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Macroautophagy (autophagy) is a highly conserved cellular recycling process involved in degradation of
eukaryotic cellular components. During autophagy, macromolecules and organelles are sequestered into the
double-membrane autophagosome and degraded in the vacuole/lysosome. Autophagy-related 8 (Atg8), a core Atg
protein essential for autophagosome formation, is a marker of several autophagic structures: the pre-autophagosomal
structure (PAS), isolation membrane (IM), and autophagosome. Atg8 is conjugated to a phospholipid
phosphatidylethanolamine (PE) through a ubiquitin-like conjugation system to yield Atg8-PE; this reaction is called
Atg8 lipidation. Although the mechanisms of Atg8 lipidation have been well studied in vitro, the cellular locale of Atg8
lipidation remains enigmatic. Atg3 is an E2-like enzyme that catalyzes the conjugation reaction between Atg8 and PE.
Therefore, I hypothesized that the localization of Atg3 would provide insights about the site of the lipidation reaction.
To explore this idea, we constructed functional GFP-tagged Atg3 (Atg3-GFP). During autophagy, Atg3-GFP transiently
formed a single dot per cell on the vacuolar membrane. This Atg3-GFP dot colocalized with 2×mCherry-tagged Atg8,
demonstrating that Atg3 is localized to the IM by fine-localization analysis. The localization of Atg3 suggests that Atg3
plays an important role in autophagosome formation at the IM.

研究目的
真核細胞の中では、細胞周期や環境条件に応じて
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ことのできる数少ないオルガネラである。本研究で
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研究経過
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より、これまで点状にしか確認できなかった AP 形

Atg3-GFP は IM に局在していることが明らかとなっ
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Atg4 がある。上述のように Atg4 は Atg8 の C 末端の

今回局在を明らかにした Atg3 は Atg8-PE の生成を

アルギニンを切断することで Atg8(G116)を形成させ
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の第一反応、後者の反応を第二反応と呼ぶ。これま

に結合した Atg8-PE を切断することによって Atg3

での研究では、Atg4 の第二反応が AP 形成に重要な

の局在制御に関わっている可能性がある。こうした

役割を果たしていることが報告されている（Kirisako

視点からも Atg4 の役割は大変に興味深いものであ

et al. (2000) J. Cell Biol.; Nakatogawa et al. (2012)

る。今後は Atg3 の局在制御に Atg4 がどのように関

Autophagy）
。しかしながら、Atg4 の第二反応が関わ

わっているのかに注目して Atg3 と Atg4 の機能的関

るステップについては依然不明なままであった。そ

連を解析していく予定である。

こで我々は、Atg4 の活性中心に変異を導入すること
で、Atg4 の第一反応と第二反応が AP 形成にどのよ
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