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「“多細胞生物”糸状菌の隔壁孔を介した細胞間連絡に関する研究」 

 13:45～14:10 糸状菌遺伝子研究会技術賞 窪寺 隆文 先生（白鶴酒造（株）） 
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“多細胞生物”糸状菌の隔壁孔を介した細胞間連絡に関する研究 
丸山 潤一 

（東京大学大学院 農学生命科学研究科） 
  

 糸状菌は、多数の細長い細胞が連なる菌糸として生長する“多細胞生物”である。隣接する

細胞は隔壁で仕切られているが、隔壁にあいた小さな穴「隔壁孔」を介して細胞間連絡を

している。この細胞間連絡は、動物でのギャップ結合(gap junction)、植物での原形質連絡

(plasmodesmata) で見られるような、多細胞真核生物に共通した興味深い特徴である。糸状

菌の隔壁孔を介した細胞間連絡は、多細胞生物としての生育で重要な役割をもつと考えら

れているが、これまでに分子レベルでの研究はあまり進んでいなかった。演者は麴菌

Aspergillus oryzae を用いて、隔壁孔を介した細胞間連絡を制御するメカニズムについて解析

を進めてきた。 

 

【隔壁孔をふさぎ溶菌の伝播を防ぐオルガネラ Woronin body】[1]-[4] 

麹菌において、固体培養は液体培養と比べて酵素生産性に優れている。固体培養では細

胞内タンパク質が漏出することが経験的に知られており、溶菌と関連して考えられてきた。

演者は、固体培養において水を添加することにより、酵素抽出を行う過程を模倣して、寒

天培地上の麹菌のコロニーに水を添加する低浸透圧ショック実験を行った。その結果、菌

糸先端から細胞内容物が噴き出し、溶菌する現象を発見した。隔壁孔を介した細胞間連絡

は、ある細胞が損傷すると隣接する細胞に溶菌が伝播する危険をもたらすシステムでもあ

る。しかし、低浸透圧ショックで溶菌した先端細胞に隣接する 2 番目の細胞を観察すると、

細胞内容物が維持されており、溶菌は伝播していなかった。 

真正子嚢菌綱に属する糸状菌に特異的に存在するオルガネラ Woronin body は、通常隔壁

近傍に存在し、菌糸損傷時には隔壁孔をふさぎ、隣接する細胞への溶菌の伝播を防ぐ働き

をもつ。演者は、Woronin body の構成タンパク質 AoHex1 を蛍光タンパク質に融合して発現

することで、Woronin body が隔壁孔をふさぐ様子を生きている細胞で初めて可視化した。さ

らに、Woronin body が低浸透圧ショック時に溶菌が伝播するのを防ぐのに必要であることを

明らかにした。 

また、AoHex1 タンパク質はペルオキシソーム局在配列をもつことから、Woronin body が

ペルオキシソームの派生器官であることが示唆された。演者らは、ペルオキシソームの分

裂・増殖装置を利用して、Woronin body がペルオキシソームから分化することを明らかにし

た。 

 

【新しい隔壁孔局在タンパク質の発見とその機能】[5] 

一方で、Woronin body 以外に細胞間連絡を制御する因子についても、ほとんど解析が進ん

でいなかった。演者らは、麹菌の AoSO タンパク質が Woronin body と同様に溶菌の伝播を



防ぐ機能に関与することに加えて、ストレスに応答して隔壁孔に蓄積することを明らかに

した。この結果は、AoSO がストレス依存的に細胞間連絡の状態を制御している可能性を示

している。 

さらに最近、有性生殖に必要な MAP キナーゼに相同性を有するタンパク質が隔壁孔に局

在し、溶菌の伝播を防ぐ機能を有することを発見した。このことから、隔壁孔での MAP キ

ナーゼ経路による信号伝達が、細胞間連絡を制御していることが示唆された。 

以上で述べた隔壁孔局在タンパク質の存在は、Woronin body だけではなく、様々な因子が

隔壁孔をふさぐ現象に関係することで、溶菌の伝播を防ぐ機能が達成されることを意味し

ている。 

 

低浸透圧ショックによる溶菌は固体培養では起こるが、液体培養では観察されなかった。

溶菌するということは菌糸内に残っている酵素が抽出されることであり、固体培養におけ

る高い酵素生産性を説明する一つの理由であると考えられる。このことから、麹菌の細胞

間連絡を操作することにより、固体培養における酵素や異種タンパク質の収率を向上させ

る可能性があるかもしれない。さらに、糸状菌が“多細胞生物”であることに着目した研

究は、病原糸状菌が関係する医療や農業にも有用な知見をもたらすことが期待される。 
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麹菌の薬剤耐性マーカー(ptrA)の開発とリボスイッチの発見 
白鶴酒造 品質保証部 窪寺 隆文 

