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１．はじめに
　カロリー制限（CR）は、加齢に伴う生理的変化や老
化関連疾患の発症を抑制し、寿命延伸をもたらす。この
効果は酵母や線虫等の下等生物からマウスやラット等の
哺乳類にいたるまで幅広い生物種で観察され、最近では
サルにおいても CR が有効であることが発表された［1］。
これは、CR がヒトにも有益な効果をもたらし得ること
を支持している。
　白色脂肪組織（WAT）は、体内に摂取した栄養分を
主に中性脂肪の形で蓄積するいわばエネルギー貯蔵の場
である一方、アディポカインを分泌する内分泌組織とし
ても機能する。近年、WAT の性質変化やそれに応じた
アディポカイン分泌動態が寿命制御において重要な役割
を担っていることが知られている。例えば、脂肪組織特
異的インスリン受容体欠損マウスは、WAT 重量減少、
ミトコンドリア生合成亢進を示し、寿命が延伸する［2］。
また、肝臓においてアディポネクチンを過剰発現するマ
ウスが長寿を示すことも報告されている［3］。
　CR は WAT の脂肪細胞の小型化を促進し、さらに血
中の活性型アディポネクチン量を増加させる［4］。この
ことから、CR は WAT の性質変化にも強く寄与してい
るといえる。それゆえ我々は WAT における CR の影響、
特に代謝への関与に注目し、解析を行ってきた。

２．新規 CR 応答遺伝子：SREBP-1c
　網羅的遺伝子解析により、我々は CR 動物の形質とし
て、WAT における脂肪酸合成関連因子およびそのマス
ター転写因子である Sterol responsive element binding 
protein 1c （SREBP-1c）の誘導を見出した（詳細は［5］
を参照）。これを踏まえ本研究では、SREBP-1c 欠損

（KO）マウスの解析を行い、CR 効果における WAT で
の SREBP-1c の役割や寄与の解明を試みた。
　はじめに、SREBP-1c 野生型（WT）と KO マウスそ
れぞれを自由摂食（AL）群と AL 群の摂食量を 70% に

制限した CR 群とに分け、これら 4 群の寿命を追跡した。
その結果、WT において CR は寿命を延伸したが、KO
マウスではこの効果は見られなかった［6］。このことは、
SREBP-1c が CR の寿命延伸効果に寄与することを強く
示唆している。
　前述の網羅的解析の結果を踏まえ、WAT における
SREBP-1c およびその下流である脂肪酸合成関連因子

（Fatty acid synthase, Acetyl-CoA carboxylase 等 ） の
発現量を確認した。すると、やはり CR によりこれらの
発現量は増加しており、KO マウスでは変わらなかった

（図１A）。さらに脂肪酸合成に重要なクエン酸合成酵素
（CS）活性を測定したところ、上記と一致して WT マ
ウスにおいてのみ CR による CS 活性の誘導が見られた

［6］。
　CS はミトコンドリアに存在する酵素であるため、そ
の活性はミトコンドリア量とも相関があるといえる。そ
こで、我々は WAT におけるミトコンドリア関連因子

（Sirtuin 3（SIRT3）, Cytochrome c oxidase subunit IV
（COXIV）等）のタンパク質発現量を解析した。すると、
いずれも CR 群において増加していたが、KO マウスで
はその増加は確認されなかった。また、ミトコンドリア
量を反映するとされるミトコンドリア DNA 量も同様の
挙動を示した。これらの結果から、CR は SREBP-1c を
介して脂肪酸合成だけでなくミトコンドリア生合成も亢
進していることが示唆された［6］。
　Peroxisome proliferative activated receptorγ 
coactivator 1α （PGC-1α）はミトコンドリア生合成のマ
スター転写補助因子であり、様々なミトコンドリア関連
因子の転写を促進する。また PGC-1 αが CR によるミ
トコンドリア機能維持に重要であるという報告もある

