポリユビキチン鎖が NF-κB を選択的に活性化させることを

報告しました (C)。 また、 モノユビキチン化がタンパク質の内在化シグナ

ルとなることも知られています (D)。

②　直鎖状ポリユビキチン鎖による NF-κB 活性化機構と本研究課題

種々の刺激依存的に活性化される IKK 複合体によってリン酸化され

た IκBα（破線） が分解されることで、NF-κB は核に移行して （破線）

活性化されます。 LUBAC は IKK 複合体中の種々の刺激を感知する

キー分子である NEMO を直鎖状ポリユビキチン化することで、 IKK 複

合体の活性化に関与しています。 直鎖状ポリユビキチン鎖は NF-κB

のみを選択的に活性化させます。 ですから、 直鎖状ポリユビキチン

鎖形成阻害剤は NK-κB 活性化異常の関与が知られている、 リウマ

チ ・ アレルギー性疾患、 ガンなどの治療薬のターゲットになる可能性

があり、 本研究でも開発に着手する予定です。
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　タンパク質のアセチル化、 特にヒストンのアセチル化はエピジェネティッ

クな遺伝子の発現を調節する核内の主要な翻訳後修飾であることは現

在よく知られていますが、 その契機となったのは、 ヒストン脱アセチル化

酵素 （HDAC） の特異的でかつ強力な阻害剤であるトリコスタチンＡの

発見によってヒストンのアセチル化レベルを人為的に制御可能になった

ことが挙げられます。 現在ヒトにおいては 18 種類の HDAC サブタイプが

存在し、 三つのクラスに分類され、 多様な基質特異性と役割分担が

あることが示唆されています。 HDAC サブタイプの中でもクラスⅢに属す

る HDAC は Sirtuin と呼ばれ、 NAD 依存的な脱アセチル化酵素活性を

持っています。 近年、 主に酵母、 線虫をモデル動物とした研究により、

Sirtuin ファミリーの中の Sir2 は寿命制御因子であることが示唆されてい

ます。 ヒトSirtuinは7種類のサブタイプ（SIRT1-7）が存在します。 現在、

ヒト Sirtuin による寿命制御に関する研究は非常に着目されていますが、

その研究の中心は酵母 Sir2 と最も相同性の高い核タンパク質である

SIRT1 です。 私たちは、 ミトコンドリアに局在する主要な脱アセチル化酵

素 SIRT3 に着目したところ、 SIRT3 はミトコンドリアに存在するエネルギー

代謝を制御する複数の酵素を基質とし、 その活性を制御していることを

見出しました。 ミトコンドリアは老化に関わるオルガネラであり、エネルギー

代謝は寿命と密接に関わることが示唆されていることから、 SIRT3 はヒト

おいて老化を制御する Sirtuin である可能性が高いと考えています。

図 1. 本プロジェクトの概要

　この研究では、 ケミカルバイオロジー的手法、 即ち SIRT3

の活性制御剤を開発し、 それを主に用いることにより SIRT3

の生理機能、 特にエネルギー代謝制御における SIRT3 の

生理的役割の解明を目指します。 エネルギー代謝は、 肥

満や糖尿病など、 いわゆるメタボリックシンドロームと密接に

関わっています。 したがって、 本研究で得られた SIRT3 活

性制御剤は、 SIRT3 の生理機能の解明に役に立つだけで

なく、 肥満の予防薬や糖尿病の治療薬になりうる可能性が

あります。 厚生労働省は、 2008 年度からメタボリックシンド

ロームの予防 ・ 改善を目的とする新しい検診制度を導入す

るなど、 メタボリックシンドロームの予防は社会的関心となっ

ております。 私たちは SIRT3 の生理機能の解明を通して、

メタボリックシンドロームの予防という現代社会の大きなニーズ

に応えられるよう、 研究を進めて行きたいと考えております。

目標3：代謝疾患の予防・治療薬開発へ展開

目標1：特異的なSIRT3活性制御剤の開発

大規模なSIRT3活性制御剤のスクリーニング

・SIRTサブタイプ選択性の検討
・速度論的、共結晶構造解析による化合物の最適化

目標2：分子プローブを用いた細胞、個体レベルでのSIRT3の機能解析
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SIRT3阻害剤を用いた新規
アセチル化タンパク質の探索

細胞レベルでの
SIRT3の生理機能
の解明

・動物レベルでのSIRT3の
  生理機能の解明
・糖尿病モデルマウス、
  高脂肪食マウスにおける
  SIRT3活性制御剤の健康
  改善効果の検討

SIRT3活性制御剤

投与処理利用
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