1.はじめに 
 麹菌(Aspergillus oryzae)は我が国の伝統的な醸造産業である清酒、醤油、味噌などに無くてはならない重要な

微生物である。さらに多様な有用蛋白質を大量に分泌生産する特性と米国 FDA に Generally Recognized as Safe
（GRAS）と認められた安全性から工業的な物質生産にも応用され、まさに”国菌”と称されるにふさわしい。この優れ

た能力を最大限に活用するため、麹菌における分子生物学的技術の充実や、遺伝子発現制御に関する分子レベル

での研究開発が進められてきた。 
我々は、清酒における木香様臭の発生抑制を目的としたチアミン高生産麹菌の育種過程で、A. oryzae がチアミン

の代謝拮抗アナログであるピリチアミン(PT)に対して鋭敏な感受性を示すと共に、高濃度の PT に対しても生育可能

な耐性変異株が高頻度に出現することに着目した。このことから PT 耐性形質が優性の一遺伝子支配によるものと推

察し、当時は未開発であった A. oryzae 野生型株に適用可能な薬剤耐性遺伝子マーカーが取得可能と考えた。 
耐性遺伝子の取得を試みた結果、A. oryzae 野生型株の形質転換体選択において有用なツールとなる新規な 
薬剤耐性遺伝子(ptrA)を発見し、糸状菌形質転換システムとして実用・商品化した。また本耐性化機構を調べた結果、

ptrA の野生型アレル(thiA)の発現様式の変異(脱抑制)に起因すること、さらに thiA が RNA 制御因子(リボスイッチ)
による転写後調節機構を有することを発見し、真核微生物でリボスイッチが機能していることを初めて報告した。 
本研究について当時の背景も含めて紹介する。 

 
2.麹菌のピリチアミン耐性遺伝子の取得と糸状菌分子育種システムの開発 

ピリチアミン(PT)は、チアミン2リン酸(TPP)の合成系とチアミンの取り込み系に対して強い拮抗阻害を示す、強力な

代謝アナログであり、酵母においては致死である。特に TPP は生体内におけるエネルギー代謝に関わる重要な 
補酵素となるため、合成が阻害されると、生育は著しく抑制される。A.oryzae は広汎な薬剤に対して強い抵抗性を 
示すことが一般的に知られているが、PT に対する最少生育阻害濃度は 0.01 mg/l と低く、一方で耐性変異株は 
10 mg/l という高濃度の PT に対しても明確な耐性を示した。実用清酒用麹菌株(自社) A. oryzae HL1034 から 
PT 耐性変異株(PTR26)を取得し、PTR26 ゲノムライブラリーから PT 耐性を付与する遺伝子をクローニングした。

取得した耐性遺伝子ptrA は、全長 2.0 kb で 327 アミノ酸をコードする構造遺伝子を含み、また Saccharomyces 
cerevisiae Thi4 (チアミン合成酵素) に代表されるチアミン合成遺伝子のホモログであった。野生型アレル(thiA)との

比較から、5’非翻訳領域(5’-UTR)上の配列が一塩基置換(A-68 G)しており、これにより最終生産物である TPP に 
よる発現抑制が失われていた。すなわち、PT への耐性化はチアミン合成に関与する thiA の脱抑制によるチアミン

生産能力の亢進に起因していた。 
ptrA を導入した組込型および遊離型の糸状菌形質転換用プラスミド(Fig. 1)を構築し、A. oryzae およびその他

の糸状菌(A. nidulans、A. kawachii、A. terreus、A. fumigatus および T. reesei)を形質転換した結果、いずれも

実用的な形質転換効率を示した(Table1)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ptrA は、A. oryzae 野生型株に唯一適用可能な薬剤耐性マーカーであると共に、広汎な PT 感受性糸状菌の

形質転換にも利用可能な点において優れた薬剤耐性遺伝子である。上記の糸状菌形質転換用プラスミドは商品化 
され、国内外の糸状菌研究で利用されており、また工業的な物質生産用の実用株の育種にも使用されている。 

Fig. 1 糸状菌形質転換用プラスミドの構築 
pPTRI：ptrA をpUC119のSspIサイトに挿入。 
pPTRII：AMA1をpPTRIのNaeIサイトに挿入。 

