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研究成果の概要（和文）： ペルオキシソーム特異的分解（ペキソファジー）に関与する液胞膜

タンパク質 Vac8 の機能、液胞形態制御のための Atg8 の新規機能を解明した。また酵母の細胞

増殖誘導期に亢進するオートファジー経路や植物病原性カビの感染に要するペキソファジーの

分子機構を解明し、オートファジーの新たな生理機能を見出した。 

 
研究成果の概要（英文）：We elucidated novel functions of Vac8 in peroxisome degradation 

(pexophagy) and of Atg8 in regulating the vacuolar morphology. Furthermore, we revealed 

the molecular mechanisms of an autophagic pathway induced in the lag phase of yeasts and 

a pexophagy process responsible for infection of a plant pathogen fungus, discovering 

new physiological functions of autophagy. 
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2008 年度 17,200,000 0 17,200,000 

2009 年度 17,200,000 0 17,200,000 

  2010 年度 17,200,000 0 17,200,000 

総 計 81,200,000 0 81,200,000 

 

 

研究分野：タンパク質分解による細胞・個体機能の制御 

科研費の分科・細目：生物科学・細胞生物学 

キーワード：オートファジー・ペルオキシソーム・液胞・ペキソファジー・酵母 

 
１．研究開始当初の背景 

オートファジーとは細胞内構成成分を液胞/

リソソームに輸送して分解する機構の総称

であり、初期の研究ではその非特異的な分解

様式についての研究が進んだ一方で、オルガ

ネラ等を特異的に分解する分子機構につい

ては未解明な点が多かった。また、オートフ

ァジーの持つ高次の生理機能については、栄

養飢餓時のアミノ酸リサイクリングを除い

て、はっきりと示されたものはほとんどなか

った。 

 

２．研究の目的 

ペルオキシソーム研究のモデル生物として

用いられてきたメタノール資化性酵母

Pichia pastoris を主たる対象として用い、

ペルオキシソームを特異的に分解するオー

トファジー機構（ペキソファジー）の分子メ
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カニズムを、特に液胞膜動態の解析を通じて

解明すること、同時に Atg タンパク質の新規

機能を見出すことを目的とした。また、上記

酵母や植物病原性真菌におけるオートファ

ジーの新規生理機能の探索も目的とした。 

 

