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研究成果の概要（和文）：アーバスキュラー菌根菌における主要なリン酸輸送形態がポリリン酸

であること、ポリリン酸の最大蓄積時には全リンの 60-70%に達すること、このとき電荷バラン
スをとるために、同時に Na+, K+, Ca2+, Mg2+などの陽イオンも取り込まれることを明らかにした。

ポリリン酸蓄積時に関わる遺伝子群をクローニングするための前段階として、リン酸吸収時に

菌糸で発現している mRNA（cDNA）の効率的抽出法を確立した。 
 
研究成果の概要（英文）：The present study demonstrated that i) polyphosphate is the main storage of 
phosphorus in arbuscular mycorrhizal fungi, ii) polyphosphate consists of 60-70% of total cellular 
phosphorus at maximum, and iii) Na+, K+, Ca2+, and Mg2+ are also accumulated during polyphosphate 
accumulation to neutralize negative charge of polyphosphate. An efficient method to extract RNA from 
hyphae has been established for large scale sequencing of mRNA expressed during polyphosphate 
accumulation in hyphae. 
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１．研究開始当初の背景 
 アーバスキュラー菌根菌は糸状菌の一種
で、土壌中に普遍的に存在しており、陸上植
物の 80％と共生関係を持つことができる。こ
の菌と植物との共生は、およそ４億年前、原
始植物が陸上に進出した時代に始まり、現在

までその形態をほとんど変えていない。この
菌は土壌中の希薄なリンを濃縮して宿主に
供給する機能を持っているため、リン酸の有
効化を通じて陸域生態系を支える極めて重
要な役割を果たしている。しかしながら、人
工培養が困難なことから、その生態や物質輸
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送の分子機構はほとんどわかっていない
(Ezawa et al, 2002)。この共生系におけるリン
酸獲得のメカニズムは以下のように推定さ
れている：土壌中に張り巡らせた菌糸ネット
ワークに取り込まれたリン酸(Pi)は、無機ポ
リリン酸(P~P~P)の形で液胞？(未同定オルガ
ネラ)に濃縮され、これが原形質流動などによ
り宿主植物根内の樹枝状体まで運ばれる(リ
ン酸のオルガネラ輸送)と、再び Pi に加水分
解されて、根のアポプラストに放出される(江
沢ら, 2004)。 
 ポリリン酸とは Pi が高エネルギーリン酸
結合により 3~1,000 残基程度まで直鎖状に
連なった無機高分子であり、原核~真核生物
の細胞中に普遍的に見出される化合物であ
る。特に微生物においては、主にリンの貯蔵
形態として重要な役割を果たしており、原核
生物では合成・代謝・分解に関わる遺伝子が
数多く同定されている。一方、アーバスキュ
ラー菌根菌や酵母などの真核微生物におい
ても、極めて多量のポリリン酸を細胞内に蓄
積する(e.g.酵母では最大で乾重の 10％)こと
が知られているものの、細胞性粘菌
(Gomez-Garcia and Kornberg, 2004)以外では遺
伝子はおろか合成酵素の活性すら検出され
た例は無く、真核生物におけるポリリン酸合
成経路の解明がこの分野における最重要課
題の一つとなっている(Kornberg et al, 1999)。 
 アーバスキュラー菌根菌は、ポリリン酸合
成システムを持っていることで、自らが必要
とする以上の大過剰のリン酸を吸収・蓄積す
ることが可能であり、このシステムこそが宿
主植物へのリン酸供給プロセスにおいて中
心的な役割を果たしていると考えられる。申
請者らはこれまでに世界で初めて生きたま
まの菌根菌の液胞形態の観察に成功する
(Uetake et al, 2002)と共に、菌体内の微量のポ
リリン酸を定量するシステムを確立し、菌糸
におけるリン酸の吸収とそれに続くポリリ
ン酸の合成が驚異的な速さで起こることを
明らかにした(Ezawa et al, 2003)。さらに菌糸
の細胞分画法を確立し、特定の画分において
ATP を基質としたポリリン酸の合成活性が
存在することを見出した(H17-18科研費)。本
合成活性の検出は真核生物では細胞性粘菌
に次いで２例目、多細胞生物では世界で初め
ての例であり、H18年度にはいくつかの国際
学会において発表した。一方、我々は菌根菌
から放出されたリン酸の獲得に関与する宿
主(ミヤコグサ)のリン酸トランスポーター遺
伝子(LjPT3)の発現抑制変異体を入手し、菌か
ら宿主へのリン酸移行が抑制されることで
樹枝状体でのポリリン酸分解が抑制され、菌
糸内のリン酸代謝に関連する遺伝子の発現
も変化することを認めた。この変異体を用い
ると菌糸内でのリン酸代謝に関連する遺伝
子の発現を抑えることができるため、サブト

