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１．ツメガエル卵抽出液を用いた抗組換え反応の再現
DNA の相同性によって誘導される修復経路（相同性依存的修復／HDR）は，DNA
の相同性を利用して DNA の二重鎖切断損傷を修復する，いくつかの反応経路の
総称である．HDR は塩基の相同性を利用して失われた情報を復元する反応であ
り，基本的に正確性が高い修復機構である．しかしながら，HDR を触媒する
「組換え酵素」（Rad51 や Rad52 タンパク質など）は，10%を越える塩基配列不
一致を許容する(1)．HDR の正確性を保証する機構の実体は，実はミスマッチ応
答機構である．この機構は，DNA 合成エラーに起因するミスマッチの修正（合
成エラー修復）や，類似するが一致しない配列間の HDR を抑制することによる
HDR 正確性の維持（組換えエラー抑制）など，多様な任務を果たすことが分か
っている（図１）．ミスマッチ応答機構は共通して MutSαミスマッチセンサー
によるミスマッチ認識から開始するが，下流の経路は明確に分岐し，合成エラ
ー修復経路ではヌクレアーゼ（DNA を削る酵素）が，組換えエラー抑制経路で
(2)

はヘリカーゼ（DNA 二重鎖を開裂させる酵素）が利用される ．これら二つの
反応の分岐メカニズムは不明であり，また組換えエラー抑制については，反応

図 1．ミスマッチ修復機構による
合成エ
図１
ミスマッチ修復機構による DNA 合成エ
ラー修復と組換えエラー抑制の経路分岐
ラー修復と組換えエラー抑制の経路分
岐．

動作の詳細も十分に理解されていない．この大きな原因は，真核生物の組換えエラー抑制反応が，試験管内で再現あるいは
動作の詳細も十分に理解されていない．この大きな原因は，真核生物の組換えエラー抑制反応が，試験管内で再現ある
再構成されておらず，生化学的解析がほとんど進んでいないことにある．
いは再構成されておらず，生化学的解析がほとんど進んでいないことにある．
ツメガエル卵核質抽出液（NPE）は，DNA の複製，修復，クロマチン形成など，さまざまな核内反応を効率よく試験管
(3,4)

．我々はこれまでに，NPE を用いて，HDR の一経路である一本鎖アニーリング経路
内で再現する希有な実験系である
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（SSA）を試験管内再現し，さらにミスマッチ応答機構による類似配列間
SSA の抑制も試験管内で再現することに成功し
九州大学大学院理学研究院
た（図２）．さらに我々はこの実験系を用いて，ツメガエルにおける抗組換え反応の動態，制御機構，関与する因子等を
解析し，これまで不明であった，脊椎動物における抗組換え反応の DNA ヘリカーゼを同定した．本研究では，これらの
研究成果を応用し，SSA 反応の試験管内での再現と，それをもとにした抗組換え反応の試験管内再構成を試みた．
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ツメガエル卵核質抽出液（NPE）は，DNA の複製，修復，クロマチ
ン形成など，さまざまな核内反応を効率よく試験管内で再現する希
有な実験系である(3,4)．我々はこれまでに，NPE を用いて，HDR の一
経路である一本鎖アニーリング経路（SSA）を試験管内再現し，さら
にミスマッチ応答機構による類似配列間 SSA の抑制も試験管内で再
現することに成功した（図２）．さらに我々はこの実験系を用い
て，ツメガエルにおける抗組換え反応の動態，制御機構，関与する
図２．卵抽出液を用いた抗組換え反応の試験管内再現
コントロール抽出液では，相同性の低い SSA は抑制され
え反応の DNA ヘリカーゼを同定した．本研究では，これらの研究成
図２ 卵抽出液を用いた抗組換え反応の試験管内再現．
る．抗組換え反応を担う DNA ヘリカーゼを抽出液から除去
すると，この抑制が解除される．
果を応用し，SSA 反応の試験管内での再現と，それをもとにした抗組
コントロール抽出液では，相同性の低い SSA は抑制される．抗組換え反応

因子等を解析し，これまで不明であった，脊椎動物における抗組換

を担う DNA ヘリカーゼを抽出液から除去すると，この抑制が解除される．
換え反応の試験管内再構成を試みた．

２．ツメガエルタンパク質を用いた抗組換え反応の試験管内再構成
SSA は組換え酵素 Rad52 によって触媒される反応である．Rad52 に
よる一本鎖アニーリング反応は，既にヒトや酵母のタンパク質を用
いて試験管内再構成されている．そこで我々は，ツメガエル Rad52
をクローニング，発現，精製し，先行研究を参考に，アニーリング
反応の再構成を行った．図３に示すように，Rad52 タンパク質はオ
リゴ DNA のアニーリングを強く促進した．また，この時のアニーリ
ング効率とオリゴ DNA の相補性の関係を調べたところ，アニーリン
グ反応は 70%の相補性（30%のミスマッチ）を持つオリゴ DNA でも観
察され，90%の相補性を持つオリゴ DNA では 100%の相補性を持つもの

図３
Rad52 組換え酵素による一本鎖アニーリング反応．
図３．Rad52
組換え酵素による一本鎖アニーリング反応
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と同等であった．この結果は，先行研究と一致し，Rad52 によるアニーリングは 10%程度のミスマッチを許容することを示
す．我々はさらに，ツメガエル MutSα複合体，および抗組換え反応の DNA ヘリカーゼを発現，精製し，これを Rad52 による
アニーリング反応に加え，ミスマッチに依存したアニーリング反応の抑制を検討している．この実験については予備的な検
討を終え，系の最適化を進めている段階である．

３．結論と展望
本研究では，ツメガエル卵抽出液における抗組換え反応の試験管内再現，必要因子の同定，および，それをもとにした抗
組換え反応の試験管内再構成の検討を行った．SSA については，予想通りかなりの配列不一致を許容することが示された．
今後，MutSαと DNA ヘリカーゼによってアニーリングの正確性を向上させる条件が分かれば，これらの反応の詳細なメカニ
ズム理解につながるだろう．
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