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略語表

以下の⽤語を省略して表記した。
MAPK：mitogen-activated protein kinase
EDTA：エチレンジアミン四酢酸
SDS：ドデシル硫酸ナトリウム
BPB：ブロモフェノールブルー
IPTG：イソプロピル-β-チオガラクトピラノシド
PMSF：フッ化フェニルメチルスルホニル
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序論
寿命・⽼化の研究

近年、医療技術の発展によって⽇本⼈の平均寿命は男⼥ともに 80 歳を超え、
⽇本は世界有数の⻑寿国となっている。しかしその⼀⽅で、加齢に伴う癌や糖尿
病などの罹患率の上昇から医療費の増⼤などが問題となっており、健康寿命の
延伸は個⼈の幸福の追求にとどまらず国を挙げての課題となっている。寿命・⽼
化というあらゆる⽣物に普遍的な⽣命現象に対する理解を深めることは、健康
寿命を延⻑することに⼤いに貢献できると考えられる。これまでヒトを含めた
様々な⽣物を対象に多くの研究者が寿命や⽼化のメカニズムの解明に取り組ん
できた。そして未だ不明な点は多いものの、その分⼦機構は徐々に解明されつつ
ある。
近年、他の基本的な⽣命現象と同様に、寿命が種を超えて保存された遺伝⼦群
によって制御されていることが明らかになった（Kenyon, 2001; Longo and
Fabrizio, 2002）。実際に酵⺟や線⾍、ショウジョウバエといった⽐較的単純なモ
デル⽣物において寿命を延⻑するタンパク質の活性変化が、マウスにおいても
同様の効果をもたらすことが複数報告されている。その⼀例として、インスリ
ン・IGF-1 様増殖因⼦経路は線⾍・ショウジョウバエ・マウスの寿命制御に関与
することが分かっており（Parkes et al., 1998）、マウスのインスリン・IGF-1 様
増殖因⼦経路で機能するタンパク質の出芽酵⺟におけるホモログである PKA や、
分裂酵⺟のホモログである Pka1 は、それぞれの酵⺟においても寿命の制御に関
与することが報告されている（Longo and Fabrizio, 2012; Roux et al., 2010）。
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分裂酵⺟を⽤いた寿命研究

我々は寿命研究を⾏う上で、酵⺟の代表的なモデル⽣物である分裂酵⺟

Schizosaccharomyces pombe を⽤いている。分裂酵⺟は世代時間が短く、通常
の実験条件では⽐較的⽣存できる期間が短い。加えて遺伝学的操作も容易であ
ることから、寿命研究において重要な役割を果たしている（Roux et al., 2010）。
加えて分裂酵⺟においても、種を越えて保存された寿命制御因⼦の存在とその
効果が⼀部証明されている（Roux et al., 2006）。
酵⺟の寿命の測定⽅法には、1 つの⺟細胞が死ぬまでに⽣み出すことのできる
娘細胞の数を複製能として評価する分裂寿命（replicative or budding lifespan）
と、分裂しない細胞集団の平均および最⼤⽣存期間を評価する経時寿命
（chronological lifespan）がある（Fabrizio and Longo, 2003）。我々は特に経時
寿命に注⽬した研究を⾏っており、研究を通して寿命という⽣命現象の基本原
理を明らかにしていくことを⽬指している。

経時寿命延⻑因⼦である Ecl1 ファミリー遺伝⼦の発⾒

分裂酵⺟において、各種ストレス情報の伝達に関わる MAPK である Sty1 の
⽋損は、経時寿命を著しく低下させる (Wilkinson and Millar, 1998)。このΔsty1
変異株が⽰す経時寿命低下を抑制するマルチコピーサプレッサーをスクリーニ
ングする過程で、⾼発現により分裂酵⺟の経時寿命を上昇させる新規遺伝⼦ ecl1
（Extender of Chronological Lifespan）が当研究室で発⾒された（Ohtsuka et al.,

＋

2008）。さらに ecl1＋のホモログ遺伝⼦を探索する中で、ecl1＋と同様に⾼発現す
ることによって分裂酵⺟の経時寿命を延⻑する新規遺伝⼦ ecl2＋、ecl3＋ が発⾒
-4-

され、これらを総称して Ecl1 ファミリー遺伝⼦とした（Ohtsuka et al., 2009）。
分裂酵⺟の ecl1+ と配列と機能が類似した遺伝⼦は出芽酵⺟ Saccharomyces

cerevisiae でも確認されており（Azuma et al., 2009）、その他の酵⺟やカビなど
の真菌類にもその類似因⼦が認められる。分裂酵⺟の Ecl1 ファミリータンパク
質は、いずれも 80 アミノ酸程度の⼩さなタンパク質であるが、これらを⾼発現
することによって起こる経時寿命を延⻑する具体的なメカニズムは不明である。
これまでの我々の研究から、Ecl1 ファミリー遺伝⼦の⾼発現によって経時寿命
の延⻑だけでなく、H2O2 ストレス耐性の上昇や性分化の促進などの表現型をも
たらすことが明らかになっている（Ohtsuka et al., 2009; 2012）。Ecl1 ファミリ
ー遺伝⼦⾼発現株のマイクロアレイを含む⼀連の解析を⾏った結果、これらは
主に prr1+ (⼆成分制御系のレスポンスレギュレーターをコードする遺伝⼦) を、
⼀部を hsr1+ (Saccharomyces cerevisiae の Msn2 と Msn4 に類似する Zinc finger
転写因⼦をコードする遺伝⼦) を介して機能していることが明らかになった
(Chen et al., 2008; Ohtsuka et al., 2012)。我々は、Ecl1 ファミリー遺伝⼦が新た
な寿命制御因⼦であると考え、解析を⾏っている。

分裂酵⺟における H2O2 ストレス応答

細胞にとって有害な影響を及ぼす活性酸素種は好気代謝の副産物として常に
発⽣している。このため好気的に⽣育する細胞にとって H2O2 などの活性酸素種
の除去は細胞を保護するために必須である。分裂酵⺟において H2O2 の除去に重
要な細胞内シグナル応答経路として、Pap1 経路と Sty1-Atf1 経路が挙げられる。
Pap1 経路は⽐較的穏やかな酸化ストレスに応答し、Sty1-Atf1 経路はより強い
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酸化ストレスに応答する（Vivancos et al., 2006）。転写因⼦である Pap1 は、細
胞が H2O2 ストレスに曝されると、⾃⾝に含まれるシステイン残基がジスルフィ
ド結合を形成することで活性化型となり、この活性化型 Pap1 と転写因⼦ Prr1
がヘテロダイマーを形成することで標的遺伝⼦の転写が促進される（Calvo et al.,
2012）。その⼀⽅で、Sty1 MAPK は細胞が H2O2 ストレスに曝されると、リン酸
化されることによって活性化し、さらに bZip 転写因⼦である Atf1 が Sty1 によ
ってリン酸化されることで、標的遺伝⼦の 1 つであるカタラーゼ ctt1+の転写が
促進される (図 0-1) (Nakagawa et al., 2000; Quinn et al., 2002; Vivancos et al.,
2004)。また、Atf1 は同じく bZip 転写因⼦である Pcr1 とヘテロダイマーを形成
し、機能することが知られている（Vivancos et al., 2006）。活性化したリン酸化
型 Sty1 はチロシンホスファターゼである Pyp1 と Pyp2 によって脱リン酸化さ
れ不活性化し、負に制御されることが知られている (Shiozaki et al., 1998; Zuin

et al., 2010)。

図 0-1：酸化ストレスを含む各種ストレスに応答する Sty1-Atf1 経路
図は Vivancos et al. 2006 より引⽤
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分裂酵⺟における有性⽣殖

分裂酵⺟は通常、栄養が豊富な条件下では細胞周期を進⾏させ、さかんに分裂
を⾏う。分裂酵⺟の細胞周期は⽐較的 G2 期が⻑く、通常は 1 倍体で⽣育してい
る。しかし窒素源や炭素源などの栄養源が枯渇すると、性分化が誘導され G1 期
停⽌後に異なる接合型の細胞が接合を⾏うことで 2 倍体を形成する。2 倍体を
形成後は減数分裂を経て、4 つの胞⼦が形成されることで有性⽣殖が完了する
（図 0-2）。

図 0-2：分裂酵⺟の有性⽣殖過程
図は http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/cbiol/pombe/study.htm より引⽤

