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CENTER FOR EMERGING VIRUS RESEARCH 
LABORATORY FOR HOST FACTORS 

Our laboratory studies the interactions between virus and host factors using retroviruses 
including human immunodeficiency virus (HIV) and murine leukemia virus (MLV) as model 
systems. Retrovirus synthesizes a DNA copy of their genome after entry into the host cell. The viral 
DNA is associated with many viral and cellular proteins in a large nucleoprotein complex called the 
preintegration complex (PIC). Formation of the PIC is essential for subsequent nuclear translocation 
and integration of the viral DNA. By analyzing cellular proteins that interact with the PIC, we aim 
to elucidate the molecular mechanism by which retroviruses accomplish the infection in host cell. 

1) Organization of the Retroviral PIC by Nuclear Lamina-Associated Proteins: Y. SUZUKI, 
K. OGAWA and Y. SUZUKI 

Chromosomal DNA, the target DNA for retroviral integration in infected cells, is enclosed by the 
nuclear envelope that forms the boundary between the nucleus and cytoplasm. Chromatin is 
attached to the inner nuclear membrane through a lamina structure, which is composed of lamin and 
lamina-associated proteins. We have so far demonstrated that two lamina-associated proteins, 
barrier-to-autointegration factor (BAF) and lamina-associated polypeptide 2α (LAP2α) are 
authentic components of MLV PICs and collaborate to modulate integration activity of the PIC. 
Furthermore, our data using RNA interference has showed that LAP2α is required for efficient 
replication of MLV, though the critical role of BAF and LAP2α in retroviral infection remains to be 
controversial. LAP2α is composed of two domains: N-terminal BAF-binding domain and 
C-terminal chromatin-binding domain. To investigate domain structure of LAP2α, we subjected 
recombinant hexahistidine-tagged LAP2α to limited proteolysis and analyzed the resistant region in 
LAP2α against protease by SDS-PAGE and protein sequencing. Chymotryosin digestion gave three 
proteolytic fragments. N-terminal peptide sequencing revealed that two of the fragments consisted 
of N-terminal region including BAF binding domain and the other fragment corresponded to 
C-terminus of LAP2α (LAP2α-CTD). Although solution structure of the N-terminal BAF-binding 
region has been determined, structure of the C-terminal region has not. In collaboration with Dr. 
Fred Dyda’s laboratory (National Institutes of Health, USA), we solved the crystal structure of the 
LAP2α-CTD. The structure revealed that the LAP2α-CTD forms dimer in solution. To test if 
LAP2α has multimeric property in cells, an epitope tag-fused LAP2α was expressed in NIH3T3 
cells and isolated by affinity purification method. Endogenous LAP2α was co-purified with the 
tag-fused LAP2α, indicating that LAP2α indeed exists as multimeric protein in cells (Bradley et al., 
Structure, 14:643-653, 2007). Importantly, LAP2α mutant missing the C-terminal domain failed to 
bind with MLV PICs in infected cells, suggesting that multimerization is required for LAP2α to 



associate with the retroviral PIC. 

2) Survey of Host Factors That Interact with the Retroviral PIC: S. YAMAMOTO and Y. 
SUZUKI 

Integrase is a key enzyme in the retroviral PIC, because integration step is catalyzed by the 
integrase. Therefore, degradation of integrase would lead to destruction of the PIC function, thereby 
block retroviral infection. In order to search cellular protein(s) that interacts with the PIC through 
integrase, we have applied tandem affinity purification combined with mass spectrometry analysis 
(TAP-MS) to MLV integrase. We identified three proteins, sulfide:quinone oxidoreductase-like 
(Sqrdl), tubulin and Huwe1 as cellular binding partners of MLV integrase. Huwe1 is a 
HECT-family ubiquitin E3 ligase that mediates ubiquitination of a variety of cellular proteins 
including p53, Mcl-1, Cdc6 and Myc. Since the ubiquitin-mediated protein degradation system 
could be an efficient way for the host cell to get rid of unwanted viral proteins, we focused on the 
interaction between integrase and Huwe1. Immnoprecipitation analysis showed that Huwe1 
interacted with not only integrase but also PICs in MLV infected cells. Importantly, integrase 
proteins were ubiquitinated in Huwe1-dependent manner, likely undergoing proteosomal 
degradation. These results suggest that retroviral integrase could be a potential target for 
ubiquitin-mediated protein degradation system. This may act as an intracellular defense against 
retroviral infection by destruction of a key component of the PIC.  

