
  
  酵母のかたち

  誌名 日本醸造協会誌 = Journal of the Brewing Society of Japan
ISSN 09147314
著者名 大矢,禎一
発行元 日本醸造協会
巻/号 106巻10号
掲載ページ p. 630-637
発行年月 2011年10月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



酵母のかたち:定量的解析からわかること
細胞のかたちを定量的に把握して，何がわかるのであろうか。筆者らは醇母のかたち，即ち外形や細胞内

における構造体の状態を顕微鏡画像から数値化し定量的に解析する画期的な方法を開発した。この方法によ

る非必須遺伝子破壊株表現型の網羅的な解析によって表現型と遺伝子機能との関係を明らかにすることが可

能となり，さらに遺伝子機能を予想することができた。様々な分野への利用が考えられるがz 醸造酵母への

応用では発酵過程における発酵能のモニターや生理状態をとらえることによって酵母のかたちに基づく新し

い原理による工程管理が可能である。さらに類似機能を持つ遺伝子の探索によって，有用醇母の効率的な育

種も期待できる。

1. はじめに

大矢禎

ってきている。そもそも定量的な画像解析に期待して

いたことは正確性であり，顕微鏡画像情報に「客観

酵母細胞を初めて顕微鏡で観察したのは，フランス 性」や「再現性」を保証することだった。しかしそれ

のルイ・パスツールである。彼はワイン醸造中の桶の

中に小さな生き物を見いだし，それ(酵母)が発酵の

原因だということをつきとめた。それ以来酵母の観察

は7 微生物の分類，醸造過程のチェック.基礎研究の

分野などで広く行なわれてきた。とりわけ顕微鏡が高

性能化され，蛍光顕微鏡が普及し生きた細胞のまま

でも観察できるようになると，細胞生物学や遺伝学の

多くの研究で酵母細胞の観察が行なわれるようになっ

てきた。 しかしながら，それらの多くは定性的な記述

にとどまり守たとえ定量的な解析をしている場合でも

顕微鏡写真を研究者が呂で見て解析しカウントして

いるものカfほとんどであった。

我々は出芽酵母 (Saccharomycescerevisiae) の形

を含む細胞内構造体の情報を自動的に取得するシステ

ム CalMorphを開発した])。出芽酵母の細胞壁，アク

チン，細胞核の顕微鏡画像をデジタル画像に変換し

「細胞の大きさJI細胞の細長さJI出芽の方向J
「楕円への近さjなどの幾つかの基本的パラメータの

数値の抽出を行なった。その後染色対象として 6つの

細胞内構造体を加え.現在では1.111のパラメータか

ら酵母の顕微鏡画像データを解析することが可能にな

What Can We Learn from the Yeast Cell Shap巴?

に留まらず，統計学的な手法を駆使することにより両手

母の形態は基礎研究や応用研究の分野で様々な研究の

広がりを見せてきており 1 大いに期待されるようにな

ってきた。

そこで，本総説では酵母の表現型.特にかたちを定

量的に解析することで，一体何が明らかにをるかにつ

いて，近年我々の研究室で行なった研究を中心に概説

する。

2. 表現型の定量的解析:増殖とかたち

i中l芽酵母の表現型の定量的解析については一体どの

ようなものがあるだろうか。両手母の基本的な特性は増

殖であるため，酵母が持つ性質(表現型)は増殖の度

合いとして記述されてきた。増殖を定量的に記述する

方法については，今までに 4つの方法が知られている。

最も一般的なのは増殖速度を直接求める方法 2)。集団

中に存在するある特定の酵母を特殊なタグをつけてマ

ークしておき，マイクロアレーを使って存在比を検出

する方法九 コロニーの大きさから増殖を求める方法 11。

そして，細胞アレーを用いる方法 5)である。いずれの

方法にも一長一短があり，簡便性や正確性については
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それぞれの論文の中で議論されている 2九