［7］。以上を踏まえ、我々は PGC-1α に着目し、WAT
での CR に伴うその挙動を調べた。すると、PGC-1α 発
現量は CR により増加していたが、興味深いことに KO
マウスでは変化していなかった（図１B）。さらにこの
増加は、SREBP-1c による直接的な転写誘導に由来する
ことも明らかとなった［6］。
　次にミトコンドリア機能と密接に関連のある酸化スト
レスを、アコニターゼ活性および還元型・酸化型グルタ
チオン比（GSH/GSSG）を指標として評価した。これら
のマーカーは、共に酸化ストレスが抑制されると増加す
る。結果として、CR によりこれらの値は増加し、KO
では変化しなかった。この結果は CR が WAT において
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SREBP-1c を介して酸化ストレスを抑制していることを
示している［6］。
　以上の結果から、CR は SREBP-1c を誘導しその下
流である脂肪酸合成関連因子の発現を亢進すること、
SREBP-1c は PGC-1α を介したミトコンドリア生合成の
亢進および酸化ストレス低下にも寄与すること、これら
の作用が協調し寿命延伸に寄与し得ること、以上 3 点が
示唆された。
　興味深いことに、上記 CR 効果は肝臓や骨格筋等では
観察されず、WAT 特異的なものであった。これは CR
における WAT の重要性、および WAT の性質変化が
全身の形質に影響を及ぼすことを示している。

３．CR 応答性ミトコンドリア活性化メカニズム
　　〜 MIPEP-SIRT3 〜
　次に、我々は PGC-1α 以外の SREBP-1c を介した CR
によるミトコンドリア制御機構の解明を試みた。その候
補としてミトコンドリアタンパク質である SIRT3 に着
目した。
　SIRT3 は、Sirtuin ファミリーの一つであり、ミトコ
ンドリアマトリックスに局在する脱アセチル化酵素であ
る。ミトコンドリア内の様々なタンパク質の活性をその
脱アセチル化活性により調節している［8］。また、CR
が SIRT3 発現を誘導することが報告されており、CR
との関連も注目されている［9］。前項で記したとおり、
CR は SREBP-1c WT マウスの WAT において SIRT3
タンパク質発現量を増加させた。しかし mRNA 量を解
析したところ、転写レベルでの増加は確認できなかった。
以上を踏まえ、我々は CR による SIRT3 の増加は翻訳
後制御により生じているのではないかと考察した。
　一般に、99% 以上のミトコンドリア局在タンパク質
は細胞質での翻訳後、ミトコンドリアへと輸送され、
mitochondrial signal peptidase （MtSPase）による切断
を受けて活性化される。SIRT3 もまた MtSPase による
切断を受けることが報告されていたため［10］、我々は
高濃度ゲルを用いることで分離能を高めたウエスタン
ブロッティングを行い、SIRT3 の切断前の前駆体およ

び切断後の成熟体の検出を試みた。すると前駆体、成
熟体であると報告のあるサイズの位置に計 2 本（37, 28 
kDa）のバンドを検出することができた。興味深いこと
に、成熟体を表す 28 kDa のバンドのシグナルが、CR
により増強されていた［11］。またこの増強は SREBP-
1c KO マウスでは見られなかった（未発表データ）。こ
れらの知見は、CR が MtSPase の誘導を介して SIRT3
の活性化を亢進させることを示唆している。
　SIRT3 の切断を担う MtSPase として、Mitochondria 
processing peptidase （MPP）が報告されていたが［10］、
CR による MPP 発現量の変化は見られなかった［11］。
そこで、AL 群、CR 群の WAT の網羅的な遺伝子発
現解析の結果から、CR 群において発現が誘導される
MtSPase を探索した。その結果、CR 誘導性の MtSPase
として、Mitochondrial intermediate peptidase（MIPEP）
を同定した［11］。この MIPEP の誘導は、SREBP-1c 
KO マウスの WAT では観察されなかった（未発表デー
タ）。
　MIPEP は、MPP により一度切断されたミトコンドリ
アタンパク質を基質とする MtSPase である。ある種の
ミトコンドリアタンパク質は二段階切断を受けること
が報告されており、MIPEP はこの二段階目の切断を担
う［12］。例えば、COXIV や Malate dehydrogenase 2

