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和文アブストラクト
線虫の寿命・休眠・脂質代謝はインスリンシグナル伝達系で制御されることが知ら
れている。ゲノムプロジェクト情報の解析から, 線虫のインスリン様遺伝子は３９種
存在することが示唆されているが, その生理機能の解析は殆ど進んでいないのが現状
である。インスリン様遺伝子の機能解析を行うには, RN A 干渉法による機能破壊に加
えて, 遺伝子破壊線虫の解析が必須となる。また, 個々のペプチドの構造と生理機能（寿
命・休眠・脂質代謝）との関連付け極めて重要な課題として存在する。今回, 我々が
先んじて同定したインスリン様ペプチド Ceinsulin-1および-2の高次構造解析を行い, さ
らに, 遺伝子破壊線虫の作出および解析を行った。また, 受容体との結合実験を行うこ
とを目的として, 遺伝子工学による Ceinsulin-3 の大量発現を行った。
A bstract
The insulin-signaling in the nem atode Caenorhabditis elegans regulates the longevity,
diapause and fatm etabolism .The C.elegans genom e projectrevealed the existence of39 inslinlike genes. H ow ever, little is know n about physiological function of the genes. To elicit the
physiological function of each gene,gene-knock-out is inevitable as w ell as gene-knock-dow n
by the RN A i. O f im portance is to connect structure of each peptide to its ow n physiological
function (longevity,diapause or fatm etabolism ).In this study,w e elicitthe tertiary structures of
the Ceinsuiln-1 and —2 peptides identified previously, In addition, w e established the anim als
lacking the corresponding gene and analyzed them .W e also expressed the Ceinsulin-3 peptide
in a large scale using the recom binant technique to perform binding of the peptide to the
receptorprotein.
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２. 研究経過

1. 研究目的
線虫 Caenorhabditis elegans は, 生育環
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致していると考えられた（図１-１）
。

ナル伝達系に関する研究はインスリン受
容体以降のシグナル伝達を中心に展開さ
れており, リガンド分子であるインスリ
ン様分子を基点とした研究展開は緒につ
いたばかりである。ゲノムプロジェクト
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酸性および塩基性アミノ酸の配置に違い

野性株と同様に全く耐性幼虫を形成しな

が認められた（図１-２）
。

かった。そこで, 耐性幼虫形成誘導フェ
ロモン存在下での耐性幼虫形成率を観察
した。高濃度のフェロモン存在下では,
tm 339 は対照区と同様の耐性幼虫形成率
を示したが, tm 790 では耐性幼虫形成率が
低下した。さらに, 低濃度のフェロモン
存在下では, tm 339 は耐性幼虫形成率の上

図１-２. 受容体認識面の比較

昇を示し, tm 790 は耐性幼虫形成率の著し
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図２. フェロモン存在下での遺伝子欠損株
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2.3 遺伝子工学による大量発現
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リガンドと受容体の結合実験など in vitro
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認識すると推定した。また, 受容体認識
面には僅かな相違が認められた。さらに,
遺伝 子破 壊線虫 の解析 から , Ceinsulin-1
はアゴニストとして働き, Ceinsulin-2 は
アンタゴニストとして働く可能性を示し
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