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１．代謝と寿命
　ショウジョウバエは世代時間が短く、容易に多数の個
体を扱えることから、老化や寿命の研究に用いられてき
た。寿命と代謝の関係をあらわした説として、レイモン
ド・パールによる“Rate of living theory”がよく知ら
れている［1］。ショウジョウバエの寿命は飼育温度に反
比例するという観察に基づいて、生物が一生の間に消費
可能なエネルギー総量は遺伝学的に決定されており、そ
の寿命は代謝の速度によって定まるという説である。昆
虫のような変温動物ではいかにも当てはまりそうな説で
ある。恒温動物のほ乳類でも一般に長寿命の生物種は体
のサイズが大きく、単位体重あたりの代謝速度が遅くな
る。従って、“Rate of living theory”が寿命と代謝の関
係を大まかに表しており、老化のフリーラディカル説の
よりどころの一つにもなっている。しかし、代謝速度と
寿命の間に因果関係が成立しているかどうかは不確かで
ある。

２．インスリン /IGF1/TORシグナル
　寿命と代謝を関連づける情報伝達経路として、インス

リン / インスリン様成長因子１（IGF1）および Target 
of Rapamycin（TOR）シグナル経路があげられる。寿
命決定におけるインスリン /IGF1 シグナル経路の役割
に関する研究は、線虫のインスリン受容体をコードする
daf-2 長寿命変異体の同定に始まった［2］。ショウジョ
ウバエでは、インスリン受容体基質（Chico）、および
インスリン受容体（InR）の変異体が長寿命であること
が報告された［3, 4］。ショウジョウバエのインスリン /
IGF1 経路は体や組織の大きさを制御するシグナル経路
として研究されていた。インスリン受容体基質の変異体
は、体のサイズが野生型の半分程度になるため、その遺
伝子はスペイン語で小さな体を意味する chico と命名さ
れた［5］。脊椎動物のインスリン受容体基質（IRS）に
類似したタンパク質をコードしており、Chico を欠損す
る変異体では、組織を構成する個々の細胞の大きさが小
さくなるとともに、細胞数も減少する。発生速度が遅延
し、脂質の異常な蓄積がおこるなど、代謝の異常が認め
られた［5］。
　ショウジョウバエにはインスリン様ペプチドが８種類

（（Drosophila insulin-like peptide1-8: Dilp1-8）、 お よ び
インスリン受容体１種類が存在する（FlyBase; http://
flybase.org/）。各 Dilp 遺伝子は発生段階で固有の発現
ターンを示す。成虫においては、脳の一部にあるインス
リン産生細胞（Insulin producing cells: IPCs）が Dilp2，
Dilp3，および Dilp5 を発現しており、血糖値の制御や
寿命の制御にかかわっている ［6］。幼虫期初期に IPCs
を遺伝学的に除去した個体では、成長遅延や体のサイ
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ズの減少、血糖値の上昇など、糖尿病様の表現型を示
す［7］。一方、幼虫期後期に IPCs を除去した場合には、
産卵数が減少し、脂肪や炭水化物の貯蔵量が増大し、長
寿命になる［8］。３種類のリガンド（Dilp2，Dilp3，お
よび Dilp5）の中で、Dilp2 の発現レベルが最も高い。
IPCs を除去した個体の表現型は Dilp2 遺伝子の過剰発
現でレスキューされることから、Dilp2 が主要な役割を
担うリガンドであると考えられている［7］。また、ほ乳
類の SIRT1 ホモログである Sir2 のノックダウンにより、
Dilp2 および Dilp5 の発現が上昇することから、これら
は食餌制限による寿命の延伸機構に関与すると考えられ
ている［9, 10］。個々の Dilp 遺伝子の発現はそれぞれ固
有の制御をうけている。Dilp2 のノックダウン個体では
Dilp3 と Dilp5 の発現が上昇することから、これらの間
で発現レベルを調節する補償機構が存在する可能性があ
る ［11］。その他、PTEN、FOXO、TOR、4E-BP、S6K
など、インスリン /IGF/TOR シグナル経路を構成する
分子について、寿命との関係が実験的に検証されている

