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現在に至る

酵母生体膜スフィンゴ脂質の構造多様性と
環境ストレス応答の連関の解明と応用
Studies on relationship between structural diversity of
biomembrane sphingolipid and environmental stress
responses in yeast.
Complex sphingolipids are an essential component of eukaryotic biomembranes. They
are composed of a polar head group and a hydrophobic segment, ceramide, which comprises
a fatty acid and a sphingoid long-chain base. Complex sphingolipids dynamically cluster
with sterols to form lipid microdomains (raft), which play important roles in effective signal
transduction and proper localization of membrane proteins. In yeast Saccharomyces cerevisiae,
complex sphingolipids have three types of polar head group (inositol phosphorylceramide
(IPC), mannosylinositol phosphorylceramide (MIPC), mannosyldiinositol phosphorylceramide
(M(IP)2C)) and five types of ceramide (A, B, B’, C and D); however, the physiological significance
of the structural diversity is not fully understood. In this study, we found that deletion of
vacuolar H+-ATPase (V-ATPase) in yeast causes dramatic alteration of the complex sphingolipid
composition, which includes decrease in hydroxylation in the ceramide moiety, decrease in IPC
levels, and increase in MIPC and M(IP)2C levels. The increase in MIPC levels was significantly
enhanced when V-ATPase-deleted cells were incubated at pH 7.2. The expression level of MIPC
and M(IP)2C synthases (Sur1 and Ipt1) were significantly increased in V-ATPase-deleted cells
incubated at pH 7.2. Deletion of MIPC synthases, but not M(IP)2C synthase, or an increase in
1

the hydroxylation level of the ceramide moiety of complex sphingolipids on overexpression of
Scs7 and Sur2, sphingolipid hydroxylases, enhanced the growth defect of V-ATPase-deleted cells
at pH 7.2. On the contrary, loss of the hydroxylation by the deletion of SCS7 and SUR2 causes
an increase in growth rate of V-ATPase-deleted cells. In addition, supersensitivities to Ca2+, Zn2+,
and H2O2, which are typical phenotypes of V-ATPase-deleted cells, were affected by loss of MIPC
synthesis or change in the hydroxylation level of the ceramide moiety of complex sphingolipids.
These results indicate the possibility that alteration of the complex sphingolipid composition is an
adaptation mechanism for defect of intracellular proton homeostasis.

