
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

MYSTファミリーヒストンアセチル
化酵素による寿命と酸化ストレス
応答の制御( Dissertation_全文 )

池田, 貴子

池田, 貴子. MYSTファミリーヒストンアセチル化酵素による寿命と酸化
ストレス応答の制御. 京都大学, 2017, 博士(生命科学)

2017-11-24

https://doi.org/10.14989/doctor.k20779

許諾条件により本文は2018-03-31に公開



 

 

 

MYSTファミリーヒストンアセチル化酵素による

寿命と酸化ストレス応答の制御 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田 貴子 

 

 



1 

 

目次 

  

要旨……………………………………………………………………………………2 

 

略語……………………………………………………………………………………4 

 

序論……………………………………………………………………………………5 

 

材料と方法……………………………………………………………………………8 

 

結果……………………………………………………………………………………16 

 

考察……………………………………………………………………………………42 

 

引用文献………………………………………………………………………………45 

 

謝辞……………………………………………………………………………………48 

 

 

 

 

 

 



2 

 

要旨 

 

インスリンシグナル伝達経路は進化的に保存された寿命制御経路であり、線虫に

おいて、インスリンシグナルの低下は下流のエフェクターであるフォークヘッド型

転写因子 DAF-16の活性化を促し、長寿になることが分かっている。しかし、daf-16

の発現制御のメカニズムについては未解明な点が多い。 

本研究において、私は MYST ファミリーヒストンアセチル化酵素複合体

（Tip60/TRRAP HAT 複合体）が daf-16/foxo の発現制御に関与すること、さらに寿命

や酸化ストレス応答を制御する因子である事を見出した。Tip60 ヒストンアセチル化

酵素は足場タンパク質である TRRAP などを構成因子とする複合体を形成し、様々な

遺伝子の発現を制御する。本複合体は種を超えて保存されており、ヒト Tip60 の線

虫オーソログとしてMYS-1が、ヒト TRRAP の線虫オーソログとして TRR-1がそれ

ぞれ存在する。先ず、本複合体が寿命に関与するのかどうか検討するため、RNAi

法を用いたノックダウン実験を行い、線虫の寿命を測定した。その結果、mys-1 RNAi

や trr-1 RNAi により野生型の寿命が短縮することが明らかとなった。さらに、イン

スリンシグナルが低下した daf-2 変異体の寿命や断続的飢餓による寿命延長も mys-1 

RNAi や trr-1 RNAi により抑制されることが明らかとなった。一方で、daf-2 変異や

断続的飢餓による寿命制御に必要な daf-16の変異体においては、mys-1 RNAi や trr-1 

RNAi による寿命の短縮がみられないことが明らかとなった。これらの結果から、

MYS-1 や TRR-1 は DAF-16 を介して寿命を制御すると考えられた。DAF-16 は寿命

のみならず、種々のストレス応答にも関与することが知られている。そこで、MYS-1

や TRR-1 が酸化ストレス応答にも関与するのかどうか検討した。その結果、mys-1 

RNAi や trr-1 RNAi により酸化ストレスに対する耐性が低下することが分かった。こ

れまで、ヒト培養細胞において、Tip60/TRRAP HAT 複合体は様々な遺伝子発現に関
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与すると報告されており、線虫においても MYS-1/TRR-1 HAT 複合体が遺伝子発現

を制御する可能性が考えられた。そこで、インスリンシグナル伝達経路のエフェク

ターである転写因子 daf-16 の発現に本複合体が関与するのではないかと考え、検討

した。その結果、mys-1 RNAi や trr-1 RNAi により daf-16とその標的遺伝子の発現が

抑制されること、さらに本複合体が daf-16 プロモーターに結合し、ヒストン H4K16

のアセチル化を促進することが明らかとなった。 

次に、本複合体による daf-16 の発現制御機構がヒトにおいても保存されているの

か、ヒト培養細胞である HeLa 細胞を用いて検討した。その結果、DAF-16 のヒトホ

モログである FOXO1 とその標的遺伝子の発現が tip60 siRNAや trrap siRNAにより

抑制され、さらに本複合体が foxo1 プロモーターに結合し、ヒストン H4K16 のアセ

チル化を促進することが分かった。また、酸化ストレスに対する耐性について調べ

たところ、tip60 siRNAや trrap siRNAにより酸化ストレスに対する耐性が低下する

ことが明らかとなった。以上のことから、MYS-1/TRR-1（Tip60/TRRAP）HAT 複合

体は DAF-16（FOXO）転写因子の発現を制御し、寿命や酸化ストレス応答を制御す

ることが分かった。 

本研究は、寿命や酸化ストレス応答に関わる新たなエピジェネティック因子を明

らかにし、種を超えて保存された FOXO（DAF-16）転写因子の発現制御機構の一端

を解明したものである。 
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略語 

 

DAF-16: abnormal dauer formation-16 

FOXO: forkhead box O1 

IF: intermittent fasting 

Rheb: Ras homolog enriched in brain 

TOR: target of rapamycin 

PIKK: phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase 

Tip60: Tat interactive protein 60kDa 

TRRAP: transformation/transcription domain associated protein 

AL: Ad libitum 

YA: young adult 
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序論 

 

食餌制限は老化研究において確立された寿命延長手段であり、遺伝子を操作する

ことなく後天的に老化を遅延させる。食餌制限による寿命延長の分子機構として最

もよく研究されているのが、インスリンシグナル伝達経路であり、種を超えて保存

された寿命制御経路である  （図 1A）。インスリンシグナルは寿命制御因子

DAF-16/FOXOの核内移行を阻害しているが、食餌制限によりインスリンシグナルが

低下すると、DAF-16/FOXO は活性化され、老化を抑制するのに必要な遺伝子群を発

現させる （図 1B）（Kenyon et al., 2010）。このように、DAF-16/FOXOの局在変化な

どの翻訳後修飾は寿命を制御する上で重要であるが、転写レベルでの DAF-16/FOXO

の発現制御機構についてはほとんど明らかにされていない。 

ヒストンのアセチル化状態は、ヒストンアセチル化酵素とヒストン脱アセチル化

酵素により制御されている。これまで、ヒストンのアセチル化酵素である CBP

（CREB-binding protein）は食餌制限による寿命の延長に必要であると報告されてお

り（Zhang et al., 2009）、ヒストンのアセチル化は寿命制御に重要であると考えられる。

一方で、ヒストン脱アセチル化酵素であるサーチュインも寿命制御に重要であり、

サーチュイン遺伝子の欠損は食餌制限による寿命の延長を抑制することが示されて

いる（Bartke et al., 2001; Rogina et al., 2004; Wang et al., 2006）。しかし近年、サーチュ

インの寿命への影響が議論を呼んでおり（Burnett et al., 2011）、サーチュインが寿命

にどのような影響を与えるのか定かではない。このように、ヒストンのアセチル化

状態は個体の寿命制御に重要な役割を果たすと考えられるが、しかしそのメカニズ

ムについては未解明な点が多い。 

断続的飢餓（intermittent fasting; IF）は、摂食と飢餓を交互に繰り返す食餌制限の
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方法の一つであり、これまでに二日毎に摂食と飢餓を繰り返す IF が Rheb/TOR 経路

を介して線虫の寿命を延長させることが示されている（Honjoh et al., 2009）。TOR は

酵母からヒトまで広く保存された PIKK ファミリータンパク質であり、線虫には

PIKK ファミリータンパク質として atm-1, atl-1, smg-1, let-363, trr-1 のサブファミリ

ーが存在する（図 2）。上述したように、TOR は IF による寿命延長に必要であるこ

とが報告されているが、しかし TOR 以外の PIKK ファミリータンパク質が寿命にど

のような影響を与えるのかはあまり明らかではない。 

本研究では、寿命研究のモデル生物である線虫とヒト培養細胞を用いて、PIKKフ

ァミリータンパク質が寿命やストレス応答に関わるのかどうか調べた。その結果、

線虫において、PIKK ファミリータンパク質である TRR-1 が MYST ファミリーヒス

トンアセチル化酵素である MYS-1 と複合体（MYS-1/TRR-1 HAT複合体）を形成し、

本複合体が自由摂食（Ad Libitum; AL）時の寿命や IFによる寿命の延長、酸化スト

レス応答に必要であることを見出した。また本複合体は daf-16 プロモーター上に結

合し、ヒストン H4K16 のアセチル化を行うこと、本複合体による DAF-16 の発現制

御が寿命やストレス応答を制御することが分かった。さらにヒト培養細胞において、

Tip60/TRRAP HAT複合体がDAF-16のヒトオーソログであるFOXOの発現を制御し、

酸化ストレス応答を制御することが分かった。これらの研究結果は、寿命や酸化ス

トレス応答に関わる新たなエピジェネティック因子を明らかにするとともに、種を

超えて保存された DAF-16/FOXO 転写因子の発現制御機構の一端を明らかにするも

のである。 
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(A)                             (B) 

