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〔論文〕

ヒト DNA複製因子による転写制御

吉田健一
(2004年 6月30日受理)

Regulation of Transcription by DNA Replication Initiation 
Factors in Human Cells 

Kenichi YOSHIDA 

Summary 

The replication of chromosomal DNA in eukaryotes is limited to once per cell division 

cycle. This control appears to be achieved mainly by the regulation of origin recognition 

complex (ORC) ， a highly conserved protein complex among eukaryotes. In this report， we 

aimed to elucidate the m巴chanismsother than the initiation of replication regulated by ORC. 

For this purpose， we analyzed global expression changes seen in ORC2 -mutated human 

HCT116 colon cancer cells (ム/一)in which ORC2 allele were partially disrupted by 

homologous recombination to reduce the expression of ORC2 protein down to 10% of the 

original. Northern blot analysis revealed that mRNA expression level of ORC2 was 

dramatically reduced inム/-cells when compared to that of wild-type (+ / +) cells. DNA 

microarray analysis was performed to identify differentially expressed genes between + / + 
andム/-cells. Up-regulated genes inム/-cells were more prominent than down司regulated

genes in 11/ -cells indicating that ORC2 was involved in gene silencing. Several genes 

identified by DNA microarray， such as MTS1， HMG2a， TGF，β， HOX7， p21WAFl/CIPl， and 

SAT， were further confirmed by Northern blot analysis. Because ORC2 participates in a pre-

replication complex and interacts with replication origin， it is possible that ORC2 associates 

with promoter sequences and functions as a transcription factor. To examine whether ORC2 

really regulates the promoter activity， we selected the p21wAFl/CIPl gene. The promoter 

activity of p21 WAFl/CIPl was down-regulated inム/-cells. Moreover， overexpression of ORC2 

in M -cells recovered the promoter activity of p21wAFl/CIPl.羽Te concluded that ORC could 

exhibit transcriptional regulation as well as DNA replication initiation in human somatic cells. 

緒 -1=1 
真核生物の DNA複製オリジンとして働く DNA配列としては，出芽酵母において唯一，自律

複製配列 (autonomouslyreplicating sequence: ARS) として確認され，この ARS活性に必須な
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11 bpのARSコンセンサス配列 (ARSconsensus sequence: ACS)が明らかにされた1) ORC 

(origin recognition complex)はACSの塩基配列特異的に結合する 6つのサブユニットから構成

される複合体として同定され， 6 つのサブユニットはサイズの大きい順に Orc1~Orc6 と命名さ

れたの.おのおのの遺伝子ノックアウトにより，それらが増殖に必須であることが示されてい

るの.

出芽酵母 Orcサブユニットのホモログは他の生物種でも報告されている.分裂酵母の Orc2は，

two-hybridによって Cdc2と結合するタンパク質として同定された4) ショウジョウパエの Orc2

は出芽酵母 Orc2との相向性により同定され， 6つのサブユニットから成る複合体の構成因子で

あると報告されている5) アフリカツメガエルの Orc2は，当初，分裂酵母の“mitoticcatas-

trophe"表現型の多コピー抑制遺伝子として同定され，その後，卵抽出液から精製された6) ヒ

ト細胞においても Orc2のホモログが配列相向性を基に同定され，複合体の構成因子であること

が証明されている7)

本稿では， DNA複製以外に晴乳動物 ORCが有する新規機能の解明を目指した.この目的の

ため， ORC2の発現量を細胞増殖に最低限必要と考えられる10%程度にまで抑えたヒト細胞で

の遺伝子発現を DNAマイクロアレイを用いて網羅的に解析し， DNA複製因子 ORC2がゲノム

レベルで転写に及ぼす影響の解明を試みた.

材料と方法

細胞

ヒト大腸がん由来細胞株 HCT116はATCCより入手した.相同組み換えによる ORC2遺伝子

座の改変により， ORC2タンパク発現量を10%程度まで抑えたム/一細胞の詳細は以前述べ

た8) これらの細胞は， 10%牛胎児血清を含む McCoy's5A培地 (Invitrogen社)で継代培養 (5

%C02，37"C)した.

