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はじめに

に必須な DNA ポリメラーゼ α ，DNA ポリメラー

DNA ポリメラーゼは鋳型 DNA に対して相補･

ゼ δ ，DNA ポリメラーゼ ε は，鋳型 DNA に紫外

的な dNMP（deoxyribonucleoside monophospate）･

線 DNA 損傷があると，そこで DNA 合成を停止し

を重合する，生命活動の根幹を支える酵素であ

てしまう。バリアント群の責任遺伝子は，紫外線

る。ヒトではこれまでに14あまりの DNA ポリメ

DNA 損傷があっても DNA 合成を継続すること

ラーゼが発見されている。その中で，3 つの DNA

ができる特殊な DNA ポリメラーゼ，DNA ポリメ

ポリメラーゼ（DNA ポリメラーゼ α ，DNA ポリ

ラーゼ η をコードしており，紫外線 DNA 損傷に

メラーゼ δ ，DNA ポリメラーゼ ε ）がゲノム DNA

よって停止した DNA 複製を再開することで，皮

の複製に必要不可欠である。DNA ポリメラーゼ

膚を紫外線から防御している。DNA ポリメラー

γ はミトコンドリア DNA を複製する。その他の

ゼ η に欠損がある XP のバリアント群の細胞では，

DNA ポリメラーゼは，DNA 複製には必ずしも

紫外線 DNA 損傷によって停止した DNA 複製を

必須ではないが，主に DNA 修復に関与すること

効率よく再開することができないため，紫外線に

で遺伝情報の維持に寄与していると考えられてい

感受性となる。

る。

DNA ポリメラーゼ η は化学的構造が変化した

色素性乾皮症（xeroderma pigmentosum: XP）

塩基を鋳型として利用することができる特殊な

は日光高過敏性，高発がん性の皮膚疾患の一つで

性質をもつ DNA ポリメラーゼの一つであり，こ

あり，常染色体劣性遺伝性の遺伝病である。XP は

の性質によって，紫外線損傷塩基を鋳型として

A ～ G 群と V（variant：バリアント）群の 8 種類

DNA 合成を再開することができる。この分子機

に分類され，それぞれ原因遺伝子が明らかにされ

構は「損傷乗り越え DNA 合成」と呼ばれる。一方

ている。紫外線を含む日光が細胞に当たると紫外

で DNA ポリメラーゼ η は，通常の塩基に対して

線に特徴的な DNA 損傷が生じる。A ～ G 群の責

は相補的塩基を重合する精度が著しく低い性質を

任遺伝子はこの紫外線 DNA 損傷を修復する酵素

併せ持つ。したがって，DNA ポリメラーゼ η に代

群をコードしており，皮膚を紫外線から防御して

表される，損傷乗り越え DNA 合成に寄与する一

いる。XP の A ～ G 群の細胞では，紫外線 DNA 損

群の DNA ポリメラーゼは，その働きが「損傷乗り

傷の修復酵素が正常に働かず，紫外線に高感受性

越え DNA 合成」に限定されるように制御されて

となる。一方，バリアント群の細胞は紫外線 DNA

いると考えられている。筆者が所属するゲノム動

損傷の修復は正常であるが，紫外線が照射された

態制御分野を主宰する益谷教授は，XP バリアン

後の，DNA 複製に異常が観察される。DNA 複製

ト群の責任遺伝子産物として DNA ポリメラーゼ
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η を発見し 1 ，2 ），それ以来 DNA ポリメラーゼ η の