1. はじめに
出芽酵母（Saccharomyces cerevisiae ）は、酒、パン、調味料等の発酵生産を担い、人類の食
生活と古くから深く関わってきた微生物である。そのため、出芽酵母を介した発酵生産技術の向上は、
我々の食生活の問題と直結する重要な課題である。酵母を用いた生産現場においては、有用物質
を生産するための最適条件と酵母自体の生育の最適条件が一致しないことが多い。すなわち、生産
現場において酵母は温度 , pH, 浸透圧等において多くのストレスを受けている状態にある。そのため、
種々のストレスに対する応答メカニズムの解明、及びストレス耐性の酵母を新たに創出することは、発
酵生産における非常に重要な基盤技術となりうる。
生体膜は外界からのストレスを感知し、ストレスに対する耐性を細胞に獲得させるための適切な応答
（ストレス応答）を導かせるための重要な中継地点である。生体膜脂質二重層を構成する複合脂質
はグリセロリン脂質と複合スフィンゴ脂質に大別され、それぞれが非常に多くの分子種を持つことで、生
体膜上における様々な機能が厳密に調節されている。例えば、複合スフィンゴ脂質は、形質膜でマイク
ロドメインを形成し、ストレス応答等のシグナル伝達の中継地点の役割を果たしていると考えられている
（ Dickson et al ., 2006 ）。
複合スフィンゴ脂質は、長鎖塩基と脂肪酸が酸アミド結合したセラミドが疎水性部分となり、これに
種々の親水性頭部が結合している（ Fig. 1 ）。出芽酵母では、Lcb1, Lcb2 複合体が触媒するセリンと
パルミトイル CoA の縮合反応を介して、複合スフィンゴ脂質の基本骨格となる長鎖塩基が最初に生合
成される。次に長鎖塩基に、セラミド合成酵素（Lag1, Lac1）によって脂肪酸が酸アミド結合し、セラミド
が生合成される。酵母における最も単純なセラミドは、長鎖塩基としてジヒドロスフィンゴシン、脂肪酸とし
ては C26の極長鎖脂肪酸を持つセラミド-A である。セラミド-A は、長鎖塩基の C4 位、脂肪酸のα位、
脂肪酸の未同定の位置の炭素、が水酸化を受けることで B, B’, C, Dタイプへと変換される（ Fig. 1 ）。
酵母で最も多いのは 2ヵ所が水酸化を受けたセラミド -C である。更にセラミドにイノシトールリン酸を転
移する酵素 Aur1 によって、最もシンプルな複合スフィンゴ脂質、イノシトールホスホリルセラミド（ IPC ）
が生合成される。次にマンノース転移酵素、Sur1, Csh1 によって IPC にマンノースが転移され、マン
ノシルイノシトールホスホリルセラミド（ MIPC ）が生合成され、MIPC は Ipt1 によって更にイノシトール
リン酸が付加することで M
（ IP ）
（ Fig. 1 ）。このように、出芽酵母の複合スフィンゴ脂質は、
2C になる
3 種類の親水性頭部と5 種類のセラミドの構造バリエーションによって合計 15 種類のサブタイプに分類
される（ Fig. 1 ）
（ Tani, 2016 ）。このような構造多様性の生物学的意義については殆ど未解明であり、
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Fig. 1. 出芽酵母の複合スフィンゴ脂質の構造バリエーション（ A ）と生合成経路（ B ）

本研究では、複合スフィンゴ脂質の構造多様性と環境ストレスに対する耐性能における連関性を調べ
ることを目的とした。その結果、液胞プロトンATPase（ V-ATPase ）が欠損し、細胞外 pH の変化に
対して高感受性となった変異酵母では、複合スフィンゴ脂質の組成パターンが大きく変化することで、
異常 pHに対する耐性能を維持しようとしていることを見出した。

2. 方

法

出芽酵母の培養、遺伝子破壊及び過剰発現
出芽酵母（ BY4741：MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 ura3Δ0 ）の培養は、YPD 培地（ 1％
酵母エキス、2 ％ ペプトン、2 ％ グルコース）を用い 30 ℃でおこなった。pH を調節する際は、培地に
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終濃度 50mM MES 及び 50mM MOPS（酸性 pH の培地調製）
、または 100mM HEPES（中性、
弱アルカリ性の培地調製）を加えた。遺伝子の破壊は、それぞれの ORF を抗生物質耐性マーカー
（kanMX4, natMX4, hphMX4, hphNT1 ）あるいは栄養要求性マーカー
（URA3, LEU2 ）と入れ
替えることでおこなった。遺伝子の過剰発現は、染色体上の標的遺伝子の開始 ATG の上流を、強力
なTEFプロモーターに入れ替えることでおこなった。
脂質抽出、TLC 解析
3 OD600units 相当の細胞を350µl のエタノール / 水 /ジエチルエーテル /ピリジン/15M アンモニア
（ 15：15：5：1：0.018, v/v ）に懸濁し、65 ℃で 15 分処理し上清を抽出液として回収した。この作業を
2回おこなった後、抽出液を乾固させ、130µl のモノメチルアミン溶液（40％ メタノール溶液 / 水（10：3,
v/v ））に溶解し、53 ℃で 1 時間、弱アルカリ処理をおこなった。溶液を乾固させ 50µl のクロロホルム/
メタノール/水（5：4：1, v/v）に溶解し、シリカゲル 60 TLCプレートにアプライした。TLCはクロロホルム/
メタノール/4.2M アンモニア（ 9：7：2, v/v ）で展開し、銅リン酸溶液（ 10％ 硫酸銅 , 8％ リン酸）を噴
霧し、180 ℃以上で加熱することで複合スフィンゴ脂質を発色させた。