RNA発現解析

RNAはTRIZOL(Invitrogen社)で抽出した.プローブは標的遺伝子のコードおよび 3'非翻

訳領域内の約500bp前後を， random priming法により 32pラベルして作製した. RNAは約20

μgを用い， 28および18Sribosomal RNAにより定量化した.ノザンブロッテイングを含む分子

生物学的手法は定法に沿った9)

DNAマイクロアレイ解析はヒト 12Kチップ (Affymetrix社)を使用した. Cy5および Cy3

による蛍光 cRNAプローブ作製，ハイブリダイゼーションおよびシグナル解析はプロトコール

に従った (http://www.affymetrix.com/). 
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プロモーター活性

p21WAF1/CIPlのプロモーター活性測定に用いた p21-promoter C ー 2326~+ 16)ベクターは

Dr. EI-Deiry (University of Pennsylvania) より入手した10) ルシフエラーゼ-アッセイは Dual-

Luciferase Reporter Assay System CPromega社)で測定した11) ORC2発現ベクターは Dr.

Dutta CUniversity of Virginia) より入手した.コントロールとして pcDNA3CInvitrogen社)を

用いた.プラスミドの細胞へのトランスフェクションは FuGene試薬 CRoche社)を用い， 48 

時間後にアッセイを行った

結 果

ヒト大腸がん由来 HCT116細胞およびその ORC2変異株におけるORC2mRNA発現解析

DNA複製因子のヒト体細胞における機能を解析するため， ORC2遺伝子を分子遺伝学的に改

変した細胞を作製した8) 相同組み換えにより得た+/ーおよびム/一細胞から回収した RNAを

用いノザン解析を行った結果，親細胞 C+/+)と比較した発現量は+/ 細胞では約半分に減少

した.また， ム/一細胞では ORC2の発現はほとんど認められなかった CFig.1). これらはウエ

スタン解析の結果と一致した8)

+/+ +/-11/ー

ORC2 

285 rRNA 

185 rRNA 

Fig. 1 Northern blot analysis of expression profiles for ORC2 gene. Total RNA was pr巴paredfrom + / +， + 
/一， and t::"J -HCT116 cell. Ribosomal RNA (28 and 18S) was used as a loading control 
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DNAマイク ロアレイ による ORC2変異株の網羅的発現解析

ム/一細胞で発現変化を示す遺伝子を網羅的に同定するため，+/+およびム/一細胞から抽出

した RNAを用いて DNAマイク ロアレイによ り解析した.結果， ORC2発現量減少に伴い，発

現の増強する遺伝子群を多く認め，発現の減少する遺伝子群はそれより若干数に留まった (Fig.

2) .発現変化が3倍以上あるいは 3倍以下となった遺伝子名およびそれらの機能をTable1に

示す.発現の増加-減少にかかわらず，様 な々細胞機能に関わる重要な遺伝子が同定された.

これら DNAマイクロアレイで同定された遺伝子群が実際に発現変化を示すか否かさらに確認

するため，複数の遺伝子を選択し再度+/+およびム/一細胞から抽出した RNAを用いノザン解

析を行った.ム/一細胞において， MTSl， HMG2a， KIAA1115は発現増強を (Fig.3a)， TGFs， 

HOX7， p21， SATは発現減少を示した (Fig.3b). この結果は DNAマイクロアレイの結果と一

致した.一方，マイクロアレイ解析で発現変化を示さなかった ORC3および BRCAlはノザン

解析でも+/+およびム/ 細胞の両方で一定した発現量を見せた (Fig.3c). 

