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1. 背景
多くの生物は遺伝情報の源である DNA の正確性を維持するために
様々な機構を備えている。DNA 損傷応答機構は、DNA 損傷を感知して
伝える仕組みで、２つの主要な経路が存在する。一つは DNA の二本鎖
DNA 切断(DSB)末端を認識する ATM 経路であり、
もう一つは一本鎖 DNA
と二本鎖 DNA の境界を認識する ATR 経路である。ATM や ATR はタンパ
ク質をリン酸化する酵素で、DNA 損傷後に活性化されると、DNA 修復、
細胞周期制御などに関わる様々な因子をリン酸化して、それらの機
能を調節し、ゲノム DNA の正確性を維持する。
これらの経路の活性化には、複数の因子が関わる（図 1）。MRN
（Mre11-Rad50-Nbs1）複合体は、DSB 末端を認識し、ATM 経路を活性

図１ ATR 活性化のメカニズム
ATR は複製阻害時と二本鎖 DNA 切断後のいずれの場合で
も活性化される．

化する。また、MRN は DSB 後に末端の片側の鎖を削り込むことで部分的に一本鎖 DNA 領域を露出させ、その後の Exo1 や
Dna2 などによる継続的な削り込みを誘導する。この一連の削り込みは、相同な DNA を利用した組換え修復に必須の過程
であり、また、この削り込みの結果生じる一本鎖 DNA と二本鎖 DNA の境界が ATR 活性化の起点となる。9-1-1(Rad9-Hus1Rad1)複合体は、リング状のヘテロ三量体で、DNA 損傷時にはリングが一時的に開いて DNA を囲む形で一本鎖 DNA と二本
鎖 DNA の境界に装着されると考えられている。この境界は前述の DSB 後のみならず DNA 複製が阻害された場合にも生じ、
実際、9-1-1 は DNA 複製阻害時の ATR 活性化に重要である。9-1-1 の構成因子である Rad9 のカルボキシル(C)末端には、
決まった構造を取らない C-tail と呼ばれる領域が存在する。我々は、この C-tail に存在する二つのセリン残基がカゼイ
ンキナーゼ 2 と呼ばれるキナーゼによってリン酸化され、このリン酸化が ATR 活性化に重要な役割を果たすことを見出
した

(1)-(3）

。また、C-tail は自身のリングと結合し、おそらく 9-1-1 と結合する因子との相互作用を調節することも明ら

かにした(4)。興味深いことに ATM の活性化に働く MRN が ATR の活性化にも働くこと、また 9-1-1 が組換え修復にも関わる
ことも報告されており、DNA 損傷センサーである MRN や 9-1-1 が様々な過程で働くことが分かってきた。
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2. 方法と結果
我々は、まだ詳細な解析が進んでいない DSB 後の 9-1-1

図２ NPE と DNA 基質に
よる ATR 活性化
複製阻害、二本鎖 DNA 切

の機能を調べるために、アフリカツメガエルの卵核質抽出
液(NPE)を用いた生化学的な解析を行なった。NPE は核内の

断を想定した基質 DNA を
用意した（上段）。
どちらの DNA を加えても
ATR が活性化され、Chk1
のリン酸化（p-Chk1）が
見られた。二本鎖切断を
想定した DNA の場合は、
9-1-1 を 除 去 し て も Chk1

タンパク質が豊富にあり、DNA 損傷応答を試験管内で調べ
るのに都合の良い材料である。また、抗体を用いて調べた
いタンパク質を除去する手法（免疫除去）も確立している。
我々は、まず DNA 損傷後の DNA を想定した基質 DNA を準備
した。コントロールとして、DNA 複製が阻害されたような

のリン酸化にはほとんど
影響しなかった。

状態を想定し、環状の一本鎖 DNA に短い一本鎖 DNA をアニ

ーリングさせた DNA を用意した。また、DSB 直後と DSB 後に削り込みが起こった後の DNA を想定し、末端が平滑な線状の
二本鎖 DNA とそれに長い一本鎖 DNA を付加した DNA を用意した。DNA 複製阻害を想定した DNA を NPE に加えると NPE 中の
ATR が活性化されて、ATR の標的である Chk1 がリン酸化された。このリン酸化はこれまでの報告と一致して 9-1-1 に依
存していた（図 2）
。ところが、DSB 直後を想定した DNA を NPE に加えた場合では、強い Chk1 のリン酸化シグナルが認め
られたものの、9-1-1 を免疫除去してもほとんどシグナルは変化しなかった。このことから DSB 直後には 9-1-1 に依存し
ない Chk1 のリン酸化が起こることが明らかになった。このリン酸化は ATM の活性化因子である MRN を除去するとほとん
ど起こらなかった。MRN は DSB 後の DNA 末端の削り込みにも必要であるため、予め DNA が削り込まれた状態を想定した
DNA を用いて同様の実験を行なった（図 3）
。この場合は、おそらく十分な長さの一本鎖 DNA が存在しているために、MRN
を除去しても Chk1 のリン酸化はわずかに減少する程度であった。また、同条件下で 9-1-1 を除去しても同様であったが、
MRN と 9-1-1 の両方を除去するとほとんど Chk1 のリン酸化が見られなくなった（図 3）
。驚いたことに、MRN と 9-1-1 の
両方を除去した場合には DNA の削り込みも損なわれた。MRN と 9-1-1 が削り込みを制御する仕組みを調べるために、継続
的な削り込みに働く Exo1 や Dna2 とともに MRN や 9-1-1 を除去して同様の解析を行なった。この系では Dna2 が主に働
き、MRN と 9-1-1 の両方が主に Dna2 の削り込み活性を促進して
いることが分かった。また、継続的な削り込み反応自体が ATR の
活性化に関わるかもしれないと考え、Exo1 と Dna2 を同時に除
去したところ、ほとんど削り込みが起こらなくなり、予想通り
ATR の活性化も起こらなくなった。以上より、DSB 後には MRN と
9-1-1 がともに重複した形で ATR 活性化に寄与すること、また、
同様に重複した形で Dna2 の削り込み活性を促進すること、さら
DNAが十分に存在しても削り込み酵素に依存して
が十分に存在しても削り込み反応に依存して ATR
に一本鎖 DNA
が活性化することが分かった。

図３ 9-1-1 と MRN による ATR の活性化
DSB 後に削り込みが起こった後を想定した基質 DNA を NPE に
加えた．9-1-1 と MRN のどちらか一方を除去した場合には Chk1
のリン酸化（p-Chk1）は若干減少する程度であったが，両方を
除去した場合にはほとんど見られなくなった．

3. 今後の展望
これまで、DNA 損傷応答はどのような DNA 構造を認識するのかという視点で研究が進められてきた。我々の研究成果か
ら、おそらく静的な DNA 構造自体よりも、DNA の動的な構造変化を感知する仕組みが DNA 損傷応答を ON にしていること
が示唆された。このような DNA の動的な変化を何が感知するのか、また感知する分子メカニズムやシグナルを ATR に伝え
る仕組みなどについて今後調べていきたい。
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