3. 結

果

複合スフィンゴ脂質の生合成破綻に対して高感受性を示す酵母変異株のスクリーニング
複合スフィンゴ脂質は酵母の生育に必須であり、セラミドから IPC への変換を触媒する IPC 合成酵
素 Aur1の特異的阻害剤であるAureobasidin A（ AbA ）で細胞を処理すると強力な生育阻害が誘
導される（ Nagiec et al ., 1997 ）。我々はまず、AbA に対して高感受性を示すような遺伝子変異株を
探索することで、複合スフィンゴ脂質と機能的にリンクするような遺伝子を網羅的に洗い出すことを試み
た。スクリーニングには酵母遺伝子ノックアウトライブラリーを用い、通常の野生株では生育阻害がみら
れない低濃度（0.03µg / ml）のAbA 存在下で、生育が強く阻害される変異株を探索した。その結果、
合計 18 個の AbA 高感受性変異株を同定した。このうち、11 株は V-ATPase の構成サブユニット
遺伝子の欠損変異株であった。V-ATPase 欠損株（ V1 サブユニット B をコードするVMA2 の欠損
株を以後使用）では、サイトゾルから液胞内腔へのプロトンの輸送活性が欠失しているため、液胞の
pH 上昇、弱アルカリ条件において生育低下がみられることが知られている（ Li & Kane, 2009 ）。

vma2Δ株は、AbA だけでなくセリンパルミトイル転移酵素の阻害剤であるmyriocinに対しても高感受性

Fig. 2. V-ATPase 欠損株（vma2Δ株）の Aureobasidin AとMyriocin に対する感受性
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を示すことから（ Fig. 2 ）
、複合スフィンゴ脂質が V-ATPase 欠損下において生育維持に重要な役割
をもつことが示唆された。
V-ATPase 欠損株における複合スフィンゴ脂質の組成変動

vma2Δ株の複合スフィンゴ脂質組成を解析した結果、① IPC 量の減少、MIPC 、M
（ IP ）
2C 量の
増大、② Cタイプ（長鎖塩基の4 位と脂肪酸の2 位が水酸化）の複合スフィンゴ脂質が減少し、その代
わりに水酸基の数が少ない A, B, B’タイプの複合スフィンゴ脂質の増大、が観察された。特に MIPC
の増大は、vma2Δ株をpH 7.2 、7.6で培養することで顕著に観察された（ Fig. 3 ）。一方で M
（ IP ）
2C
の増大は、vma2Δ株をpH 5.5, 7.2, 7.6のいずれで培養しても同様に観察された（ Fig. 3 ）。またこのよ
うな組成変動は、V-ATPase の V0 サブユニット c をコードするVMA3 , V-ATPase 複合体のアセン
ブリーに関与するタンパク質をコードするVMA21 の欠損株でも観察された。