ORC2による p21WAFl/CIPlのプロモータ一活性制御

p53による転写誘導を受け，細胞周期において Cdk(cyclin dependent kinase) インヒピター

として機能する p21WAFl/CIPlのプロモーター活性に対する ORC2の影響を調べた. p21 WAFl/CIPl 

のプロモーター活性は，1::../一細胞において+/+細胞の約 2/3に減弱した (Fig.4a) さらに，

ORC2の一過性発現により， p21プロモーター活性は約1.5倍増強した (Fig.4b).これらの結果

は，ORC2が直接的ないし間接的に p21WAFl/CIPlのプロモーターに作用して p21WAF1/CIPlの発現

80 。
z 

~ 60 
H。-
~ 40 a 。
E 
コ20z 

。
>5 4 3 2 

Fold change of expression 

口up

口down

Fig. 2 The distribution of up-or down-regulated genes divided into fold change of expression characterized 
by DNA microarray analysis. Up-or down-regulated genes are indicated as gray or white bar， respective-
ly目
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Table 1 List of genes that are thr町一folddifferentially expressed in Orc2-mutated cells. 

Gene name 

MTS1 

BAG5 

KlAA1115 

HMG2a 

NPM1P14 

WHSC2 

SNK 

SGT1 

AXL 

Annexin A3 

OCTN2 

Ephrin-B2 

ZNF162 

NPM一MLF1

KNSL6 

PMP22 

XRCC4 

HSOBRGRP 

F3 

KlAA0140 

MTHFS 

MSSP-2 

DKFZP58600120 
(EST) 

DPC4 

HKF-1 

CDC2A 

U3-55K 

L26 

COX6B and UPKA 

FUS1 

Protein function Up 

metastasis-associated 16.5 

bcl2-associated 7.6 
athanogene 

spliceosome-associatedワ 7.5 

transcription factor 7.4 

nuclear phosphoprotein 5.3 

unknown 5.3 

serum-inducible kinase 4.7 

kinetochore ass巴mbηr 4.3 

tyrosine kinase receptor 4.3 

membrane-binding 4.2 

organic cation transporter 4.1 

receptor tyrosine kinase 3.8 

zinc finger protein 3.8 

tfu(3sio，n 5)(q25.1;p34) 3.5 
gene 

mitotic centromere- 3.4 
associated 

peripheral myelin 3.4 

nonhomologous 3.3 
end-joining 

leptin receptor-related 3.3 

protease cascade 3.3 

unknown 3.3 

metabolism 3.2 

c-Myc binding 3.1 

unknown 3.1 

pancreas cancer 3.1 
candidate 

zinc finger protein 3.1 

cyclin-dependent kinase 3 

U3 snoRNP-associated 3 

ribosomal protein 3 

cosmids 3 

lung cancer candidate 3 

3p21.1 gene sequence nucl巴icacid binding ? 3 

AD024 (EST) unknown 3 

を制御する事を支持している.

Gene name Protein function Down 

TGF-beta superfamily differentiation factor -5.4 

SAT m巴tabolism -4.1 

p21 (WAF1jCIP1) cell cycle -3.9 

HOX7 

MARCKS 

DDP 

SRPK2 

MSH3 

KATNA1 

INPP4A 

homeobox 

protein kinase C 
substrate 

-3.8 

-3.2 

mitochondria translocase -3.2 

serine kinase -3.1 

mismatch repair -3 

ketanin subunit -3 

phosphatas巴ー3

考察

ORCはDNA複製での重要な機能以外に，クロマチン構築やプロモーターのサイレンシング

においても役割を果たしていることが知られている.出芽酵母においては， DNA複製に重要な
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MTS1 

HMG2a 

KIAA1115 

TGF 

HOX7 

p21 

SAT 

ORC3 

BRCA1 

rRNAs 

+/+ ~/ー
国副薗-

+/+ ~/ー
園. .  附

判園田量当

E割

-0.7 kb 

-1.6 kb 

-4.0 kb 

-5.4 kb 

-1.7 kb 

-2.1 kb 

-1.2 kb 

-2.5 kb 

-6.5 kb 

-285 

・185

Fig. 3 Northern blot analysis of expression pro五lesfor genes identified by DNA microarray analysis. (A) 
Up-regulated， (B) down-regulated， and (C) unchanged genes inム/-cells are shown. Total RNA was 
prepared from + / + and t::./ -HCT1l6 cell. Ribosomal RNA (28 and 185) was used as a loading control 
(bottom panel). Transcript sizes are shown on the right side of panel. 

