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はじめに
　生体分子のメチル化修飾は、細胞内でメチオニンと
ATP を基質として合成されたS-adenosyl-L-methionine

（SAM）をメチル基供与体として、メチル化酵素を介し
て反応が進行する。生物のメチル化酵素は、ゲノム中に
１％程の遺伝子にコードされていると推定されており

［1］、その基質は DNA、RNA、タンパク質、脂質や低
分子物質など多様である。メチル化酵素を介した反応に
は基質特異性があり、また酵素の細胞内局在性も特徴を
有している。例えば、ヒストンなどの核タンパク質をメ
チル化する酵素は核に存在し、細胞膜から発信するシグ
ナル伝達に関わるタンパク質のメチル化酵素は細胞質で
機能を発揮する。また、核と細胞質をシャトルするメチ
ル化酵素も存在し、基質特異性と局在特異性のバリエー
ションから、生物学的メチル化は多様な生命反応に関係
している。
　 生 物 学 的 メ チ ル 化（Biological methylation） は、
Bach［2］によって提唱された学術用語で、生体内で起
こるメチル化研究のさきがけとして生まれた言葉であ
る。細胞や個体の老化は、セントラルドグマと関連する

生体高分子を対象に研究が進展しており、そのメチル化
が個体機能に大きく関与する興味深い研究が多数発表さ
れている。また、食事に含まれる栄養素が代謝を介して
生命機能にリンクし、代謝と寿命の関係が次第に明らか
になりつつある。本稿では、セントラルドグマの生体高
分子とメチル化による制御（図１）が関連する寿命との
関わりを紐解いてみたい。

１．DNA のメチル化
　DNA のメチル化は、エピジェネティクスを理解する
上で重要な研究であり、哺乳類を対象に進展してきた。
特に、父親または母親由来となる遺伝子発現のゲノム刷
り込みについては、DNA の CpG 配列のシトシンのメ
チル化が大きな役割を果たしていることが、近年の多数
の研究によって解明されつつある［3］。一方、個体寿命
の研究に優れたモデルである線虫では、CpG のメチル
化が観察されず、線虫での DNA のメチル化研究はほと
んど進んでいなかった。しかし、2015 年にハーバード
大学の Shi 教授らの研究によって、線虫の場合は DNA
のデオキシアデノシンの６位の窒素原子にメチル基が入
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要約
　生物は、遺伝情報のセントラルドグマにもとづき生命活動を営んでいる。DNA を複製し
て次世代に遺伝情報を伝達し、これらを転写した RNA 情報を鋳型にして翻訳することでタ
ンパク情報へと変換していく。寿命や老化が遺伝や生活環境によって左右されると考えられ
ているが、その仕組みの一端がセントラルドグマと関わる「生物学的メチル化」から明らか
になりつつある。本稿では、我々の研究成果を含めて最近の知見を紹介したい。
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図１．遺伝情報のセントラルドグマとメチル化
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ることが見出され（図２）、隔世遺伝に必要なエピジェ
ネティックマークとなることが解明された［4］。今後、
DNA のメチル化酵素（DAMT-1）と寿命との関連の解
明が進むことが期待される。

２．RNA のメチル化
　DNA だけでなく、RNA もメチル化されるが、特に
翻訳に深く関わる tRNA や rRNA の研究が中心に発展
してきた。これらの RNA のメチル化修飾は、塩基また
はリボースのどの部位にメチル基が付加されるかによっ
て多様なパターンを示すことが化学的に追求されてき
ており、データベースである Modomics（a database of 
RNA modification pathways）［5］に多数登録されてい
る。一方 RNA メチル化酵素に関しては大腸菌や酵母で
次々と同定されているが、多細胞生物では不明な点が多
く、それらが何に応答して RNA をメチル化するのか？
　RNA メチル化の機能的意義は何か？　については未
解明な点が多く残されている。
　ごく最近、酵母で 25S rRNA のメチル化酵素として
同定された NSUN-5 が、線虫の寿命の調節因子として
機能することが明らかにされた［6］（図３）。特に、ス
トレスとの関連に注目している点が特筆に値するが、現
時点では詳細な分子機序は明らかにされていない。しか
し、翻訳因子が寿命の調節に関与しており［7］、rRNA
も翻訳装置のコンポーネントであるため、このメチル化
が翻訳効率に影響を与える重要な要素である可能性が考
えられる。

　一方、5’ および 3’ 非翻訳領域を持つ mRNA の転写後
翻訳については N6- メチルアデノシン（m6A）の研究が
進展しているが、5’ 非翻訳領域に関するメチル化の研究
は数少ない。ごく最近、熱ショック環境下で、mRNA の 5’
非翻訳領域が METTL3/METTL14 などのメチル化酵
素を介して選択的にメチル化される現象が見出され、ス

トレス応答におけるメチル化の重要性が明らかにされた
［8］（図４）。
　tRNA や mRNA も翻訳の鍵となる因子であるため、
これらのメチル化が寿命と関わる可能性は興味深い［9］。

３．タンパク質のメチル化
　タンパク質のメチル化は、主にリジン残基が標的と
なり、多様な分子の修飾が報告されている。例えば、
p53 やフォークヘッド転写因子をはじめ、遺伝子発現
と密接に関連する因子の研究が進んでいる［10］。興味
深いことに、ヒストンの H3K4（H3K4me3）や H3K27