 

図 1 インスリン様シグナル伝達経路 
(A) 線虫（左）と哺乳類（右）におけるインスリン様シグナル伝達経路の模式図 

DAF-2/インスリン受容体にリガンドが結合することで、AGE-1/PI3K、PDK-1/PDK1、AKT-1/AKT

へとリン酸化を介したシグナル伝達が起こり、転写因子 DAF-16/FOXOのリン酸化が起こる。 

(B) DAF-16 の細胞内局在変化の模式図 

インスリン様シグナル伝達経路を介してリン酸化された DAF-16は細胞質内に留められる。イン

スリンシグナルが低下すると、DAF-16 のリン酸化が抑制され、核内へと移行し、老化を抑制す

るのに必要な遺伝子群の発現を促す。 

 

 

 

図 2 PIKKファミリータンパク質 

哺乳類と線虫における PIKK ファミリータンパク質を示した図。ATM; ataxia-telangiectasia 

mutated, ATR; ATM and Rad3-related, DNA-PKcs; DNA-dependent protein kinase catalytic subunit, 

mTOR; mammalian target of rapamycin, SMG1; suppressor with morphological effect on genitalia 1, 

TRRAP; transformation/transcription domain-associated protein.  
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材料と方法 

 

[線虫 C. elegans の株] 

実験に用いた線虫 C. elegans のうち、野生型 N2、trr-1(n3630)、mys-1(n4075)、

daf-16(mu86)、daf-2(e1370)、TJ356 zIs356[daf-16::gfp, rol-6] は、Caenorhabditis Genetics 

Center（CGC）より分与していただいた。kytEx1013[hsp-12.6::gfp, rol-6] は本城博士

より分与していただいた。  

 

[MYS-1 を過剰発現した線虫の作製]   

MYS-1 を過剰発現した線虫は以下の方法で作製した。まず、1）mys-1 cDNAの上

流 2000塩基を pPD95.75 ベクターに組み込み、2）mys-1 cDNA を 1で得られたベク

ターに組み込んだ。使用したプライマーは以下に記載する。得られたプラスミドは

大腸菌 DH5に形質転換し、精製した後、young adult（YA）ステージの線虫にイン

ジェクションした。 

1）で使用したプライマー 

left; 5’-ATGCCTGCAGGTCGATGTCCAAAAAATGTATAGCTTTTTC-3’ 

right; 5’- TTTGGCCAATCCCGGGATAAATATCTGGAAATAGTACAAT-3’ 

2）で使用したプライマー 

left; 5’-AGATATTTATCCCGGATGACCGAGCCGAAGAAGGAGATTA-3’ 

right; 5’- GGAAAAGAAAAGAGCGCAGATCATGTTCGCGGTAGAAAAAATGA-3’ 

 

[線虫の飼育と同期] 

各株は、Nematode Growth Medium（NGM）プレート（50 mM NaCl, 0.3 % bacto 

peptone, 2% agar, 1 mM CaCl2, 1 mM MgSO4, 25 mM potassium phosphate pH6.0, 5 µg/ml 

cholesterol, 250 µg/ml streptomycin）上で、大腸菌（E.Coli）OP50 を餌として、20℃で
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飼育、継代を行った。線虫の同期は、1N NaOH、10% ピューラックス （6% sodium 

hypochlorite）中で溶解した線虫から卵を取り、プレート上にまいて行った。 

 

[寿命測定] 

NGM プレートに線虫を同期し、 3 日後の YA ステージで 200 µg/ml 

5-fluorodeoxyuridine （FUDR: DNA合成阻害剤）を含む NGM プレートに移した。そ

の日を 0日とし、2 日後の day 2 adult ステージの線虫を、自由摂食を行うグループ

（Ad libitum: AL）と断続的飢餓を行うグループ（Intermitting fasting: IF）に分けた。

寿命測定開始後は、UV 処理した OP50（5 × 10
9
 bacteria/ml）もしくは HT115（RNAi

時）を餌として使用した。2日毎に、物理的刺激に対する反応の有無で生死判定を行

い、生きていた線虫は匹数を測定後、新しいプレートに移しかえた。 

 

[細胞培養] 

HeLa細胞は DMEM 培地（10% FBS (Sigma), penicillin/streptomycin (Gibco), 2 mM 

L-glutamone (Gibco) を含む）を用いて培養した。トランスフェクションには、

Lipofectamine 2000 (Invitrogen)を用いた。 

 

[RNA interference (RNAi)] 

RNAi は大腸菌 HT115 に目的の遺伝子の dsRNAの発現を誘導し、その大腸菌を線

虫の餌とすることで行った（Kamath et al., 2001）。 RNAiベクターの作製には、trr-1、

mys-1、let-363、atl-1、atm-1、smg-1、daf-16の cDNAの 5’側の約 500 塩基を用いた。

使用したプライマーは以下に記載する。なお、dsRNAの発現誘導には、1mM Isopropyl 

β-D-1-thiogalactopyranoside（IPTG）を用いた。また、control RNAi として、空のベク

ター（pPD129.36）を大腸菌 HT115に形質転換したものを用いた。 
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trr-1 left; 5’-CCGCGGATGGATCCGGCTATGGCTT-3’ 

trr-1 right; 5’-GGTACCCACTCGCCGTCAGATCAAT-3’  

mys-1 left; 5’-CCGCGGATGACCGAGCCGAAGAAGG-3’ 

mys-1 right; 5’-GGTACCATTGCATCTTCACTATGGC-3’ 

let-363 left; 5’-CCGCG GATGCTCCAACAACACGGAA-3’ 

let-363 right; 5’-GGTACCGCTTTTGAAGCCATCTTGA-3’ 

atl-1 left; 5’-CCGCGGATCGATAAGGATGTTTCAG-3’ 

atl-1 right; 5’-GGTACCATTCCACTTCAAATGATAT-3’ 

atm-1 left; 5’-CCGCGGGAACCTGATAGAACAGTTT-3’ 

atm-1 right; 5’-GGTACCAACATTGCAGCATAAACAT-3’ 

smg-1 left; 5’-CCGCGGATGATAACATCGAGAAACA-3’  

smg-1 right; 5’-GGTACCTTCAAACAGTGGTTATAAA-3’ 

daf-16 left; 5’- AGAATGAAGGAGCCGGAAAG-3’  

daf-16 right; 5’- AATTGAGCTCACTGTTCAACTCGTGGTATG-3’ 

 

siRNA（small interfering RNA）は、終濃度が 20 nM になるように使用した。用い

た trrap siRNA（Murr et al., 2006）、tip60 siRNA（Sun et al., 2005）、foxo1 siRNA（Potente 

et al., 2005）の配列は以下に記載する。なお、全ての siRNAは Sigmaから購入した。

また、control siRNAとして、どの遺伝子にも相同性をもたないスクランブル siRNA

を用いた。 

 

trrap siRNA; 5’-AAUGGCUCGAAAGGAAUGG-3’ 

tip60 siRNA; 5’-GACGUAAGAACAAGAGUUAUU-3’ 

foxo1 siRNA; 5’-GAGCGUGCCCUACUUCAAGTT-3’ 

 

[遺伝子クローニングとプラスミド構築] 

FOXO1 の過剰発現のため、foxo1 cDNA を pcDNA3 ベクターに組み込んだ。使用

したプライマーは以下に記載する。また、空のベクター（pcDNA3）を control とし

て用いた。 

 

foxo1 left; 5’- TACCGAGCTCGGATCTATATGGCCGAGGCGCCTCA -3’ 
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foxo1 right; 5’- TAGATGCATGCTCGATCAGCCTGACACCCAGCTATG-3’ 

 

[蛍光顕微鏡観察] 

DAF-16::GFP と HSP-12.6::GFP の線虫を同期し、YA までの 3 日間、RNAi を行っ

た。DAF-16::GFPの線虫では、YAステージで FUDRを含むプレートに移し、day 2 adult

ステージで回収した。HSP-12.6::GFP の線虫では、YAステージで FUDR を含むプレ

ートに移した後、day 2 adult ステージで自由摂食と飢餓のグループに分け、48時間

後の day 4 adult ステージで回収した。回収した線虫は、2% ホルムアルデヒド溶液で

固定し、M9 buffer（42.3 mM Na2HPO4, 22.1 mM KH2PO4, 51.7 mM NaCl, 1 mM MgSO4, 

1% Gelatin）で洗浄の後、Mowiol で包埋し、Zeiss Axioplan2（Carl Zeiss）で観察、撮

影を行った。 

 

[酸化ストレス耐性の測定] 