一方我々は，顕微鏡写真から細胞の大きさや丸さな

どのかたちを数値として出力するコン ピュータープロ

グラム CalMorph(第 l図)を開発した I)。まず同一

視野で 3種類の染色試薬により顕微鏡像を取得後.そ

れぞれを画像処理し座標点を設定した。FITCでラ

ベルされたコンカナパリン A(FITC-ConA)で染色

すると細胞壁のマンナン層が染まるが，その顕微鏡画

像から，酵母の母細胞や娘細胞の外形を捉え.それを

楕円に近似することで，楕円と長軸や短軸との交点を

座標点として摘出した。次に，この座標点情報から楕

円の長軌の長さ (すなわち細胞の長さ)や楕円の長軸

短軸比 (細胞の丸さ).母細胞と娘細胞の長軸のなす

角 (出芽方向)。また楕円への近似度 (細胞の凹凸

度)なととを形態パラメータとして抽出した。測定誤差

FITC岨ConA Rh帽ph

をモニターしつつ 細胞周期の各ステージの細胞の情

報を集めるため，一回の笑験につき 200個t:u二の細胞

について画像処理を行い.その平均値および変動係数

をパラメータとして抽出した。キIH胞壁以外ではアクチ

ンをローダミン・ファロイデインで. f~ DNAを

DAPIで染色し. 501のパラメータを作り出した。そ

の後，染色対象として液胞，ゴルジ体. ER. ミトコ

ンドリア 微小管集合中心，セプチンなとε合わせて 9

つの染色対象の形態情報を集めることができるように

なり s) 現在では1.111のパラメータを抽出できるよ

うになってきている(第 2図)。このように 酵母に

存在する多くの細胞内構造体を定量化することで，複

雑な細胞の構造体状態を正確にモニターすることがで

きるようになった。

増殖とかたちの定量的解析を比較すると，増殖の方

DAPI 

E困 E圃
--- ---

盟圃
総腕のAさ、給総 アクチン領主撲の大
の丸さ、出芽方f旬、 きさ‘アクチンパッ
総胞の凶凸1i.などチの数など96パラ
133パラメータ メータ

寸司ル CalMorph 

園匝
緩DNAの先立裁から
の箆灘、被DNAの
ま軍E室、緩DNAの事館
長さなど272パラ
メータ

第 1図 CalMorphが抽出する 501の形態パラメータ

第 106巻第 10号

第2図 CalMorphが抽出する1.111のパラメータ

四角で閉ったオルガネラは 2009年に新

たに解析できるように改良された。
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は指標がたったひとつなのに対して顕微鏡画像に基づ

