ユビキチン類似因子 SUMO‑1 による細胞機能変換システム
The analysis of the novel ubiquitin-like protein, SUMO-1,
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和文アブストラクト
SUMO-1はユビキチンと構造的に類似したタンパク質であり、真核生物間で進化上高度に保
存されている。SUMO-1化経路では、ユビキチン経路とは異なった酵素群が働いているが、そ
の修飾機構は非常に類似している。ユビキチンが標的タンパク質の選択的タンパク質分解を
誘うための識別分子であるのに対して、SUMO-1にはタンパク質の分解シグナルとしての機能
はこれまで知られていない。SUMO-1修飾の生理機能の全貌を明らかにするには、網羅的に
SUMO-1化基質タンパク質を同定し、その機能を系統的に解析するアプローチが必要である。
本研究では、プロテオミクス技術を用いてSUMO化基質タンパク質を網羅的に解析し、SUMO-1
化による細胞機能制御機構を明らかにする事を目的とした。今回、分裂酵母において
Top2(DNAトポイソメラーゼII)とClr6(class 1 HDAC)がSUMO-1化を受ける可能性を見
出した。
Abstract
Unlike ubiquitin, the ubiquitin-related protein modifier SUMO-1 and its
budding yeast homologue Smt3p have been shown to be more important for
posttranslational protein modification than for protein degradation. We have
shown that fission yeast SUMO-1 is required for a number of nuclear events
including the control of telomere length and chromosome segregation.
To understand the mechanisms of regulation by sumoylation, we purified
SUMO-protein conjugates by TAP method and identified the proteins by MudPIT mass
spectrometric analysis. We found the peptide masses that matched those of tryptic
fragments predicted for the gene products of top1, top2, and clr6 (HDAC1 homolog)
and could confirm the SUMO-dependent modified form of Top2 and Clr6 proteins,
so far. Now we are trying to characterize the sumoylation sites and the
physiological roles of sumoylation for Top2 and Clr6 proteins.
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SUMO-1 化基質タンパク質を網羅的に解析する
事で、SUMO-1 化による細胞機能制御機構を明ら
かにする事を目的とした。
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図１：分裂酵母の SUMO-1 翻訳後修飾経路
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