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DEPARTMENT OF GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 
LABORATORY OF BIOCHEMISTRY 
 

In eukaryotic cells, genes are usually separated by introns into multiple exons that should be 
spliced together. In addition, the cell itself is separated by the nuclear envelope into two major 
compartments, the nucleus and the cytoplasm. These two types of separations necessitate specific 
gene expression mechanisms such as RNA splicing and nuclear transport. Prof. Mutsuhito OHNO’s 
laboratory is studying various aspects of eukaryotic gene expression with great emphasis on “RNA” 
as a key molecule. 
 
1) RNA distribution in the cell: I. TANIGUCHI, S. KITAO, K. NINOMIYA, H. FUKE, T. 

SUZUKI, A. MCCLOSKEY, R. TAKEMURA, R. IWANO, K. AKIISHI 
 
1-1) Identity elements used in mRNA export 
  Different RNA species, such as tRNAs, U snRNAs, mRNAs and rRNAs, utilize distinct export 

pathways, i.e., distinct sets of export factors. Accumulating evidence shows that the pathway of 
RNA export can influence the fate of a given RNA in the cytoplasm, indicating the biological 
importance of the choice of RNA export pathway (reviewed in 1, 2). This means that the cellular 
export machinery must be able to discriminate distinct RNA species, and therefore each RNA 
species should have identifying features that specify its export pathway ("identity elements"). We 
are mainly focusing on mRNAs and performing a systematic search for identity elements used in 
export of mRNAs. To this end, we make various chimeric RNAs between mRNA and U1 snRNA, 
and look for RNA features that make the chimeric RNAs behave like an mRNA rather than a U 
snRNA in nuclear export process. 

 
1-2) Molecular mechanisms for nuclear retention of intron-containing mRNA precursors 

Intron-containing pre-mRNAs are normally retained in the nucleus until they are spliced to 
produce mature mRNAs that are exported to the cytoplasm. The nuclear retention of pre-mRNAs is 
essential for proper gene expression. It secures pre-mRNAs to be efficiently spliced since splicing 
mainly occurs in the nucleus. It also secures pre-mRNAs not to be translated since translation of 
pre-mRNAs would possibly produce toxic abnormal proteins for the cell. However, the nuclear 
retention mechanisms of pre-mRNAs are not well understood (reviewed in 3, 4). We are trying to 
understand such mechanisms. 

 
1-3) Phosphorylation/dephosphorylation control of U snRNA export 

 PHAX (phosphorylated adaptor for RNA export) is the key regulator of U snRNA nuclear 
export in metazoa. Our previous work revealed that PHAX is phosphorylated in the nucleus and 



exported as a component of U snRNA export complex to the cytoplasm, where it is 
dephosphorylated (Ohno et.al., Cell, 2000). However, how these processes are controlled remains 
unknown. Our goal is to understand the regulation of U snRNA export by phosphorylation and 
dephosphorylation. 

 
1-4) mRNA transport in the neurite 

 Some specific mRNAs are transported in the neurite, and locally translated in the synapus. We 
are studying this process by analyzing the changes in the RNP composition. 

 
2) rRNA quality control mechanisms: M. KITABATAKE, K. FIJII, A. MIYATA, T. SAKATA 
   How the eukaryotic cells deal with non-functional RNA molecules that were either mutated or 
damaged? We are searching for novel RNA quality control mechanisms in mammalian and yeast 
cells by mainly focusing on ribosomal RNAs. 
 
3) Turnover pathway for excised introns: R. YOSHIMOTO, M. FUJITA 
   More than 95% of human protein coding regions are introns that are removed by splicing (5). 
Excised introns remain in the nucleus and are subjected to degradation. Without this turnover 
process, introns would accumulate in the nucleus and remain associated with splicing factors, 
leading to the prevention of recycling of splicing factors. Furthermore, many non-coding RNAs 
such as snoRNAs and micro RNAs are encoded in introns and they are likely to be produced in 
coordination with pre-mRNA splicing and/or intron degradation. Although the intron turnover 
mechanisms are thus crucial for higher eukaryotic cells, they are largely unknown. Our goal is to 
gain insights into such mechanisms. 
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片岡直行、Michael D. Diem、畑井千裕、Gideon Dreyfuss、大野睦人：Drosophila で同定

された変異を導入した Y14 と Magoh の生化学的解析：日本分子生物学会 第７回 春季
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谷口一郎、増山郁、大野睦人：mRNA前駆体の核内保持機構における exonic splicing enhancer
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析：第 30 回 日本分子生物学会年会、横浜、2007 年 12 月 11-15 日 