条件では，合成された DNA が鋳型鎖から乖離し，

機能解析を行っている3-5）。DNA ポリメラーゼや

その長さを正確に測定することができる。基質に

様々な DNA 代謝酵素の生化学的解析には，放射

［α -32P］dCTP を使用することで32P が取り込まれ

性同位体の利用が必要不可欠である。本稿では，

た DNA を可視化している（図 2 AB）。DNA ポリ

32

放射性同位体 P を利用した DNA ポリメラーゼの

メラーゼ δ は，補助因子の存在下で DNA 伸長反

活性測定法について概説し，DNA ポリメラーゼ η

応が強く促進されることに特徴があり，長大なゲ

の活性制御の分子機構についての最近の解析結果

ノム DNA を効率良く複製することに適している

を紹介する。

と思われる。この反応で必要な補助因子は RPA
（replication protein A），RFC（replication factor

32

P を利用した DNA ポリメラーゼの活性測定法

C），PCNA（proliferating cell nuclear antigen）

DNA ポリメラーゼは鋳型塩基に対して相補的

の 3 つである（図 2 AB）。RPA は鋳型鎖の一本

な dNMP を重合する。試験管内でこの反応を再現

鎖 DNA に結合することで，DNA 合成の鋳型と

する際には，鋳型となる一本鎖 DNA とそれに相

して適切な状態にする。PCNA はドーナツ状の分

補的に水素結合した短い DNA（プライマー DNA）

子で，中央の穴に二本鎖 DNA が突き刺さるよう

及 び， 重 合 反 応 の 基 質 と な る 4 種 類 の dNTP

な様式で DNA と結合する（図 2 C）。RFC はプラ

（deoxyribonucleoside triphosphate）を必要とする

イマーの 3’ 末端に結合し，ドーナツ状の PCNA

（図 1 ）。重合反応の際には，dNTP から β 位と γ

分子の一部を開環−閉環することで，プライマー

位のピロリン酸が外れて，α 位のリン酸がプライ
マー DNA のデオキシリボースの 3’-OH と結合す
る。この反応系に α 位のリン酸が32P で標識され
た［α -32P］dNTP を添加することで，新規に合成
された DNA を32P で標識，可視化，定量すること
が可能となる（図 1 ）。
図 2 はポリメラーゼ δ による試験管内の DNA
合成反応の一例を示した 6 ）。鋳型 DNA としてバ
クテリオファージ M13に由来する約7000塩基の
環状一本鎖 DNA とその一部に相補的な30塩基長
のプライマーを使って反応し，反応産物をアルカ

図2

リアガロースゲル電気泳動で分離した。アルカリ

図1
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DNA ポリメラーゼの反応様式
P* は32P を示している。
Tracer

DNA ポリメラーゼ δ による DNA 合成反応の試
験管内再構成
（A）鋳型 DNA としてバクテリオファージ M13
に由来する約7000塩基の環状一本鎖 DNA
とその一部に相補的な30塩基長のプライ
マ ー，[α -32P]dCTP を 含 む dNTP，ATP，
MgCl2，DNA ポリメラーゼδ を RPA，RFC，
PCNA 存在下（complete），またはいずれ
かの非存在下（－）で混合し，30℃で10分
間反応させた後，反応産物をアルカリアガ
ロースゲル電気泳動で分離，オートラジオ
グラフィーにより可視化した。
（B）上記の反応産物に取り込まれた32P の放射活
性を定量し，240 pmol dNMP 相当量の鋳型
鎖に対して取り込まれた dNMP 量をグラフ
に示した。
（C）上記の反応系のイメージ図。図中の＊は32P
を示す。
（A，B