NaeI

HindIII

 　ori

Amp ptrA
pPTRI
4.8-kb

PstI
SmaI
KpnI

lacZ

　ori

Amp ptrA

AMA1

pPTRII
10.0-kblacZ

HindIII
SmaI
KpnI

Strains pPTRⅠ pPTRⅡ

A. nidulans FGSC89 76.0 1878
A. oryzae RIB128 6.6 344
A. kawachii  IFO4308 0.8 65
A. terreus IFO30537 0.8 100
A. fumigatus TIMM1776 0.6 42
T. reesei  IFO31326 8.0 490

plasmid

a
形質転換体の出現数 /μgプラスミド  
選択培地（CzapecDox培地、0.1mg/l PT、 1 % glucose、  0.8 
M NaCl）上で 8～10日間、30℃で培養後の形質転換体出現数。 

Table 1 ptrAによる糸状菌の形質転換効率 

a
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3.糸状菌の RNA 制御因子(リボスイッチ)による発現制御機構 
これまで、麹菌や酵母などの真核微生物における遺伝子発現制御機構の解析は、主に遺伝子上のプロモーター

領域(cis 領域) を中心に、蛋白質で構成される転写因子(trans 因子)との cis-trans 相互作用(転写制御系)につい

て進められてきたが、遺伝子の発現は転写制御ばかりではなく、mRNA の修飾や安定性、翻訳過程などの転写後 
調節機構による制御も受ける。近年この転写後調節機構におけるノンコーディングRNAの関与(RNAi等)が注目され

ており、これまで遺伝情報伝達の担い手としか見なされなかった RNA の役割が見直されつつある。 
A. oryzae thiA の 5’上流領域は約 500ｂ の長い 5’-UTR を有し、5’-UTR 上に二つのイントロン(イントロン 1： 

-414～-359, イントロン 2：-338～-18)を含む特徴的な構造を有していた。さらにイントロン 2 はチアミンによる発現 
抑制が解除される変異点を含み、変異点の周辺領域には thiA 相同遺伝子の 5’上流領域における高度保存領域

(regionA：-75～-63, regionB：-98～-76)が存在した(Fig. 2)。興味深いことにイントロン 2 のスプライシング様式は、

環境中のチアミンによる影響を受け、チアミン存在下ではスプライシングを受けない又は 5’側のスプライシング位置が

下流側へ 85ｂ 移動した。このスプライシングの制御には regionA, B が必須であり、これらの領域を欠失することで

環境中のチアミンによるスプライシング様式の変化および発現抑制は失われた。またイントロン 2 の欠失でも脱抑制

することから、thiA は転写後レベルで制御されており、制御にはイントロン 2 のスプライシング様式の変化が関与す

ることが確認された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
region A, B は Escherichia coli thiM の制御領域である  

thi box と相同性が高いことが既に確認されていたが、その後  
thi box を含む周辺領域が TPP 結合型リボスイッチであることが 
Ronald R. Breaker らにより報告された。この E. coli の TPP 
結合型リボスイッチとは mRNA 上の制御因子であり、転写以後に

特殊な 2 次構造を形成し(Fig.3)、直接 TPP を認識・結合すること

で、リボスイッチ近傍配列とリボゾーム結合領域 Shine-Dalgarno 
配列でステム－ループ構造を形成し、蛋白質への翻訳を阻害する

機能を有している。当時リボスイッチによる遺伝子発現制御機構は

原核生物のみで報告されていたが、真核微生物であるA. oryzaに

も同様のリボスイッチが機能していることを報告した (Fig. 4) 。 
A. oryzae thiA のリボスイッチも TPP と結合し、結合には二価のマグネシウムイオンが重要な役割を果たしていた。

さらに A. oryzae  以外の糸状菌においても、推定チアミン合成関連遺伝子の 5’-UTR 上のイントロン中に TPP 
結合型リボスイッチ様配列が存在していた。その後 Breaker らにより Neurospora crassa のチアミン合成遺伝子 
NMT1 が A. oryzae thiA 同様の制御機構を持つことが報告されており、この制御機構が糸状菌において広汎に

存在することが示唆された。 
現在も Breaker らを中心にリボスイッチの小分子認識および発現制御機構の解析が進められている。今後、リボ

スイッチの制御機構が解明されることで、RNA 制御因子のデザインが可能になることを期待している。 

Fig. 2 thiA 5’-UTRの構造 

-1-1-729-729
IntronIntron 2 2（（-338-338～～-18-18））

ATG…

-1-1-729-729
AB

IntronIntron 1 1（（-414-414～～-359-359））

Transcription 
start site 

(-475)(-475)

region Aregion A (-75 (-75～～-63)-63)region Bregion B (-98 (-98～～-76)-76)
A. oryzaeA. oryzae thiA thiA ：：AACTTGATCTGGATAATACCAGC GAAAAGGAACTTGATCTGGATAATACCAGC GAAAAGGAATCATGTCATG
F. F. solani stisolani sti3535  ：：AACTTGATCTGGATAATACCAGC GAAA-GGATCATGAACTTGATCTGGATAATACCAGC GAAA-GGATCATG
N. N. crassacrassa nmt1 nmt1 ：：AACTTGATCTGGATAATACCAGC GAAA-GGATTGGCAACTTGATCTGGATAATACCAGC GAAA-GGATTGGC
S. cerevisiae THI4S. cerevisiae THI4：：AAATTTTTTTACGAGCACTAATA GAAATGGATCATGAAATTTTTTTACGAGCACTAATA GAAATGGATCATG
C. C. jejuni thiCjejuni thiC ：：AACCGGATCTGGATAATACCAGC GTCG-GGAAGATTAACCGGATCTGGATAATACCAGC GTCG-GGAAGATT