北尾紗織、Alexandra Segref, Juergen Kast, Iain W. Mattaj, 大野睦人：UsnRNA 核外輸

送因子 PHAX のリン酸化・脱リン酸化によるコンパートメント特異的な活性制御システ

ム：第 30 回 日本分子生物学会年会、横浜、2007 年 12 月 11-15 日 

藤井耕太郎、北畠真、大野睦人：出芽酵母における rRNAの品質管理機構：第 30 回 日本
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二宮賢介、大野睦人：神経細胞の神経突起中における mRNA蛋白質複合体(mRNP)の解析：
第４回 京都大学ウイルス研究所学術交流会、京都、2007 年 12 月 20 日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



遺伝子動態調節研究部門 

情報高分子化学研究分野 
Department of Genetics and Molecular Biology

Laboratory of Biochemistry
 
真核生物では、細胞は核膜により細胞核と細胞質という二つの区画に分断化され、多く

の遺伝子はイントロンによって分断化されている。高分子化学研究分野の大野睦人教授の

研究室では、真核生物固有の細胞構造や遺伝子構造に起因する遺伝子発現機構を RNA をキ

ーワードとして研究している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 年には、2 月に助手の片岡が外部に異動したが、11 月に新助教に谷口が就任した。

また、10 月に博士研究員の北尾が外部に異動し、4月から竹村が D1 に編入した。その結果、

大野研究室には、２人の助教（北畠・谷口）、１人の博士研究員（二宮）、７人の博士後期

課程大学院生（福家 D4、芳本 D3、宮田・霧生・鈴木 D2、マクロースキー・竹村 D1）、５人

の修士課程大学院生（岩野・藤井・藤田 M2、坂田・秋石 M1）が在籍することとなった。 

 

１）RNA の細胞内分配制御（谷口・北尾・二宮・福家・鈴木・マクロースキー・竹村・岩

野・秋石） 

 RNA にも多くの種類が存在し、核内で転写された後、細胞質へと核外輸送されるものと

核内の様々なドメインに輸送されるものが存在する。これら RNA の選択的輸送は遺伝子発

現のために必須の過程であるが不明な点が多い。この核の中での RNA の選別は RNA 上のど

のような目印を識別して行われるのか、またその識別を行う因子はどのようなものなの

か？ これらの問題を中心に RNA の輸送機構を研究する。 

 

1-1) RNA の核外輸送における ID エレメント 

 核外輸送される主要な RNA には、リボソーム RNA(rRNA)、転移 RNA(tRNA)、ウリジンに

富む核内低分子 RNA(U snRNA)、メッセンジャーRNA(mRNA)などが挙げられるが、これら

の RNA はそれぞれの RNA 種に固有の輸送因子群によって核内で結合された後、細胞質へ



と輸送される。興味深い事に、核内でそれぞれの RNA に結合する因子群は、核外輸送を

司るだけでなく、核外輸送後のそれぞれの RNA の運命(細胞質における RNA の輸送・局在

化、翻訳、RNA の安定性、など)をも規定することが明らかになってきた。つまり、異な

る種類の RNA は核内で既に核外輸送因子群によって識別されていて、その識別がこれら

様々な RNA の運命全体に影響を与えるのである。我々は、特に mRNA に焦点を絞り、核内

で mRNA が mRNA として識別される特徴(mRNA の ID エレメント)の全貌を解明し、さらに

それらの ID エレメントを識別するトランス因子群を明らかにすることを目指している。 

 現在までに、１．RNA がイントロンを持ちそれがスプライシングにより除去される事、

あるいは、２．RNA が強固な二次構造を取らない約３００塩基長以上の RNA 領域を持っ

ている事、の２つの特徴が mRNA の ID として機能する事を明らかにしてきた。 

 上の２の結果は、細胞の中の何らかのタンパク質因子が、核外輸送の際に RNA の長さ

を感知している事を強く示唆している。この現象を再現する試験管内の系をつくり、長

い RNA 上に mRNA 核外輸送因子を優先的に結合させる機構に迫ろうとしている(谷口・マ

クロースキー)。 

 核外輸送における RNA のアイデンティティーを決定しているのは、RNA 側の特徴だけ

ではないかも知れない。プロモーター配列が転写される RNA の ID に影響するか否かとい

う問題は興味深い。プロモーター配列は、RNA がどのタイプの RNA ポリメラーゼによっ

て転写されるかを規定し、さらに場合によっては、転写された RNA 上に結合するタンパ

ク質因子をも規定する。mRNA と U snRNA 遺伝子間で、プロモーター領域をスワップした

ようなキメラ遺伝子を作成し、上記の系を用いて、異なるプロモーターから転写された

RNA の ID が変化するかどうかを解析した。その結果、予想に反して、異なるプロモータ

ーからの転写反応は、RNA の ID に強い影響は及ぼさないことが明らかになった(福家)。 

 現在まで主としてアフリカツメガエルの卵母細胞への微量注入系を用いてきたが、哺

乳類培養細胞系(鈴木・秋石)やショウジョウバエ培養細胞系(岩野・竹村)を用いても研

究を展開しようとしている。 

 