Fig. 3. 野生株（ Wild type ）及び vma2Δ株の複合スフィンゴ脂質組成の TLC 解析

V-ATPase 欠損株における複合スフィンゴ脂質代謝酵素の発現レベル

vma2Δ株の複合スフィンゴ脂質の組成パターンの変化より、MIPC 生合成酵素（ Sur1, Csh1 ）、
M
（ IP ）
、スフィンゴ脂質 C-2ヒドロキシラーゼ（ Scs7 ）、スフィンゴ脂質 C-4
2C 生合成酵素（ Ipt1 ）
ヒドロキシラーゼ（ Sur2 ）の発現レベルに変動が生じている可能性が考えられた。そこで Sur1, Ipt1,
Sur2, Scs7 の発現レベルを、それぞれの N 末端に 3xFLAG tag あるいは C 末端に 6xHA tag を付
加することで解析した（ Fig. 4 ）。その結果、Sur1, Ipt1 の発現レベルはvma2Δ株をpH7.2 で培養す
ることで有意に増大することが確認された。このような変化はvma2Δ株におけるMIPC 、M
（ IP ）
2C 量
の増大とリンクしていた。一方で、Sur2, Scs7 の発現量は、vma2Δ株において変化していなかった
（ Fig. 4 ）。このことより、これらのヒドキシラーゼは、vma2Δ株において発現量の変化以外の方法で
ダウンレギュレーションを受けている可能性が考えられた。
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Fig. 4. Western blotting による複合スフィンゴ脂質代謝酵素（ Sur1, Ipt1, Sur2, Scs7 ）の発現レベル解析

MIPC 、M（ IP ）
2C 生合成欠損下における V-ATPase 欠損株の生育
V-ATPase 欠損によるMIPC, M
（ IP ）
2C の増加の生理的意義を調べるために、MIPC 生合成酵
素遺伝子（SUR1, CSH1 ）または M
（ IP ）
（IPT1 ）とVMA2 との多重欠損株を
2C 生合成酵素遺伝子
作製した。vma2Δ株は、中性より上の pH で培養すると生育が低下する。sur1Δ csh1Δ vma2Δ株
では、vma2Δ株では観察されていた pH7.2 での生育が全く観察されなくなった（ Fig 5A ）。一方で、

ipt1Δ vma2Δ株では、そのような変化は見られなかった（ Fig. 5A ）。このことからM
（ IP ）
2C ではなく
MIPC の生合成が、V-ATPase 欠損株の生育維持に重要であることが示唆された。
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Fig. 5.（A）M IPC 生合成欠損（sur1Δ csh1Δ）もしくは M
（ IP ）
2 C 生合成欠損（ipt1Δ ）が vma2Δ 株の生育に
及ぼす影響
（B）スフィンゴ脂質水酸化酵素（ Scs7, Sur2 ）過剰発現がvma2Δ株の生育に及ぼす影響
（C）SCS7, SUR2 欠損がvma2Δ株の生育に及ぼす影響

複合スフィンゴ脂質の水酸化レベルの変化が V-ATPase 欠損株の生育に与える影響
V-ATPase 欠損による複合スフィンゴ脂質の水酸化の減少の生理的意義を調べるために、スフィ
ンゴ脂質ヒドロキシラーゼ遺伝子（ SCS7, SUR2 ）をvma2Δ株で過剰発現させた（TEFp-SCS7

TEFp-SUR2 vma2Δ株）。その結果、これらの過剰発現によって、VMA2 欠損によって増大してい
た A, B, B’タイプの複合スフィンゴ脂質が Cタイプとして観察されるようになった。さらに TEFp-SCS7

TEFp-SUR2 vma2Δ株は、pH7.2 での生育が著しく低下した（ Fig. 5B ）。一方で、sur2Δ scs7Δ
vma2Δ株の中性 pHでの生育を調べた結果、vma2Δ株と比較して中性 pHでの生育が回復していた
（ Fig. 5C ）。これらの結果より、複合スフィンゴ脂質の水酸化が減少することが V-ATPase 欠損株の
生育維持に重要であることが示唆された。
スフィンゴ脂質代謝酵素の変異が V-ATPase 欠損株における典型的表現型に与える影響
出芽酵母におけるV-ATPase 欠損は、液胞におけるプロトン濃度のホメオスタシスの崩壊が生じるこ
とによって、金属イオンや酸化ストレスに対する高感受性を引き起こすことが知られている（ Li & Kane,
2009 ）。そこで、MIPC 生合成欠損や、複合スフィンゴ脂質の水酸化の欠損あるいは増大がこれら
の表現型に与える影響を調べた（ Fig. 6 ）。その結果、MIPC 生合成欠損は vma2Δ株の Zn 2＋、
Ca2＋、H2O2 高感受性を促進することがわかった。また水酸化が増大したTEFp-SCS7 TEFp-SUR2
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vma2Δ株では、vma2Δ株と比較して Zn2＋、Ca2＋感受性が増大しており、sur2Δ scs7Δ vma2Δ株
では Zn2＋に対する高感受性が抑制されていた（ Fig. 6 ）。これらの結果より、MIPC 生合成欠損、複
合スフィンゴ脂質の水酸化の増減が、V-ATPase 欠損株の典型的表現型に影響を与えることが示さ
れた。