○ A. oryzae ptrAの変異点 

P1P4P5P5P4P2P2P1
P3

region B region A

thiM ACCAAACGACT-CGGCGTG--16-CTGAGA--AATACCCGT-ATCACCTGATCTGGATAATGCCAGCG-TAGGGA--AGTCACGGC
thiA CTTTGGCGTGG-GCCGGTG-103-CTGAGA-TTATACGGCT-AAAACTTGATCTGGATAATACCAGCGAAAAGGA--TCATGCCTT

P1

P2

P3

P4

5’

region A region B

P5

Fig. 3 TPP 結合型リボスイッチの 2 次構造 

Fig. 4 リボスイッチによる A. oryzae thiA の発現制御モデル. 

mRNAmRNA

DNADNA

Riboswitch
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Splice out Splice out intronintron

Riboswitch Riboswitch bind TPPbind TPP
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Formation of Riboswitch Structure 

expressionexpression

supressionsupression

NoNo
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Thiamine
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MatureMature mRNA mRNA

Pre-mRNAPre-mRNA
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       植物病原糸状菌の侵入戦略とオートファジー 

               京都大学大学院農学研究科  高野 義孝  

はじめに 

  多くの植物病原糸状菌は付着器と呼ばれる特殊な細胞構造を形成し、植物への侵入を

果たす。ウリ科植物に対し病害を引き起こすウリ類炭疽病菌（Colletotrichum orbiculare）は、

メラニン色素により着色した付着器を形成する。メラニン化した付着器においては、細胞内

の膨圧が高まり、おそらく、それによって生じる物理的力に基づいて付着器は植物内へ侵

入菌糸を形成すると考えられている。このウリ類炭疽病菌の植物への侵入戦略と、本菌の

オートファジー経路のリンクが、近年になり明らかにされている。オートファジーとは、自食

作用とも呼ばれる、酵母、カビから、動植物まで広く真核生物がもつ細胞内分解機構であ

る。オートファジーは、ユビキチンープロテアソーム系とは異なり、構造体などを丸ごと分解

することに特徴がある。また、従来、非選択的な細胞内分解機構と考えられてきたオートフ

ァジー機構に、特定の構造体のみを分解する選択的分解経路が存在していることが明らか

になってきている。ここでは、この選択的および非選択的オートファジー経路と、本病原菌

の植物侵入戦略との関連に焦点をあてる。 

 

