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貧栄養環境下で増殖する微生物の遺伝子発現プロファイル
―食品事故の防止に向けて―
Gene expression profile of yeast growing in a poor nutritional
environment.
Recently, many spoilage accidents of soft drinks caused by microbes have been reported.
In order to obtain insights into the physiology of microbes growing in such environments
and prevent spoilage of soft drinks by microbes, genome-wide gene expression profile of
yeast Saccharomyces cerevisiae during growth in a soft drink was investigated as a model
of microbes which have contaminated into soft drinks. Yeast cells isolated from the natural
environment of Japan were grown in a soft drink and a rich medium (YPD) at 4℃ , RNA
was extracted, converted to cDNA and hybridized onto a DNA chip. Two independent
experiments from independent precultures were performed. As a result, many genes
involved in transport and assimilation of sulfur were upregulated in a soft drink relative to
a rich medium. Also, genes involved in transport and synthesis of general amino acids were
upregulated. To the contrary, genes involved in transport of aromatic and branched amino
acids and degradation of amino acids were downregulated in a soft drink. From these results,
it was suggested that decreasing the concentrations of sulfuric ion and general amino acids is
an effective method to prevent spoilage of soft drinks by microbes.
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1．はじめに
近年、清涼飲用水の微生物汚染事故が相次いでいる。このような清涼飲用水を飲用する消費者
には小さな子供やお年寄りなど免疫機能の弱い人たちが多く含まれることからその健康への被害が
懸念される。また同時に微生物汚染事故があると、企業イメージに多大な損害を与えることが懸念
される。これらのことから、その汚染防止策が求められている。その汚染防止策としては高熱や高
圧で殺菌する方法や工場の防塵対策が主流の方法だが、それらの方法にも限界があり、新しい発想
として清涼飲用水の組成を微生物にとって増殖しにくいものにする方法があるのではないかと考えた。
清涼飲用水に汚染する微生物としては、Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces bailii,

Candida dacenporti, Hanseniaspora uvarum 1）やPichia, Rhodotorula, Torulopsis, Hansenula,
Trichosporon 属の微生物2）などが報告されている。これらの微生物の汚染防止のためには、清涼
飲用水における微生物の増殖の生理や、微生物の増殖に清涼飲用水の中のどんな因子が重要な役
割を持つかを知る必要があるが、これまでそうした研究はほとんどされていない。
そこで、清涼飲 用水に汚染するこれらの真菌類のモデル生物であり、ゲノム情報やマイクロア
レイ発現プロファイルのデータベースが多く蓄積している酵母Saccharomyces cerevisiaeを使って
清涼 飲 用水における微 生物の増殖時の生理 及びそれに及ぼす清涼 飲 用水中の因子について情
報を引き出すことで清涼飲 用水の微 生物汚染防止に役 立てることを目指した。清涼飲 用水は貧
栄養であることから、栄養の取り込 みや資化に関する機 構が微 生物の増殖の律速因子と考えら
れる。Saccharomyces cerevisiae は多くの真菌類と栄養の取り込み機構を共有していると考えら
れ、たとえばアミノ酸の取り込みを行う主要なタンパク質であるGap1のアミノ酸配列はCandida

glabrataとは75%、Pichia stipitisとは63％、Aspergillus nigerとは56％、Coccidioides immitisと
は53％のidentityがあり、またアミノ酸枯渇反応はSaccharomyces cerevisiaeとCandida albicans
で極めて類似しており3）
、浸透圧ショックに対応する遺伝子の応答もSaccharomyces cerevisiaeと

Aspergillus nigerで類似していることが報告されており4）
、真菌類の栄養の取り込み機構や増殖に
関してはSaccharomyces cerevisiaeで充分に代表できると考えた。清涼飲用水に混入する水カビは
クロミスタ界卵菌類に分類され真菌類とは系統分類上離れているが、それでも例えばSaprolegnia

parasiticaのtubulinの遺伝子配列はSaccharomyces cerevisiae のそれと73%のidentityがある。ま
た同じ卵菌類に属するAphanomyces astaciのキチナーゼはSaccharomyces cerevisiae のそれと
33％のidentityがある。これらの卵菌類のゲノム情報は充分でなく、その増殖の様式も現在ほとん
どわかっていないが、本研究から栄養の取り込みに関してある程度の推測を行うことは可能である
と考えられる。
2．実験方法
２.1

酵母株

酵母としては、日本におけるスポーツ飲料の汚染をsimulateするために、北海道大学の浅野行蔵
教授によって北海道の自然界から分離された酵母
（AHU4426）5）を用いた。
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２.2