線虫を同期し、YA までの 3 日間、RNAi を行った。その後、FUDR を含むプレー

トに移し、day 2 adult ステージで、5 mM H2O2 もしくは 250 mM paraquat 

[1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinium（methyl viologen; Nacalai Tesque）] の溶液に線虫を浸

し、1時間ごとに生死判定を行った。 

 

[クリスタルバイオレット染色] 

siRNAを導入した HeLa細胞を 100 M H2O2に曝し、0、12、24、36時間後に 4% パ

ラホルムアルデヒドで固定した。PBS（phosphate buffered saline）で洗浄した後、0.1% 

クリスタルバイオレット染色液で染色し、10% 酢酸溶液で回収した。回収したサン

プルの吸光度（590 nm）を測定し、細胞の生存率を調べた。 

 

[定量的 RT-PCR] 
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線虫や細胞からの RNA の抽出には TRIzol reagent（Invitrogen）を用い、cDNA の

合成には QuantiTect Reverse Transcription Kit（OIAGEN）を用いた。定量的 RT-PCR

には SYBR Green PCR kit（Roche）と 7300 real-time PCR System（Applied Biosystems）

を用いて行った。遺伝子発現レベルは線虫がサンプルの場合は act-1遺伝子で、培養

細胞の場合は gapdh 遺伝子でノーマライゼーションを行った。DAF-16 標的遺伝子

（sod-3, hsp-12.6）及び寿命制御遺伝子（eat-2, daf-2, pha-4, hsf-1, skn-1）の発現解析

に用いたプライマーは Honjohらの論文に記載されているものを使用した（Honjoh et 

al., 2009）。その他、使用したプライマーは以下に記載する。 

 

(線虫) 

daf-16 left; 5’- ACTTCAAGCCAATGCCACTA -3’ 

daf-16 right; 5’- GCAGCTACAATTCCACACGA -3’ 

daf-16a left; 5’- CACCGGATGATGTGATGATG -3’ 

daf-16a right; 5’- CTCCCGTATAGGTCAGCATC -3’ 

daf-16b left; 5’- CCTATTCGGATATCATTGCC -3’ 

daf-16b right; 5’- GGATCGAGTTCTTCCATCCG -3’ 

daf-16df left; 5’- CAATCTCGACCTCCATCAAC -3’ 

daf-16df right; 5’- CCCGTATAGGCTAGTTCTTC -3’ 

act-1 left; 5’- CACGGTATCGTCACCAACTG -3’ 

act-1 right; 5’- GCTTCAGTGAGGAGGACTGG -3’ 

 

(ヒト培養細胞) 

trrap left; 5’- CTTCAGGAGAAACCAGCACA -3’ 

trrap right; 5’- CGAAGATGTTCGTTGGTTGG -3’ 

tip60 left; 5’- ATCCTAACCCTGCCTCCCTA -3’ 

tip60 right; 5’- TGTTTTCCCTTCCACTTTGG -3’ 

foxo1 left; 5’- CTGCATCCATGGACAACAAC -3’ 

foxo1 right; 5’- GCCAGACTGGAGAGATGCTT -3’ 

foxo3 left; 5’- ACAAACGGCTCACTCTGTCC -3’ 

foxo3 right; 5’- CTGTTGCTGTCGCCCTTATC -3’ 

foxo4 left; 5’- AAGGGTGACAGCAACAGCTC -3’ 

foxo4 right; 5’- GCCTCGTTGTGAACCTTGAT -3’ 
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foxo6 left; 5’- ACCTCATCACCAAAGCCATC -3’ 

foxo6 right; 5’- GTAACGGACCATCCAGTCGT -3’ 

foxa1 left; 5’- CCGTTCTCCATCAACAACCT -3’ 

foxa1 right; 5’- GAGCCGTAAGGCGAGTATTG -3’ 

p21 left; 5’- GCGACTGTGATGCGCTAAT -3’ 

p21 right; 5’- GTCACCCTCCAGTGGTGTCT -3’ 

p27 left; 5’- CATTTGGTGGACCCAAAGAC -3’ 

p27 right; 5’- TTGCAGGTCGCTTCCTTATT -3’ 

Mnsod left; 5’- GTTGGCCAAGGGAGATGTTA -3’ 

Mnsod right; 5’- TAGGGCTGAGGTTTGTCCAG -3’ 

catalase left; 5’- CGTGCTAATGAGGAACAGA -3’ 

catalase right; 5’- AGTCAGGGTGGACCTCAGTG -3’ 

gapdh left; 5’- GATCATCAGCAATGCCTCCT -3’ 

gapdh right; 5’- TGTGGTCATGAGTCCTTCCA -3’ 

 

[免疫沈降法とイムノブロット法] 

免疫沈降実験では、凍結した線虫をIP buffer（0.1% NP40, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 

5% glycerol, 20 mM HEPES (pH 7.6), 1 mM PMSF, 1 g/ml aprotinin, 10 M MG132）に

溶解し、anti-Tip60 antibody（Abcam）とprotein G-Sepharose beads（GE healthcare）を

加えて一晩反応させたものをサンプルとして使用した。得られたサンプルをイムノ

ブロット法にて解析した。また、normal rabbit IgG（Santa Cruz）をコントロールとし

て用いた。イムノブロッティングでは、線虫または培養細胞をsample buffer（62.5 mM 

Tris-HCl pH6.8, 2%SDS, 10% glycerol, 0.001% Bromophenol Blue, 5% 

beta-mercaptoethanol ）に溶解し、熱処理を行ったものをサンプルとして使用した。

一時抗体として、anti-TRR-1 antibody（Dr. Horvitz より分与していただいた）、

anti-DAF-16 antibody（Santa Cruz）、 anti-AcH4K16 antibody（Millipore）、 anti-AcH4K12 

antibody（Millipore）、 anti-AcH3K9 antibody（Millipore）、 anti-AcH3K14 antibody 

antibody（Cell Signaling）、 anti-alpha Tubulin antibody（Sigma）を使用し、二次抗体

にはanti-rabbit IgG HRP-conjugated（GE healthcare）及びanti-mouse IgG HRP-conjugated 
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（GE healthcare）を用いた。シグナルの検出にはWestern Lightning Plus-ECL Enhanced 

Chemiluminescence reagent（PerkinElmer）を用いた。 

 

[クロマチン免疫沈降法] 

線虫または培養細胞を 1% ホルムアルデヒド溶液で固定し、液体窒素にて凍結し

た。その後SDS lysis buffer（1% SDS, 10 mM EDTA, 50 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM PMSF, 

1 g/ml aprotinin, 10 M MG132）に溶解し、ソニケーションを行った。遠心後、得ら

れた上清に ChIP dilution buffer（0.01% SDS, 1.1% Triton X-100, 1.2 mM EDTA, 16.7 mM 

Tris-HCl pH 8.0, 167 mM NaCl, 1 mM PMSF, 1 g/ml aprotinin, 10 M MG132）と抗体を

結合させた protein G-Sepharose beads を加えて一晩反応させた。使用した抗体は

anti-Tip60 antibody、 anti-AcH4K16 antibody、 normal rabbit IgGであり、normal rabbit 

IgG はコントロールとして用いた。また、遠心後に得られた上清のうち、10%を input 

コントロールとして分取した。反応後、low salt wash buffer（0.1% SDS, 1% Triton X-100, 

2 mM EDTA, 20 mM Tris-HCl pH8.0, 150 mM NaCl）、high salt wash buffer（0.1% SDS, 

1% Triton X-100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris-HCl pH8.0, 500 mM NaCl）、 LiCl wash 

buffer（250 mM LiCl, 1% sodium deoxycholate, 1 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl pH8.0）、 

TE buffer（1 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl pH8.0）の順に洗浄を行い、elution buffer（1% 