ウリ類炭疽病菌の侵入戦略とペルオキシソームの選択的オートファジー分解 

 ウリ類炭疽病菌の感染には、ペルオキシン（ペルオキシソーム形成因子）である Pex6 が

必要であることを以前に明らかにしている（Kimura et al., 2001 Plant Cell）。この PEX6 破壊

株は、付着器のメラニン合成に欠損を示すことなどより、ペルオキシソーム機能が、この付

着器における色素合成に必要であることが明らかとなっている。興味深いことに、私たちは、

この付着器の着色に必要なペルオキシソームが、逆にある時期に分解されなければならな

いことを発見した。本菌の病原性欠損株の解析より、病原性に必要な新規遺伝子が発見さ

れた。この遺伝子の推定アミノ酸配列は、GRAM ドメインを有するステロールグルコシル転

移酵素 Atg26 と最も高い相同性を示した。ATG26 破壊株は、PEX6 破壊株とは異なり、メラ

ニン化した付着器を形成した。しかし、ATG26 破壊株は、侵入菌糸形成率の顕著な低下を

示し、ATG26 が付着器からの侵入過程に関与していることが明らかとなった。興味深いこと

にメタノール資化性酵母 Pichia pastoris において、この Atg26 はペキソファジーと呼ばれる

ペルオキシソームの選択的オートファジー分解に必要なことが報告されていた。そこで、

ATG26 が、ウリ類炭疽病菌のペルオキシソーム分解に関与しているかを調べた。まず、本

菌の感染過程において、ペルオキシソーム分解が実際に起きているかを、GFP-PTS1

（peroxisome targeting signal type l）を発現させペルオキシソームをラベルし調査した。その

結果、感染器官分化過程の進行にともない、液胞におけるペルオキシソーム分解が観察さ

れた。一方、破壊株では野生株と比較して、付着器におけるペルオキシソーム分解に顕著

な遅延がみられた。これらより、ATG26 が付着器におけるペキソファジーに関与し、この機

能が付着器を介した侵入プロセスにおいて重要な役割を担っていることが強く示唆された

（Asakura et al., 2009 Plant Cell）。ペルオキシソーム機能が付着器のメラニン化に必須であ

る一方、そのペルオキシソーム自身の分解が付着器の機能発現に必要ならば、このことは、

病原菌がその感染過程においてペルオキシソームというオルガネラをいかに巧妙に制御し



ているかを示唆している。 

 最近になり、私たちは、ペルオキシン遺伝子 PEX14 が、ウリ類炭疽病菌のペキソファジー

に必要であることを発見した。Pex14 は、PTS1 を有するタンパク質のペルオキシソーム内へ

の輸送に必要であることが知られているが、本菌の PEX14 破壊株は、PEX6 破壊株とは異

なり、メラニン化した付着器を形成し、さらに GFP-PTS1 のペルオキシソームへの輸送能を

保持していることが見出された。しかし、ラベルされたペルオキシソームは、野生株の付着

器細胞内では、急速に分解されていくのに対して、PEX14 破壊株ではその分解は顕著に抑

制されていた。この結果は、PEX14 が本菌の PTS1 タンパクのペルオキシソームへの輸送

には必須ではない一方、ペキソファジーに必要であることを示唆している。興味深いことに、

メタノール資化性酵母 Hansenula polymorpha では、Pex14 が PTS1 タンパク質の輸送に必

須である一方、その N 末端が、ペキソファジーに関与していることが報告されており、これら

の結果は、Pex14 の多機能性および生物間での役割の相違性を物語っている。 

 

非選択的オートファジーシステムの侵入戦略への関与 

 さらにウリ類炭疽病菌におけるオートファジーの役割を調査するため、選択的および非選

択的オートファジー経路いずれにも必要である ATG8 について、遺伝子破壊による機能解

析をおこなった。ウリ類炭疽病菌の ATG8 破壊株は、宿主植物に対する病原性を失ってお

り、さらに、発芽や付着器の分化といった感染器官分化の初期ステップに欠損を示すことが

明らかとなった。これらの欠損は、ATG26 破壊株および PEX14 破壊株では見られない表現

型であり、ペキソファジー以外の経路が、本菌の感染戦略に関与していることが示唆された。

そこで、非選択的オートファジーに必要な ATG17 に注目した。ATG17 破壊株では、病原性

の低下が見られる一方、ATG8 破壊株と異なり、付着器形成は正常であった。これらの結

果は、(1) Atg26/Pex14 依存的選択的オートファジーと Atg17 依存的非選択的オートファジ

ーに加えて、別の経路が、初期形態分化に関与する可能性、あるいは、(2) これらの２つの

経路が、この形態分化ステップに相補的な役割を担っている可能性、を示している。 

 

 ATG26 の同定、解析より、病原菌の侵入戦略におけるペルオキシソームの選択的分解

の重要性が浮かび上がってきたが、一方で、なぜ、ペルオキシソームが分解されなければ

ならないのか、明確な答えは得られていない。純粋なリサイクリングとして捉えるべきなの

か、あるいはペルオキシソームの過度の残存は、細胞に有害なのか、更なる解析が必要で

ある。また、ATG 遺伝子に関する多重変異体解析をすすめ、病原糸状菌の感染戦略に関

わるオートファジー経路の包括的理解を進めていく予定である。興味深いことに、イネいも

ち病菌（Magnaporthe oryzae）では、非選択的オートファジーが植物感染に必要な一方、ペ

キソファジーは必須ではないことが報告されている（Kershaw and Talbot, 2009 PNAS）。今

後、オートファジーの侵入戦略の役割について、その植物病原菌間の多様性についても、

検討していく必要があるだろう。 



A. aculeatus におけるアグロバクテリウムによるランダム変異ライブラリの構築と新規セルラー

ゼ系遺伝子発現制御因子の検索 

國武 絵美，谷 修治，炭谷 順一，川口 剛司（大阪府立大学） 

 