くかたちの情報は Ul1の指標つまりパラメータで記

述できるという利点がある。一方で実験操作にかかる

時間や手間という意味では増殖を測定する方が圧倒的

に早い。そのようなことから，様々な笑験条件 (培地

の種類や加える試薬など)で増殖の定量的解析がしば

しば行われてきている。

3. 表現型と遺伝子機能との関係

かたちにa目することで，一体どんなことがわかる

のだろうか。かたちを指標とした網羅的表現型解析か

ら‘ まず表現型と遺伝子機能との関係が明らかになっ

た。細胞壁、アクチン 1 核 DNAを三重染色した画像

を取得した後に CalMorph解析システムを利用し出

芽酵母の非必須遺伝子破壊株 4.718株会ての画像を解

析した。取得した画像と解析結果は Webサーバ

SCMD (http://scmd.gi.k.u-tokyo.ac.jp/) にて去と関し

ている i)。そして例えば，隊母の極性成長に関わるポ

ラリソームを構成する遺伝子は 5つあるが，そのうち

4つの遺伝子破壊株は，出芽初期に丸い芽を持つこと

がわかった。残る一つの遺伝、子は，類似した遺伝子が

あることから芽は丸くならず，過去の知見とも矛盾し

ない。他の例として， DNA合la関係の遺伝子がある。

核分裂前の芽が異常に大きくなる変異体の原因遺伝子

は全部で 86個あったが. DNA合成というキーワー

ドで特徴づけられる遺伝子が 38個を占めることがわ

かった。これらの遺伝子の多くは DNA修復や DNA

複製に関与 しており， DNA複製や DNAの損傷修復

が行えないか， もしくはそれが不十分なために， 正常

な核分裂が行われず芽の成長だけが続く結果，核分裂

前の芽のサイズが大きくなるものと考えられる。この

ような関係は 複数の遺伝子群，複数のパラメータの

問で多数見いだされ，形態と遺伝子機能との間に強い

関係があることカf明らかになった lJO

4，遺伝子機能の予想について

形態と遺伝子機能の聞に強い関係があるならば，変

異株の形態の情報を使って遺伝子機能の予想ができな

いだろうか。 DNA損傷・修復に関与する遺伝子につ

いてまずこれを試してみた。DNA損傷を修復する機

能に関わる遺伝子 14個を予測の出発材料としその

破壊株に共通する形態を最もよく表すパラメータを，
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クラス分類手法を用いて抽出し選んだ二つのパラメ

ータで類似の形態を示す遺伝子破壊株を集めてみた。

すると，集められた遺伝子の中には DNA損傷修復に

関与するとわかっていた遺伝子はもちろんのこと，今

まで DNA損傷修復への関与が知られていなかった遺

伝子• SAC3とDIA2が含まれていることがわかったo

この機能未知遺伝子を更に詳しく調べたところ，確か

にその遺伝子破壊株が DNA損傷剤に対して感受性を

示したことから。その遺伝子が DNA損傷の修復に関

与していることが示唆された。DNA損傷は紫外線や

放射線，化学物質などの外的要因の他 培養時間の経

過や異常な DNA複製などの内的要因によっても発生

するが，SAC3とDIA2は後者により DNA損傷を生

み出していることが明らかになった。別のモデルケー

スとして，細胞壁合成に関与する遺伝子群でも予測を

行ったところ?予測された遺伝子の破壊株では，ほと

んどすべてで細胞壁に何らかの異常があることがわか

か予測の汎用性が示された ])。

我々が行なったことを別の表現で表すと第 3図のよ

うになる。遺伝子が持つ属性のひとつ(固有の性質)

が遺伝子の機能である。一方て¥表現型とは遺伝、子破

壊が持つ属性のひとつ (遺伝子破壊に伴う特徴)であ

ると見なされる。網羅的な研究から，我々なかたちと

いう表現型と遺伝子機能との尚に関係があることを明

らかにした。遺伝子機能の予想は，まさにその両者の

関係を利用して行なわれたものである。

5 表現型の自動分類について

まず，表現型で分類することにどのような意味があ

るのだろうか。表現型の分類は酵母遺伝学の研究の中

でしばしば行なわれてきたことである。例えば， 1980 

年代に行なわれた，出芽酵母の分泌変異 (sec)の研

究では，蓄積したオルガネラを指標にして 23のj温度

感受性変異株は 3つのグルーフ。に分けられた 九 この

研究が見事だったのは，各グループの変異株は分泌過

程の異なるステップをブロックしていたという点であ

る。しかしながらこのような表現型の分類でl之研究

者の勘に基づいて注目すべき表現型を選んで、きている

ため，時として恋意的な分類が気になるところであっ

た。そこで我々は顕微鏡画像から得られる情報をでき

るだけ多く使って，表現型を自動的に分類することを

試みた(第 4図)。
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我々がまず行なったのは，網羅的に単離した Ca2ふ