亜鉛の恒常性の維持と Zinc finger タンパク質

亜鉛は⽣物にとって必須の微量⾦属であり、⽣体内の様々な反応に必要とさ
れる（Andreini and Bertini, 2012）。このため細胞内に亜鉛が不⾜すると細胞に
とって有害な影響を及ぼすが、逆に亜鉛が過剰に存在しても有害であるため、細
胞内の亜鉛の恒常性は厳密に維持されている（Choi and Bird, 2014）。真核⽣物
において細胞質の亜鉛が不⾜すると、①：細胞外からの亜鉛の取り込みが促進さ
れる、②：亜鉛を貯蔵している細胞内⼩器官から亜鉛が細胞質に放出される、
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③：メタロチオネインなどの亜鉛と結合しているタンパク質の発現を抑制し、他
の亜鉛が必要な反応に亜鉛を供給するなどの応答が起きる（図 0-3）。その⼀⽅
で、亜鉛が過剰に存在する場合は概ね亜鉛枯渇時と逆の応答が起きる（図 0-3）。
分裂酵⺟においては亜鉛トランスポーターの Zrt1 が細胞外から亜鉛を取り込む
ことが知られている（Boch et al., 2008; Dainty et al., 2008）。
前述の通り、亜鉛は⽣体内の様々な反応において重要な役割を担っているが、
その中の⼀つとしてタンパク質との結合があげられる。亜鉛と結合するタンパ
ク質には Zinc finger タンパク質が存在し、タンパク質内に Zinc finger ドメイン
という亜鉛との結合に必要なドメインを保持している。主要な Zinc finger ドメ
インには 2 つのシステイン残基と 2 つのヒスチジン残基から構成される C2H2
型や、4 つのシステイン残基から構成される C4 型が存在することが知られ（Pace
and Weerapana, 2014）、Zinc finger タンパク質はこれらのシステイン残基やヒ
スチジン残基によって亜鉛と結合し、⽴体構造を維持する（図 0-4）。⼀般的に、
C2H2 型の Zinc finger ドメインはΦXCX2-5CX3ΦX5ΦX2HX2-5H（Φ：疎⽔性の
アミノ酸、X：任意のアミノ酸）、C4 型の Zinc finger ドメインは CX2CX17-20CX2C
（X：任意のアミノ酸）というアミノ酸配列から構成される（Reyes et al., 2004;
Wilson and Bird, 2016）。今回の解析対象である Ecl1 ファミリータンパク質の N
末端にも C4 型の Zinc finger ドメインと類似するアミノ酸配列
（CX2CX10CX3C）
が確認されため、以降の解析では亜鉛結合タンパク質という観点からも Ecl1 タ
ンパク質に対する解析を⾏った。
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図 0-3：細胞内における亜鉛の恒常性維持のメカニズム
真核⽣物において細胞質の亜鉛が不⾜すると、①：細胞外からの亜鉛の取り込み
が促進される、②：亜鉛を貯蔵している細胞内⼩器官から亜鉛が細胞質に放出さ
れる、③：メタロチオネインなどの亜鉛と結合しているタンパク質の発現が抑制
され、他の亜鉛が必要な反応に亜鉛が供給されるなどの応答が起きる。逆に細胞
質の亜鉛が過剰になった場合は、④：細胞外への亜鉛の排出が促進される、⑤：
メタロチオネインなどの亜鉛結合タンパク質の発現が促進され、遊離状態の亜
鉛に結合する、⑥：細胞質から細胞内⼩器官へ亜鉛が貯蔵されるなどの応答が起
きることで亜鉛の恒常性が維持される（図は Choi and Bird, 2014 より引⽤）。

図 0-4：Zinc finger ドメインの⽴体構造の模式図
C2H2 型の Zinc finger ドメインの⽴体構造。タンパク質が 2 つのシステイン残
基と 2 つのヒスチジン残基によって亜鉛（緑⾊の丸）と結合している。亜鉛との
結合によってα-ヘリックス（⾚⾊）とβ-シート（⻩⾊）が折りたたまれ、⽴体
構造が維持される（図は Hossain et al., 2015 より引⽤）。
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第1章

ecl1+の H2O2 ストレス応答に関する解析
緒⾔
真核細胞において MAPK シグナル経路は外部環境の変化に対する感知と応答
に必要不可⽋である (Soto et al., 2002)。これらの MAPK カスケードは進化の
過程において⾼度に保存されており、核にシグナルが伝達されることで適切な
遺 伝 ⼦ 発 現 が 引 き 起 こ さ れ る （ Madrid et al., 2004 ）。 分 裂 酵 ⺟

Schizosaccharomyces pombe は酸化ストレスのような外部シグナルの影響を研
究する上で、真核⽣物のモデルとして⽤いられている (Lushchak, 2010)。分裂
酵⺟において Sty1 MAPK とその標的基質である転写因⼦ Atf1 は多様な細胞内
プロセスを制御している (Sansó et al., 2011)。Sty1 MAPK は進化的に保存され
たストレス活性化型タンパク質キナーゼファミリーに属し、このファミリーに
は出芽酵⺟の Hog1 や、哺乳類の p38 MAPK や JNK MAPK も含まれる
(Morigasaki et al., 2008; Morigasaki and Shiozaki, 2010; Zhou et al., 2012)。Sty1
のリン酸化基質の 1 つである転写因⼦ Atf1 は C 末端に bZip ドメインを有し、
ATF/CRE 認識サイトに特異的に結合する (Takeda et al., 1995)。分裂酵⺟にお
いて Atf1 は様々なストレス状況への細胞応答の中枢を担っている (Morita et al.,
2011; Lawrence et al., 2007)。リン酸化された Sty1 は細胞質から核へと移⾏し、
Atf1 をリン酸化する（Vivancos et al. 2006）。そして、Atf1 は様々なストレス応
答遺伝⼦の転写誘導に働く。
序論で述べた通り、Ecl1 ファミリー遺伝⼦の⾼発現は経時寿命の延⻑だけで
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なく、H2O2 ストレスに耐性を⽰すことが明らかになっている（Ohtsuka et al.,
2008; 2009）。この Ecl1 ファミリー遺伝⼦の⾼発現による H2O2 耐性の上昇は、
カタラーゼをコードする遺伝⼦である ctt1+に依存することが確認されており、

ctt1 ⽋損変異株では Ecl1 ファミリー遺伝⼦を⾼発現しても H2O2 耐性の上昇は
観察されなかった（Ohtsuka et al., 2012）。好気的に⽣育する細胞にとって、フ
リーラジカルや H2O2 などの活性酸素種の除去は細胞を保護する上で⾮常に重
要であり、寿命にも⼤きな影響を与えると⾔われている (Muller et al., 2007)。

ctt1+を⾼発現すると H2O2 ストレス耐性が上昇し、逆に⽋損することで H2O2 ス
トレスに感受性を⽰す。その⼀⽅で、ctt1+ を⾼発現や⽋損させても経時寿命に
変化はなく、また ctt1+⽋損変異株においても Ecl1 の⾼発現は寿命を延⻑した
（Ohtsuka et al., 2012）。この結果から、Ecl1 ファミリー遺伝⼦⾼発現による経
時寿命の延⻑と H2O2 耐性の上昇は独⽴した現象であることが⽰されている。
本研究では Ecl1 ファミリー遺伝⼦、中でも特に ecl1+の H2O2 ストレス応答に焦
点を当てて解析を⾏った。今回の解析によって Ecl1 ファミリー遺伝⼦の中で

ecl1+のみが H2O2 ストレスによって発現が誘導され、その発現誘導は転写因⼦
Atf1 が ecl1+の上流配列に直接結合することで起きることが明らかになった。
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結果
ecl1+の⽋損株は H2O2 ストレスに感受性を⽰す
これまでの研究から、Ecl1 ファミリー遺伝⼦（ecl1+、ecl2+、ecl3+）の⾼発現
に よ っ て H 2 O2 ス ト レ ス に 対 し て 耐 性 を ⽰ す こ と が 明 ら か に な っ て い る
（Ohtsuka et al., 2008; 2009）。そこで、逆に Ecl1 ファミリー遺伝⼦を⽋損され
た場合の H2O2 ストレスに対する表現型の解析を⾏った。Ecl1 ファミリー遺伝
⼦の単独⽋損株、⼆重⽋損株、三重⽋損株をそれぞれ作製し、H2O2 を含む培地
における⽣育を調べた結果、Δecl1、Δecl1.2、Δecl1.2.3 変異株が著しい H2O2
感受性を⽰した（図 1-1）。⼀⽅で、Δecl3、Δecl2.3 変異株は弱い H2O2 感受性
を⽰し、Δecl2 変異株はほとんど感受性を⽰さなかった。これらの結果から、
Ecl1 ファミリー遺伝⼦の中でも特に ecl1+が H2O2 ストレス応答に重要な役割を
担っていることが⽰唆された。次に、これら Ecl1 ファミリー遺伝⼦⽋損変異株
の⽰す H2O2 ストレス感受性がカタラーゼをコードする ctt1+の⾼発現によって
抑制されるかを確認するため、Δecl1 変異株とΔecl1.2.3 変異株に ctt1+を⾼発
現した株の H2O2 ストレス耐性の解析を⾏った。その結果、Δecl1 変異株とΔ