ラクション法などの応用により、これまで困
難であった菌側の遺伝子を獲得できる可能
性が高まった。 
 菌根共生系の研究は基礎と応用の両側面
から、その重要性が認められているものの、
世界的には研究の容易な植物側の生理・分子
応答などに関するものが多く、培養困難な菌
側の生理・生化学研究に真正面から取組んで
いるグループは少ない。その中で申請者らの
研究は、最も重要なリン酸代謝に焦点をあて
て前述のようなトップレベルの成果を上げ
続けていることから、世界的にも注目されて
いる。 
 申請者らは菌根菌ゲノムプロジェクト国
際コンソーシアムのメンバーとして、特に代
謝や ATP 結合部位を持つ膜輸送体ファミリ
ー、モータータンパク質のなどのカテゴリー
に属する遺伝子の注釈(アノテーション)作業
を担当していることから、本申請プロジェク
トにおいて、リン酸代謝・輸送に関連する候
補タンパク質のアミノ酸配列または遺伝子
断片に関する情報が得られれば、即座にゲノ
ム中から候補となる遺伝子を絞り込むこと
が可能であり、このことは我々が世界をリー
ドする研究を行う上で極めて大きなアドバ
ンテージである。 
 
２．研究の目的 
 本申請課題ではアーバスキュラー菌根菌
におけるリン酸獲得と宿主への輸送メカニ
ズムを解明するために、以下の２つのプロジ
ェクトを設計した。 
 
(1) ポリリン酸合成活性の特性解析と活性局
在オルガネラの同定： 
 H17-18科研費研究において、菌糸の細胞分
画法を確立し、ポリリン酸合成活性を検出す
ることに成功している。本研究では、この成
果を発展させるために、本活性の阻害・賦活
化剤の探索を行い、酵素化学的特性を調べる
と共に、電子顕微鏡および共焦点レーザー顕
微鏡によるポリリン酸合成オルガネラの形
態的特徴および組織局在性を明らかにする。 
 
(2) ポリリン酸集積プロファイルの解析と合
成・分解酵素遺伝子の単離： 
 アーバスキュラー菌根菌におけるポリリ
ン酸集積の生理プロセスを明らかにするこ
とで、リン酸輸送におけるポリリン酸の役割
および集積メカニズム解明へのアプローチ
戦略を立てる。 
 一方、我々は国際コンソーシアムのメンバ
ーとして、代謝や ATP結合部位を持つタンパ
ク質をコードする遺伝子群に注釈を賦与す
る作業 (アノテーション)を行うことが求め
られている。本研究ではこの作業を通じて、
公表前の塩基配列情報から得られた知見を



 

 

いち早く遺伝子の単離・クローン化にフィー
ドバックし、目的遺伝子の絞り込みに利用す
る。 
 
３．研究の方法 
(1) ポリリン酸合成活性の特性解析と活性局
在オルガネラの同定 
 本研究室で酸性土壌より分離した Glomus 
sp. HR1 株を２分画メッシュバッグ栽培法に
より培養し、得られた外生菌糸より細胞分画
法によってポリリン酸合成活性画分を得た。
各オルガネラの指標酵素の活性や各種阻害
剤への感受性、さらに、電子顕微鏡による観
察を行うことで、ポリリン酸合成活性を持つ
オルガネラを特定した。 
 