３．研究の方法 

１）ペキソファジーにおける液胞膜タンパク

質 Vac8 の機能解析 

Vac8 は液胞膜上に局在し、娘細胞への液胞輸

送に機能する因子であり、出芽酵母では選択

的オートファジーの１つCVT pathway に機能

することが分かっている。本研究では Vac8

が P. pastoris のペキソファジーに関与する

かどうか、また関与するとすれば膜動態のど

の段階に機能するのかを調べるため、VAC8遺

伝子破壊株におけるペキソファジー活性の

解析、および液胞膜とオートファジー膜との

蛍光顕微鏡観察を行った。また、本タンパク

質はアルマジロリピートと呼ばれるドメイ

ンを分子内に持つが、この部分がペキソファ

ジー機能に寄与するのかどうかを調べるた

め、分子内領域を欠損した Vac8変異体発現

株における上記解析も並行して行った。 

２）Atg8 の液胞形態制御に関する新たな機能

の解明 

Atg8 はオートファジー膜に局在するマーカ

ータンパク質として知られる因子であるが、

Pichia pastoris においてこのタンパク質を

欠損させると、液胞形態が異常になることを

既報にて見出していた。そこで Atg8 が液胞

形態制御に機能する際の分子基盤を明らか

にするため、Atg8 の細胞内局在を蛍光顕微鏡

観察で解析した。また、Atg8自身やその機能

を支える他の ATG遺伝子の多数の変異株を用

い、メタノール培養をはじめとする様々な培

養条件下での液胞膜の形態を観察した。見出

した Atg8 の分子機能が持つ生理的役割を知

るため、Atg8 の変異が増殖速度に与える影響

も調べた。 

３）メタノール資化性酵母の代謝変換時に誘

導されるオートファジーの解析 

メタノール資化性酵母をグルコース培養か

らメタノール培養へと培地変換するとペル

オキシソームの発達をはじめとする劇的な

細胞内の体制変換が生じるが、この際にオー

トファジーの果たす役割を知るために、上記

Atg8 に加えて、選択的オートファジー経路の

輸送基質である ApeI、Ald6 の液胞への輸送

を、野生株および ATG遺伝子変異株において

調べた。同時に上記の変異株におけるメタノ

ール培養時の生育速度を比較した。さらに本

条件下での細胞内栄養状態をアミノ酸添加

により調節し、オートファジー活性との相関

を調べた。 

４）植物病原性菌の感染時に誘導されるペキ

ソファジーの解析 

植物病原性の真菌である Colletotrichum 

orbiculare は植物感染の前段階にあたる

分生胞子形成時にペルオキシソーム合成が

重要であることが先行論文において見出さ

れていた。そこで、続く感染の過程において

ペルオキシソーム分解が誘導されるかどう

かを形態学的に解析した。本研究代表者らが

以前ペキソファジーに機能することを示し

ていた P. pastoris Atg26 のホモログが本菌

においても存在することが見出されたこと

から、本タンパク質の触媒活性・膜結合性が

感染に果たす機能を変異株解析により調べ

た。 

 

４．研究成果 

１）ペキソファジーにおける液胞膜タンパク

質 Vac8 の機能解析 

P.pastoris において VAC8 遺伝子破壊株を取

得すると、本株ではペキソファジーの様式の

１つミクロペキソファジーが停止している

ことが分かった。液胞膜および Atg8 を用い

たオートファジー膜の顕微鏡解析から、本株

ではオートファジー膜の形成、伸長は起こる

が液胞膜によるペルオキシソーム包み込み

が阻害されていることが分かった。また驚く

べきことに、分子内のアルマジロリピートを

欠損させた Vac8 は、液胞の娘細胞への受け

渡しには機能しないものの、ペキソファジー

時の液胞膜変形には機能を持つことがわか

り、Vac8 による液胞膜形態制御には複数の分

子機序が存在することが分かった。 

酵母における液胞膜形態制御機構の研究は

生体膜動態を支える分子メカニズムのモデ

ル研究としてその重要性が認識されている。

今研究において見出した、ペキソファジーに

おける Vac8 の新たな液胞膜形態制御機構は

本タンパク質の膜変形メカニズムの多様性

を示すものとして価値あるものであると言

える。 

２）Atg8 の液胞形態制御に関する新たな機能

の解明 

P. pastoris 野生株の培養炭素源をグルコー

スからメタノールに移した際の液胞形態を

追跡観察すると、液胞膜の融合が誘導される

ことを見出した。この融合活性は Atg8 欠損

株では見られなかったことから、Atg8 が液胞

膜の融合に機能すると予想された。そこで蛍

光タンパク質で標識された Atg8 を顕微鏡観

察すると、予想通り本タンパク質が液胞膜上

に存在することを見出した。また、Atg8欠損

株では上記炭素源変換時の細胞の増殖速度

が野生株に比較して顕著に低下することを

発見した。このような Atg8 の液胞融合への

寄与は、低浸透圧への対応時に見られる液胞

融合や、娘細胞への液胞輸送にも重要である

ことも見出し、オートファジーとは異なる

Atg8 の新たな機能をはじめて明らかにした。 



通常のオートファジー誘導時において Atg8

はユビキチン化に類似した反応経路を経て

リン脂質フォスファチジルエタノールアミ

ンに結合する。また Atg8 のオートファジー

機能にはその（膜）半融合活性が重要である

ことが先駆的論文から知られている。そこで

Atg8 のアミノ酸残基を置換することで、リン

脂質結合のできない、あるいは半融合活性を

持たない変異タンパク質を作成しその液胞

形態への影響を調べたところ、驚くべきこと

に脂質結合のできない Atg8 も液胞の融合に

機能することが分かった。一方で Atg8 の半

融合活性は液胞形態制御に必要であった。以

上のことから、リン脂質結合に依存しない

Atg8 の機能を初めて明らかにした（下図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本課題研究で見出された Atg8 の新規 