（MDH2）はMIPEPの基質として知られている［13］。我々
は、SIRT3 が MIPEP の基質であり、上記のような二段
階切断を受けているのではないかと仮説を立てた。実際
に、プロテアソーム阻害剤を処理しタンパク質分解を抑
制した細胞において、前駆体、成熟体、そしてその間の
サイズに中間体と 3 つの SIRT3 のバンドを検出するこ
とができた［11］。これは上記仮説を支持する結果であ
るといえる。
　次に、MIPEP をノックダウン（KD）した細胞株に
おいて、基質である COXIV、MDH2、そして SIRT3 の
成熟体量を確認したところ、MIPEP KD によりいずれ
も減少していた［11］。さらに、SIRT3 により脱アセ
チル化されることで活性化する Manganese superoxide 
dismutase（MnSOD）のアセチル化レベルを調べた

0 
5 

10 
15 
20 

WdAL WdCR KOAL KOCR 

pg
 S

re
bp

-1
c/
µg

 to
ta

l R
N

A

WTAL     WTCR    

A) 

0 

2 

4 

6 

Wd KO

PGC-1α 

re
la

tiv
e 

m
R

N
A 

ex
pr

es
si

on

WT       

B) 

KO 
AL  CR AL   CR

P<0.05 
P<0.01 
P<0.005 
 n=4-6

SREBP-1c

図 1　CR による SREBP-1c, PGC-1 αの誘導
 （A）CR は WAT において SREBP-1c mRNA 発現量を増加させた。
 （B）CR は SREBP-1c WT マウスの WAT においてのみ、PGC-1 α mRNA 発現量を増加させた。
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ところ、MIPEP KD においてその増加が確認され、
SIRT3 活性の低下が示唆された［11］。
　上記解析により、CR は SREBP-1c を介して MIPEP
発現を増加させ、それが SIRT3 の成熟活性化に寄与し
得ることを示した。この SIRT3 活性化は、酸化ストレ
スの抑制やミトコンドリア代謝能の亢進など、CR 時に
観察されるミトコンドリア機能の改善につながると考え
られる。

４．考察
　CR による WAT での脂肪酸合成の誘導は何を意味す
るのだろうか。脂肪酸等の脂質のエネルギー効率そのも
のは糖質よりも高く、脂質の効率的な利用は生体にとっ
て有益とされる。WAT は主要な脂肪酸合成組織であり、
全身への脂質の供給において大きな役割を持つ。また
CRは全身の脂質利用を高めることが知られている［14］。
このような、エネルギー基質の変化も含めた代謝経路の
再構築は一般に代謝リモデリングと呼ばれる。以上より、
我々は CR 時の SREBP-1c を介した脂肪酸合成関連因子
の増加は、糖質から脂質へのエネルギー基質の変換に代
表される代謝リモデリングを促し、全身の代謝効率を促
進させていると結論づけた。
　一方で、CR は PGC-1α および MIPEP 発現を誘導し
た。PGC-1α は主にミトコンドリアタンパク質の発現量
を増加させ、ミトコンドリア生合成を誘導する。すなわ
ちミトコンドリアの“量”的な制御に関与する。対し
て、MIPEP は本稿で示したように SIRT3 をはじめとし
たミトコンドリアタンパク質の活性化、言い換えればミ
トコンドリアの“質”的な制御に寄与する。まとめると、
PGC-1α によるミトコンドリア量の増加、MIPEP によ
るミトコンドリアの質の改善、これら両者が協調するこ
とで CR 時のミトコンドリア機能維持につながると見な

すことができる。

５．おわりに
　CR は SREBP-1c を介して、脂肪酸合成関連因子の亢
進、さらに PGC-1α、MIPEP の増加を促してミトコン
ドリア機能の改善をもたらすことが明らかとなった（図
２）。これらは WAT での代謝リモデリングをもたらし、
ひいては抗老化・寿命延伸効果に寄与していると考えら
れ る。 こ れ ら SREBP-1c、PGC-1α、MIPEP は、CR 効
果の新たなメディエーターであり、CR 模倣の新規分子
標的となり得ることが期待される。
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