糸状菌セルラーゼ・ヘミセルラーゼ遺伝子発現制御機構に関する研究は国内外で精力的に行われ

ており，A. niger で同定されたキシラナーゼ転写活性化因子 XlnR をはじめとするいくつかの発現

誘導因子が明らかになりつつある。しかし，機構全容の解明には未だ至っておらず，シグナル伝達

因子や更なる転写因子等を同定する必要がある。 

A. aculeatus は Trichoderma 属由来セルラーゼ剤と強い相乗作用を示す多様なセルラーゼ群を

生産する糸状菌である。本菌由来の酵素を実用化するために大量生産系の構築が望まれており，そ

の一環として本菌自身のセルラーゼ系遺伝子発現制御機構の解明を目指している。その中で我々は

XlnR 破壊株を用いた解析により，XlnR に発現が依存しないセルラーゼ遺伝子を発見した。この遺

伝子は未同定の因子を介した制御経路を介して誘導されると考えられる。今回は， Agrobacterium
による高効率形質転換法，ランダム挿入変異ライブラリの構築法，および制御因子のスクリーニン

グ法の確立，さらにそれらを用いて取得した新たな転写因子について紹介する。 

 

１．Agrobacterium-mediated transformation system (AMT) の確立 

AMT は，Agrobacterium の保有する Ti プラスミドの一部 (T-DNA) が宿主細胞に移行し，染色

体 DNA 上に組み込まれる性質を利用した主に植物で行われている形質転換法だが，近年多くの糸

状菌で応用されるようになった。T-DNA は染色体にランダムに挿入されるとともに挿入部位を

T-DNA領域内の塩基配列を基に PCR法をベースとした手法により容易に特定する事が可能なため，

ランダム変異ライブラリの構築のためのツールとして優れている。 

【方法・結果】 

まず，糸状菌で一般的に行われているプレート上での共培養方法について，胞子と

Agrobacterium 細胞数の比，共培養時間などの条件を検討した結果，胞子 104個当たり得た形質転

換体数は 30 株程度であった。T-DNA 挿入パターンをサザンブロット解析により検証したところ，

形質転換効率の高い条件ほど T-DNA が複数遺伝子座へ挿入や，T-DNA が正確に切断されなかった

結果である vector backbone の組込みが多く観察された。このようなパターンは TAIL-PCR 又は

inverse-PCRでT-DNAに隣接した染色体領域が増幅せず，挿入座位を決定する事が困難であった。

また，胞子/細胞数の比を変えずに１プレートに塗布する量を増加しても，理由はよく分からないが

形質転換体の数は増加することはなかった。 

液体共培養法についても同様に共培養条件を検討し，最適条件は 100 ml の誘導培地で 107個の

胞子にアグロバクテリウム 5 × 108 cells を 48~60 時間感染させ，平均 200 株の形質転換体が得

られる最適条件を決定した。この条件で得られた形質転換体は 90%の確率で一遺伝子座へ挿入され

ていた。vector backbone が T-DNA に連結して挿入されているものも存在したが，プレート共培養

時と比較してその確率は低いものであった。 

変異ライブラリを作製するには可能な限り一度に多くの形質転換体を得る必要がある。プレート

上の共培養では比率一定のままプレート当たりに使用する菌体数を増加させても得られる形質転



換体数が増加する事はなかった。しかし，液体共培養法では共培養後に菌体を濃縮する事が可能な

ため，使用プレート数を減少させることが出来る。総合すると，変異ライブラリの構築には後者の

方法が適していると結論付けた。本手法により作出される形質転換体は安定して T-DNA を保持し

ており，T-DNA は宿主染色体に大規模な欠失を生じさせることなくランダムに挿入されていたこ

とを確認した。 

 

２．新規セルラーゼ系遺伝子制御因子のスクリーニング 

A. aculeatus において，エキソグルカナーゼ遺伝子 (cbhI) とエンドグルカナーゼ遺伝子 (cmc2) 

は XlnR 破壊株においても転写されることから，未知の転写活性化経路を介して発現調節されると

考えられる。そこで確立した AMT を利用して cbhI 発現誘導に関与する新規制御因子を同定する事

を目指した。 

【方法・結果】cbhI プロモータ制御下でピリミジン合成に関与するオロチジンリン酸脱炭酸酵素

遺伝子 (pyrG) を発現する株を構築した。このレポーターシステムを採用した株は誘導条件下で未

同定因子を介して pyrG が発現するため，ウリジン前駆体のオロチジル酸の毒性アナログである 5-

フルオロオロチン酸 (FOA) 含有培地で生育する事が出来ない。一方で AMT により cbhI 誘導因子

が破壊されると pyrG の発現が低下し，誘導条件下でも FOA 含有培地で生育可能となり，目的の

変異株のみをポジティブスクリーニングする事が出来る。この計画の下，誘導性基質としてコムギ

フスマを使用して AMT 液体共培養法で作出したランダム変異株推定約 6,000 株の中から FOA 耐

性株を単離し，Avicel を炭素源とした培地での cbhI 発現量を RT-PCR 法，real-time PCR 法及び

表現型観察により解析した。結果，宿主と比較して cbhI 発現量が低下した株を同定する事に成功

した。この株の破壊遺伝子座を決定するため inverse-PCR 法

により T-DNA 周辺ゲノム配列を増幅しシークエンス解析し

たところ，Zn(II)2Cys6 ドメインを持つ推定の転写活性化因

子をコードする遺伝子に T-DNA が挿入されていたことが明

らかとなった。この遺伝子を相同組換えにより改めて完全に

破壊した株の各種セルラーゼ遺伝子発現量を解析し，セルロ

ース誘導時に有意に転写量が低下していたことを明らかにし

た。 

 