ACSが， HM座位(テロメアやリボソーマル DNA反復配列と共にヘテロクロマチン様の不活

性クロマチン領域として知られている“silentmating type lociつで示されたように，近接する

プロモーターからの転写をサイレンシングすることが知られている12) ORCの結合と DNA複

製を損なうような ACS変異は，サイレンサー活性も消失させる.ORCの構成因子に点突然変異

を導入すると，サイレンシングの欠損がもたらされる13) 最近，サイレンシングにおける ORC

の役割は高等真核生物でも保存されている事が示唆された.即ち，ショウジョウパエの ORC2

の劣性致死をもたらす突然変異は，ヘテロクロマチンに挿入された遺伝子の転写サイレンシンク事
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Fig.4 Human p21wAFl/CIPl promoter activities are regulated by ORC2. (A) HCT16 cells (+ / + andム/ー)
were transfected with 200 ng of a p21wAFl/CIPl promoter-luciferase reporter construct together with 0.6 
ng of pRL-TK， which is used for normalization of transfection. At 48 h after transfection， the cells were 
harvested， and extracts were prepared to measure the firefiy and Renilla luciferase activities. Values are 
represented as relative luciferase activities， with that of tJ./ -cells taken as 100. (B)ム/-cells were 
treated as described in (A) except 200 ng of pcDNA3 or pcDNA3-0RC2 was co-transfected with reporter 
construct. Values are represented as relativ巴 luciferaseactivities， with that of pcDNA3 taken as 100. 

によってもたらされる“Positioneffect variegation"を，優性的に抑制する14) ショウジョウパ

エORC2はHP1Cheterochromatin-localized protein 1) と結合し，ヘテロクロマチン領域へ集

中的に存在することにより“Positioneffect variegation"に積極的に関与している.このように

高等真核生物における ORCの新しい機能として，クロマチン構造の決定とヘテロクロマチンに

おけるプロモーターからの転写の抑制，さらにはチェックポイント機構活性化による細胞周期停

止が考えられる.

複製開始以外の反応における開始タンパク質の役割として，我々はヒト細胞における転写サイ

レンシングという新しい機能に関する事実を得た.この結果は，酵母からヒトに至るまで転写や

複製といった細胞の基本的な機能はよく保存されているという事実を支持するものである.

要 約

DNA複製因子である ORCCorigin recognition complex)の機能は酵母からヒトにいたるまで

極めて良く保存されており，これが真核生物の細胞周期において 1回だけの DNA複製を許す基

盤を与えている. DNA複製因子がヒト細胞において DNA複製以外にいかなる機能を持つか

は，未だ明らかでない.本報では， DNA複製因子が DNA複製開始以外に転写制御にも関与す
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る事実を検証する目的で， ORC2遺伝子座を相同組み換えにより改変したヒト大腸がん由来

HCT1l6 (ム/-)細胞におけるゲノムレベルでの発現変化を調べた.ノザン解析より，親細胞

(+/+)と比較したム/一細胞における ORC2mRNA発現量は劇的に減少していた.DNAマイ

クロアレイ解析より，これら細胞聞において発現変化を示した遺伝子群を同定し，ノザン解析で

さらに確認した.ム/一細胞では発現減少より発現増強した遺伝子が多く， ORC2がgenesilenc-

ingに関与する可能性を示唆する.ORC2はオリジン結合タンパクなので，プロモーターと会合

し遺伝子発現を制御する可能性がある.これを検証するため， p21WAF1/CIPlプロモーター活性に

およぼす ORC2の影響を調べた結果， p21WAF1/CIPlプロモーター活性は+/+細胞と比較して!1/

細胞で低く，また， ORC2過剰発現により増強された.以上の結果より， ORCはヒト体細胞

において DNA複製開始以外に転写制御に関与する可能性がある.
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