 (2) ポリリン酸集積プロファイルの解析と
合成・分解酵素遺伝子の単離 
①ポリリン酸集積プロファイルの解析： 
 Glomus sp. HR1株を３分画メッシュバッグ
栽培法により培養後、再外層の菌糸画分にリ
ン酸を添加してポリリン酸集積の経時変化
を測定した。同時に全リンやオルトリン酸の
測定も行い、菌糸が獲得する全リンに占める
ポリリン酸の割合の変化も算出した。また、
ポリリン酸集積に伴う大量の負電荷を中和
する対イオンを特定するために、菌糸から無
機イオンおよび塩基性アミノ酸を抽出・定量
した。 
②ポリリン酸合成・分解酵素遺伝子の単離： 
 トランスクリプトームによる目的遺伝子
の一斉配列決定行うために、まず、２分画メ
ッシュバッグ栽培法により外生菌糸の大量
増殖を行った。次に菌糸からの効率的な RNA
抽出法を確立するため、市販キット、SDS-
フェノール法、および CTAB 法による RNA
の抽出効率の比較と品質チェックを行った。 
 また、国際ゲノムコンソーシアムの提供す
る膨大な配列情報の中から、候補となる遺伝
子の塩基配列情報ピックアップし、この後に
行う予定のトランスクリプトームのための
リソース整備を行った。 
 
４．研究成果 
(1) ポリリン酸合成活性の特性解析と活性局
在オルガネラの同定： 
 菌糸細胞の分画後、比重 1.06-1.09の画分に、
ATP を基質としたポリリン酸合成活性を検
出した。この活性と原形質膜およびミトコン
ドリア指標酵素との局在が一致しないこと
から、この活性は液胞膜上に局在することが
示唆された。また、電子顕微鏡観察もこのこ
とを指示していた。さらに本活性は V-ATPase
活性阻害剤や H+脱共役剤 によって阻害され
ないことから、ATPは直接のリン酸供与体と
して働くことが示唆された (Tani et al. 2009)。 
 

(2) ポリリン酸集積プロファイルの解析と合
成・分解酵素遺伝子の単離 
①ポリリン酸集積プロファイルの解析： 
 外生菌糸ではリン酸施用後、直ちにポリリ
ン酸が蓄積され始め、4-5 時間後には最大値
に達し、その後、漸減した。外生菌糸におけ
るポリリン酸の減少が始まると同時に、植物
根内の菌糸におけるポリリン酸の増加が観
察されたことから、外生菌糸におけるポリリ
ン酸の減少は内生菌糸へのリン酸輸送によ
るものと考えられた。このとき、全リン含量
の増減はポリリン酸の増減と同調していた
のに対し、オルトリン酸含量は常に一定であ
ったことから、菌糸に取り込まれたリン酸は
直ちにポリリン酸として蓄積されると考え
られた。また、ポリリン酸含量は最大で全リ
ンの 60-70%に達することから、ポリリン酸は
アーバスキュラー菌根菌における主要なリ
ン酸輸送形態であることが証明された 
(Hijikata et al. 2010)。 
 ポリリン酸の急速な蓄積と同調的に Na+, 
K+, Ca2+, Mg2+などの無機陽イオンが蓄積さ
れるのに対し、有機性陽イオンである塩基性
アミノ酸の含量はほとんど変化しないこと、
また、上記４種の陽イオンの合計電荷はポリ
リン酸の全電荷にほぼ匹敵することから、ポ
リリン酸蓄積により生じる大量の負電荷は、
無機陽イオンにより中和されるものと考え
られた (投稿準備中)。 
 
②ポリリン酸合成・分解酵素遺伝子の単離： 
 RNA 抽出のための菌糸の培養を行った結
果、最終的に 5 g程度の材料を得ることがで
きた。また、RNAの抽出は市販のキット（キ
アゲン社製）を用いると最も効率的、かつ安
定的であることがわかった。この方法で調整
した RNA の品質チェックを依頼した（北海
道システムサイエンス社）ところ、パイロシ
ークエンスを行うに耐えるものであること
が示された。また、国際ゲノムコンソーシア
ムにおけるアノテーション作業を行う過程
で、無機元素吸収の輸送体やポリリン酸合
成・分解に関与すると予想される遺伝子群を
ピックアップすることができた。これにより、
パイロシークエンス法による mRNA (cDNA)
の大規模解析を通じて、リン酸吸収および輸
送に関与する遺伝子群のクローニングおよ
び機能解析を行う準備が整った。 
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