ecl1.2.3 変異株の H2O2 感受性は ctt1+を⾼発現することで回復した（図 1-2）。
この結果から、これらの変異株における ctt1+の発現レベルと H2O2 感受性の関
連性が予期された。
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図 1-1：Ecl1 ファミリー遺伝⼦⽋損変異株の H2O2 ストレス感受性
野⽣株（JY333）と Ecl1 ファミリー遺伝⼦の単独⽋損変異株 (JY333Δecl1、JY333
Δecl2、JY333Δecl3)、⼆重⽋損変異株 (JY333Δecl1.2、JY333Δecl1.3、JY333
Δecl2.3)、三重⽋損変異株 (JY333Δecl1.2.3) をそれぞれ SD 培地で OD600=1.0
まで培養後、
段階的に希釈し 2.5 mM H2O2 を含む SD 寒天培地にスポットした。
スポット後 30℃で数⽇間培養し、撮影を⾏った。
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図 1-2：Ecl1 ファミリー遺伝⼦⽋損変異株の H2O2 感受性は ctt1+を⾼発現する
ことで回復する
野⽣株 (JY333)、Δ ecl1 変異株 (JY333Δ ecl1)、Δ ecl1.2.3 変異株 (JY333Δ

ecl1.2.3) に そ れ ぞ れ ベ ク タ ー プ ラ ス ミ ド と pCtt1 を 導 ⼊ し 、 SD 培 地 で
OD600=1.0 まで培養後、段階的に希釈し 3 mM H2O2 を含む SD 寒天培地にスポ
ットした。スポット後 30℃で数⽇間培養し、撮影を⾏った。

ecl1+の発現は H2O2 ストレスによって誘導される

ecl1+を⽋損させた際に著しい H2O2 感受性が⾒られたことから、H2O2 ストレ
スを与えた際の Ecl1 ファミリー遺伝⼦の発現量の変化を Northern blot 解析に
よって調べた（図 1-3）。解析の結果、ecl1+-mRNA の発現は H2O2 ストレスによ
って誘導された。H2O2 ストレスによる ecl1+の発現誘導は、今回の解析に⽤いた
EMM 培地においてだけでなく、SD 培地や YE 培地においても⾒られた（data
not shown）。対照的に、ecl2+と ecl3+の mRNA 発現量は H2O2 ストレスによって
減少していた。
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さらに、Ecl1 タンパク質についても同様の解析を⾏った。Ecl1 タンパク質の C
末端に HA タグを融合した株を⽤いて Western blot 解析を⾏った結果、mRNA
と同様に Ecl1 タンパク質の発現量も H2O2 ストレスによって誘導されることが
明らかになった（図 1-4）。

図 1-3：H2O2 ストレスによる Ecl1 ファミリー遺伝⼦の発現量の変化
野⽣株 (JY333) の細胞を EMM 培地において 30℃で OD600=0.5 まで培養後、
培地に終濃度が 3 mM になるように H2O2 を添加し、30 分おきにサンプリング
を⾏った。各遺伝⼦の mRNA 発現量を Northern blot により解析した。
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図 1-4：H2O2 ストレスによる Ecl1 タンパク質の発現誘導
JY333 Ecl1-HA の細胞を YE 培地において 30℃で OD600=2.0 まで培養後、培地
に終濃度が 3 mM になるように H2O2 を添加し、サンプリングを⾏った。Western
blot 解析を⾏い、Ecl1-HA タンパク質は抗-HA 抗体 (12CA5, Roche) を⽤いて
検出し、コントロールとしてα-tubulin の検出を⾏った。

H2O2 ストレスによる ecl1+の発現誘導は転写因⼦ Atf1 に依存する

分裂酵⺟において主に 2 つのシグナル伝達経路が H2O2 ストレス応答に重要
であるとされている（Quinn et al., 2002; Vivancos et al., 2006）。1 つは Pap1 経
路であり、⽐較的穏やかな H2O2 ストレスに応答する。もう 1 つは Sty1-Atf1 経
路であり、より強度の H2O2 ストレスに応答する。したがって、3 mM の H2O2
ストレスによる ecl1+の転写誘導がこれらのシグナル伝達経路に依存するかどう
かの解析を⾏った。まず、Δpap1 変異株における H2O2 ストレスによる ecl1+の
発現誘導を調べた結果、 ecl1+ の発現誘導が野⽣株と同程度に起こっており、
H2O2 ストレスによる ecl1+の発現誘導は Pap1 経路には依存しないことが明らか
になった（data not shown）。次に、H2O2 ストレスによる ecl1+の発現誘導が Sty1Atf1 経路に依存するかを調べた。
Atf1 は広く保存された bZip 転写因⼦であり、
分裂酵⺟の H2O2 ストレス応答に重要な役割を担っている（Eshaghi et al., 2010）。
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Δatf1 変異株を⽤いて Northern blot 解析を⾏った結果、野⽣株で⾒られた H2O2
ストレスによる ecl1+の発現誘導がΔatf1 変異株においては⾒られなかった（図
1-5）。この結果から、H2O2 ストレスによる ecl1+の発現誘導は Atf1 に依存する
ことが明らかになった。その Atf1 は同じく転写因⼦である Pcr1 とヘテロダイ
マーを形成して機能することが知られている（Eshaghi et al., 2010; Sansó et al.,
2011）。従って Pcr1 の⽋損変異株を⽤いて同様の解析を⾏った結果、H2O2 スト
レスによる ecl1+の発現誘導はΔpcr1 変異株においても⾒られなかった（data
not shown）。Δatf1 変異株において H2O2 ストレスによる ecl1+の発現誘導が⾒
られなかった原因が、Δatf1 変異株が H2O2 ストレスによって死滅してしまった
ことによる結果である可能性を排除するために以下の実験を⾏った。まず、H2O2
を培地に添加してから 60 分後のΔatf1 変異株の⽣存率測定を⾏った結果、野⽣
株が 70.4%⽣存していたのに対してΔatf1 変異株は 78.6%⽣存していた（data
not shown）。次に H2O2 ストレスによって Atf1 ⾮依存的に発現量が上昇する

tpx1+（チオレドキシンペルオキシダーゼをコードする遺伝⼦）に注⽬して解析
を⾏った。Δatf1 変異株において 3 mM の H2O2 を添加してから 60 分後の tpx1+
の発現量をリアルタイム PCR によって解析した結果、野⽣株と同様にΔatf1 変
異株においても H2O2 ストレスによる tpx1+の発現上昇が観察された（図 1-6）。
これらの結果から、Δatf1 変異株は H2O2 ストレス処理後も転写活性を保持して
おり、Atf1 は H2O2 ストレスによる ecl1+の転写誘導に必須であることが明らか
になった。
次に Atf1 をリン酸化する Sty1 MAPK の活性化が ecl1+の発現量に与える影響
を調べた。まず Sty1 ⾼発現株における ecl1+の発現量を Northern blot 解析によ
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って調べた結果、Sty1 の⾼発現によって ecl1+の発現量が上昇していた（図 17）。さらに Sty1 を脱リン酸化するホスファターゼである Pyp1 の⽋損変異株を
⽤いて同様の実験を⾏った。Pyp1 は Sty1 を脱リン酸化によって不活性化する
ため、Δpyp1 変異株において Sty1 は恒常的に活性化される（Shiozaki et al.,
1998; Zuin et al., 2010）。解析の結果、Δpyp1 変異株においても ecl1+の発現量
の上昇が確認された（図 1-7）。これらの結果から Sty1 MAPK 経路が ecl1+の発
現制御を⾏っていることが判明した。H2O2 ストレスによる ecl1+の発現誘導が
Sty1 MAPK 経路に依存することが明らかになったため、次に Sty1 が今回の H2O2
ストレス条件下で実際に活性化しているかどうか解析を⾏った。これまでの研
究から、Sty1 はリン酸化されることで活性化することが知られている（Shiozaki

et al.,1998; Lawrence et al.,2007）。さらにこの活性化に関わるチロシン残基のリ
ン酸化は p38 リン酸化抗体によって検出することができる。そこで、p38 リン
酸化抗体を⽤いた Western blot 解析を⾏った結果、Sty1 は 3 mM の H2O2 スト
レスによって活性化していた（図 1-8）。以上の結果から、ecl1+の発現は H2O2 ス
トレスに応答して Sty1-Atf1 経路によって活性化することが確認された。
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図 1-5：H2O2 による ecl1+の発現誘導は Atf1 に依存する
野⽣株 (JY333)、Δatf1 変異株 (JX305)の細胞をそれぞれ EMM 培地において
30℃で OD600=0.5 まで培養後、培地に終濃度が 3 mM になるように H2O2 を添
加し、30 分おきにサンプリングを⾏った。ecl1+-mRNA 発現量を Northern blot
を⽤いて解析を⾏った。