感受性変異 (cls)についてである 9)。まず，非必須遺

伝子破壊株のコレクションの中から 59の Ca2ふ感受性

変異 (cls) を単離した。Ca2全によって引き起こされ

る形態的変化は cls変異株に特徴的だったことから，

変異株に野生型を加えた全部で 60株について‘低濃

度 Ca2
+ (通常の YPD培地，約 200μM) と高濃度

ci + (100 mM  CaCl，を含む YPD培地)の条件下で先

に述べた 501形態パラメータを抽出した。ここで，

501パラメータの変化量を使って分類する際に生じた

問題は，パラメータ毎に分布と単位が異なるために，

変化量の異常性を直接比較ができないということであ

る。そこで， 5回の繰り返し実験を行い，有有-り得なさ

を与与.える数として同一分布に従う

しfこ。

細胞の形態変化に基づく Ca'+感受性変異の階層ク

ラスタリング解析の結果， 7つのグループに分類する

ことができた。興味深かったのは，同じクラスに属す

る遺伝子産物は類似した遺伝子の機能を持っていたと

いうことである。鉄の輸送タンパクをコードする 2遺

伝子， HOPSと呼ばれる液胞の融合に関わる 4遺伝子，

J夜胞の V型 ATPaseのサブユニットをコードする 12

遺伝子などはそれぞれ同じグループに属していた。酵

母細胞内における Ca'Tが持つ役割は非常に多岐にわ

たっているが，形態表現型に基づく自動分類は複雑な

Ca2十市Ij待IJ系を個々に理解するのに役立つことがこう

して示された へ

表現型の分類はひとつの遺伝子内にま じた複数の変

異株についても必要になることがある。Fks1pと

Fks2pは l，3-s-グルカン合成酵素の推定上の触媒サブ

て(

⑨ 箆有の性質

00係→予懇 →→→システムとしての生物学的知機

第 3図 遺伝子の機能と変異株の表現型について

手動による分類

一-一一一一_M--ー・・一同一，ー・
一-~._--一-

(Novick el al.， 1980な
ζ皇室阜主孟

表現型を数値化した後で

i 自動分類

(Ohnuki et a/.， 2007) 

研究者の勘が頼り 多くの観点から判断できる
悲意的ではない窓意的な分類が気になる

第 4国 自動分類による表現型の記述

第 1日B巻第 10号 633 



ユニットであるが。グルカンを合成する以外に Fks1p

は多機能を持っていることが示唆されていた。そこで

我々 はl"s2の遺伝子破壊株をパッ クグラウンド とし

て 10個のjhsl温度感受性変異株を単離しこれらの

変異株の形態に基づき階層クラスタ リングを用いて自

動分類す ることにした lll)。

細胞形態の類似性に基づく変異株の分類結果から，

FKSl遺伝子内に生じたグルカン合成酵素の温度感受

性変異株は 3つのグループに分かれた。興味深かった

のは その 3つのグループは Fks1pの機能サブドメ

インに対応していたということである。最 もN末に

近いところに変異を持つクラス I変異では出111胞レベル

のグルカン合成が低下していた。 クラス E変異はグル

カン合成には異常はなく.細胞の極性やエンドサイト

シスになぜか異常が見られた。クラスEは文字通りグ

ルカン合成の活他部位に近いところの変異であり ω !n

vltroのグルカン合成活性に影響していた。このよう

に 形態表:fJl.型に基づくクラスタリングは Fks1pの

ような多機能タンパク質の機能ドメインの分離にも極

めて有効だった¥0)。

6 類似した表現型を持つ株の探索

表現型で分類することができるならば類似した表

現型を持つ酵母株を探索することはできないだろうか。

類似した表現型を持つ株が探索できれば.例えば生理

活性物質によって引き起こされる形態変化と同じよう

な形態変化を起こすi宣伝子欠損株を探すことができる。

さらに言えば生理活性物質の細胞襟的を推定できる

はずで、ある。

類似した表現主lを持つ料、を深紫するためには. 形態

的特徴の類似性の比較(プロファイ リング)が必要に

なる。まず， 4718非必須遺伝子破壊株の形態的特徴

についてはデータベースを既に我々はf与ている。一方

で.細胞襟的を推定したい生理活性物質を，野生型酵

母に 5段階の異なる濃度で 5回ずつ処理し 形態情報

を取得した lJl。そして形態変化の濃度依存性を Jon-

ckh巴er巴検定の統計量である Z値を使用 して評価した。

ここで。実験誤差の影響をなるべ く排除するために.