RNAの抽出・精製

RNAの抽出にはhot phenol法を用いた。Hot phenol法を用いてRNAを抽出した後、Qiagen
RNeasyを用いてRNAを精製した。サンプルを100μlにTE bufferを用いて調整し、350μlのRLT
bufferを加え、250μlのエタノールを加え、 カラムにapplyし、15000rpmで1分 遠心した。Flow
throughを捨て、カラムにRPE bufferを加え15000rpmで1分遠心した。さらにRPE bufferを加
え15000rpmで2分 遠心し、flow throughを捨てさらに15000rpmで1分 遠心した。カラムを新し
いチューブに移し、RNase free waterを30μl加え15000rpmで1分間遠心しRNAサンプルとした。
RNAは‑80℃で保存した。YPDと清涼飲用水それぞれ2回の前培養から独立した実験を行いRNA
を精製した。
２.3

cDNAへの変換及びマイクロアレイ解析

Total RNAの品質のチェックはAgilent 2100 bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa Clara,
CA)を用いて行った。マイクロアレイにはThe GeneChip yeast genome S98 array (Affymetrix,
SantaClara, CA)を用いた。Total RNA へのラベル付けはGeneChip one-cycle target labeling
and control reagents (Affymetrix)を用いて行った。マイクロアレイ解析は、二回の独立した培養
実験からのRNA抽出・精製、マイクロアレイ解析により行った。結果は2回の平均値を取り、富栄
養培地であるYPDで4℃で静置培養した酵母と、貧栄養培地であるスポーツ飲料で4℃で培養した
酵母から得たマイクロアレイ結果を比較した。
２.4

培

養

スポーツ飲料には日本の代表的なブランドのものを用いた。培養は50mlのプラスチックチューブに
40mlを入れ４℃で静置培養した。培地としてはYPD培地あるいはスポーツ飲料を用いた。
２.5

統計解析

片側非対応Student s t-testを用いた。2回の実験で判断する必要があったため、危険率は30％
に設定して遺伝子を抽出した。
3．実験結果
3.1

スポーツ飲料における微生物の増殖曲線

日本の代表的なブランドのスポーツ飲料40mlを50mlのプラスチックチューブに入れ、酵母を10 6
cells/mlの濃度（660nmにおける吸光度にして0.1）で接種して冷蔵庫に静置し、経時的に増殖を
660nmにおける吸光度でモニターした。日本における微生物汚染事故を念頭に置き、酵母は日本
の自然界から分離されたものを用いた。その結果、図1のとおり、非常にゆっくりではあるが、この
ような貧栄養環境下で酸素がなく低温の環境でも酵母は増殖していくことがわかった。なお、実験
室酵母を同様の条件下で培養した時には、恐らく栄養要求性のためにほとんど増殖しなかった。通
常2回分裂すると遺伝子発現は安定すると言われているため、660nmにおける吸光度が初発の4倍
（OD660=0.4）になった8日目にサンプリングを行い、その時点における遺伝子発現プロファイルを調
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べ、富栄養培地であるYPD培地で同じく冷蔵庫で静置培養した酵母の遺伝子発現プロファイルとそ
の発現比を比較した。

図1

3.2

酵母は硫黄の飢餓を感じており硫黄の取り込みが活性化している

上記の条件における酵母の遺伝子発現プロファイルを調べたところ、最も特徴的だったのは硫黄
の代謝に関わる遺伝子群関係であった。全体としては、酵母は硫黄の飢餓を感じており、そのせい
でレドックスバランスが崩れ、これを補償するために硫黄の代謝や取り込みを活性化していると思わ
。
れた。これは、硫酸イオンの不足により引き起こされる遺伝子発現プロファイルと類似していた6）
具体的には、高親和性の硫酸イオン輸送体をコードするSUL2 7）の発現が2.4倍に上昇していた（表
1）
。また、メチオニンの生合成や硫酸イオンの資化に関与するAdenylylsulfate kinaseをコードする
MET14の発現が6.5倍に上昇していた。
L-homoserine-O-acetyltransferaseをコードするMET2 8）は3.0倍に上昇していた。オキサロ酢
酸、硫酸、チオ硫酸、イソプロピルリンゴ酸を輸送するミトコンドリア内膜の輸送体をコードする

OAC1 9）の発現は3.1倍に上昇していた。
以前の報告 6）で硫酸イオンの枯渇によりCbflp/Met4p/Met28p複合体で制御される遺伝子群の
発現が誘導されることが報告されており、実際に今回解 析したスポーツ飲料においてにおいても
Cbflp/Met4p/Met28p 10）で制御される遺伝子（MET14, MET16）は2倍以上高発現していたことか
ら、スポーツ飲料において増殖している酵母においては硫酸イオンが不足していると考えられた。
MIPS Functional Classificationによっても、2倍以上高発現している遺伝子群は1.459e-05の
p-valueで硫酸イオンの資化と相関していることが示され、上記の推測を裏付けた。
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表1

清涼飲料水で発現が上昇していた遺伝子

37

38

3.3

アミノ酸の取り込みが活性化している

遺伝子発現プロファイルから、本酵母はアミノ酸の取り込みを全般に活性化させていることが明
らかとなった。例えば、低親和性アミノ酸輸送体をコードするAGP3 の発現は2.9倍に上昇していた。