図 1-6：H2O2 処理後もΔatf1 変異株は転写活性を持つ
野⽣株 (JY333)、Δatf1 変異株 (JX305) の細胞をそれぞれ EMM 培地において
30℃で OD600=0.5 まで培養後、培地に終濃度が 3 mM になるように H2O2 を添
加し、30 分おきにサンプリングを⾏った。tpx1+-mRNA 発現量をリアルタイム
PCR によって解析した。
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図 1-7：Sty1 の活性化による ecl1+の発現上昇
野⽣株 (JY333) にベクタープラスミドと pSty1 を導⼊した細胞と、Δpyp1 変
異株 (KS1876) をそれぞれ SD 培地において OD600=1.0 まで培養後サンプリン
グを⾏い、ecl1+-mRNA 発現量を Northern blot を⽤いて解析を⾏った。

図 1-8：H2O2 ストレスによる Sty1 の活性化
Sty1-HA6H 株 (KS1376) を YE 培地において OD600=1.0 まで培養後、培地に終
濃度が 3 mM になるように H2O2 を添加し、30 分おきにサンプリングを⾏った。
リン酸化型 Sty1-HA6H の量をリン酸化 Tyr 抗体 (anti-p38) を⽤いた Western
blot によって解析した。Sty1-HA6H の総量は HA 抗体を⽤いて検出した。
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Atf1 は ecl1+の上流配列に結合する

これまでの解析から、H2O2 ストレスによる ecl1+の転写誘導が転写因⼦であ
る Atf1 に依存することが明らかになった。次に Atf1 が ecl1+の上流に結合して
転写制御を⾏っているかを確認するために、Atf1 の C 末端に Myc タグを融合
した株を作製した上でクロマチン免疫沈降法（ChIP assay）によって解析を⾏っ
た。ctt1+の上流配列を Atf1 が結合するコントロール（ポジティブコントロール）、

php2+の下流配列を Atf1 が結合しないコントロール（ネガティブコントロール）
として⽤いて解析を⾏った結果、ecl1+の上流領域に Atf1-myc タンパク質が結合
することが確認された（図 1-9）。加えて、Atf1-myc タンパク質は H2O2 ストレ
スの有無に関わらず ecl1+と ctt1+の上流領域に結合していた。この結果はこれま
でに報告されている Atf1 が H2O2 ストレスのない状況でも常に標的の配列に結
合するという報告と⼀致する（Eshaghi et al., 2010）。以上の結果から、Atf1 が
直接 ecl1+の発現を制御することが明らかになった。
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図 1-9：Atf1 は ecl1+の上流配列に結合する

ecl1+の上流配列に対する ChIP assay の結果を⽰す。
（A） 細胞抽出液（WCE）と IP サンプル（ChIP）の PCR サンプルの電気泳動
の結果。ポジティブコントロールとして ctt1+上流配列を、ネガティブコ
ントロールとして php2+下流配列をそれぞれ⽤いた。
（B） (A)の電気泳動のバンドを定量し、IP/WCE の相対⽐を算出した。独⽴ 3
連の実験による平均値と標準偏差を算出した。Studentʼs t-test により検
定し、信頼性を解析した (N.S., nonsignificant; *P<0.05; **P<0.01)。
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ctt1+は Ecl1 依存的と Ecl1 ⾮依存的な経路で制御される

ctt1+はカタラーゼをコードしており、H2O2 の有害な影響から細胞を保護する
役割を持つ。ctt1+の発現は部分的に Atf1 によって制御されている（Nakagawa

et al., 2000; Quinn et al., 2002; Vivancos et al., 2004）。これまでの研究から、Ecl1
を⾼発現することによって ctt1+の発現が促進されることが明らかになっている
（Ohtsuka et al. 2012）。今回 H2O2 ストレス応答において Atf1 が ecl1+を活性化
していることが明らかになったことから、ctt1+発現の活性化における Atf1 と
Ecl1 の関係性を明らかにするため、様々な変異株における ctt1+の発現量をリア
ルタイム PCR を⽤いて解析した。まずΔecl1 変異株における ctt1+の発現を測
定したところ、野⽣株に⽐べ発現量が低下していた (図 1-10A)。次にΔpyp1 変
異株における ctt1+の発現量を調べたところ、コントロールの野⽣株と⽐較して

ctt1+の発現量の上昇が⾒られた (図 1-10B)。これは前述の通り Pyp1 は Sty1
MAPK を脱リン酸化し、不活性化するホスファターゼであるため、Δpyp1 変異
株において Sty1 とその下流の Atf1 が活性化した結果と考えられる。さらにΔ

pyp1Δecl1 変異株における ctt1+の発現量を測定したところ、Δpyp1 変異株と
同程度の発現量が⾒られた (図 1-10B)。これらの結果から、Atf1 依存的な ctt1+
の活性化に Ecl1 はほとんど寄与しないことが⽰唆された。その⼀⽅で、Δatf1
変異株において Ecl1 の⾼発現が ctt1+の発現量に与える影響を調べたところ、

ctt1+の発現量の上昇が⾒られた (図 1-11A)。さらにΔatf1 変異株に Ecl1 を⾼発
現した株は、コントロールと⽐較して H2O2 ストレスに耐性を⽰した (図 1-11B)。
これらの結果から、Atf1 は ctt1+の発現を Ecl1 に依存的な経路と⾮依存的な経
路で制御していると考えられる (図 1-12)。
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図 1-10：各種⽋損変異株における ctt1+-mRNA 発現量
（A） 野⽣株 (JY333) とΔecl1 変異株 (JY333Δecl1) の細胞をそれぞれ YE 培
地において OD600=1.0 まで培養し、集菌後に ctt1+の発現量をリアルタイ
ム PCR によって解析した。Studentʼs t-test により検定し、信頼性を解析
した (*P<0.05)。
（B） 野⽣株 (JY333),Δpyp1 変異株 (KS1867),Δecl1Δpyp1 変異株 (JY333Δ

ecl1Δpyp1) の細胞をそれぞれ YE 培地において OD600=1.0 まで培養し、
集菌後に ctt1+の発現量をリアルタイム PCR によって解析した。Studentʼs
t-test により検定し、信頼性を解析した (N.S., nonsignificant; **P<0.01)。
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図 1-11：Ecl1 による Atf1 ⾮依存的な ctt1+の発現誘導
（A） 野⽣株（JY333）とΔatf1 変異株（JX305）にベクタープラスミドと pEcl1
を導⼊した細胞をそれぞれ EMM 培地において OD600=1.0 まで培養し、
集菌後に ctt1+の発現量をリアルタイム PCR によって解析した。Studentʼs
t-test により検定し、信頼性を解析した (*P<0.05; **P<0.01)。
（B） 野⽣株 (JY333) とΔ atf1 変異株 (JX305) にベクタープラスミドと
pEcl1 を導⼊した細胞をそれぞれ EMM 培地において OD600=1.0 まで培
養し、段階希釈後に 2 mM H2O2 を含む EMM 寒天培地にスポットした。
スポット後 30℃で数⽇間培養し、撮影を⾏った。

図 1-12：Atf1, Ecl1, Ctt1 の関係を⽰した模式図
Atf1 は ctt1+の発現を Ecl1 依存的な経路と⾮依存的な経路を介して制御する。
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考察
今回の研究から H2O2 ストレスによる ecl1+の発現誘導が、bZip 転写因⼦であ
る Atf1 に依存することが明らかになった。また Atf1 が ecl1+の上流配列に結合
することが確認されたため、ecl1+は H2O2 ストレス応答において Atf1 によって
直接的に制御されていることが明らかになった。その⼀⽅で、Ecl1 の⾼発現に
よる ctt1+の発現上昇がΔatf1 変異株においても起こることから、Ecl1 の⾼発現
による ctt1+の発現誘導は Atf1 ⾮依存的であることが明らかになった。これまで
の研究から、H2O2 ストレスによる ctt1+の発現誘導は複数のシグナル伝達経路ま
たは転写因⼦（Sty1-Atf1、Pap1、Prr1）によって引き起こされることが知られ
ており、これらの遺伝⼦いずれかの単独の⽋損は部分的に ctt1+の発現誘導に影
響を及ぼす（Chen et al., 2008）。今回の結果とこれらの過去に報告されている知
⾒を照らし合わせると、Atf1 は H2O2 ストレスにおいて ctt1+を Ecl1 依存的な経
路と Ecl1 ⾮依存的な経路の 2 つの経路で制御していると考えられる (図 1-12)
(Vivancos et al., 2006; Chen et al., 2008; Quinn et al., 2002; Eshaghi et al., 2010)。
今回の結果から、Atf1 が ecl1+の上流に結合し、その転写を制御していることが
明らかになった。Atf1 が結合可能な塩基配列モチーフがいくつか報告されてい
るが、その中に TTACGT や TGACGT が含まれる (Chen et al., 2003; Eshaghi

et al., 2010)。TTACGT モチーフは ecl1+の翻訳開始コドンから 761bp 上流に存
在する。従って、Atf1 はこのモチーフに結合して ecl1+の発現制御を⾏っている
のかもしれない。過去に、ChIP-chip 解析とマイクロアレイ解析の両⽅を⽤いた
包括的な解析が⾏われていたが (Eshaghi et al., 2010)、ecl1+は H2O2 ストレス状
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況下において Atf1 によって制御される標的遺伝⼦としては同定されていなかっ
た。これは、ecl1+が発⾒される以前に⾏われた解析であり、ecl1+が遺伝⼦カタ
ログに登録されていなかったことによるものと思われる (Ohtsuka et al., 2008)。
Δecl1 変異株が著しい H2O2 感受性を⽰すことから、ecl1+は分裂酵⺟の H2O2 ス
トレス応答において重要な役割を担っていると思われる。我々は Ecl1 が Atf1 と
Ctt1 と共に働くことによって、協調的にストレス環境への適応を⾏っているの
ではないかと考えている(図 1-12)。
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実験材料・⽅法
菌株と培地