501パラメータのデータから主成分分析を用いて 104

王成分 (害干与率 9996)を抽出し， この主成分上 の主

成分得点を算出することでー 4718変異株や濃度依存

的形態変化の特徴を表す数値を待た。そして最後に両
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者の中o関係数Rを4718株すべてについて算出した。

相関係数が高い変異材、こそが形態変化が類似した変異

株.すなわち薬剤標的の候補となる。統計的にそのよ

うな変異株を同定するために。ポンフェ ローニ補正後

の有意水準が 0.001% (p < 0.05/4718株)の無相関検

定を行った。

この方法の有効性は白標的が既に知られている 4つ

の薬剤J(I-Iydroxyurea， concanamycin A. lovastatin 

とechinocandinB)をモデルケースにして検証した。

その結果.重複 している成分やマイナーな成分である

場合を除いて薬剤の標的は実際に候補として予想され

J'位 100株には関連する機能が欠慣した変異株が濃縮

されていた。これらの結果から，細胞の形態情報プロ

ファイリングによって形態変化を引き/巴こす生理活

性物質の細胞標的が推定可能であることが示された lJ)。

類似した表現翠!を持つ株の探紫は上記で述べたよう

に.薬斉IJの標的予想だけではなく守類似した機能を持

つ遺伝子の探索にも応用できる可能Itがある(第 5図)。

つまり，形態的に似ている変異株は原因遺伝子の機能

が同じ場合が多いので。形態的に似ている他の変異株

を探すこ とで元になった遺伝子の機能を予想すること

ができる だろう 。

7. 野生酵母の形態から学ぶこと

自然.界に存在する野生醇母のかたちを調べると何か

わかるのだろうか。最近 Schachererらは様々な由来

を持つ 67もの野生酵母材、の境基配列を調べ合計 189

万もの SNPsを見つけた 12'。さらに柴田構造という概

念を導入することによ って多様な遺伝子型が生じる過

程を明らかにすることに成功し遺伝的近縁性につい

ての知見 を得ること ができた。我々 はこの巾で

CalMorphによって細胞形態を解析することが可能だ

った 37;f~、について形態表現型の定量 解析を行なった。

その結果，野生酵母株は極めて多様な細胞形態の表現

出を持つことが明らかになり。階層クラスタ リングを

用いることに よって 3つの形態表現型のクラスに分類

できた。このうち 1つのクラスではワイン酵母と遺伝

的に近縁な株が集まっており 。形態が遺伝的な支配を

受けていることが示唆された。これらの酵母は細胞中

のアクチン 領t或が大きいという特徴を持っ ていたこと

から，これが他の醇母と区別出来る形態的特徴である

と結論づけた。

醸協 (2011)
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第 5図 類似した表現型を持つ酵母を探す

今まで酵母の遺伝学は人工的に得られた点突然変異

や遺伝子破壊株の解析から主に行なわれてきたが.自

然、界に存在する野生酵母にはそれに勝るとも劣らない

数の自然突然変異が蓄積してきている。もちろん管理

された笑験系とはことなり.複数の遺伝変異が組合わ

さった結果として表現型が現れ.複数の遺伝的相互作

用の結果は無視できない。ただし形態を量的形質と

してとらえるこ とができるようになった現在， 表現型

がどのような遺伝変異の組み合わせで、生じているのか

については， これから重要な問題と して，これからま

すます研究されていくだろう 。

8.発酵能が低下した酵母の特定

細胞形態を定量的にモニ ターすることができる

CalMorph は醸造発酵の分野で何か応用できないだろ

うか。ラガービールを作る百字母(下面発酵酵母)でし

ばしば問題になるのは 下面発酵酵母が遺伝的に不安

定なために貯蔵中に低温発酵能が低下した酵母が生じ

てしまうこと である。この変化の際の表現型の特徴が

低温発酵能の低下と高温耐性の増殖であるこ とから，

同じような性質を持った笑験室醇母 (Saccharomyces

cerevisiae)が単離された 1600 そしてその変異株は細

胞膜に存在するタンパク質のプロセッシングに関わる

エンドペプチダーゼをコ ー ドする KEX2遺伝子の変

異を持っているこ とが明らかにな った。hex2変異株

は低j鼠における増殖が悪くなると ともに，形態的にも

大きく野生型と 異なっていた。CalMorphで調べた結

果。 501パラメ ータ中 258パラメ ータで有意に値が

変化していた。実際のかたちの変化としては，例えば

第 106巻第 10号

:!fが丸みを帯びるとと もに 剥11胞の大き さも大きくな

る。アクチ ン領域の大きさや核領域の大き さも野生型

よりも有意に大きくなる。これはあくまでも KEX2

がj忠広!となるケースで明らかになったことであるが.

