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研究成果の概要（和文）：本研究は「栄養によるオートファジー調節を通して抗加齢に貢献する」という考えに
基づき、このオートファジーの調節因子について、栄養・食品成分，特にアミノ酸と抗酸化物質、米タンパク質
の中に探索し、その調節機構について，オートファゴソーム形成調節、転写調節、そして寿命遺伝子SIRT1との
関連をアセチル化を含めて詳細に解明し、特に高齢者に対する新たな食品機能性の根拠を提供するものである。

研究成果の概要（英文）： In order to contribute to anti-aging through autophagy regulation by 
nutrition, we searched nutrients, especially amino acids and antioxidants,  and  rice protein as a 
possible regulatory food factors of autophagy, and investigated their regulatory mechanisms, i.e., 
signaling mechanisms at the formation step of autophagosome, the transcription step, and the 
relationship with aging gene, SIRT1 including acetylation. These findings will give the evidence for
 food functions on elderly people.

研究分野： 農芸化学・食品科学

キーワード： オートファジー　シグナリング　抗加齢　アミノ酸　サーチュイン
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1.研究開始当初の背景	 																																																																										 												 
	 超高齢社会の到来は、加齢への対応を今世
紀の最重要課題のひとつに押し上げている。
この加齢の進行が酸化ストレスによるらし
いことは近年よく知られている。また，それ
による細胞内環境の劣悪化を傷害タンパク
質やミトコンドリアのターンオーバーによ
って健全に維持するのがオートファジーの
役割である。従って、オートファジーが加齢
の進行に影響を与えることは容易に推測で
き、特に栄養・食品成分によるオートファジ
ー調節とその加齢への影響を解明すること
が期待されている。 
 
２.研究の目的 
	 本研究は、「栄養によるオートファジー調
節を通して、抗加齢に貢献する」という考え
に基づき、このオートファジーの調節因子に
ついて栄養・食品成分、特にアミノ酸と抗酸
化物質、米タンパク質の中に探索し、その調
節機構について、オートファゴソーム形成調
節、転写調節、そして寿命遺伝子 SIRT1 と
の関連を詳細に解明し、特に高齢者に対する
新たな食品機能性の根拠を提供するもので
ある。 
 
(1) 栄養・食品成分によるオートファジー調
節 
	①	アミノ酸によるオートファジー調節機
構 
A. アルギニン，メチオニンによる調節：
一般には「アミノ酸」と一括りにされて議
論されるが、細胞の種類によってもその有
効なアミノ酸の種類が異なる。そこで、単
独で十分な活性を持つアミノ酸を選び、こ
こではこれまで検討がされなかったアル
ギニンとメチオニンについての検討を実
施する。それにより、アミノ酸のシグナリ
ング機構の多様性を証明する。 
 
B. 新規シグナリング調節タンパク質
Trib3 の 関 与 ： や や 長 期 的 な 調 節
（Autophagic Capacity）の仕組みを調べ
るために Atg関連遺伝子群の DNAマイク
ロアレイ解析をしたところ、絶食とアミノ
酸添加で際立った誘導・抑制の応答をする
Trib3 が見出されたので、この Trib3 の
Autophagic Capacity調節への関与を検討
する。 

 
	②	抗酸化性食品成分による調節機構 

当研究室で、抗酸化作用のあるビタミン
C、ビタミン Eでオートファジー促進作用
が認められていることから、食品成分中の
代表的なエピガロカテキンガレート
（EGCG）とレスベラトロール（Resv）を
対象として調節機構を検討する。 

 
 ③	米タンパク質（ペプチド）による調節可	
能性	

	 以前ラット摂食実験で、肝臓灌流でのオ
ートファジー測定法で、米タンパク質にオ
ートファジー促進活性が認められたが、再
現性の問題で見送られて来た。最近、当研
究室の別のプロジェクトで米タンパク質が
複数の生理作用が認められたため、改めて
米タンパク質または米ペプチドのオートフ
ァジーへの調節可能性を検討する。	
	

(2) 抗加齢の調節（SIRT1とオートファジー
調節の関係） 
	 Atg関連タンパク質が SIRT1により脱ア
セチル化を受けることから、その一つであ
るLC3について調べたところ、確かに I型、
II 型共にアセチル化を受けており、そのレ
ベルが調節を受ける可能性が示唆された。
これは従来 LC3の調節がリン脂質化の化学
修飾のみによると考えられていたが、新た
にアセチル化による活性調節が推定され、
寿命遺伝子として知られる SIRT1とオート
ファジー調節の関係を追求する。 
 