3) Inhibition of HIV-1 Replication by Interferon-ω1*: Y. SHINODA and Y. SUZUKI 

It was reported that soluble suppressive factor(s) against R5-tropic HIV-1 is induced in SCID 
mice in which human PBMC is transplanted (hu-PBL-SCID) together with inactivated 
HIV-1-pulsed autologous dendritic cells (DCs). This factor is thought to be released from HIV-1 
antigen-activated CD4+ T cells and its character is distinct from that of known cytokines or 
chemokines (Yoshida et al., J. Virol., 16:8719-8728, 2003). In order to identify the factor, we 
performed oligonucleotide microarray analysis to compare gene expression profiles of the 
factor-producing CD4+ T cells to that of control CD4+ T cells isolated from OVA-pulsed 
DC-transplanted hu-PBL-SCID mice. A series of the expression profile data indicated that 4,353 
genes were upregulated in the factor-producing cells. Based on the properties of the factor 
characterized by Yoshida et al., we selected 106 genes for candidates for the factor. After in vitro 
evaluation of anti-HIV activity in culture supernatant of individual candidate gene-transfected cells, 
we found that interferon-ω1 (IFN-ω1), one of the type I interferons, significantly inhibits HIV-1 
replication. Although some of the type I interferons including IFN-α have been shown to suppress 
HIV-1 infection, anti-HIV-1 activity of IFN-ω1 was approximately 10,000-times higher than that of 
IFN-α. IFN-ω1 inhibited replication of X4-tropic and VSV-G-pseudotyped viruses as well as 



R5-tropic virus, suggesting that IFN-ω1 restricts HIV-1 replication at the post-entry step. While 
level of viral DNA synthesis was slightly reduced in the IFN-ω1-treated cells, IFN-ω1 seemed to 
interfere viral gene expression from proviral DNA. Molecular mechanism by which IFN-ω1 
inhibits HIV-1 replication is currently under investigation. 

* This project is conducted in collaboration with Laboratory of Viral Pathogenesis/Institute for 
Virus Research (Professor Yoshio Koyanagi). 
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附属新興ウイルス感染症研究センター    Center for Emerging Virus Research 
宿主要因解析チーム      Laboratory for Host Factors 

本研究チームは、スタッフとして鈴木陽一と小川加那子 (教務補佐員) が所属し、感染

病態研究領域より篠田康彦 (本学医学研究科博士課程) ならびに山元誠司 (本学生命科学

研究科修士課程) が大学院生として参加して昨年度にスタートしたが、2007 年度はさらに

鈴木康嗣 (生命科学研究科修士課程) が新しい大学院生として加わり、現在５名のメンバ

ーから構成されている。我々は、ヒト免疫不全ウイルス (human immunodeficiency virus: 

HIV) やマウス白血病ウイルス (murine leukemia virus: MLV) を含むレトロウイルスをモ

デルとして用い、宿主細胞とウイルスの相互作用について研究をおこなっている。特に、

レトロウイルスが感染細胞内で形成する高分子複合体に含まれる因子群を包括的に解析す

ることにより、ウイルス感染を成立させる分子メカニズムの解明、ならびにその制御を目

指す。 

レトロウイルスはプラス鎖 RNA をゲノムとしてもつが、標的細胞内に侵入するとウイル

ス由来の逆転写酵素の働きによってウイルス DNA を合成し、さらにはこの DNA が細胞核の

クロマチンDNAに組み込まれる (インテグレーション, integration) ことによって感染が

成立する。しかし、インテグレーション反応に至るまでにも、ウイルス DNA と DNA 組み込

み酵素であるインテグレースは、細胞質から核内のクロマチンまで適切に移行しなければ

ならない。これらの過程を遂行するために、レトロウイルス感染細胞ではウイルス DNA と

インテグレースを内包するだけでなく、様々なウイルス性ならびに細胞性因子から構成さ

れる高分子複合体 (preintegration complex: PIC) が形成されると考えられているが、そ

の分子機構の実体は不明である。本研究チームでは、レトロウイルス PIC を構成する細胞

性因子を同定し、それらの因子の PIC 機能ならびにウイルス感染における役割を明らかに

することを目的として研究をおこなっている。 

1) PIC の機能形成におけるラミナ関連蛋白質の役割 (鈴木康嗣、小川加那子、鈴木陽一) 