は Nucleic Acids Research6）に掲載され
た図を改変し，許可を得て掲載）

の 3’ 末端に PCNA を装着する。DNA ポリメラー

る。30塩基長程度の DNA は 7 M 尿素を含む変性

ゼ δ はこの PCNA と結合することで，安定にプラ

アクリルアミドゲル電気泳動で分離した後，オー

イマーの 3’ 末端に保持され，連続的な効率の良い

トラジオグラフィで可視化した（図 3 ）。 7 M 尿

DNA 伸長反応を行うことができる（図 2 C）。

素による変性条件で電気泳動することにより，合
成された DNA を鋳型鎖から乖離させ，その長さ

32

P を利用した DNA ポリメラーゼηの生化学的解析

を正確に測定することができる。

DNA ポリメラーゼ η に代表される「損傷乗り

図 3 B に示したように，DNA ポリメラーゼ η の

越え DNA 合成」に特化した DNA ポリメラーゼで

DNA 伸長反応もまた，DNA ポリメラーゼ δ と同

は，DNA 伸長反応効率が著しく低いため，前述の

じ補助因子の存在下で促進される。しかしその程

反応系では反応産物の検出は非常に困難である。

度は，DNA ポリメラーゼ δ では数百塩基の伸長が

このような DNA ポリメラーゼの活性測定には，

促進されるのに対して，DNA ポリメラーゼ η で

別の測定法を利用する。前述と同様の鋳型 DNA

は数十塩基程度であった 7 ）。筆者らは，DNA ポ

とその一部に相補的な30塩基長のプライマーを利

リメラーゼ η が PCNA と結合する部位（PIP box,

用することは同様であるが，ここでは，プライ

PCNA interacting protein box） 3 箇所（N- 末端

32

マーの 5’-OH を［γ - P］ATP とポリヌクレオチ

側から順に PIP1，PIP3，PIP2）について，その

ドキナーゼを使ってリン酸化標識したものを用い

アミノ酸残基を置換した変異体 DNA ポリメラー

図3

PCNA による DNA ポリメラーゼ η の活性促進
（A）DNA ポリメラーゼη の構造。本研究で使用した変異型 DNA ポリメラーゼη のアミノ酸置換部位とその
配列を示した。
（B）鋳型 DNA としてバクテリオファージ M13に由来する約7000塩基の環状一本鎖 DNA とその一部に相補的
な5’-OH を32P で標識した30塩基長のプライマー，dNTP，ATP，MgCl2，DNA ポリメラーゼη を RPA，
RFC，PCNA 存在下（＋），またはそれぞれの非存在下（－）で混合し，30℃で10分間反応させた後，
反応産物を変性アクリルアミドゲル電気泳動で分離，オートラジオグラフィーにより可視化した。◀は
5’-OH を32P で標識した30塩基長のプライマーの位置を示している。
（C）それぞれの PIP 変異をもつ DNA ポリメラーゼη（A）を使って（B）と同様に解析した。
（Nucleic

Acids Research7）に掲載された図を改変し，許可を得て掲載）
Vol. 61, 2017

5

ゼ η を作成し（図 3 A），DNA 伸長反応を測定し

いことから（図 4 B），モノユビキチン化 PCNA

た（図 3 C）。その結果，これらの変異は，DNA ポ

のユビキチンと UBZ との結合に起因すると考え

リメラーゼ η それ自身の活性には影響を与えない

られる。また，PCNA による DNA 伸長反応の促

が（図 3 B，PCNA［－］のレーンを比較），PCNA

進効果がほとんど観察されないような DNA ポリ

による活性促進効果の減弱を引き起こした（図

メラーゼ η の PIP 変異体についても，モノユビキ

3 B，PCNA［+］のレーンを比較）。この結果か

チン化 PCNA による促進効果が観察されること

ら，DNA ポリメラーゼ η のすべての PIP box が

から（図 4 CD），PIP と UBZ による活性促進は

DNA 伸長反応の促進に少しずつ寄与することが

独立に機能することが示唆された 7 ）。以上の結果

明らかとなった 7 ）。

から，DNA ポリメラーゼ η とモノユビキチン化

先行研究により，DNA ポリメラーゼ η が細胞

PCNA との相互作用は，限定された長さの DNA

内で効率よく機能するためには，PCNA の164番

合成を促進することで，忠実度の低い DNA ポリ

目のリジン残基にユビキチン分子が一つ結合した

メラーゼ η が必要最低限に機能する仕組みである

モノユビキチン化修飾が必要であることが示され

と考えられる。

ていた。モノユビキチン化 PCNA は紫外線照射に
よって誘導され，DNA ポリメラーゼ η はユビキチ

DNA ポリメラーゼ η の細胞内での機能解析

ン結合部位（UBZ, ubiquitin binding zinc finger）

このように試験管内で観察された PIP と UBZ

を有することから（図 3 A），ユビキチン化 PCNA

を介した DNA ポリメラーゼ η の活性促進効果が，

による DNA ポリメラーゼ η の DNA 伸長反応の

細胞内でどの程度寄与しているかについても当研

促進効果が指摘されていた。筆者らは試験管内の

究室で解析を行っている。XP バリアント群の患

反応で PCNA をユビキチン化した後，精製した

者の繊維芽細胞から樹立した細胞株（以下，XP-V

モノユビキチン化 PCNA を用いて，DNA ポリメ

細胞と表記）は健常者のそれ（野生型細胞）に比

ラーゼ η の DNA 伸長反応における効果を観察し

べて紫外線照射後の細胞生存率の低下が観察され

た（図 4 ）。その結果，モノユビキチン化 PCNA

る（図 5 ）。この XP-V 細胞に野生型の DNA ポリ

では未修飾の PCNA に比べてより強い促進効果

メラーゼ η を発現させると，その感受性が野生型

が観察された（図 4 A）。この促進効果は，DNA

細胞のレベルにまで回復する（図 5 ）。そこで様々

ポリメラーゼ η の UBZ の変異体では観察されな

な変異体 DNA ポリメラーゼ η を XP-V 細胞で発

図4

6

モノユビキチン化 PCNA による DNA ポリメラーゼ η の活性促進
（A-D） PCNA またはモノユビキチン化 PCNA（uPCNA）存在下，非存在下で DNA ポリメラーゼ η の活性を
図3の（B）と同様に解析した。（A）は野生型，（B-D）は変異型 DNA ポリメラーゼ η を使って反応
した。◀︎は5’-OH を32P で標識した30塩基長のプライマーの位置を示している。
（Nucleic

Acids Research7）に掲載された図を改変し，許可を得て掲載）
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メカニズムに関する新しい知見は，DNA ポリメ
ラーゼ η の分子標的阻害剤の開発に貢献するもの
と期待している。
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