使⽤した分裂酵⺟ Schizosaccharomyces pombe の菌株を以下に⽰す。

菌株名

遺伝⼦型

JY333

h- leu1-32 ade6-M216

JY333 Atf1-myc

h- leu1-32 ade6-M216 atf1:: atf1-myc-kanr

JY333 Ecl1-HA

h- leu1-32 ade6-M216 ecl1::ecl1-HA-kanr

JY333∆ecl1

h- leu1-32 ade6-M216 ecl1:: kanr

JY333∆ecl2

h- leu1-32 ade6-M216 ecl2:: kanr

JY333∆ecl3

h- leu1-32 ade6-M216 ecl3:: kanr

JY333∆ecl1.2

h- leu1-32 ade6-M216 ecl1:: kanr ecl2:: kanr

JY333∆ecl2.3

h- leu1-32 ade6-M216 ecl2:: kanr ecl3:: kanr

JY333∆ecl1.3

h- leu1-32 ade6-M216 ecl1:: kanr ecl3:: kanr

JY333∆ecl1.2.3

h- leu1-32 ade6-M216 ecl1:: kanr ecl2:: kanr ecl3:: kanr

TP108-3C

h- leu1-32 ura4-D18 pap1::ura4+

TK107

h- leu1-32 ura4-D18 sty1::ura4+

JX305

h- leu1-32 ade6-M216 ura4-D18 atf1::ura4+

KS1867

h- leu1-32 ura4-D18 pyp1::LEU2 spc1::spc1-HA6H-ura4+

JY333∆ecl1∆pyp1

h- leu1-32 pyp1::LEU2

KS1376

h- leu1-32 ura4-D18 sty1:: sty1-HA6His-ura4+

- 28 -

培養には YE 培地（0.5% Yeast Extract, 3% glucose）または EMM 培地や SD 培
地を⽤い（Ohtsuka et al., 2008）
、必要に応じて核酸やアミノ酸などの⽣育に必
要なサプリメントを加えた。

使⽤したプラスミド

ecl1+, sty1+, ctt1+の⾼発現に⽤いた pEcl1, pSty1, pCtt1 プラスミドは過去の実
験と同⼀のものを使⽤した（Ohtsuka et al., 2008; Yamada et al., 1997; Ohtsuka

et al., 2012）。ベクタープラスミド（pLB-Dblet）上にそれぞれ ecl1+, sty1+, ctt1+
の ORF とその上流配列をクローニングした。

Western blot 解析

EMM 培地で培養した酵⺟を集菌し、lysis buffer（50 mM Tris-HCl pH8.0,
150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.1% NP40）に懸濁してガラスビーズを⽤いて破
砕 し 、 上 清 に sample buffer （ 50 mM Tris-HCl pH6.8, 2% SDS, 6% β mercaptoethanol, 10% glycerol, BPB）を加えサンプルとした。
12.5％アクリルアミドゲルで電気泳動し、Hybond-P にトランスファーした後、
抗 体 を ⽤ い て 検 出 し た 。 発 ⾊ に は ECL Prime Western Blotting Detection
Reagent (GE Healthcare) を⽤い、Ez-Capture (ATTO) で解析した。

Northern blot 解析

集菌した酵⺟から、RNeasy Mini Kit (QIAGEN) を⽤いて RNA を抽出し、ホ
ルムアルデヒドを含む 1.0％アガロスゲルで分離した。Hybond-N にトランスフ
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ァーし、[32P]dCTP で標識した DNA プローブと Rapid hybridization buffer を
⽤いてハイブリダイゼーションし、imaging plate を⽤いて RNA の発現を解析
した。

リアルタイム PCR 解析

集菌した酵⺟から、RNeasy Mini Kit (QIAGEN) を⽤いて RNA を抽出し、
ReverTra Ace qPCR RT Master Mix with gDNA Remover (TOYOBO) によって
cDNA サ ン プ ル を 作 製 し た 。 EcoTM real-time PCR system (Illumina) と
THUNDERBIRD SYBR qPCR Mix (TOYOBO) を⽤いてリアルタイム PCR 解
析を⾏った。解析の際には、cdc2+の発現量をコントロールとして⽤いた。使⽤
したプライマーを以下に⽰す。
【ecl1+-mRNA】
F：TTTTGCACAGTGTGTGGAGC
R：TGTGTAAGCACTGAACCGTG

【ctt1+-mRNA】
F：TTTTAACCCTATGGCTGCGG
R：ATGGACGACACGTTCAGGAA

【tpx1+-mRNA】
F：GGCCGACCCTAGCCATAAGG
R：GGGCAAACCTCACCGTGCTC
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【cdc2+-mRNA】
F：CCGAATTTCAGAAACTGGGG
R：GTATAGTTCCGCAAAGGGAC

Ecl1-HA の作製

下記のプライマーから作製した F ⽚・R ⽚、そして pFA6a-3HA-kanMX6 と
混合し、Ecl1 の C 末端に 3HA が挿⼊された DNA 断⽚を野⽣株 (JY333) に形
質転換した（Bähler et al., 1998）。使⽤したプライマーを以下に⽰す。
F1：GATCTATCACACTATATATA
F2：TTAATTAACCCGGGGATCCGCGCATGTAGTTTTGTGTAAGCAC
R1：GTTTAAACGAGCTCGAATTCGGTTTATGGGTAAGGTACCC
R2：CCGCGGATTAAATTGCTGGT

Atf1-Myc の作製

下記のプライマーから作製した F ⽚・R ⽚、そして pFA6a-13Myc-kanMX6 を
混合して Atf1 の N 末端に 13Myc が挿⼊された DNA 断⽚を作製し、野⽣株
（JY333）に形質転換した（Bähler et al., 1998）。使⽤したプライマーを以下に
⽰す。
F1：AGACTTTCCCCGACTCTATCC
F2：TTAATTAACCCGGGGATCCGGTACCCTAAATTGATCTTTGAGC
R1：GTAGCGACAAACACTCACTAAG
R2：GTTTAAACGAGCTCGAATTCAAGGTCTCAGTCTGTGATGGTT
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ChIP 解析

JY333とJY333 Atf1-MycをSD培地においてOD600＝1.0まで培養し、熱ショッ
ク（43℃、30分間）にさらした後、1％ホルムアルデヒドによって室温で15分間
クロスリンクした。グリシンを終濃度125 mMになるように加え、5分間反応さ
せた後細胞を集菌し、lysis buffer (50 mM Tris-HCl pH 8.0, 150 mM NaCl, 5 mM
EDTA, 0.1% NP40, 2.5 mM PMSF, complete (Roche))に懸濁してガラスビーズ
と共にMicro Smash MS-100R (TOMY)で細胞を破砕し、さらに30秒間×3回、
BIORUPTOR (COSMO BIO)で平均DNA⻑が0.5 ~1 kbとなるように超⾳波破
砕を⾏った。Atf1-Mycの免疫沈降には、4℃で45分c-Myc (9E10) AC (Santa Cruz
Biotechnology)と細胞抽出液を反応させた後、沈殿を計5回洗い、elution buffer
(10 mM Tris-HCl pH 8.0, 10 mM EDTA, 1% SDS)に懸濁した。クロスリンクを
外すため、その懸濁液を65℃で45分間反応させ、その後にRNase（SIGMA）及
びProteinase K（TaKaRa）と反応させた。最後にDNAを精製し、以下のプライ
マーを⽤いてPCRによってDNAの増幅を試みた。