レトロウイルスインテグレーションの標的となるクロマチン DNA は、核膜によって細胞

質と隔てられており、核内ではラミナ構造を通して核膜の内膜に会合している。ラミナ構

造はラミン蛋白質ならびにラミナ関連蛋白質から構成されるが、これまでに我々は、ラミ

ナ関連蛋白質である barrier-to-autointegration-factor (BAF) と lamina-associated 

polypeptide 2α (LAP2α) が MLV PIC の構成因子であり、協調して PIC のインテグレーシ

ョン活性を促進することを報告してきた。また、LAP2α についてはウイルス増殖における

関与も示唆されている。LAP2α は、そのアミノ酸配列から N 末端領域と C 末端領域にわけ

られる。N末端領域は BAF が結合するドメインを含み、その配列は LAP2遺伝子から作られ

る LAP2α を含むすべてのスプライシングアイソフォームに共通である。一方、C 末端領域

は LAP2αに特有の配列をもつが、その機能のすべては明らかになっていない。我々は大腸



菌で作製した組換え体 LAP2α 蛋白質を limited 

proteolysis 法で解析することにより、プロテアーゼ

に比較的耐性な C 末端ドメイン (LAP2α-CTD) を同

定し、さらには米国国立衛生研究所 (NIH)・Fred Dyda

博士との共同研究において、その立体構造を明らか

にした (図、Bradley et al., Structure, 14:643-653, 

2007)。結晶構造解析の結果より、LAP2α-CTDは逆平

行コイルドコイル構造を介して二量体を形成するこ

とが示された。そして、細胞内の LAP2α も実際に多

量体を形成することから、LAP2α-CTD が LAP2α の多

量体化を担うドメインであることが示唆された。重

要なことには、このドメインを欠く LAP2α はウイル

ス感染細胞内で PIC に結合できず、よって LAP2αの

多量体化が PIC との機能的な相互作用に必須である

ことが明らかとなった。 

 

2) レトロウイルス PIC に相互作用する新規細胞性因子の探索 (山元誠司、鈴木陽一) 

PIC は感染細胞内でインテグレーションを実行するユニットであることから、PIC の最

も重要なウイルス性構成因子はインテグレースである。我々は、インテグレースを介して

PIC に相互作用している細胞性因子を同定することを目的とし、tandem affinity 

purification と mass spectrometry による細胞内蛋白質複合体同定システム (TAP-MS 法) 

を用いて、MLV のインテグレースに結合する細胞性蛋白質の解析をおこなった。その結果、

分裂酵母のキノン還元酵素・HMT2 の哺乳類ホモログである sulfide:quinone 

oxidoreductase-like、微小管構成因子である α/β tubulin、そして HECT 型 E3 ユビキチン

ライゲースである Huwe1 がインテグレース結合性因子として同定された。ユビキチン化依

存性蛋白質分解システムは、ウイルス性蛋白質のような細胞が必要としない蛋白質の破壊

を誘導するため、つぎに我々は Huwe1 に着目した。免疫沈降実験の結果より、Huwe1 はイ

ンテグレースに結合するだけでなく、感染細胞内の PIC にも相互作用することが明らかと

なった。そしてインテグレースは、実際に細胞内で Huwe1 依存的にユビキチン化されるこ

とが示された。これらの結果は、ユビキチン化修飾をともなうウイルス性蛋白質の分解が

PIC 機能の破壊につながる可能性を示しており、現在 Huwe1 のウイルス感染における役割

を解析している。 

3) インターフェロンオメガによる HIV-1 増殖の抑制 (篠田康彦、鈴木陽一) 

健常人由来の末梢血リンパ球をマウス脾臓内に移植し、さらに不活化 HIV-1 を暴露した



樹状細胞 (DC) を感作した免疫不全マウス (hu-PBL-SCID) 内では、R5 指向性 HIV-1 に対

する抑制因子が産生されることが報告されている。この因子は HIV-1 抗原特異的な CD4 陽

性 T 細胞から産生されるが、抗 HIV 活性をもつ既知のサイトカインやケモカインとは異な

る (Yoshida et al., J. Virol., 16:8719-8728, 2003)。そこで本研究では、この新規抗

HIV-1因子の実体を明らかにすることを目的とし、抑制因子を産生するCD4陽性 T細胞と、

OVA を暴露した DCで感作した hu-PBL-SCID マウス由来のコントロール CD4 陽性 T細胞にお

ける発現遺伝子のプロファイルをマイクロアレイ法によって解析した。その結果、抑制因

子産生細胞では 4,353 種類の遺伝子の発現が高まっていることが示され、さらに Yoshida

らの報告で明らかになった抗 HIV-1 因子の特徴から、その候補遺伝子として 106 個を選別

した。これらの候補遺伝子それぞれを細胞にトランスフェクションし、その培養上清中の

抗 HIV-1 活性を評価する実験を進めるなかで、我々は I 型インターフェロンであるインタ

ーフェロンオメガ (IFN-ω1) がウイルスの増殖を有意に抑制することを見いだした。これ

までに IFN-α を含むいくつかの I 型インターフェロンで、HIV 増殖の抑制が報告されてい

るが、IFN-ω1 の抗 HIV-1 活性は IFN-αと比較して 10,000 倍以上も高く、非常に強力な抑

制因子であることがわかった。また、IFN-ω1 は R5 指向性エンベロープをもつ HIV-1 だけ

でなく、X4指向性エンベロープや VSV-G エンベロープをもつウイルスの感染も抑えること

より、ウイルスの細胞侵入以降の過程を抑制することが示された。さらに、IFN-ω1 は感染

細胞内での HIV-1 DNA の合成効率をわずかに下げるものの、すでにインテグレーションさ

れたウイルス DNA からの遺伝子発現を強く抑えることから、IFN-ω1 は HIV-1 増殖の主に後

期過程を抑制することが示唆された。現在、その抑制メカニズムの解明をおこなっている 

(本研究は感染病態研究領域との共同研究として進めている)。 

 
 