３．今後の展望 

今回紹介した一連の実験結果から，目的の変異体だけが生育するようないわゆるポジティブスク

リーニングが可能であるという制約があるものの，AMT によるランダム変異ライブラリの有用性

を示すことができた。また，現在ゲノムが開いている A. oryzae では DNA 結合モチーフを持つタ

ンパク質の大量発現株や遺伝子破壊株を用いて網羅的なオーム・オミクス解析がなされているが，

ここで紹介した方法は制御に直接関与する転写因子だけでなく情報伝達経路に関わる因子も同定

できる可能性がある。現在，本スクリーニング系を継続するとともに既に若干異なる挙動を示す変

異体も取得しているのでそれらについてさらに検討をしていきたい。 

候補株で低下したセルラーゼ遺伝子

発現誘導能 D: Glucose, Av: Avicel



菌類のヌクレオソームマップ解析の意義 
 

西田洋巳（東京大学大学院農学生命科学研究科） 
 

 真核細胞生物のゲノム DNA はヒストン 8 量体（H2A, H2B, H3, H4 各 2 から成る）に 2
回弱巻きつきヌクレオソーム構造をとっている。このヌクレオソームを単位としてクロマ

チン構造が形成され、ゲノム DNA を維持している。また、クロマチン構造の変化は遺伝子

発現に強く影響しており、例えばヌクレオソーム間の相互作用が強くクロマチンが閉じた

状態にある領域からの遺伝子発現は抑制されている。遺伝子プロモータ領域におけるヒス

トンの化学修飾（アセチル化やメチル化など）と遺伝子発現に関する研究はエピジェネテ

ィクスにおける主要テーマの一つであり、特定ヒストンアミノ酸の修飾とその認識（結合）

タンパク質との相互作用が遺伝子発現に及ぼす影響についての研究が進んでいる。菌類を

使 用 し た こ の 分 野 の 研 究 で は 出 芽 酵 母 Saccharomyces cerevisiae と 分 裂 酵 母

Schizosaccharomyces pombe の成果が大半である。 
我々は糸状菌としてはじめて Aspergillus fumigatus の高精度ヌクレオソームマップを作成

した[1, 2]。A. fumigatus のヌクレオソーム DNA（ヒストン 8 量体に巻きついている DNA）

の長さの分布は 135 塩基と 150 塩基の 2 つピークを持っていた[2]。そこで、遺伝子発現レ

ベルの高い遺伝子群と低い（発現していない）遺伝子群に分け、各遺伝子のプロモータ領

域（翻訳開始より上流 1000 塩基領域）およびボディ領域（翻訳開始から終結までの領域）

にマップされたヌクレオソームに巻きついている DNA の長さの分布を比較したところ、高

発現遺伝子群のプロモータ領域においてのみヌクレオソーム DNA の長さの分布が短い方

へシフトし、150 塩基のピークを欠いていた[2]。この結果はヌクレオソーム DNA の長さが

遺伝子発現と関連していることを示唆していた。 
 次にヌクレオソーム DNA の長さがヒストン修飾の状態によって変化するか否かを確か

めるため、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤であるトリコスタチン A（TSA）を A. fumigatus
に処理し、ヒストンアセチル化レベルを上げた細胞のヌクレオソームマップを作成した。