（H3K27me3）のトリメチル化（me3）および脱メチル
化が、線虫の隔世遺伝のエピジェネティックマークと
なって寿命の制御に関わることが明らかにされた［11-
13］。
　タンパク質メチル化のもう一つの標的となるアミノ酸
残基はアルギニンであり、そのメチル基転移の様式の違
いから、モノメチル化アルギニン（MMA）、非対称性
ジメチルアルギニン（ADMA）、および対称性ジメチル
アルギニン（SDMA）の生成反応を触媒する。タンパ
ク質アルギニン残基メチル化酵素（PRMT）は、哺乳
類では 11 個の遺伝子ファミリーを形成している［14］。
一 方、 線 虫 の 主 な PRMT は 2 つ で あ り、ADMA は 
PRMT-1［15］が、SDMA は PRMT-5［16］が触媒す
る。PRMT-1 は、転写因子 DAF-16（FOXO ファミリー
のオルソログ）をメチル化することでリン酸化シグナル
をブロックし、転写活性の抑制化を防いでいる。我々は
prmt-1 が欠損することで DAF-16 のリン酸化が増加し、
寿命の短縮が生じることを明らかにした［15］。

おわりに
　生物学的メチル化を介した寿命と老化の研究は、線虫
の遺伝学や生化学を駆使したアプローチで端緒についた
ばかりである。セントラルドグマに関わる分子は生命活
動の本質を突く観点を持ち、それらに着目した研究が発
展しつつある。特に、RNA がもつ個体機能の解明は大
きく立ち遅れており、多細胞生物の性質の理解のために
も、RNA のメチル化機能の解明は避けては通れない課
題である。今後、モデル生物を活用し、メチル化を中心
にしたメタボロミクスを解析することで、カロリー制限
や栄養素の持つ、寿命や老化機能への作用点の詳細が明
らかになることが期待される。
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図２．DAMT-1 によるデオキシアデノシンのメチル化
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図３．NSUN-5 によるシチジンのメチル化
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図４．METTL3/METTL14 によるアデノシンのメチル化



－ 21 －

引用・参考文献
１． Katz JE ,  Dlak ié  M ,  Cla rke S Automated 

identification of putative methyltransferases from 
genomic open reading frames. Mol Cell Proteomics 
2, 525-540, 2003.

２． Bach SJ Biological methylation. Biol Rev Camb 
Philos Soc 20: 158-176, 1945.

３． S t ewa r t  K R ,  Ve s e l o v s k a  L ,  K e l s ey  G 
Establishment and functions of DNA methylation 
in the germline. Epigenomics 8: 1399-1413, 2015.

４． Greer EL ,  Blanco MA, Gu L ,  et a l .  DNA 
methylation on N6-adenine in C. elegans . Cell 161: 
868-878, 2015.

５． http://modomics.genesilico.pl
６． Schosserer M, Minois N, Angerer TB, et al . 

Methylation of ribosomal RNA by NSUN5 is a 
conserved mechanism modulating organismal 
lifespan. Nature Commun 6: 6158, 2015.

７． Amber Howard, Aric N Rogers Role of translation 
initiation factor 4G in lifespan regulation and age-
related health. Ageing Res Rev 13: 115-124, 2014

８． Zhou J, Wan J, Gao X, et al. Dynamic m(6)A 
mRNA methylation directs translational control of 
heat shock response. Nature 526: 591-594, 2015.

９． McCormick MA, Delaney JR, Tsuchiya M, et al. 
A comprehensive analysis of replicative lifespan 
in 4,698 single-gene deletion strains uncovers 
conserved mechanisms of aging. Cell Metab 22: 

895-906, 2015.
10． Carr SM, Poppy Roworth A, Chan C, et al. Post-

translational control of transcription factors: 
methylation ranks highly. FEBS J. 282: 4450-4465, 
2015.

11． Greer EL, Maures TJ, Hauswirth AG, et al . 
Members of the H3K4 trimethylation complex 
regulate lifespan in a germline-dependent manner 
in C. elegans . Nature 466: 383-387, 2010.

12． Greer EL, Maures TJ, Ucar D, et al. Transgenerational 
epigenetic inheritance of longevity in Caenorhabditis 
elegans. Nature 479: 365-371, 2011.

13． Han S, Brunet A Histone methylation makes its 
mark on longevity. Trends in Cell Biol 22: 42-49, 
2012.

14． Wolf SS The protein arginine methyltransferase 
family: an update about function, new perspectives 
and the physiological role in humans. Cell Mol Life 
Sci 66: 2109-2121, 2009

15． Takahashi Y, Da itoku H , H irota K , et a l . 
Asymmetric arginine dimethylation determines 
life span in C. elegans by regulating forkhead 
transcription factor DAF-16. Cell Metab 13: 505-
516, 2011.

16． Kanou A, Kako K, Hirota K, et al . PRMT-5 
converts monomethylarginines into symmetrical 
dimethylarginines in Caenorhabditis elegans . J 
Biochem doi:10.1093/jb/mvw066, 2016.

Regulation of lifespan and aging regulated by biological methylation.

 Akiyoshi Fukamizu1
1Life Science Center, Tsukuba Advanced Research Alliance, University of Tsukuba

Abstract 
　Organisms are conducting life activity based on the central dogma of genetic information. 
DNA as a genetic component is replicated and transcribed to RNA, and it is translated to 
proteins. Although lifespan and aging are thought to be influenced by environments, the 
molecular insights related to the central dogma are uncovering up to date. In this paper, I 
will summarize a recent progress how methylation regulates lifespan and aging.
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