AGP3 の遺伝子発現は環境のアミノ酸が少ない時に増加することが報告されている11）ので、酵母が
アミノ酸の飢餓を感じていると考えられる。またD−アミノ酸を含むすべてのアミノ酸を基質とする低
親和性のGeneral amino acid permeaseをコードするGAP1 12）の発現は2.3倍に上昇していた。これ
らのことから本酵母はアミノ酸の飢餓を感じており、そのことから細胞外の培地からとにかくあらゆ
るアミノ酸を取り込むために低親和性のアミノ酸取り込み体を活性化させていると考えられた。しか
し、同じく低親和性で幅広い基質特異性を持つアミノ酸輸送体をコードするAGP1 13）の発現は0.76
倍、高親和性のポリアミン輸送体をコードするAGP2 14）の発現は0.84倍であまり変化がなく、すべて
のアミノ酸の取り込み体を活性化しているわけではないとも考えられた。
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3.4

芳香族アミノ酸の分解を抑制している

スポーツ飲料で培養した酵母ではフェニルピルビン酸デカルボキシラーゼをコードするARO10 15）
の発現は0.046倍に減少していた（表2）。また芳香族アミノ酸アミノトランスフェラーゼIIをコードす
るARO9 16）の発現は0.17倍に減少していた。これらの結果は、本酵母がスポーツ飲料という貧栄養
環境に曝されているために、芳香族アミノ酸の分解を抑制していると考えられた。
3.5 セリンやスレオニンの分解を抑制している
酵母はアミノ酸が枯渇しているときには、アミノ酸の分解を抑制することが報告されている。セリ
ンやスレオニンの分解を行うCatabolic L-serine
（L-threonine）deaminaseをコードするCHA1 17）の発
現は0.34倍に抑制されていた。このことから、必要性の高いアミノ酸であるセリンやスレオニンの分
解を抑えて細胞内の量を確保しようとしていると考えられた。
3.6

グルタチオンの生合成を抑制している

グルタチオンはシステインとグリシン、グルタミン酸が結合した分子で、酸化ストレスへの対応に関
与している。本酵母では、Omega class glutathione transferaseをコードするGTO3 18）発現が0.18
倍に減少していた。今回の培養は静置培養で行い酸化ストレスは少ないことから、本酵母はこの環
境下では酸化ストレスへの対応よりも硫黄の飢餓に対応するためにグルタチオンの生合成を抑制した
と考えられる。
3.7

分岐アミノ酸やチロシンの取り込みを抑制している

高親和性で基質特異性の高いアミノ酸の輸送体であるバリン、ロイシン、イソロイシン、チロシン
を取り込む輸送体をコードするTAT1 19）の発現は0.36倍に抑制されていた。酵母は外部環境におけ
るアミノ酸の濃度が低いときには、低親和性で基質特異性が低いが輸送活性の高いアミノ酸輸送
体の発現を増加させ、高親和性で基質特異性が高く輸送活性の低いアミノ酸輸送体の発現を減少
させることが報告されている。実際に、スポーツ飲料で増殖していた酵母で、低親和性で基質特異
性の低く輸送活性の高いアミノ酸の取り込みをコードする輸送体のタンパク質の遺伝子の発現は増
加していたことを考えると、とりあえずアミノ酸の区別をせずに多量のアミノ酸を取り込むことを優先
し、分岐アミノ酸やチロシンといった個別のアミノ酸の取り込むは抑制していると考えられた。
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表2 清涼飲料水で発現が抑制されていた遺伝子
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まとめ及び考察
以上のマイクロアレイ解析の解析結果から、スポーツ飲料で増殖中の酵母は、硫酸イオンやアミ
ノ酸の飢餓によりさまざまな生体内の問題（含硫黄化合物の生合成不足やアミノ酸の不足）に直面し
ており、これらの問題を解決するために硫酸イオンやアミノ酸の取り込みを活性化させていると考え
られた。
また、低親和性で基質特異性の低く、取り込み活性の高いアミノ酸の取り込み輸送体をコードす
る遺伝子の発現を活性化しており、高親和性で基質特異性が高く、取り込み活性の低いアミノ酸の
取り込み輸送体をコードする遺伝子の発現は抑制していると考えられた。同時にアミノ酸の生合成
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を活性化し、アミノ酸の分解を抑制していると考えられた。以上のことから、スポーツ飲料におい
て酵母の生理状態の概略を知ることができた。
今回得られた研究結果から、スポーツ飲料のような貧栄養の飲料における微生物汚染事故を防
ぐために、硫酸イオンの含量を減らすことや、一般的なアミノ酸の含量を減らすことがよいと推察さ
れた。また、芳香族アミノ酸や分岐アミノ酸は多少含まれていても大丈夫ということが示唆された。
なお、上記の清涼飲用水を製造しているメーカーに問い合わせたところ、硫酸イオンが入るような製
造工程は一切なく、あるとすればそれは採取した水に入っているもので、検出限界以下のものであ
るだろうとのことだった。実際の商品を購入して硫酸イオン濃度の測定を行ったところ、0.89±0.03
μg/ml
（n=3）
となり、確かに増殖に至適な濃度
（500μg/ml）よりもはるかに低いことがわかった。
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