３．研究の方法	
	 当研究室での経験から、Rat	 Hepatoma	
H4-II-E 細胞が in	vivo の状態をよく反映し
ていることから、主にこの細胞を用いて制御
機構を解析した。また、オートファジー速度
は当研究室で開発した「Cytosolic	LC3	Ratio	
法」ですべて定量した（Karim	 et	 al.,	
Autophagy,	2007）。この方法は、オートファ
ゴソームの形成段階に関与する LC３タンパ
ク質の活性化のステップを特異的に検出す
るものであり、オートファジーの速やかな速
度調節（Autophagic	Activity）を観察する
とともに、全体的な速度を反映している。	
	
(1) 栄養・食品成分によるオートファジー調
節 

	①	アミノ酸によるオートファジー調節機 
 構 
A. アルギニン，メチオニンによる調節： 
これら単独のアミノ酸の効果について用
量や反応時間を含めて比較検討を実施す
る。各種阻害剤の組み合わせの効果で観察
する。 
 
B. 新規シグナリング調節タンパク質
Trib3の関与：ここでは Trib3 mRNAレベ
ルでの応答がマイクロアレイ法により示
されたので、個別の PCR法と siRNAを用
いたノックダウン実験により因果関係を
明らかにする。 

 
 ②	抗酸化性食品成分による調節機構 
	 EGCGをはじめとして、ガレート基を有
するカテキン類である Epicatechin 
gallate (ECG), Epigallocatechin (EGC), 
Gallocatechin gallate (GCG)についてオ
ートファジー活性化作用の構造活性相関
を検討した。また、レスベラトロール（Resv）
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を同じスチルべノイドのピセアタノール
（Pice）や酸化型のジヒドロレスベラトロ
ールと比較しつつ検討した。 

 
(2) 抗加齢の調節（SIRT1とオートファジー
調節の関係）： 
	 LC3 タンパク質のアセチル化の状況を抗
アセチル化抗体（Anti-acetyl-Lys ab 61257）
を用いて検討した。細胞の摂食—絶食による
アセチル化の応答を検討し、また、細胞内
分画での調節の可能性が予想されるため、
オートファゴソームとサイトゾル画分とで
区別して検討した。 
	
４．研究成果	
(1) 栄養・食品成分によるオートファジー調
節 

	①	アミノ酸によるオートファジー調節機
構 

  A. アルギニン，メチオニンによる調節： 
アルギニンでの作用機構がいわゆる ROS
と mTOR経路ではなく、NO経路を取るこ
とが示された。尿素回路の関連アミノ酸で
あるシトルリンについてもアルギニンと
同様な抑制効果を示した。また、同じく
ROS を介さないグループに属するメチオ
ニンについて調べたところ、mTOR と
PP2Aを介する可能性が示された。 

 
B. 新規シグナリング調節タンパク質
Trib3 の関与：Trib3 mRNA の摂食—絶食
による誘導と抑制の転写調節は見かけ上
見事に応答したが、siRNAノックダウン法
による因果関係は証明されなかった。した
がって、絶食によるオートファジー促進の
シグナル候補としては否定された。 

 
	②	抗酸化性食品成分による調節機構 
	 EGCG とその類縁体の効果を検討したと
ころ、至適濃度は異なるものの、共通の性
質として低濃度（20 µM）では促進したが、
高濃度（50-100 µM）では逆に抑制する二相
性が示された。また、抗加齢に関与すると
言われる SIRT1を活性化する Resvや Pice
のオートファジーに対する効果を検討した
ところ、やはり上記抗酸化成分と同様、低
濃度での促進、高濃度での抑制の二相性が
示された。ただし、ROS の産生はこの濃度
範囲で濃度依存的に抑制され、オートファ
ジー調節活性との整合性は認められなかっ
た。また、Resvの酸化型であるジヒドロレ
スベラトロールも Resv と同様にオートフ
ァジー調節活性を示したことから、Resvの
作用は抗酸化作用ではない経路である可能
性が示された。 

 
	③	米タンパク質（ペプチド）による調節可
能性	

	 実際に実施ができなかった。	
	

(2) 抗加齢の調節（SIRT1とオートファジー
調節の関係） 
	 SIRT1 が脱アセチル化酵素であることか
ら、Resv と SIRT1 の関係からオートファジ
ー調節の重要な調節機構としての（脱）ア
セチル化の位置付けについてその詳細な
検討を試みた。オートファゴソーム画分と
サイトゾル画分でのLC3のアセチル化の分
布を検討したが、検出方法が十分確立でき
ず、成果は今後に残されることとなった。	
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