SDS, 0.1 mM NaHCO3）で溶出した。溶出後に得られたサンプルを 65℃で一晩、脱ク

ロスリンクした後、RNase Aと proteinase K で処理し、QIAGEN PCR purification kit

で精製し、サンプルを得た。得られたゲノム DNAは PCR にて増幅した後 1%アガロ

ースゲルに電気泳動した。また、定量的 PCRにより PCR 産物を定量した。使用した

プライマーは以下に記載する。尚、（ ）に示す数字はプライマーを設計したゲノム

領域を示す。 

 

daf-16a (-2042/-1512) left; 5’- TCCGCTGAAACATTTATCTTCCTTC -3’ 
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daf-16a (-2042/-1512) right; 5’- ATGTGACTCTAGATGGTCACCGTCT -3’ 

daf-16a (-1536/-1021) left; 5’- AGACGGTGACCATCTAGAGTCACAT -3’ 

daf-16a (-1536/-1021) right; 5’- CAGCCAATCTACGTCAGTCCGACTA -3’ 

daf-16a (-1045/-456) left; 5’- TAGTCGGACTGACGTAGATTGGCTG -3’ 

daf-16a (-1045/-456) right; 5’- GGAAACTCTTGGAAGATTTCATCAG -3’ 

daf-16a (-480/-1) left; 5’- CTGATGAAATCTTCCAAGAGTTTCC -3’ 

daf-16a (-480/-1) right; 5’- CATAACGTCTTCGGGAATTTCAGCC -3’ 

daf-16b (-1997/-1508) left; 5’- GGTCGTTCCTCTTTTGAAGAAGAAG -3’ 

daf-16b (-1997/-1508) right; 5’- TTTGTTCGAGAGGCGAGAGAGTTAG -3’ 

daf-16b (-1532/-927) left; 5’- CTAACTCTCTCGCCTCTCGAACAAA -3’ 

daf-16b (-1532/-927) right; 5’- CAACTAGGCGGAGCTCAGAGATTTT -3’ 

daf-16b (-951/-396) left; 5’- AAAATCTCTGAGCTCCGCCTAGTTG -3’ 

daf-16b (-951/-396) right; 5’- TGGCACGAGTGAAAGGCACGTTTTA -3’ 

daf-16b (-420/-1) left; 5’- TAAAACGTGCCTTTCACTCGTGCCA -3’ 

daf-16b (-420/-1) right; 5’- CATTCTGGAAGCTGTGCTCCTCCGA -3’ 

daf-16df (-2000/-1428) left; 5’- AAGAAGGGTCGCACGTGAATGACGA -3’ 

daf-16df (-2000/-1428) right; 5’- TTGTGTTCCCGTAATAGAGTTGCCG -3’ 

daf-16df (-1452/-1162) left; 5’- CGGCAACTCTATTACGGGAACACAA -3’ 

daf-16df (-1452/-1162) right; 5’- GAAGCACTTTGGTTATTACGGGAAC -3’ 

daf-16df (-1186/-647) left; 5’- GTTCCCGTAATAACCAAAGTGCTTC -3’ 

daf-16df (-1186/-647) right; 5’- TCGCCCCAAACGAACTCACTATTAG -3’ 

daf-16df (-681/-18) left; 5’- CTAATAGTGAGTTCGTTTGGGGCGA -3’ 

daf-16df (-681/-18) right; 5’- TCGGCACTTCGAGCAATGTAATGAA -3’ 

daf-16 3’UTR (1396/2396) left; 5’- CATATCACAGGCCCCCTTTTTTTGC -3’ 

daf-16 3’UTR (1396/2396) right; 5’- CCCACTTTTCGCTTGACGAACGTTT -3’ 

foxo1 (-2000/-1488) left; 5’- GCCTAATTTTTCCTTTTTTCCCCTC -3’ 

foxo1 (-2000/-1488) right; 5’- TGATCGGGTGTTAAGTAAAAACGCA -3’ 

foxo1 (-1513/-1008) left; 5’- TGCGTTTTTACTTAACACCCGATCA -3’ 

foxo1 (-1513/-1008) right; 5’- TGTTTTCTTTCGCTGCTGCGATCTGTCA -3’ 

foxo1 (-1023/-591) left; 5’- TGACAGATCGCAGCGAAAGAAAACA -3’ 

foxo1 (-1023/-591) right; 5’- GTAGTGGGGTGTTTTTCTCTTTCAC -3’ 

foxo1 (-678/-162) left; 5’- GTGAAAGAGAAAAACACCCCACTT -3’ 

foxo1 (-678/-162) right; 5’- GAAGCGCGAGCCCAGAACTTAACTT -3’ 

gapdh (-1079/-579) left; 5’- TACTAGCGGTTTTACGGGCG -3’ 

gapdh (-1079/-579) right; 5’- TCGAACAGGAGGAGCAGAGAGCGA -3’ 
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結果 

 

trr-1 RNAiは IFによる寿命延長を抑制する 

IF による寿命延長の分子メカニズムの一つに、Rheb/TOR 経路を介した DAF-16

の活性化がある（Honjoh et al., 2009）。TOR は PIKKファミリーに属するキナーゼで

あり、PIKKファミリータンパク質には 5つのサブファミリーが存在する（図 2）。 

これまでに、TOR の線虫オーソログである let-363をノックダウンすると、IFによる

寿命延長が抑制されることが報告されている（Honjoh et al., 2009）。しかし、TOR 以

外の PIKK ファミリータンパク質が IF による寿命延長に関与するかどうかは明らか

ではない。そこで私は、個々の PIKK ファミリータンパク質をノックダウンし、線

虫の寿命を測定した。その結果、これまでの報告通り let-363 RNAi は IF による寿

命延長を部分的に抑制するが、trr-1 RNAi は IF による寿命延長を顕著に抑制するこ

とが分かった（図 3）。これらの結果から、IF による寿命延長には TOR だけでなく、

TRR-1も重要な役割を果たすことが示唆された。 

 

MYS-1は TRR-1と複合体を形成し IFによる寿命延長に関与する 

PIKKタンパク質は、セリンやスレオニンをリン酸化するプロテインキナーゼであ

るが、TRR-1のヒトオーソログである TRRAP は、キナーゼドメインのリン酸化触媒

に必要なアミノ酸残基が欠落しているため、キナーゼ活性を持たない。これまでに、

TRRAP はヒストンアセチル化酵素である Tip60（Tat interactive protein 60kDa）と複合

体を形成し、ヒストン K4K16 のアセチル化を介した様々な遺伝子発現に関与するこ

とが報告されている（Sapountzi et al., 2006）。Tip60 の線虫オーソログである mys-1の

欠失変異体は産卵孔である陰門を複数持つ、multivulva という表現型を示すが、これ  
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図 3 trr-1RNAi は IF による寿命延長を抑制する 

野生型に control RNAi 、trr-1 RNAi、let-363 RNAi、atl-1 RNAi、atm-1 RNAi、smg-1 RNAiをそれ

ぞれ行った群の AL 及び IF 条件下における寿命曲線を示す。棒グラフは 3 回の実験の平均寿命

を示す。エラーバーは標準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。p値は一次元配置分散分析の後

に Tukey’s testにより多重検定を行い算出した。 
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は trr-1変異体の表現型と一致する（Ceol et al., 2004）。このことから私は、線虫にお

いても TRR-1はMYS-1と複合体を形成し、協調的に働くのではないかと考えた。そ

こで、mys-1 をノックダウンし、寿命を測定したところ、trr-1 RNAi と同様に mys-1 

RNAi もまた IF による寿命延長を顕著に抑制した（図 4A）。また、trr-1 と mys-1 を

ともにノックダウンしたところ、trr-1 や mys-1 を単独でノックダウンした時と比べ

て、更なる寿命の短縮は見られなかった（図 4A）。さらに、免疫沈降実験によって

TRR-1 と MYS-1 の結合が見られたことから（図 4B）、TRR-1 と MYS-1 は複合体を

形成し、協調的に働くと考えられた。 

次に、変異体を用いた寿命測定を行った。その結果、機能喪失型変異を持つ trr-1 

(n3630) 変異体や mys-1 (n4075) 変異体では、IF による寿命延長が見られなくなった

（図 4C）。以上の結果より、線虫においても、TRR-1とMYS-1は複合体（MYS-1/TRR-1 

HAT複合体）を形成し、IF による寿命延長に重要な役割を果たすことが示唆された。 

 

trr-1 RNAiや mys-1 RNAiでの IFによる寿命延長の抑制は発生に影響を

与えたためではない 

trr-1や mys-1のノックダウンは卵から 3日間、Feeding RNAi 法により行っており、

そのため、 trr-1 RNAi や mys-1 RNAi による発生への影響が IFによる寿命延長を抑

制した可能性が考えられた。そこで、発生の完了した L4ステージから RNAiを行い、

寿命を測定した。その結果、発生完了後からの RNAi においても trr-1 RNAi や mys-1 

RNAi は IFによる寿命延長を顕著に抑制した（図 5）。これらの結果から、trr-1 RNAi

や mys-1 RNAi が IF による寿命延長を抑制するのは、発生に影響を与えたためでは

ないと考えられた。 
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 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

 
図 4 MYS-1は TRR-1と複合体を形成し IFによる寿命延長に関与する 
(A) 野生型に control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAi、trr-1 ; mys-1 RNAiをそれぞれ行った群の

AL及び IF条件下における寿命曲線を示す。棒グラフは 3回の実験の平均寿命を示す。エラーバ

ーは標準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。n.s. は not significantの略であり、有意差のない

ことを示す。p値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s testにより多重検定を行い算出した。 

(B) 野生型に control RNAi、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiを行い、回収したライセートを抗 Tip60/MYS-1