ecl1+上流（ecl1+遺伝⼦の上流 460bp〜860bp）
F：TATGTCTACCGCCCATTCAC
R：GTGTGCGTTGGTAAACAAAC

ctt1+下流（ctt1+遺伝⼦の上流 600bp〜40bp）
F：CGGTATGAGCGCATCGTAAA
R：TTAATTAACCCGGGGATCCGTGGTGTAAACAGGGACGGTA
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php2+下流（php2+遺伝⼦の下流（開始コドンから）980bp〜1640bp）
F：GTTTAAACGAGCCGAATTCCGGTTCTTCAGGAACCATGA
R：GATGCCCTTGTTCTACGGAT
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第2章
Ecl1 ファミリータンパク質に保存された
4 つのシステイン残基に関する解析
緒⾔
我々は以前、分裂酵⺟の細胞内に⾼発現することで経時寿命を延⻑する Ecl1
ファミリー遺伝⼦（ecl1+, ecl2+, ecl3+）を同定した（Ohtsuka et al., 2009）。しか
しながらこれらのタンパク質の分⼦機能や、これらの因⼦による具体的な寿命
延⻑メカニズムは未だに不明である。これまでの我々の研究から、Ecl1 ファミ
リータンパク質が⽣育環境中の亜鉛の枯渇に応答した性分化誘導に必要である
ことが明らかになっている（Ohtsuka et al., 2015）。亜鉛は⽣物にとって必須の
微量⾦属であり、⽣体内の様々な反応に必要とされている（Andreini and Bertini,
2012）。細胞内において亜鉛の恒常性は厳密に制御されており、亜鉛の恒常性の
破綻は細胞に有害な影響を及ぼす（Choi and Bird, 2014）。今回の研究から Ecl1
ファミリータンパク質に保存されている 4 つのシステイン残基が、経時寿命の
延⻑や性分化誘導といった Ecl1 タンパク質の機能に重要であることが明らかに
なった。さらに Ecl1 タンパク質が亜鉛と結合しており、これらの 4 つのシステ
イン残基の内 1 つを変異させると Ecl1 タンパク質と亜鉛との結合が⾒られなく
なったことから、亜鉛との結合にもこれらのシステイン残基が重要であること
が⽰唆された。加えて⽣育環境中の亜鉛の枯渇が分裂酵⺟の経時寿命を延⻑し、
この現象が Ecl1 ファミリータンパク質に⼤きく依存することが明らかになった。
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結果
Ecl1 ファミリータンパク質に保存された 4 つのシステイン残基の重要性

Ecl1 ファミリータンパク質のアミノ酸配列を解析した結果、Ecl1 ファミリー
タンパク質の N 末端側の領域に 4 つのシステイン残基が共通して保存されてい
ることが明らかになった（図 2-1A）。さらにこれらの 4 つのシステイン残基は
出芽酵⺟の Ecl1 タンパク質にも保存されていた（図 2-1B）。タンパク質の機能
においてシステイン残基が重要な役割を担っている例は数多いことから、Ecl1
ファミリータンパク質においてもこれらのシステイン残基が重要なのではない
かと考え、これら 4 つのシステイン残基を 1 つずつセリン残基に置換した変異
型 Ecl1 タンパク質を作製し、これらの変異が Ecl1 タンパク質の機能に与える
影響を調べた。
これら 4 つのシステイン残基が Ecl1 タンパク質の機能に重要であるかを確か
めるため、まず作製した 4 種類の変異型 Ecl1 タンパク質⾼発現株の経時寿命の
測定を⾏った。野⽣型 Ecl1 タンパク質の⾼発現株は経時寿命の延⻑がみられた
が、4 つの変異型 Ecl1 タンパク質の⾼発現株はいずれも経時寿命の延⻑はみら
れなかった（図 2-2A）。また、出芽酵⺟においても同様の解析を⾏ったところ、
出芽酵⺟の Ecl1 タンパク質もこれらのシステイン残基を変異させることで寿命
の延⻑効果が抑制された（data not shown）。さらにこれまでの我々の研究から、
Δecl1.2.3 変異株は定常期において接合が起こらないことが明らかになってい
る（Ohtsuka et al., 2015）。このため、次にこれら 4 種類の変異型 Ecl1 タンパク
質がΔecl1.2.3 変異株の定常期における接合不全を回復できるかどうか解析を
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⾏った。Δecl1.2.3 変異株に野⽣型 Ecl1 タンパク質を⾼発現すると定常期にお
ける接合率は野⽣株程度まで回復したが、変異型 Ecl1 タンパク質を⾼発現して
も定常期におけるΔecl1.2.3 変異株の接合不全を回復しなかった（図 2-2B）。こ
れらの結果から、Ecl1 タンパク質の機能にはこれら 4 つのシステイン残基すべ
てが必須であることが⽰唆された。
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図 2-1：Ecl1 ファミリータンパク質に保存された 4 つのシステイン残基
分裂酵⺟の Ecl1 ファミリータンパク質（Ecl1、Ecl2、Ecl3）と出芽酵⺟の ScEcl1 のアミノ酸配列。相同的なアミノ酸残基をアスタリスクによって⽰し、保
存された 4 つのシステインを⼗字と⿊塗りによって⽰した。
（A） Ecl1 ファミリータンパク質のアミノ酸配列の⽐較。
（B） S. pombe の Ecl1 タンパク質（Sp-Ecl1）と S. cerevisiae の Ecl1 タンパク
質（Sc-Ecl1）とのアミノ酸配列⽐較。
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図 2-2：保存されたシステイン残基は Ecl1 タンパク質の機能に重要である
（A） 野⽣株（JY333）に各種プラスミド（pLB-Dblet、pEcl1、pC6S-Ecl1、pC9SEcl1、pC20S-Ecl1、pC24S-Ecl1）を導⼊した株を作製し、SD 培地におい
て経時寿命の測定を⾏った。
（B） 野⽣株（JY808）とΔecl1.2.3 変異株（JY808Δecl1.2.3）に各種プラスミ
ド（pLB-Dblet、pEcl1、pC6S-Ecl1、pC9S-Ecl1、pC20S-Ecl1、pC24S-Ecl1）
を導⼊した株を、EMM 培地において 2 ⽇間培養した後に接合率の測定
を⾏った。
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Ecl1 タンパク質は亜鉛結合タンパク質である

Ecl1 ファミリータンパク質に保存された 4 つのシステイン残基がタンパク質
の機能に重要であることが明らかになったが、これらのシステイン残基が Ecl1
ファミリータンパク質において持つ役割は何だろうか。タンパク質の機能にお
いてシステイン残基が重要な役割を持つ例を調べた結果、これらの 4 つのシス
テイン残基を含むドメイン（CX2CX10CX3C）が亜鉛の結合ドメインに類似する
ことが明らかになった（Kyba and Brock, 1998; Nagano et al., 2001）。このこと
から Ecl1 タンパク質にも亜鉛が結合しているのではないかと予想し、以降の解
析を⾏った。まず、野⽣型 Ecl1 タンパク質（Ecl1WT）と変異型 Ecl1 タンパク質
（Ecl1C9S）の N 末端側に GST タグを融合したタンパク質を精製し、誘導結合プ
ラズマ発光分光分析（ICP-AES）によってタンパク質に亜鉛が含まれているかを
解析した。解析の結果、GST-Ecl1WT はコントロールの GST のみと⽐較して多
くの亜鉛が検出されたが、GST-Ecl1C9S は GST と同程度しか検出されなかった
（図 2-3）。この解析結果から、Ecl1 タンパク質はこれらの保存されているシス
テイン残基によって亜鉛と結合していることが⽰唆された。
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図 2-3：9 番⽬のシステイン残基が Ecl1 タンパク質と亜鉛との結合に重要であ
る
N 末端に GST を融合した野⽣型 Ecl1 タンパク質（GST-Ecl1WT）と変異型 Ecl1
タンパク質（GST- Ecl1C9S）を⼤腸菌から精製し、各タンパク質溶液に含まれる
亜鉛量を ICP-AES によって解析した。GST タンパク質を同様に精製し、実験の
コントロールとして⽤いた。

⽣育環境中の亜鉛枯渇によって分裂酵⺟の経時寿命が延⻑する

これまでの我々の研究から、Ecl1 ファミリータンパク質が分裂酵⺟の亜鉛枯
渇における性分化誘導に重要であることが明らかになっている（Ohtsuka et al.,
2015）。さらに前述の解析によって Ecl1 タンパク質に亜鉛が結合することが明
らかになった。Ecl1 タンパク質はもともと経時寿命を延⻑する因⼦として同定
されたため、次に⽣育環境中の亜鉛濃度が分裂酵⺟の経時寿命に与える影響を
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調べた。まず培地に⾦属キレーターである EDTA を添加した際の寿命測定を⾏
った結果、分裂酵⺟の経時寿命は EDTA を添加することで著しく延⻑した（図
2-4A）。次に培地に含まれる亜鉛のみを枯渇した際の寿命測定を⾏った結果、こ
ちらも同様に経時寿命の延⻑が⾒られた（図 2-4B）。さらに亜鉛のトランスポー
ター⽋損株であるΔzrt1 変異株の通常培地における寿命測定を⾏った。Zrt1 タ
ンパク質は、亜鉛の細胞内への取り込みを⾏うトランスポーターであるため、Δ

zrt1 変異株は野⽣株と⽐較して細胞内の亜鉛量が少なくなる（Boch et al., 2008;
Dainty et al., 2008）。解析の結果、Δzrt1 変異株は野⽣株に⽐べて経時寿命が⻑
いことが明らかになった（図 2-4C）。これらの結果から、分裂酵⺟の経時寿命は
⽣育環境中の亜鉛の枯渇によって細胞内の亜鉛が減少することで延⻑すること
が明らかになった。
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図 2-4：亜鉛の枯渇によって分裂酵⺟の経時寿命が延⻑する
（A） 野⽣株（JY333）を EDTA（終濃度 5 mM）を添加した SD 培地において
培養し、経時寿命の測定を⾏った。
（B） 野⽣株（JY333）を通常の 1/10 量の亜鉛を含む SD 培地と亜鉛を全く含
まない SD 培地において培養し、経時寿命の測定を⾏った。
（C） 野⽣株（JY333）とΔzrt1 変異株（JY333Δzrt1）を通常の SD 培地におい
て培養し、経時寿命の測定を⾏った。
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亜鉛枯渇による寿命延⻑は Ecl1 ファミリータンパク質に依存する