［12, 13］。
　筆者らは、体の大きさに影響を与える遺伝子の中から
代謝と寿命に影響を及ぼす遺伝子を同定した。ショウ
ジョウバエは表現型でスクリーニングして原因遺伝子を
同定するフォワードジェネティクス（順遺伝学）を得意
とするが、寿命の表現型でスクリーニングするのは多大
な時間と労力を要する。そこで、まず体の大きさを指標
としたスクリーニングを行った。体の大きさに影響を与
える遺伝子が必ずしも寿命に影響を与えるとは限らな
い。次にそれらの候補遺伝子の中から寿命に影響を及ぼ
すものをスクリーニングした［14］。具体的には、強制
発現ベクター（トランスポゾン）をゲノムにランダムに
挿入した多数の系統ライブラリーを用いて、強制発現に
より体のサイズを小さくする遺伝子を探索した。その結
果、プロテインホスファターゼ 2A （PP2A）の調節サブ
ユニットをコードする遺伝子wdb、および AMPK を活
性化するリン酸化酵素をコードする遺伝子lkb1 を同定
した。wdb の過剰発現は AKT の過剰発現に起因する器
官サイズの増大を抑制した。このとき、リン酸化 AKT
のレベルが減少した。従って、過剰発現したwdb はリ
ン酸化型 AKT を脱リン酸化することにより、インスリ
ンシグナル経路を抑制したものと推定される。これが生
体内で起こっているかどうかは不明である。また、lkb1
は AMPK をリン酸化して活性化するとともに、TOR
シグナリング下流の S6k のリン酸化レベルが大幅に減
少した。従って、wdb とlkb1 遺伝子は、インスリン /
IGF1/TOR シグナル経路の抑制を介して、器官サイズ
の減少と寿命延長を引き起こしたことを示唆する。

３．エネルギー代謝経路に関わる遺伝子の変異と寿命
　研究室で維持されていたショウジョウバエの中に長寿
命変異体がいるのを偶然見つけた例がある。　Indy （I'm 
not dead yet）と命名された変異体で、平均寿命が野生
型に比べて約２倍になる［15］。原因遺伝子はクエン酸、
ピルビン酸、αケトグルタル酸などの TCA 回路中間産

物の細胞膜トランスポーターをコードしている［16］。
変異体では遺伝子の発現レベルが低下しており、ヘテロ
接合体で長寿命となるが、さらに機能を低下させると短
寿命になる。TCA 回路は主要なエネルギー産生回路で
あり、その基質の供給は重要である。Indy の変異体で
はトランスポーターの機能が適度に低下しているものと
考えられる。しかし、英国のグループが遺伝的背景を考
慮した追試を行ったところ、Indy による寿命延長効果
を再現することができなかった［17］。最初に報告した
米国の研究室グループも追試を行い、Indy の寿命延長
効果は遺伝的背景に依存することを認めている。最近、
Indy による寿命延長効果には、カロリー制限によって
発現が上昇することが知られている転写因子 PGC-1 が
関与していることが報告されている［18］。ほ乳類にお
いて、PGC-1 はミトコンドリアの生合成、呼吸、グルコー
スの恒常性維持に関わっている［19］。ショウジョウ
バエにおいて PGC-1 の強制発現による寿命延長効果に
は、ミトコンドリア生合成の促進、ROS レベルの抑制
が関与していると考えられている ［20］。興味深いこと
に、PGC-1 を中腸の幹細胞だけで発現させても寿命の延
長が起こることから、個体寿命における中腸組織の機能
的重要性が示唆されている［21］。また、マウスのIndy
ホモログ変異体（mIndy-/-）においても、グルコース代
謝異常やミトコンドリアの生合成促進など、ショウジョ
ウバエIndy 変異体と同様の変化が起こる［21］。PGC-1
は前述したIndy 変異による寿命延長効果を左右する遺
伝的背景の可能性もある。
　ミトコンドリアの機能に関わる遺伝子を標的とした
RNAi ノックダウン実験では、予想に反した結果が得ら
れている［22］。電子伝達系にかかわる５つの遺伝子を
ノックダウンしたところ、いずれも長寿命になった。し
かも、呼吸速度や ATP 産生量はほとんど低下していな
かった ［22］。筆者らは、TCA 回路を構成する酵素遺伝
子のひとつであるアコニターゼのノックダウン実験を
行った［23］。アコニターゼのノックダウンした個体で
は、予想どおりアセチル CoA やクエン酸などアコニター
ゼの前段階の基質が蓄積しており、その産物であるコハ
ク酸、フマル酸、マレイン酸が減少していた。しかしな
がら、上述した電子伝達系の遺伝子のノックダウンと異
なり、呼吸速度、ATP 産生、運動性は野生型に比べて
有意に低下しており、著しく短命であった。グリコーゲ
ンやトリグリセリドの蓄積がほとんど見られず、TCA
回路の機能不全によってエネルギーが枯渇状態にあるこ
とを示唆した。ミトコンドリアの代謝機能を担う遺伝子
であっても、ノックダウンの効果は標的とする遺伝子に
よって一様ではないことを示唆する。