抗体または normal rabbit IgGで免疫沈降した。その後、抗 TRR-1抗体と抗 Tip60/MYS-1抗体を用

いてイムノブロッティングにより解析した。2回の実験を行い、代表的な例を示す。 

(C) 野生型、trr-1 (n3630)、mys-1 (n4075) の AL及び IF条件下における寿命曲線を示す。棒グラ

フは 2回の実験の平均寿命を示す。 
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MYS-1/TRR-1 HAT複合体は IFによる運動能低下の抑制や酸化ストレ 

ス応答を制御する 

IF は老化に伴う運動能の低下を抑制することが知られているが（Honjoh et al., 

2009）、これに TRR-1やMYS-1が関与するのかどうか調べた。その結果、コントロ

ール RNAiでは IFによる運動能低下の抑制が見られたが、trr-1 RNAi や mys-1 RNAi

では、IFによる運動能低下の抑制が見られなくなった（図 6）。このことから、TRR-1 

やMYS-1は IFによる運動能低下の抑制に関与することが示唆された。 

寿命制御とストレス応答には密接な関連があり、ストレス耐性の上昇は寿命の延

長をもたらすと考えられている（Murphy et al., 2003; Hsu et al., 2003）。これまでの結

果より、IF による寿命延長には MYS-1/TRR-1 HAT 複合体が必要であることから、

酸化ストレス応答にも本複合体が関与するのではないかと考えた。そこで、過酸化

水素やパラコートを用いて、酸化ストレスに対する耐性を調べたところ、trr-1 RNAi

や mys-1 RNAi では control RNAi に比べ、酸化ストレス耐性の低下が見られた（図

7A）。また、酸化ストレスに強く、長寿を示す daf-2 (e1370) 変異体においても、trr-1 

RNAi や mys-1 RNAi による酸化ストレス耐性の低下が見られた（図 7A）。 

次に、抗酸化遺伝子である sod-3 の発現について調べた。その結果、trr-1 RNAi や

mys-1 RNAi により sod-3の発現が低下すること、さらに過酸化水素による sod-3の発

現誘導も抑制されることが明らかとなった（図 7B）。また、酸化ストレス応答に重

要な daf-16 をノックダウンしたところ、trr-1 RNAi や mys-1 RNAi は daf-16 RNAi と

同程度に酸化ストレス耐性や sod-3 の発現を低下させることが明らかとなった（図

7A,B）。以上のことから、MYS-1/TRR-1 HAT 複合体は酸化ストレス応答に重要な役

割を果たすことが示唆された。 
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図 5 trr-1 RNAi や mys-1 RNAi が IFによる寿命延長を抑制するのは、発生に影響
を与えたためではない 
発生の完了した L4ステージから control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行った

群の AL 及び IF 条件下における寿命曲線を示す。棒グラフは 3 回の実験の平均寿命を示す。エ

ラーバーは標準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。n.s. は not significantの略であり、有意差

のないことを示す。p 値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s test により多重検定を行い算出し

た。 
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図 6 trr-1 RNAi や mys-1 RNAi は IFによる運動能低下の抑制を阻害する 
野生型に control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行った群の AL及び IF条件下で飼

育した線虫の運動能を示す。線虫を M9バッファーに浸し、1分間の屈曲回数を数えた。Control 

RNAiを行った群の day 2 adult ステージの線虫の屈曲回数を 100とした。グラフは 3回の実験の

平均を示す。エラーバーは標準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。n.s. は not significantの略

であり、有意差のないことを示す。p 値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s test により多重検

定を行い算出した。 
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(A) 

 

(B)  

 

図 7 trr-1 RNAi や mys-1 RNAi は酸化ストレス耐性を低下させる 
(A) 野生型及び daf-2 (e1370) 変異体に control RNAi、daf-16 RNAi、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそ

れぞれ行い、5 mM 過酸化水素または 250 mMパラコート溶液に浸した時の生存曲線を示す。グ

ラフは 3回の実験の平均生存曲線を示す。エラーバーは標準誤差を表す。 

(B) 野生型に control RNAi、daf-16 RNAi、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiを行い、5 mM 過酸化水素あ

り又はなしの M9 バッファーに浸した線虫の sod-3 遺伝子の発現を定量的 RT-PCR により解析し

た。sod-3遺伝子の発現量は act-1遺伝子の発現量でノーマライズした。グラフは 3回の実験の平

均を示す。エラーバーは標準誤差を表し、* は p < 0.05を、** は p < 0.01を、*** は p < 0.001

を表す。p値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s testにより多重検定を行い算出した。 
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MYS-1/TRR-1 HAT複合体は daf-16の発現に関与する 

IF による寿命の延長の分子メカニズムとして、インスリンシグナル伝達経路の抑

制による DAF-16の活性化が知られている（Honjoh et al., 2009）。MYS-1/TRR-1 HAT

複合体は IF による寿命延長に必要であり、また trr-1 RNAi や mys-1 RNAi が daf-16 

RNAi と同程度に酸化ストレス耐性を低下させることから、本複合体はインスリンシ

グナル伝達経路を介して寿命や酸化ストレス応答を制御するのではないかと考えた。

そこで、インスリンシグナル伝達経路の抑制により恒常的に DAF-16 の活性化が見

られる長寿変異体 daf-2 (e1370)と daf-16の欠失変異体である daf-16 (mu86) を用いて

寿命を測定した。その結果、trr-1 RNAi や mys-1 RNAi は daf-2 (e1370) 変異体の長寿

を抑制するが、daf-16 (mu86) 変異体の寿命は短縮しなかった（図 8）。以上のことか

ら、MYS-1/TRR-1 HAT 複合体はインスリンシグナル伝達経路を介して寿命を制御す

ることが明らかとなった。 

ヒト培養細胞において、Tip60/TRRAP HAT 複合体は様々な遺伝子発現に関与するこ

とが報告されているが（Sapountzi et al., 2006）、線虫においてもMYS-1/TRR-1 HAT

複合体が遺伝子発現を制御する可能性が考えられる。このことから私は、

MYS-1/TRR-1 HAT複合体が daf-16の発現に関与するのではないかと考えた。そこで、

daf-16 の発現について調べたところ、daf-16 mRNA や DAF-16 タンパク質の発現が

trr-1 RNAi や mys-1 RNAi により減少することが明らかとなった（図 9A）。さらに、

DAF-16::GFP の線虫を用いて DAF-16の発現を蛍光で観察したところ、trr-1 RNAi や

mys-1 RNAi により DAF-16::GFP の蛍光が減少し、特に腸における DAF-16::GFP の蛍

光が顕著に減少した（図 9B）。また、DAF-16::GFP での DAF-16タンパク質の発現も

trr-1 RNAi や mys-1 RNAi により減少することが明らかとなった（図 9B）。 

DAF-16の発現が trr-1 RNAi や mys-1 RNAi により減少することから、次に DAF-16

の標的遺伝子の発現について、野生型 N2と daf-2 (e1370) 変異体を用いて調べた。 
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図 8 TRR-1と MYS-1はインスリンシグナル経路を介して寿命を制御する 
野生型、daf-2 (e1370) 変異体、daf-16 (mu86) 変異体に control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAi

をそれぞれ行った群の AL 及び IF 条件下における寿命曲線を示す。棒グラフは 3 回の実験の平

均寿命を示す。エラーバーは標準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。p値は一次元配置分散分

析の後に Tukey’s testにより多重検定を行い算出した。 
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その結果、どちらの線虫においても DAF-16 の標的遺伝子である hsp-12.6 mRNA の

発現が trr-1 RNAi や mys-1 RNAi により減少することが明らかとなった（図 9C）。

HSP-12.6 は熱ショックタンパク質の一つであるが、飢餓によりその発現が誘導され

る（Honjoh et al., 2009）。そこで、HSP-12.6::GFP の線虫を二日間の飢餓に曝し、

HSP-12.6::GFP の発現を蛍光で観察した。その結果、control RNAi では飢餓により

HSP-12.6::GFP の発現が誘導されたが、trr-1 RNAi や mys-1 RNAi では飢餓による

HSP-12.6::GFP の発現誘導が抑制されていた（図 9C）。 

次に、MYS-1を過剰発現した線虫を用いて daf-16 mRNAの発現を調べた。その結

果、MYS-1の過剰発現により daf-16 mRNAとその標的遺伝子である sod-3 mRNAの

発現増加が見られた（図 9D）。 

 daf-16 にはいくつかのアイソフォームが存在するが、中でも daf-16a と daf-16df

は寿命制御やストレス応答に重要であることが報告されている(Kwon et al., 2010)。そ

こで、daf-16 アイソフォームの発現について調べたところ、daf-16a、daf-16b、daf-16df 

の全てのアイソフォームの発現が trr-1 RNAiやmys-1 RNAiにより減少することが明

らかとなった（図 9E）。以上のことから、MYS-1/TRR-1 HAT複合体は daf-16の発現

に関与することが示唆された。 

 