Fig. 6. M
 IPC 生合成欠損、スフィンゴ脂質水酸化酵素の欠損もしくは過剰発現が、vma2Δ株の ZnCl2, CaCl2, H2O2
感受性におよぼす影響

外界の pH 変化に対する耐性能における MIPC 生合成の役割
ここまでの V-ATPase 欠損株を用いた解析により、MIPC の生合成は外界や細胞内の pH 変動に
対する適応に重要であることが考えられた。そこで、MIPC 生合成欠損株（sur1Δ csh1Δ株）の酸性
pH やアルカリpH における生育を観察した。その結果、培地の pH が 2.5と酸性になると、野生株は生
育を維持できる一方で、sur1Δ csh1Δ株は全く生育できなくなった（ Fig. 7A ）。また、MIPC 生合成欠
損にアルカリpH ストレス応答に必要なRIM101 を欠損した多重欠損株（sur1Δ csh1Δ rim101Δ株
は、pH8.0 での生育が顕著に低下することがわかった（ Fig. 7B ）。これらのことからMIPC 生合成は、
外界の pH の変動に対する耐性能に重要であることが示唆された。

Fig. 7.（A）酸性条件（ pH2.5 ）におけるスフィンゴ脂質代謝酵素欠損株の生育
（B）弱アルカリ条件（ pH8.0 ）での生育における RIM101 と MIPC 生合成酵素遺伝子（SUR1, CSH1 ）の
欠損の影響
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4. 考

察

出芽酵母において複合スフィンゴ脂質は、生育に必須な生体膜脂質であるが、その構造多様性
が破綻をしても通常の培養条件では生育には影響が出ない。そのため、酵母における複合スフィンゴ
脂質の構造多様性の生物学的意義に関しては、多くのことが未解明のままである。今回、液胞 - サイ
トゾル間のプロトン勾配を形成することで細胞内 pH ホメオスタシスに関与している V-ATPase が欠
損することで、複合スフィンゴ脂質の組成パターンに大きな変化（ IPC 減少、MIPCとM
（ IP ）
2C 増加、
水酸化の減少）が生じることがわかった。また、V-ATPase 欠損株において MIPC 生合成欠損や
水酸化を増大させると、生育（特に中性条件下）が大きく阻害されることがわかった。V-ATPase 欠損
株を中性条件で培養すると、液胞の pH は大きく中性側に傾くことが知られている。これらのことより、酵
母は細胞内 pH ホメオスタシスが崩壊すると、積極的に複合スフィンゴ脂質の組成パターンを変化させ
ることによって、このような異常に対する適応をおこなっていることが強く示唆された（ Tani & Toume,
2015 ）。
我々は、本研究以外にもMIPC の生合成が、初期エンドソームからゴルジ体への小胞輸送に重要
であること（ Tani & Kuge, 2010, Tani & Kuge, 2012 ）
、浸透圧ストレス等から細胞を保護する細胞
壁の機能維持に重要であること
（ Morimoto & Tani, 2015 ）
も見出している。これらの結果は、MIPC
が他の複合スフィンゴ脂質では代替できない生理機能を有していることを強く示唆している。今後は、
細胞内の MIPC 量や複合スフィンゴ脂質の水酸化のレベルを人為的に改変していくことで、酵母に
pH 、浸透圧をはじめとした環境ストレスに対する耐性能を付与し、発酵産業に貢献できるようなストレス
耐性酵母の創成に応用が可能かどうかを検討していきたい。
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