分裂酵⺟の経時寿命が⽣育環境中の亜鉛枯渇によって延⻑することが明らか
になったため、次にこの亜鉛枯渇による寿命延⻑が Ecl1 ファミリータンパク質
に依存するかどうか解析を⾏った。これまでの我々の研究から、分裂酵⺟におい
て⽣育環境中の亜鉛を枯渇すると亜鉛応答遺伝⼦である zrt1+と SPBC1348.06c
が野⽣株においては発現が上昇するのに対し、Δecl1.2.3 変異株においては上昇
しないことが明らかになっており、Ecl1 ファミリータンパク質は亜鉛センサー
として機能していることが考えられている（Ohtsuka et al., 2015）。SD 培地にお
いて亜鉛を枯渇した際の野⽣株とΔecl1.2.3 変異株の経時寿命の測定を⾏った
結果、亜鉛枯渇による経時寿命の延⻑はΔecl1.2.3 変異株においては著しく抑制
された（図 2-5）。この結果より、亜鉛枯渇による経時寿命の延⻑は、亜鉛枯渇
による性分化誘導と同様に Ecl1 ファミリータンパク質に依存することが明らか
になった。さらにこのΔecl1.2.3 変異株が⽰す亜鉛枯渇による寿命の表現型が変
異型 Ecl1 タンパク質によって回復するかの解析を⾏った。解析の結果、野⽣型
の Ecl1 を⾼発現したΔecl1.2.3 変異株は亜鉛枯渇によって野⽣株のベクターコ
ントロールと同程度まで寿命が延⻑したが、変異型 Ecl1 を⾼発現したΔecl1.2.3
変異株はこれらの株と同程度まで寿命を延⻑することができなかった（図 2-6）。
この結果はこれまでの解析から得られている 9 番⽬のシステイン残基が Ecl1 タ
ンパク質の機能に重要であるという考えと⼀致する。
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図 2-5：亜鉛枯渇による寿命延⻑は Ecl1 ファミリータンパク質に依存する
野⽣株（JY333）とΔecl1.2.3 変異株（JY333Δecl1.2.3）を通常の 1/10 量の亜鉛
を含む SD 培地において培養し、経時寿命の測定を⾏った。

図 2-6：Ecl1 の 9 番⽬のシステイン残基は亜鉛枯渇による寿命延⻑にも重要で
ある
野⽣株（JY333）とΔecl1.2.3 変異株（JY333Δecl1.2.3）に各種プラスミド（pLBDblet、pEcl1、pC9S-Ecl1）を導⼊した株を通常の 1/10 量の亜鉛を含む SD 培
地において培養し、経時寿命の測定を⾏った。
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考察
今回の研究から、Ecl1 タンパク質に保存されている 4 つのシステイン残基が
寿命延⻑や性分化誘導などの Ecl1 タンパク質の機能において重要であることが
⽰された。加えて、Ecl1 タンパク質が亜鉛と結合することと、その結合には少
なくとも 9 番⽬のシステイン残基が必要であることが明らかになった。Zinc
finger タンパク質などの亜鉛と結合するタンパク質の多くは、⾃⾝の⽴体構造
の維持のために亜鉛との結合が必須である（Laity et al., 2001）。⼀般的にこれら
のタンパク質は亜鉛との結合能を失うことでタンパク質としての機能も失われ
るため、Ecl1 タンパク質も亜鉛と結合することで⽴体構造を維持し、機能を保
持していると考えられる。現在のところ、Ecl2 タンパク質と Ecl3 タンパク質に
ついては解析を⾏っていないが、これらのタンパク質もその配列の類似性およ
び機能の重複性から考えると（Ohtsuka et al., 2012; 2015）、Ecl1 タンパク質と
同様に亜鉛と結合していることが予想される。
Zinc finger ドメインは当初、アフリカツメガエルの転写因⼦ TFIIIA にその構
造が⾒出され（Lu et al., 2003）、その後も数多くの転写因⼦内に Zinc finger ド
メインの存在が確認されている。また、ヒトにおいては亜鉛が結合すると予測さ
れるタンパク質のうちの約 3 割が転写因⼦であると⾔われている（Andreini et

al., 2006）。これらの事実からも、Ecl1 タンパク質が転写因⼦として機能してい
る可能性がある。実際に、当研究室で過去に⾏われた two-hybrid 解析によって
DNA 結合ドメインを融合した Ecl1 タンパク質（bait）の発現のみでレポーター
遺伝⼦の転写誘導活性を持つことが明らかになっている（unpublished data）。ま
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た、Ecl1 タンパク質が主に核に局在することも Ecl1 が転写因⼦である可能性を
⽀持する（Ohtsuka et al., 2008）。今後この可能性を検証するために、Ecl1 タン
パク質の解析を DNA 結合能や RNA 結合能の観点からも⾏う必要があると考え
ている。
また、これまでの研究から Ecl1 ファミリータンパク質が分裂酵⺟における⽣
育環境中の亜鉛のセンシングに重要であることが⽰唆をされているが、現在の
ところ Ecl1 タンパク質における亜鉛のセンシングと亜鉛との結合の関連性は明
らかになっていない。しかしながら、出芽酵⺟において亜鉛応答遺伝⼦の転写制
御に重要な転写因⼦である Zap1 は亜鉛の存在量に応じて亜鉛との結合様式が
変化し機能することが⽰唆されており（Wilson and Bird, 2016）、Ecl1 タンパク
質も亜鉛の存在量によって亜鉛との結合様式が変化するかどうかの検証が必要
であると考えられる。
今回の解析から、分裂酵⺟の経時寿命が亜鉛を枯渇することで延⻑し、この現
象が主に Ecl1 ファミリータンパク質に依存することが明らかになった。亜鉛と
寿命との関係については近年、線⾍を亜鉛枯渇下で⽣育させることで寿命が延
⻑することが報告されており（Kumar et al., 2016）、分裂酵⺟のみならず、他の
⽣物種においても亜鉛と寿命が密接な関係にあることが⽰唆されている。さら
に亜鉛以外の微量⾦属が経時寿命に影響を与えるか調べたところ、鉄とマンガ
ンを枯渇することで分裂酵⺟の経時寿命が延⻑した（data not shown）。これら
の結果から、微量元素と寿命制御が密接に関連していることが伺える。これまで
の我々の研究から、分裂酵⺟の亜鉛枯渇時の性分化誘導や亜鉛応答遺伝⼦の発
現誘導など、亜鉛枯渇時の細胞応答に Ecl1 ファミリータンパク質が必要である
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ことが明らかになっている（Ohtsuka et al., 2015）。このことから、野⽣株では
亜鉛枯渇によって適切な細胞応答が起きることで経時寿命の延⻑につながるが、
Δecl1.2.3 変異株ではこの応答が起こらないため経時寿命の延⻑が起きないこ
とが考えられる。またその⼀⽅で、Δecl1.2.3 変異株においてもある程度は亜鉛
枯渇によって寿命が延⻑したことから、亜鉛枯渇による寿命延⻑は⼀部が Ecl1
ファミリータンパク質⾮依存的に起きることも明らかになった（図 2-5 のΔ