MYS-1/TRR-1 HAT複合体はヒストン H4K16をアセチル化する 

 ヒト培養細胞において、Tip60 によるヒストン H4K16 のアセチル化が遺伝子発現

を促すと報告されている（Sapountzi et al., 2006）。そこで、線虫においても

MYS-1/TRR-1 HAT 複合体がヒストン H4K16 のアセチル化に関与するかどうか調べ

た。その結果、trr-1 RNAi や mys-1 RNAi によりヒストン H4K16のアセチル化が大き

く減少し、ヒストン H4K12のアセチル化も減少することが明らかとなった（図 10A）。

一方、ヒストン H3K9、ヒストン H3K14、ヒストン H3、ヒストン H4 のアセチル化 
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図 9 TRR-1と MYS-1は daf-16の発現に関与する 
(A) 野生型に control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行い、daf-16遺伝子の発現を定
量的 RT-PCRにより解析し、DAF-16タンパク質の発現をイムノブロット法により解析した。 

daf-16 遺伝子の発現量は act-1 遺伝子の発現量でノーマライズした。グラフは 3 回の実験の平均
を示す。エラーバーは標準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。p値は一次元配置分散分析の後
に Tukey’s testにより多重検定を行い算出した。DAF-16タンパク質の発現は抗 DAF-16抗体を用
い、ローディングコントロールとして-Tubulinを用いた。3回の実験を行い、代表的な例を示す。 

(B) DAF-16::GFP の線虫に control RNAi、daf-16 RNAi、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行い、
GFP の蛍光を顕微鏡にて観察し、撮影した。スケールバーは 100 mを示す。また DAF-16::GFP

タンパク質の発現をイムノブロット法により解析した。実験はそれぞれ 3回行い、その代表的な
例を示す。 

(C) 野生型及び daf-2 (e1370) 変異体に control RNAi、daf-16 RNAi、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそ
れぞれ行い、hsp-12.6 遺伝子の発現を定量的 RT-PCR により解析した。hsp-12.6 遺伝子の発現量
は act-1 遺伝子の発現量でノーマライズした。グラフは 3 回の実験の平均を示す。エラーバーは
標準誤差を表し、* は p < 0.05を、** は p < 0.01を、*** は p < 0.001を表す。p値は一次元配
置分散分析の後に Tukey’s test により多重検定を行い算出した。また、HSP-12.6::GFP の線虫に
control RNAi、daf-16 RNAi、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行い、2日間の飢餓あり又はな
しの条件下で飼育した後、GFP の蛍光を顕微鏡にて観察し、撮影した。スケールバーは 100 m

を示す。 

(D) MYS-1を過剰発現した線虫での、mys-1遺伝子、daf-16遺伝子、sod-3遺伝子の発現を定量的
RT-PCRにより解析した。それぞれの遺伝子の発現量は act-1遺伝子の発現量でノーマライズした。
グラフは 2回の実験の平均を示す。エラーバーは標準誤差を表し、** は p < 0.01を、*** は p < 

0.001を表す。p値は t-testにより算出した。 

(E) 野生型に control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行い、daf-16アイソフォームの
発現を定量的 RT-PCR により解析した。daf-16 アイソフォームの発現量は act-1 遺伝子の発現量
でノーマライズした。グラフは 3 回の実験の平均を示す。エラーバーは標準誤差を表し、** は
p < 0.01を、*** は p < 0.001を表す。p値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s testにより多重検
定を行い算出した。 
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状態には trr-1 RNAi や mys-1 RNAi による変化が見られなかった（図 10A）。 

 次に、MYS-1/TRR-1 HAT 複合体が daf-16 プロモーター上に結合するかどうかクロ

マチン免疫沈降（ChIP）法により解析した。その結果、MYS-1が daf-16aや daf-16df

プロモーターに結合すること、そして弱いながらも daf-16bプロモーター上にも結合 

することが明らかとなった（図 10B、C）。さらに、MYS-1と daf-16プロモーターと

の結合が、trr-1 RNAi により阻害されることから、daf-16 プロモーター上に TRR-1

も結合すると考えられた（図 10B、C）。また、ChIP-qPCR により定量した結果、MYS-1

が結合した daf-16プロモーター上ではヒストン H4K16がアセチル化されており、こ

のアセチル化は trr-1 RNAi や mys-1 RNAi により阻害されることが明らかとなった

（図 10C）。以上のことから、MYS-1/TRR-1 HAT 複合体は daf-16 プロモーター上に

結合し、ヒストン H4K16 をアセチル化することが示唆された。 

 

MYS-1/TRR-1 HAT複合体は daf-16の発現を特異的に制御する 

 MYS-1/TRR-1 HAT 複合体によるヒストン H4K16 のアセチル化は daf-16以外の遺

伝子発現に影響を与える可能性がある。線虫では、寿命やストレス応答に関わる重

要な因子として eat-2、daf-2、pha-4、hsf-1、skn-1 などが知られている。そこで、こ

れら因子の発現にMYS-1/TRR-1 HAT 複合体が関与するかどうか調べた。その結果、

どの遺伝子においても trr-1 RNAiやmys-1 RNAiによる発現の減少は見られなかった

（図 11）。以上のことから、MYS-1/TRR-1 HAT 複合体は daf-16の発現を特異的に制

御すると考えられる。 

ヒトにおいて、TRRAP は Tip60 以外にも Gcn5/PCAFヒストンアセチル化酵素と複

合体を形成することが知られている。このことから、線虫においても TRR-1 が

Gcn5/PCAF と複合体を形成し、機能する可能性が考えられる。線虫にはヒト

Gcn5/PCAFのオーソログとして pcaf-1が存在することから、pcaf-1 RNAi による 
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(A)                 (B) 
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図 10 TRR-1と MYS-1は daf-16プロモーター上に結合してヒストン H4K16を 

アセチル化する 

(A) 野生型に control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行い、ヒストンのアセチル化状

態をイムノブロット法により解析した。ローディングコントロールとして-Tubulin を用いた。3

回の実験を行い、代表的な例を示す。 

(B) (C) 野生型に control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行い、抗 Tip60/MYS-1抗体

と抗 AcH4K16 抗体を用いてクロマチン免疫沈降法により解析した。この時、normal rabbit IgG を

コントロールとして用いた。得られたゲノムサンプルは PCR により増幅した後、アガロースゲ

ルに電気泳動を行うか(B)、あるいは定量的 PCRにより定量を行った(C)。インプットサンプルに

含まれるゲノム DNAをポジティブコントロールとして用いた。(B)では 2回の実験を行い、代表

的な例を示す。(C)のグラフは 3回の実験の平均を示す。エラーバーは標準誤差を表し、** は p < 

0.01を、*** は p < 0.001を表す。p値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s testにより多重検定

を行い算出した。 
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図 11 trr-1 RNAi や mys-1 RNAi は daf-16 以外の寿命制御因子の発現に影響を与え
ない 
野生型に control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行い、eat-2遺伝子、daf-2遺伝子、
pha-4遺伝子、hsf-1遺伝子、skn-1遺伝子の発現を定量的 RT-PCRにより解析した。各々の遺伝子
の発現量は act-1 遺伝子の発現量でノーマライズした。グラフは 3 回の実験の平均を示す。エラ
ーバーは標準誤差を表す。 
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daf-16の発現への影響を調べた。その結果、pcaf-1 RNAi は daf-16 mRNA や DAF-16

タンパク質の発現に影響を与えないことが明らかとなった（図 12）。以上のことから、

PCAF-1 HAT 複合体は daf-16の発現に関与しないことが示唆された。 

 

trr-1 RNAiや mys-1 RNAiでの IFによる寿命延長の抑制は DAF-16の過

剰発現によりレスキューされる 

 これまでの結果より、trr-1 RNAi や mys-1 RNAi での IF による寿命延長の抑制は

daf-16 の発現が抑制されたためと考えられる。そこで、DAF-16 を過剰発現した

DAF-16::GFP の線虫を用いて trr-1 RNAi や mys-1 RNAi を行い、寿命を測定した。そ

の結果、AL時の寿命は延長し、IFによる寿命延長も見られた（図 13）。以上のこと

から、trr-1 RNAi や mys-1 RNAi での IFによる寿命延長の抑制は DAF-16の過剰発現

によりレスキューされることが明らかとなった。 

 