TSA 処理と非処理（コントロール）のヌクレオソームマップを比較した結果、TSA 処理の

ヌクレオソーム DNA の長さの分布は長い方へシフトし、そのピークは 168 塩基にあること

を示した[3]。しかし、TSA 処理による遺伝子発現の変化は少なく（コントロールと TSA 処

理において全遺伝子発現レベルの相関係数は 0.95）、ヌクレオソーム DNA の伸長が遺伝子

発現に強く影響しているとはいえない結果であった。そこで、ヌクレオソーム位置の比較

を TSA 処理とコントロールで行った結果、遺伝子発現レベルに関係なく、プロモータ領域

ではボディ領域よりもヌクレオソーム位置の保存度が高かった[3]。すなわち、ヌクレオソ

ーム DNA 伸長の影響はヌクレオソーム密度が高いボディ領域のヌクレオソームの位置に

変化を与えたが、その変化は遺伝子発現にあまり影響を与えないことを示した[3]。他方、

プロモータ領域ではヌクレオソーム密度が一般的に低いため、ヌクレオソーム DNA 伸長に

よるヌクレオソーム位置の変化をあまり受けていない。このことは MNase に対する感受性

がプロモータ領域の方がボディ領域よりも高いことからも支持された[4]。 
 ヒストンおよびヒストン修飾に関連している遺伝子について TSA 処理における発現レベ

ルの変動を見たところ、ヒストン脱アセチル化酵素の一つをコードしている rpdA
（Afu2g03390）の発現レベルが最も高い変動（1.5 倍程度の増加）をしていることが分かっ

た[3]。そこで、rpdA の周辺におけるヌクレオソームマップをコントロールと TSA 処理にお

いて比較した。また、コントロールにおける転写開始点データを重ねて見たところ、転写

開始点が一つのヌクレオソームの周辺に分布していること、その上流にもう一つのヌクレ

オソームが位置していること、TSA 処理によってこれら 2 つのヌクレオソーム（特に転写

開始点に近接しているヌクレオソーム）の数が激減していることが分かった[3]。よって、

TSA の影響により過剰にアセチル化されたヒストンが rpdA プロモータ領域から離脱し、そ

の影響で遺伝子発現レベルが上昇したと考えられる。ヒストンアセチル化が結合タンパク



質を介さずヒストン脱アセチル化酵素遺伝子の発現制御にかかわっているならば、極めて

興味深い。 
 ヒストンアセチル化とヌクレオソーム DNA の長さおよびヌクレオソームの位置の関係

を明らかにするため、S. cerevisiae BY4741（コントロール）、ヒストンアセチル化酵素遺伝子

ELP3 欠失株、およびヒストン脱アセチル化酵素遺伝子 HOS2 欠失株のヌクレオソームマッ

プを作成し、比較した。ELP3 は菌類において最も進化的保存度が高いヒストン修飾タンパ

ク質であり、HOS2 は第 3 番目に保存度が高いタンパク質である[5]。これらの遺伝子欠失

株のヌクレオソームマップの結果、ヌクレオソーム DNA の長さの分布はコントロールと

HOS2 欠失株ではほぼ同一であったのに対し、ELP3 欠失株では短い方へシフトしているこ

とが分かった[6]。このことは ELP3 によるヒストンアセチル化の阻害がヌクレオソーム

DNA の長さの縮小に影響したと考えられる。また、HOS2 欠失株において顕著なヌクレオ

ソーム DNA の長さの違いが検出できなかった原因は、HOS2 が影響を与える標的が ELP3
に比べ少なかったことが一因として考えられた[6]。遺伝子プロモータ領域におけるヌクレ

オソーム位置のプロファイルを比較したところ、24 遺伝子についてコントロールと ELP3
欠失株、およびコントロールと HOS2 欠失株の双方においてヌクレオソーム位置の保存度

が低くなっていること（位置プロファイルの相関係数が 0.5 未満）を明らかにした[6]。興味

深いことに、24 遺伝子の中、19 遺伝子については 2 つの遺伝子欠失株間においてプロファ

イルが似ており、これら 2 つのヒストン修飾タンパク質によるアセチル化と脱アセチル化

がヌクレオソームの位置に同様の影響を与えていることを強く示唆している[6]。 
 本研究の成果の一つとして、ヌクレオソーム DNA の長さの分布は糸状菌 A. fumigatus と
出芽酵母 S. cerevisiae では異なっていることを示した。この結果は、ヒストン 8 量体に巻き

ついている DNA の長さが菌類の種によって異なっていることを示しており、その違いはゲ

ノム DNA における塩基配列パターンに影響している可能性がある。例えば、異なる生物種

におけるオルソログ遺伝子を比べると、ボディ領域では塩基配列の保存度が高くヌクレオ

ソームの位置は異なっているが、他方、プロモータ領域では塩基配列は異なるが、遺伝子

発現に影響を与えるヌクレオソームの位置は保存されていることが一般的であるかもしれ

ない。少なくとも真核細胞生物における DNA 塩基配列は遺伝子ボディ領域とプロモータ領

域では機能的に大きく異なっていることをヌクレオソームマップの結果は示している。菌

類の種多様性とヌクレオソームの位置との関連を明らかにするため、ゲノム塩基配列が決

定していない菌類のゲノムシークエンスプロジェクトおよびヌクレオソームマッププロジ

ェクトを進行中である。 
 なお、本研究は発酵研究所研究助成により行われた。 
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