４．食餌制限による寿命延長機構
　適度な食餌制限が寿命を延長することは、ショウジョ
ウバエを含む様々な生物種において確認されている

［24］。ショウジョウバエでは食餌の量を一定に制限する
ことは技術的に困難なため、対照群となる標準的な培地
を希釈したものを低栄養条件として実験を行う。インス
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リン /IGF1/TOR シグナルの変異体では、食餌制限によ
る寿命の延長効果は野生型ほど顕著におこらないことか
ら、食事制限の機構に同シグナルが関与すると考えられ
ている。また、NAD 依存性ヒストン脱アセチル化酵素
である Sir2 の機能欠損変異体では、食餌制限による寿
命延長効果が認められないことから、Sir2 の関与も示
唆された［25］。一方、食事制限が寿命に及ぼす効果は
培地のカロリーではなく、培地の組成が重要であること
が明らかになった ［26］。ショウジョウバエの寿命に大
きく影響を及ぼすのはアミノ酸源であるイーストの量で
あり、グルコースの影響は極めて限定的であることがわ
かった。ただし、絶対濃度ではなく、タンパク質（イー
スト）と炭水化物の比が重要であると考えられている

［27, 28］。
　著者らは、発生過程においてもイーストとグルコース
が異なった生理学的影響をもつことを見出した［29］。
遺伝子操作によりインスリン様ペプチド 2（Dilp2）を
過剰発現させると体のサイズが大きくなる。発生過程で
多くの個体が死亡するが、インスリン受容体（InR）や
AKT の機能を抑制することで生存率が改善する。一方、
TOR 経路の S6K や TOR の機能を抑制しても顕著な回
復は認められなかった。このことは、過剰なインスリン
シグナルが原因で致死となったことを意味する。興味深
いことに、培地中のイーストを増加すると生存率は上昇
し、グルコースを増加すると逆に低下した。その正確な
機構は不明であるが、過剰なインスリンシグナルが引き
起こした代謝の破綻を栄養バランスで修正可能であるこ
とを示唆する。

５．終わりに
　動物実験に用いる飼料や培地は実験に都合がいいよう
に最適化されてきた。遺伝学の材料であるショウジョウ
バエの場合には、できるだけ早く成長して、健康な次世
代が多数生まれてくるのが理想的である。しかし、老化
や寿命といった個体の生理学的形質を研究する場合に
は、注意が必要である。本稿で紹介したIndy に関する
研究においては、二つの研究室で矛盾する結果が得られ
ている。培地の成分の差異が原因となっている可能性が
あるため、寿命延長効果について議論する場合には、培
地の組成や実験プロトコルをできるだけ厳密に定義する
ように心がける必要がある。その上で、遺伝的背景によ
る差異を解析することで、食事制限による寿命延長効果
の本質が明らかになるものと期待される。
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Nutrition, metabolism and longevity in Drosophila
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Summary…
　In general, the bigger animals live longer, suggesting that metabolic rate is associated 
with lifespan. Lifespan can be extended by dietary restriction or by mutations that reduce 
the activity of the insulin/insulin-like growth factor 1（IGF-1）/TOR signaling in diverse 
organisms. The fruit fly Drosophila has been used as a model system to study molecular 
genetic bases of growth, aging and longevity. A number of studies have been conducted 
in this species, to elucidate the property of the insulin/IGF-1/TOR pathway and its impact 
on lifespan as well as organ and body size. In this review, I will introduce the progress of 
studies on the regulation of body size and lifespan, and how nutrition affects these traits in 
Drosophila . 
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