1-2) mRNA 前駆体の核内保持機構 

一般に、イントロンが除かれる前の RNA(mRNA 前駆体)はスプライシングが終わるまで

核の中に留められていて細胞質に現れることはない。これは、間違ったタンパク質の情

報を細胞質に伝えないという RNA の品質管理機構のひとつである。この機構は重要であ

るにもかかわらずほとんど明らかになっていない。脊椎動物細胞における mRNA 前駆体の

核内保持機構の全貌を明らかにする(谷口・竹村)。本年は、この mRNA 前駆体の核内係留

にエキソン内の特定の塩基配列(exonic splicing enhancer、ESE)が関与することを発見

した。 

1-3) リン酸化・脱リン酸化による RNA 輸送の制御 

 高等真核生物において，mRNAスプライシングの主要因子である一群の核内低分子

RNA(UsnRNA、U1、U2、U4、U5 などの総称)は，核内で合成された後まず細胞質に輸送さ



れる。大野らの以前の研究により、この核外輸送において（少なくとも）５種類の蛋白

質因子がUsnRNAと共に核外輸送複合体(export complex)を形成し核膜孔を通過すること

が分かっている。これらの中でもPHAX(phosphorylated adaptor for RNA export)と名付けら
れたRNA結合タンパク質はリン酸化による活性制御を受け、RNA核外輸送複合体の形成に

中心的な役割を果たす事が分かっている。PHAXは核内でリン酸化され、export complex

の一部として細胞質に移動し、そこで脱リン酸化を受ける。PHAXのリン酸化はexport 

complexの形成に必須であるのに対して、その脱リン酸化はexport complexの解体を引き

起こす。つまり、PHAXはコンパートメント特異的なリン酸化・脱リン酸化のサイクルを

繰り返し、そのことが、RNAの核外輸送の方向性を規定しているのである。このようなコ

ンパートメント特異的なリン酸化・脱リン酸化システムを構築・維持するためには、核

に局在化するリン酸化酵素と細胞質に局在化する脱リン酸化酵素の存在が仮定される。

本年は、それら 2つの酵素の実体を明らかにした(北尾)。 

 

1-4) 神経細胞における mRNA の神経突起中の輸送機構 

特定の mRNA は神経突起中を輸送されシナプス等で局所的に翻訳される事が分かって

いるが、その分子機構は不明な点が多い。我々は、この過程における RNP 構成成分の変

化という視点から、この現象を研究している(二宮）。 

 

２） 新規 RNA 品質管理機構の探索(北畠・宮田・藤井・坂田) 

 真核細胞は突然変異や傷害によって機能を持たなくなった RNA 分子をどう処理するのだ

ろうか？ 手始めにリボソーム RNA に着目し、哺乳類培養細胞と出芽酵母を材料に、分子遺

伝学と生化学の手法を用いて新規な RNA 品質管理機構を探ろうとしている。損傷を負った

リボソーム RNA は、選択的に分解される経路と、修復を行う経路の両方により品質管理を

受けることが分かってきた。 

 

３）イントロンの代謝機構の解明（芳本・藤田） 

 ヒトの場合、mRNA 初期転写物のうち実に 95 パーセント以上はスプライシングによりイ

ントロンとして切り出される。切り出されたイントロンは核内に留まり、スプライシング

因子が除かれた後、ラリアット構造が解消され（debranching）、分解されると考えられて

いる。この過程が機能しない場合、ラリアット型イントロンがスプライシング因子を結合

したまま核内に蓄積するので、スプライシング因子や、イントロン分解により再利用され

るはずのヌクレオチドが、不足するなどの問題が起こると考えられる。また、イントロン

の中には snoRNA や miRNA などの重要な非コード RNA 分子がコードされており、スプライシ

ングやイントロンの代謝と共役して産生される可能性が高い。このようにイントロンの代

謝機構は高等真核生物にとって重要な過程であるが、ほとんど解析されていない。我々は

スプライシング反応後に生じるイントロン・スプライシング因子複合体を単離し、核内で

起こるイントロンの代謝機構を分子レベルで解析したいと考えている。 