ecl1.2.3 と図 2-6 のΔecl1.2.3/vector のそれぞれ Control と 1/10 Zn との⽐較）。
亜鉛は細胞内の数多くのタンパク質の機能に関与するため、亜鉛の枯渇がそれ
らの活性に直接的に影響を及ぼすことで寿命延⻑がみられたのかもしれない。
また、Δecl1.2.3 変異株においてプラスミドを導⼊することでより亜鉛枯渇によ
る寿命延⻑が顕著になったことから、プラスミドを保持することによるロイシ
ンの⽣合成能の獲得も亜鉛枯渇応答に影響を及ぼしたのかもしれない
（図 2-5 の
Δecl1.2.3 と図 2-6 のΔecl1.2.3/vector との⽐較）。
近年、我々は分裂酵⺟の硫⻩枯渇における細胞応答にも Ecl1 ファミリータン
パク質が必要であり、硫⻩枯渇によって Ecl1 ファミリー依存的にリボソームの
⽣合成が抑制されることで経時寿命が延⻑することを明らかにした
（unpublished data）。リボソームの⽣合成は細胞内において莫⼤なエネルギー
を消費するプロセスであるため、このプロセスの抑制によって細胞のエネルギ
ー消費が抑えられることで寿命延⻑に繋がると考えられている（Maclnnes,
2016）。亜鉛は硫⻩と同様に細胞にとって必須の栄養素であり、⽣体内の様々な
反応に必要である。また、分裂酵⺟の亜鉛枯渇時のマイクロアレイの結果におい
ても、いくつかのリボソーム構成因⼦をコードする遺伝⼦の発現が低下してい
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た（Dainty et al., 2008）。これらのことから、亜鉛枯渇による寿命延⻑も Ecl1 フ
ァミリータンパク質依存的にリボソームの⽣合成が抑制されることで起きてい
る可能性がある。また前述の通り、亜鉛の他に⽣育環境中の微量元素のうち鉄と
マンガンを枯渇することで分裂酵⺟の経時寿命が延⻑する。さらにこれらの微
量⾦属に加えて、マグネシウムを枯渇することでも経時寿命が延⻑することが
我々の研究から明らかになっている（unpublished data）。これらの 4 つの⾦属
元素は、⽣体内でタンパク質のコファクターとして利⽤される元素の上位を占
めており（Waldron et al., 2009）、これらの⾦属元素の枯渇によって細胞内のエ
ネルギー消費が抑えられることで寿命延⻑に繋がるのではないかと考えられる。
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実験材料・⽅法
菌株と培地

使⽤した分裂酵⺟ Schizosaccharomyces pombe の菌株を以下に⽰す。

菌株名

遺伝⼦型

JY333

h- leu1-32 ade6-M216

JY808

h90 leu1-32 ade6-M216

JY333Δzrt1

h- leu1-32 ade6-M216 zrt1:: kanr

JY333∆ecl1.2.3

h- leu1-32 ade6-M216 ecl1:: kanr ecl2:: kanr ecl3:: kanr

JY808∆ecl1.2.3

h90 leu1-32 ade6-M216 ecl1:: kanr ecl2:: kanr ecl3:: kanr

培養には EMM 培地や SD 培地を⽤い、必要に応じて核酸やアミノ酸などの⽣
育に必要なサプリメントを加えた（Moreno et al., 1991）。亜鉛の枯渇実験に⽤
いた SD 培地は以下の組成で作製し、実験条件に応じて亜鉛の量を変化させた。
SD 培地の組成：NH4Cl (5.0 g/L), Na2SO4 (5.0 g/L), biotin (2.0 µg/L), calcium
pantothenate (0.4 mg/L), folic acid (2.0 µg/L), inositol (2.0 mg/L), nicotinic acid
(0.4 mg/L), p-aminobenzoic acid (0.2 mg/L), pyridoxine hydrochloride (0.4
mg/L), riboflavin (0.2 mg/L), thiamine hydrochloride (0.4 mg/L), H3BO3 (0.5
mg/L), CuSO4 (0.04 mg/L), KI (0.1 mg/L), FeCl3 (0.2 mg/L), MnSO4 (0.4
mg/L), MoO4 (0.2 mg/L), ZnSO4 (0.4 mg/L), KH2PO4 (1.0 g/L), MgCl2 (0.4
g/L), NaCl (0.1 g/L), CaCl2 (0.02 g/L), glucose (20 g/L)
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使⽤したプラスミド

ecl1+の⾼発現に利⽤した pEcl1 プラスミドは過去に⽤いたものと同⼀のもの
を使⽤した（Ohtsuka et al., 2012）。保存されたシステイン残基をセリン残基に
置換した Ecl1 タンパク質を作製するために、2 段階の PCR を⾏った。まず T7
プライマーと Reverse プライマー、M4 プライマーと各変異特異的なプライマー
を⽤いて pEcl1 プラスミドを鋳型に 2 つの異なる DNA フラグメントを作製し
た。次に作製した DNA フラグメントを精製後に混合し、⽬的の DNA フラグメ
ントを Reverse プライマーと M4 プライマーによって増幅した。使⽤したプラ
イマーを以下に⽰す。
T7：GTAATACGACTCACTATAGGGC
Reverse：GGAAACAGCTATGACCATG
M4：GTTTTCCCAGTCACGAC
Ecl1C6S：CCACACACTGTGGAAAAATCC
Ecl1C9S：TGGTGGCTCCAGACACTGTGCAA
Ecl1C20S：ATTCAGAAGAGGAGTACAAACTGCC
Ecl1C24S：CCAAAAGATGGGATTCAGAAGAG
作製した DNA フラグメントを制限酵素処理し、ベクタープラスミド（pLB-Dblet）
上にクローニングし、作製したプラスミドをそれぞれ pC6S-Ecl1、pC9S-Ecl1、
pC20S-Ecl1、pC24S-Ecl1 と名付けた。

GST-Ecl1 タンパク質の作製と精製

⼤腸菌から GST-Ecl1 を精製するために pGEX-6P-1（GE Healthcare Life
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Sciences）をベクタープラスミドとして使⽤した。野⽣型 Ecl1 タンパク質（Ecl1WT）
と変異型 Ecl1 タンパク質（Ecl1C9S）をコードする DNA フラグメントを以下の
プライマーを⽤いて PCR によって増幅した。作製した DNA フラグメントを制
限酵素によって切断し、pGEX-6P-1 上にクローニングした。
⼤腸菌（BL21）に作製したプラスミドを導⼊し、Ampicillin（50 μg/ml）と IPTG
（1 mM）を含む LB 培地において 30℃で 6 時間培養後、細胞を回収した。回収
した細胞を lysis buffer（50 mM Tris-HCl pH 8.0, 150 mM NaCl, 0.1% NP40, 2.5
mM PMSF）に懸濁後、UD100 ソニケーター（TOMY）によって超⾳波破砕し、
遠⼼を⾏って上澄み液を回収した。回収した上澄み液を COSMOGEL GSTAccept（nacalai tesque）を含むカラムに添加し、lysis buffer でカラムを⼗分に
洗浄後、elution buffer（10 mM glutathione, 50 mM Tris-HCl pH8.0）をカラム
に添加して⽬的のタンパク質を回収した。

Δzrt1 変異株の作製

zrt1 ⽋損変異株（Δzrt1）を作製するため、zrt1+の ORF 領域を pFA6a-kanMX6
由来の kanr カセットで置き換えた（Ohtsuka et al., 2013）。使⽤したプライマー
を以下に⽰す。
F1：TTGCTGATCACTCCTGCTCC
F2：TTAATTAACCCGGGGATCCGCAAGTCACAGTAGCAGAGCT
R1：GCGCTTTGCGATTTACCTGA
R2：GTTTAAACGAGCTCGAATTCACCTTTTGGCATGCTCGATG
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経時寿命の測定

経時寿命の測定は過去に⾏われた⽅法と同様に⾏った（Oshiro et al., 2003; Ito

et al., 2010; Ohtsuka et al., 2013）。経時寿命の測定では細胞を SD 培地において
培養し、経時的にサンプリングを⾏い希釈後に YE 寒天培地に播種し、30℃で 3
⽇間培養した。寒天培地上に⽣えてきたコロニー数を計測し、培養液 1 ml あた
りの⽣存菌数を培養液の濁度で割ることで⽣存率を算出した。培養液の濁度は
600 nm のフィルター（Nissho Denki Co.）を装着した Bactomonitor（BACT550）によって測定を⾏った。

接合率の測定

接合率の測定は過去に⾏われた⽅法と同様に⾏った（Ohtsuka et al., 2015）。

h90 株を EMM 培地において培養後、顕微鏡観察によって接合した細胞数を測定
した。接合していない 1 倍体の細胞数を H、接合している 2 倍体の細胞数を Z、
胞⼦嚢の数を A、胞⼦の数を S とした時に接合率 Fm を以下の計算式によって
算出した。
Fm =

2Z + 2A + 0.5S
H + 2Z + 2A + 0.5S

誘導結合プラズマ発光分光分析（ICP-AES）

サンプルに含まれる亜鉛の量を定量するために ICP-AES 解析を⾏った。精製
した各タンパク質の濃度を Protein assay kit（BIO-RAD）によって測定し、等モ
ル量のタンパク質（137.8 μg）を解析に⽤いた。ICP-AES 解析は過去に⾏われ
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た⽅法と同様に⾏われた（Reuscher et al., 2014）。各タンパク質溶液に等量の硝
酸を添加し、95℃で 30 分間加熱後に超純⽔でサンプル量を均⼀化した。各サン
プルを ICP-AES（iCAP6500, Thermo Fisher Scientific）によって解析し、
Multielement standard solution 5 for ICP（Sigma-Aldrich）を標準サンプルとし
て使⽤した。
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