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細胞内ではさまざまなタンパク質が合成されるだけでなく、役割を終えたタンパク質、構造に異常を生じたタンパク質が絶えず分解され、新しく合成されるため
のアミノ酸として再利用されている。プロテアソームは細胞内の主要なタンパク質分解酵素であり、20Sの触媒ユニットと19Sの調節ユニットから構成された26S
プロテアソームを形成することで、高い選択制と厳密な制御のもとに標的となるタンパク質を分解する生命科学史上最も巨大で複雑なタンパク質分解装置であ
る。ターゲットタンパク研究プログラムでは、この26Sプロテアソームの動態と作動機構の構造学的特性を解明することにより、本酵素が担う基本的生命現象を
明らかにすると共にその解明を通して生命医科学研究の発展に貢献することを目標としている。

概要

○プロテアソーム （１）超分子複合体26Sプロテアソ ムの立体構造解析

プロテアソーム 研究課題
○プ テアソ ム

26Sプロテアソームは20Sの触媒ユニット
と19Sの調節ユニットから構成された分子
量250万、総サブユニット数約100個からな
る超分子複合体である。20Sプロテアソー
ムは14種類、28個のサブユニットがα1-
7β1-7β1-7α1-7の四層、円筒構造を形成
し真核生物では少なくとも3種類の異なる
活性を持つ。19S複合体は6個のATPase
活性を有するサブユニットを中心とした基
底部(Base)とnon-ATPaseから成る蓋部
(Lid)の2つのサブコンプレックスに区分さ
れる複合体を形成している
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（１）超分子複合体26Sプロテアソームの立体構造解析.
（２）プロテアソームの複合体形成機構解析.
（３）プロテアソーム相互作用分子群（Proteasome Interacting Proteins: PIPs）の網羅
的同定と分子構造を基盤とした作動機構の解明.

26Sプロテアソームの結晶化

れる複合体を形成している。

○ユビキチン-プロテアソームシステム
ユビキチン-プロテアソームシステムは

生体内で選択的なタンパク質分解を行う
ことにより、細胞周期・アポトーシス・代謝
調節・免疫応答・シグナル伝達・転写制
御・品質管理・ストレス応答・DNA修復など
生命科学の様々な領域で中心的な役割を
担っており、システムの破綻は多くの疾病
（アルツハイマー病やパーキンソン病など
の神経変性疾患）の原因となる。
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26Sプロテアソーム結晶

真核生物の20Sプロテアソームではプロテアソームに特異的なシャペロンタンパク質が複合体
の形成に関与している。真核生物の20Sプロテアソームはα1-7β1-7（ハーフプロテアソーム）の2
層のリングが2回軸対称により四層リングの複合体を形成しており、その分子集合過程は①αリ
ングの形成、②αリングへのβサブユニット結合によるハーフプロテアソームの形成、③ハーフプ
ロテアソーム2分子の会合による20Sプロテアソーム形成の順に行われている。そして、この過
程において①のαリング形成時にシャペロンタンパク質PAC1-PAC2及びPAC3-PAC4複合体
(酵母ではPba1-Pba2、Dmp1/Pba4-Dmp2/Pba3複合体)が関与し、②、③の過程ではUmp1

プロテアソーム複合体形成 ①

PAC3はDmp1-Dmp2とア
ミノ酸配列の相同性は
15％以下と低いが同様の
立体構造をとり、PAC3-
PAC4複合体として同じ機
能を示す。

各々のβサブユニットをノッ
クダウンすることでβリング
の形成を途中段階で阻害
し、それにより生じた中間
状態の解析を行った。

プロテアソーム複合体形成 ②

( p p ) p
が関与している。

siRNAによるβサブユニットの会合経路の解析PAC3ホモダイマーの結晶構造

① ②

Dmp1-Dmp2複合体は出芽酵母において、
プロテアソームのα5サブユニットと結合して
いるが完成した20Sプロテアソームに含まれ

ていないことから高次構造形成に関与する
シャペロン因子であることが明らかにされた。
また、 Dmp1-Dmp2複合体破壊株では20S
プロテアソームの量が半減し、α4サブユニッ
トの組み込みに問題が生じる。
Dmp1-Dmp2はお互いによく似た立体構造
をとり、お互いのβシートによりβサンドイッチ
構造を形成する。また、二量体の境界面で

5サブユニ トと結合する

Dmp1-Dmp2, Dmp1-Dmp2-α5 サブユニット複合体の結晶構造 ③

α5サブユニットと結合する。

Dmp1-Dmp2はαリングにβリング側から結
合し、その結合部位はβサブユニットよりリン
グの内側に位置する。 また、Dmp1-Dmp2
はα4,5,6とも結合面を持ち、 α4サブユニット
がα5サブユニットの隣に正しく結合すること
を補助するために働いている可能性が示唆
された。また、 αリングにβ4,5,6が結合した
際にDmp1-Dmp2との間に立体障害を生じ
ること、 αリングにβ2,3,4の順に結合すること
から Dmp1-Dmp2はβ4がリングに結合す

20Sプロテアソームの複合体構築は①Dmp1-Dmp2,PAC1-PAC2によりαリングが形成される。
② リ グに サブ トが結合し プ ムを完成する （ 2 3 6 順番 結
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20Sプロテアソーム複合体形成における中間体モデル

から、 Dmp1-Dmp2はβ4がリングに結合す
る際にプロテアソーム中間体から解離するこ
とが示された。

② αリングにβ サブユニットが結合しハーフプロテアソームを完成する。（β2,3,4,5,6の順番で結
合する。 β1はβ2,3が結合した後であればいつでも結合できる。最後にβ7が結合。）③ハーフプ
ロテアソームから20Sプロテアソームを形成。（Ump1は20Sプロテアソーム形成時、 PAC1-
PAC2は20Sプロテアソームが完成した後で分解される。）
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解析により決定した。
3) ヒトのプロテアソーム複合体形成シャペロンPAC3の立体構造をＸ線結晶構造解

析により決定した。
4) Dmp1-Dmp2、Dmp1-Dmp2- α5の構造を基にした機能解析より、 αリング構築

における役割、 βサブユニット結合時の解離の反応機構を明らかにした。
5) αリングへのβサブユニット会合の経路を明らかにした。