発酵能が低下した醇母の特定に.CalMorphが活用で

きることを意味している。つまり 。形態的な特徴を正

確に把握すること で集団中に現れる低渇発院能が低下

した酵母 をi哉別し，それが集団内に広がるのを防ぐこ

とができる可能性がある l功。

9. 酵母の生理状態のモニタリンク

先に述べた発酵能の低下に限らず。 何千旬が持つ活性

や酵母の生現状態を正確に把握することは.椛々なア

ルコール発酵飲料を造る過程で極めて重要なことであ

る。このために守ビール酵母などを i中心に してまt.理状

態を把握する手法が数多く開発されてきた。生死判別

法と してよく使われるのがメチレンブルー染色法であ

り生細胞に限って活性をより正確に測定するのが細

胞内 pH (ICP)法である。ただし今ま での手法だ

けでは発酵条件と醇母の生理状態の聞の関係を十分に

とらえきることが難しかった。

一方発酵過程では，定常員fjのM母からスタ ー トして

続いて盛んに増殖するようになり。やがて定常期に至

るという変化があることは一般によく知られた事実で

あり，これにはダイナ ミックな 71~態変化が伴っている 。

そこで，この過程の形態変化をCalMorphで追跡する

ことに した。今回.T面発酵酵母 Saccharomycestas-

torianus KBYOllを20tで 96時間!グルコースを含

んだ培地を用いて嫌気条件下で培養 し その細胞を

635 
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第6固 さまざまな用途での CalMorphの利用

24時間毎にサンプリングし， CalMorphで解析したと

ころ，発酵の前半では 9 出芽をしながら増殖する細胞

の出現をとらえることができ.逆に発酵の後半では，

アクチンの局在化や出芽が観察されなくなり，増殖を

終えて定常状態に移行していることが定量的に明ら

かになった。培養の過程全体では， 501パラメータ中

合計 222のパラメータで動的な形態変化をとらえるこ

とができ，培養前半では 160のパラメータでその後

216のパラメータが変化していた。この過程において

研究や応用研究などいろいろな分野で利用できるよう

になった。第6図にまとめたように，遺伝子機能と形

態表現型の聞の関係を明らかにし形態から遺伝子機

能を予想し類似した表現型を集めたり探したりする

ことカfできるようになった。さらには関イ系している他

の表現型を予想して.発醇能の低下をモニターしたり

生理状態が把握できるようになった。今後は， さらに

顕微鏡画像からわかる情報を充実させると共に汎用性

を高め，多くの人達が使えるシステムにしていきたい

は。フルーツの香りである酢酸エステルの生成や，パ と考えている。

ターのような臭いのダイアセチルの生成や分解が行わ

れ， ビールにとって重要な香l床成分が形成されている

ということである。したがって，醇母の状態を正確に

モニタリングし，発酵中の細胞形態、の変化をいつも同

じように制後[1できれば，生理状態が安定し香味成分

もバランスよく造り出すことができると考えられたJ.¥)。

発酵能の低下にせよ，生理状態にせよ，これらは酵

母の表現型のひとつと考えられる。したがって，科学

的に考えると，表現型同士の関係をもとにして発酵能

や生理状態を予想しようとしている試みに他ならない。

現時点ではまだこの関係は確固たるものではないが，

原凶と結果の関係をおさえることで，かたちを見るこ

との意義がさらに増すことが期待される。

10. おわりに

定量的な出芽酵母の形態情報を得ることができる

CalMorphは，単に正確な形態を知ることができ，客

観的で再現性が高い結果が得られるだけでなく，基礎
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