Tip60/TRRAP HAT複合体は foxo1の発現に関与する 

 線虫の DAF-16 、TRR-1 、MYS-1はそれぞれヒト FOXO、TRRAP、Tip60 のオー

ソログであり、これらは様々な生物種において高度に保存されている。そこで、

MYS-1/TRR-1 HAT複合体による daf-16の発現制御がヒトにおいても保存された機構

なのか、ヒト培養細胞である HeLa細胞を用いて調べた。先ず、trrap siRNAや tip60 

siRNAのノックダウン効率を調べたところ、trrap siRNAは trrap 遺伝子の発現を39%

低下させ、tip60 siRNA は tip60 遺伝子の発現を 55%低下させた（図 14A）。次に、

これまでの報告通り、Tip60/TRRAP HAT 複合体がヒストン H4K16 のアセチル化に関

与するのかどうか、イムノブロッティングにより調べた。その結果、trrap siRNAや

tip60 siRNAにより、ヒストン H4K16のアセチル化が大きく減少し、ヒストン H4K12 
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図 12 pcaf-1RNAi は daf-16の発現に影響を与えない 
野生型に control RNAi 、pcaf-1 RNA をそれぞれ行い、daf-16遺伝子の発現を定量的 RT-PCRによ
り解析し、DAF-16 タンパク質の発現をイムノブロット法により解析した。daf-16 遺伝子の発現
量は act-1 遺伝子の発現量でノーマライズした。グラフは 3 回の実験の平均を示す。エラーバー
は標準誤差を表す。DAF-16 タンパク質の発現は抗 DAF-16 抗体を用い、ローディングコントロ
ールとして-Tubulinを用いた。3回の実験を行い、代表的な例を示す。 
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図 13 trr-1 RNAi や mys-1 RNAi での IFによる寿命延長の抑制は DAF-16の過剰発
現によりレスキューされる 

野生型または DAF-16::GFP の線虫に control RNAi 、trr-1 RNAi、mys-1 RNAiをそれぞれ行った

群の AL 及び IF 条件下における寿命曲線を示す。棒グラフは 3 回の実験の平均寿命を示す。エ

ラーバーは標準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。p値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s 

testにより多重検定を行い算出した。 
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のアセチル化も減少した（図 14B）。これらの結果は、線虫を用いた図 10Aの結果と 

一致しており、Tip60/TRRAP HAT 複合体は種を超えて、ヒストン H4K16 のアセチル 

化に関与することが示唆された。 

線虫には daf-16という一つの foxo遺伝子のみ存在するが、ヒトには foxo1、foxo3、

foxo4、foxo6 の四つの foxo 遺伝子が存在する。そこで、これら四つの foxo 遺伝子の

発現に Tip60/TRRAP HAT 複合体が関与するのかどうか調べた。その結果、trrap 

siRNAや tip60 siRNAにより、foxo1遺伝子の発現が有意に減少し、foxo6 遺伝子の発

現もわずかに減少した（図 14C）。さらに、FOXO1 タンパク質の発現について調べ

たところ、trrap siRNAや tip60 siRNAにより FOXO1タンパク質の発現の減少が見ら

れた（図 14D）。 

次に、FOXO1 の標的遺伝子の発現について調べた。その結果、FOXO1 の標的遺

伝子であるMnsod mRNA、p21 mRNA、p27 mRNAの発現は trrap siRNAや tip60 siRNA

により大きく減少した（図 14E）。以上のことから、Tip60/TRRAP HAT 複合体は foxo1

の発現に関与することが示唆された。 

次に、Tip60/TRRAP HAT 複合体が foxo1 プロモーター上に結合するかどうかクロ

マチン免疫沈降（ChIP）法により解析した。その結果、Tip60 が foxo1 プロモーター

に結合することが明らかとなった（図 15A、B）。さらに、Tip60 と foxo1 プロモータ

ーとの結合が、trrap siRNA により阻害されることから、foxo1 プロモーター上に

TRRAP も結合すると考えられた（図 15A、B）。また、ChIP-qPCR により定量した結

果、Tip60 が結合した foxo1 プロモーター上ではヒストン H4K16がアセチル化されて

おり、このアセチル化は trrap siRNAや tip60 siRNAにより阻害されることが明らか

となった（図 15B）。以上のことから、Tip60/TRRAP HAT 複合体は foxo1 プロモータ

ー上に結合し、ヒストン H4K16をアセチル化することが示唆された。 
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Tip60/TRRAP HAT複合体は酸化ストレス応答を制御する 

FOXO 転写因子はストレス応答など、様々な機能をもつ（Martins et al., 2016）。

Tip60/TRRAP HAT複合体は foxo1の発現を制御することから、Tip60/TRRAP HAT複

合体が酸化ストレス応答に関わるのではないかと考えた。そこで、HeLa細胞を過酸

化水素に曝し、12、24、36時間後の細胞生存率を調べた。その結果、foxo1 siRNA と

同様に trrap siRNAや tip60 siRNAは細胞の生存率を低下させた（図 16A）。また、抗

酸化遺伝子である Mnsod や catalase の発現を調べたところ、control では過酸化水素

による発現誘導が見られ、Mnsod mRNA は 12 時間後に、catalase mRNAは 6時間後

にその発現が最大となった（図 16B）。しかし、foxo1 siRNA と同様に trrap siRNAや

tip60 siRNAは過酸化水素による Mnsod や catalase の発現誘導を阻害した（図 16B）。

以上のことから、Tip60/TRRAP HAT複合体は酸化ストレス応答に重要であることが

示唆された。 

最後に、trrap siRNAや tip60 siRNAによる酸化ストレス耐性の低下が FOXO1の過

剰発現によってレスキューされるのか調べた。HeLa 細胞に過剰発現用の foxo1 プラ

スミドを導入し、foxo1 mRNA や FOXO1 タンパク質の発現を見た。その結果、導入

したプラスミドの濃度依存的に foxo1 mRNA や FOXO1 タンパク質の発現の増大が

見られた（図 16C）。次に、FOXO1 標的遺伝子の発現について調べた。その結果、

FOXO1標的遺伝子の発現は trrap siRNAや tip60 siRNAにより減少するが、FOXO1

の過剰発現により trrap siRNA や tip60 siRNA による発現の減少は抑制された（図

16D）。さらに、酸化ストレス耐性について調べたところ、trrap siRNA や tip60 siRNA

による細胞の生存率の低下が、FOXO1 の過剰発現により抑制された（図 16E）。以

上のことから、trrap siRNAや tip60 siRNAによる酸化ストレス耐性の低下は FOXO1

の過剰発現によってレスキューされることが明らかとなった。 
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図 14 trrap siRNAや tip60 siRNAにより foxo1の発現が減少する 
(A) HeLa細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNA をそれぞれトランスフェクションし、
trrap 遺伝子と tip60 遺伝子の発現を定量的 RT-PCR により解析した。各々の遺伝子の発現量は
gapdh遺伝子の発現量でノーマライズした。グラフは 3回の実験の平均を示す。エラーバーは標
準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。p値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s testにより多
重検定を行い算出した。 

(B) HeLa 細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNA をそれぞれトランスフェクションし、

ヒストンのアセチル化状態をイムノブロット法により解析した。ローディングコントロールとし

て-Tubulinを用いた。3回の実験を行い、代表的な例を示す。 

(C) HeLa 細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNA をそれぞれトランスフェクションし、
foxo1 遺伝子、foxo3 遺伝子、foxo4 遺伝子、foxo6 遺伝子、foxa1 遺伝子の発現を定量的 RT-PCR

により解析した。各々の遺伝子の発現量は gapdh遺伝子の発現量でノーマライズした。グラフは
3回の実験の平均を示す。エラーバーは標準誤差を表し、* は p < 0.05、** は p < 0.01、*** は p 

< 0.001を表す。n.s. は not significantの略であり、有意差のないことを示す。p 値は一次元配置
分散分析の後に Tukey’s testにより多重検定を行い算出した。 

(D) HeLa細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNA、foxo1 siRNA をそれぞれトランスフ
ェクションし、FOXO1タンパク質の発現をイムノブロット法により解析した。FOXO1 タンパク
質の発現は抗 FOXO1抗体を用い、ローディングコントロールとして-Tubulinを用いた。3回の
実験を行い、代表的な例を示す。 

(E) HeLa 細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNAをそれぞれトランスフェクションし、
Mnsod 遺伝子、p21 遺伝子、p27 遺伝子の発現を定量的 RT-PCR により解析した。各々の遺伝子
の発現量は gapdh遺伝子の発現量でノーマライズした。グラフは 3回の実験の平均を示す。エラ
ーバーは標準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。p 値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s test

により多重検定を行い算出した。 
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図 15 TRRAPと Tip60 は foxo1プロモーター上に結合してヒストン H4K16を 

アセチル化する 

(A) (B) HeLa 細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNA をそれぞれトランスフェクション

