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要旨
SUMOはユビキチンと構造的に類似した翻訳後修飾因子であり、核機能を制御する多くのタ
ンパク質を修飾することが知られている。ユビキチンが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。我々のこれまでの解析により、分裂酵母ではSUMOが染色体分配やテロメア維
持を始めとする核内の多面的機能に重要な役割を果たしている事が明らかとなった。
SUMO 化修飾の生理機能の全貌を明らかにするには、網羅的に SUMO 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 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。その結果として、クロマチン構造制御複合体に関与する重要
な因子群が SUMO 化修飾を受けることを見いだした。それらの主なものは、ヒストン脱アセ
チ ル 化 酵 素 Clr6 、 RSC ク ロ マ チ ン リ モ デ リ ン グ 酵 素 複 合 体 構 成 因 子 Rsc1,Rsc8 、
FACT(Spt16-Pob3)複合体構成因子 Spt16、ヒストンメチル化転移酵素 Set1、及び DNA トポイ
ソメラーゼ I,II であった。これらのクロマチン構造制御複合体因子の SUMO 化修飾は、クロ
マチン構造制御複合体のダイナミクスを理解する上で極めて重要であると考えられる。

Abstract
SUMO, a small ubiquitin-related modifier, is known to covalently attach to a number of nuclear regulatory
proteins such as p53, TopII, and PML. Unlike ubiquitin, SUMO has been shown to be more important for posttranslational protein modification than for protein degradation. We have shown that the fission yeast SUMO
pathway is required for a number of nuclear events including the control of telomere length and chromosome
segregation.
To understand how sumoylations regulate these nuclear events, we have tried to identify SUMO substrates in
fission yeast. We purified SUMO-protein conjugates by TAP method and identified the proteins by MudPIT
(Multidimensional Protein Identification Technology) mass spectrometric analysis. We found the peptide masses
that matched those of tryptic fragments predicted for the gene products of top1, top2, rsc1, rsc8, set1, spt16, and
clr6 (HDAC1 homolog). The sumoylation of these proteins were confirmed in vivo so far. In view of the facts
that these proteins have been implicated in chromatin organization, our findings suggest that sumoylation could
play an important role in regulating chromatin structure.
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。
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学的的意義について解析を進めている。
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