   生理機能 

 

３）メタノール資化性酵母の代謝変換時に誘

導されるオートファジーの解析 

P. pastoris 野生株の培養炭素源をグルコー

スからメタノールに変換しオートファジー

活性を、蛍光タンパク質で標識された Atg8

の液胞への輸送を指標にして調べたところ、

培地変換後約 6 時間までオートファジー活性

が上昇することを見出した。このことは電子

顕微鏡による微細構造観察によっても確認

された。オートファジー活性上昇は本酵母の

増殖誘導期（Lag Phase）と一致して観察さ

れたことから、誘導を Lag Phase Autophagy

（LPA）と命名しその分子機構を調べた。 

酵母細胞において選択的オートファジーの

基質である ApeI、Ald6 の液胞内への輸送を

それぞれのタンパク質に蛍光タンパク質標

識を付加して調べたところ、両タンパク質と

も LPA によって液胞への輸送が亢進していた。 

オートファジーに機能するタンパク質複合

体の形成には、核となる足場タンパク質が必

要であり、選択的なオートファジーでは

Atg11 が、非選択的なオートファジーでは

Atg17 がその役割を担うとされてきた。これ

らのタンパク質を欠損した株において液胞

内への輸送を調べると、ApeIの輸送は Atg11

欠損株で、Ald6 の輸送は Atg11 と Atg17 の両

欠損株で阻害されていた。すなわち複数の分

子機構によるオートファジーが本条件下で

誘導されていることが分かった。 

興味深いことに、LPA の誘導できない変異株

のほとんどでメタノール培地転換後の増殖

誘導期が野生株と比較して伸長し、増殖開始

までにより時間がかかるようになっていた

（下図 2）。また、上記変異株ではペルオキシ

ソーム合成速度の低下も見られた。このよう

な LPA変異株に対してアミノ酸を過剰投与す

ると増殖誘導期の伸長は見られなくなった

ことから、LPA の役割は細胞内構造の劇的な

変化に伴うアミノ酸等の欠乏に対応するた

めのものであると結論付けられた。 

一般に微生物の増殖誘導期は、タンパク質の

発現パターンが大きく変動する時期である

ことが知られている。この変動のために細胞

が転写・翻訳段階での調節機構だけでなく、

オートファジーによるタンパク質分解を利

用した調節機構を持つことが本研究により

初めて明示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ オートファジー変異株における増殖 

   誘導期の伸長 

 

４）植物病原性菌の感染時に誘導されるペキ

ソファジーの解析 

電子顕微鏡解析、そして蛍光タンパク質標識

されたペルオキシソーム、Atg8 を用いた蛍光

顕微鏡解析によって、C. orbiculare の分生

胞子から生じる付着器と呼ばれる細胞内で

ペキソファジーが誘導されることが分かっ

た。一方で、遺伝学的解析から本菌の感染に

必要な因子として Atg26 のホモログタンパク

質が同定されたことから、本タンパク質欠損

株におけるペキソファジー活性を調べたと

ころ、その阻害が見出された。Atg26 の変異

タンパク質で、GRAMドメインとよばれる部位

を中心とした脂質結合領域を欠失したもの、

あるいは Atg26 の触媒活性であるステロール

グルコシド合成能を失ったものはどちらも

atg26変異株のペキソファジー機能不全を回

復できず、また感染能も回復しなかった。以

 



上のことから Atg26 を用いるペキソファジー

が本菌の植物への感染に必要であることを

示した。これは選択的オートファジーである

ペキソファジーの高次生理機能を見出した

最初の報告である。 
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