し、、抗 Tip60/MYS-1 抗体と抗 AcH4K16 抗体を用いてクロマチン免疫沈降法により解析した。

この時、normal rabbit IgG をコントロールとして用いた。得られたゲノムサンプルは PCR により

増幅した後、アガロースゲルに電気泳動を行うか(A)、あるいは定量的 PCRにより定量を行った

(B)。インプットサンプルに含まれるゲノム DNA をポジティブコントロールとして用いた。(A)

では 2 回の実験を行い、代表的な例を示す。(B)のグラフは 3 回の実験の平均を示す。エラーバ

ーは標準誤差を表し、* は p < 0.05、** は p < 0.01、*** は p < 0.001を表す。p 値は一次元配置

分散分析の後に Tukey’s testにより多重検定を行い算出した。 
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(E) 

 
 
図 16 trrap siRNAや tip60 siRNAは酸化ストレス耐性を低下させる 

(A) HeLa細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNA、foxo1 siRNA をそれぞれトランスフ

ェクションし、100 Mの過酸化水素に曝してから 12、24、36時間後に固定し、クリスタルバイ

オレット染色により細胞の生存率を求めた。グラフは 3回の実験の平均を示す。エラーバーは標

準誤差を表し、** はp < 0.01を、*** はp < 0.001を表す。p値は一次元配置分散分析の後にTukey’s 

testにより多重検定を行い算出した。 

(B) HeLa細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNA、foxo1 siRNA をそれぞれトランスフ

ェクションし、100 Mの過酸化水素に曝した時のMnsod遺伝子と catalase遺伝子の発現を定量

的RT-PCRにより解析した。各々の遺伝子の発現量は gapdh遺伝子の発現量でノーマライズした。

グラフは 3回の実験の平均を示す。エラーバーは標準誤差を表す。 

(C) HeLa 細胞に foxo1 過剰発現用プラスミドをそれぞれ 0.125 g、0.25 g、0.125 gトランスフ
ェクションし、foxo1遺伝子の発現を定量的 RT-PCR により解析し、FOXO1タンパク質の発現を
イムノブロット法により解析した。foxo1 遺伝子の発現量は gapdh 遺伝子の発現量でノーマライ
ズした。FOXO1 タンパク質の発現は抗 FOXO1 抗体を用い、ローディングコントロールとして
-Tubulinを用いた。 

(D) HeLa 細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNAまたは foxo1 過剰発現用プラスミド

をそれぞれトランスフェクションし、Mnsod遺伝子、catalase遺伝子、p21遺伝子、p27遺伝子の

発現を定量的 RT-PCRにより解析した。各々の遺伝子の発現量は gapdh遺伝子の発現量でノーマ

ライズした。* は p < 0.05を、** は p < 0.01を、*** は p < 0.001を表す。n.s. は not significant

の略であり、有意差のないことを示す。p 値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s test により多

重検定を行い算出した。 

(E) HeLa 細胞に control siRNAi 、trrap siRNA、tip60 siRNA、foxo1 siRNA または foxo1 過剰発現

用プラスミドをそれぞれトランスフェクションし、100 Mの過酸化水素に曝してから 24時間後

に固定し、クリスタルバイオレット染色により細胞の生存率を求めた。グラフは 3回の実験の平

均を示す。エラーバーは標準誤差を表し、*** は p < 0.001を表す。n.s. は not significantの略で

あり、有意差のないことを示す。p 値は一次元配置分散分析の後に Tukey’s test により多重検定

を行い算出した。 
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考察 

 

本研究において、私は MYST ファミリーヒストンアセチル化酵素複合体が線虫の

寿命や酸化ストレス応答を制御すること、ヒト培養細胞の酸化ストレス応答を制御

することを明らかにした。また、本複合体が線虫では daf-16 プロモーター上に、ヒ

ト培養細胞では foxo1 プロモーター上に結合し、ヒストン H4K16 のアセチル化を促

進することが明らかとなった。さらに、本複合体による寿命や酸化ストレス応答の

制御が DAF-16/FOXO の発現制御によるものであることを明らかにした。これまで、

DAF-16/FOXO の翻訳後修飾については数多く報告があり、なかでも DAF-16/FOXO

のリン酸化による核内移行の阻害が最もよく研究されている（Lee et al., 2003）。daf-2

変異体は長寿変異体としてよく知られており、DAF-16の核内移行の促進が長寿をも

たらすメカニズムと考えられてきた。しかし、DAF-16のリン酸化部位に変異を持つ

線虫では、DAF-16の核内移行は促進されるが寿命の延長が起こらないという報告が

あり（Lin et al., 2001）、DAF-16の局在変化だけでは daf-2変異体の長寿を説明できな

い。さらに近年、DAF-16と協調して転写を行うコファクターもまた寿命制御やスト

レス応答に重要であることが報告された（Wolff et al., 2006; Liedel et al., 2013）。この

ように、DAF-16の活性化のメカニズムについては多くのことが明らかとなっている

が、daf-16 の発現機構についてはこれまで報告がなかった。本研究では daf-16 の発

現に関わる因子として MYS-1/TRR-1 HAT複合体を見出し、MYS-1/TRR-1 HAT複合

体が daf-16 の発現を促進することで寿命や酸化ストレス応答を制御することが明ら

かとなった。 

食餌制限はインスリンシグナル伝達経路を介して DAF-16 の核内移行を促進し、

抗老化遺伝子や酸化ストレス応答遺伝子の発現を増大させる（Kenyon et al., 2010）。
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食餌制限には、慢性的にカロリー制限を行う方法、カロリーは変化させずにアミノ

酸などの特定の栄養素を制限する方法、摂食と飢餓を繰り返す断続的飢餓（IF）と

いう方法がある。いずれの方法もマウスの寿命を延長させることが知られているが

（Masoro 2005）、中でも IFは寿命を大きく延長させることが知られている（Honjoh et 

al., 2009）。さらに、IFは寿命の延長だけでなく、マウスやラットにおいて肥満や高

血圧症、糖尿病などの疾病の予防や改善に効果的であることが分かっている（Ahmet 

et al., 2005; Fontana and Partridge, 2015; Mattson et al., 2014）。本研究では、IFによる寿

命延長にMYS-1/TRR-1 HAT複合体が重要であることを明らかにした。これまで、IF

は DAF-16 の核内移行を促進して寿命を延ばすと考えられてきたが、本研究におい

て、MYS-1/TRR-1 HAT 複合体による daf-16 の発現がおこらないと IF による寿命延

長がおこらなくなることから、DAF-16の核内移行だけでなく、daf-16 の転写制御も

また重要であることが示唆された。 

ヒト Tip60/TRRAP HAT 複合体は遺伝子発現だけでなく、DNA損傷時の DNA修復

や（Murr et al., 2006）、アポトーシスにも重要であることが知られている（Ikura et al., 

2000）。本研究では、Tip60/TRRAP HAT 複合体が FOXO1の発現を制御することを明

らかにしたが、FOXO1 は DNA 損傷時のアポトーシスに関与することが知られてい

る（Huang et al., 2006）。このことから、Tip60/TRRAP HAT 複合体による FOXO1の

発現が DNA損傷時のアポトーシスに関与する可能性も考えられる。また、線虫では、

MYS-1/TRR-1 HAT複合体による DAF-16の発現が酸化ストレス応答に重要であるこ

とを明らかにしたが、DAF-16は酸化ストレスだけでなく、熱や紫外線などのストレ

ス応答にも関与することが知られている。これらのことより、MYS-1/TRR-1 

（Tip60/TRRAP）HAT 複合体による DAF-16（FOXO1）の発現制御は酸化ストレス

のみならず、種々のストレス応答にも関与しているかもしれない。 

これまで、ヒストン脱アセチル化酵素であるサーチュインやヒストンアセチル化
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酵素である CBP が寿命制御に関わると報告されているが（Tissenbaum et al., 2001; 

Zhang et al., 2009）、ヒストンのアセチル化がどのように個体の寿命を制御するのか、

あまり明らかではなかった。本研究では、MYST ファミリーHAT 複合体によるエピ

ジェネティックな制御が DAF-16/FOXO1の発現に重要であり、これが寿命や酸化ス

トレス応答を制御することを明らかにした。このことは、新たな寿命制御因子を明

らかにしたというだけでなく、寿命とエピジェネティクスの関係を明らかにしたと

いう点でも興味深い。また、本複合体による DAF-16/FOXO1のエピジェネティック

な発現制御が種を超えて保存されていることから、本複合体は線虫の寿命だけでな

く、マウスやヒトなどの哺乳類においても寿命制御に関わるかもしれない。寿命制

御のメカニズムを知ることは、老化に関連した疾患の予防や治療の開発につながる

可能性があり、本研究の成果が今後の研究や医療の分野に貢献できれば幸いである。 
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