(57)【要約】
【課題】

遺伝子増幅法を利用した S. cerevisiaeの簡

易迅速なミトコンドリア２１ＳリボゾームＲＮＡ遺伝子
の塩基配列決定方法及びこれを利用したサッカロマイセ
ス・セレビシエ菌株の分類法を提供する。
【解決手段】

サッカロマイセス・セレビシエのミトコ

ンドリア２１ＳリボゾームＲＮＡ遺伝子を遺伝子増幅法
を用いて増幅し、該遺伝子の塩基配列を決定する。

(2)

特開２００２−９５４７８

【特許請求の範囲】

ンドリアリボゾームＲＮＡ遺伝子に注目し、これを利用

【請求項１】

サッカロマイセス・セレビシエのミトコ

することを考え、本発明を完成するに至った。即ち、本

ンドリア２１ＳリボゾームＲＮＡ遺伝子を遺伝子増幅法

発明の目的は、遺伝子増幅法を利用した S. cerevisiae

を用いて増幅し、該遺伝子の塩基配列を決定することを

の簡易迅速なミトコンドリア２１ＳリボゾームＲＮＡ遺

特徴とするサッカロマイセス・セレビシエのミトコンド

伝子の塩基配列決定方法及びこれを利用したサッカロマ

リア２１ＳリボゾームＲＮＡ遺伝子の塩基配列決定法。

イセス・セレビシエ菌株の分類法を提供することであ

【請求項２】

る。

遺伝子増幅法におけるプライマーが配列

番号１〜配列番号１６である請求項１記載の塩基配列決

【０００５】

定法。

【課題を解決するための手段】本発明は、サッカロマイ

【請求項３】

サッカロマイセス・セレビシエのミトコ

セス・セレビシエのミトコンドリア２１ＳリボゾームＲ

ンドリア２１ＳリボゾームＲＮＡ遺伝子の塩基配列を用

ＮＡ遺伝子を遺伝子増幅法を用いて増幅し、該遺伝子の

いてサッカロマイセス・セレビシエ菌株の系統を分類す

塩基配列を決定することを特徴とするサッカロマイセス

ることを特徴とするサッカロマイセス・セレビシエ菌株

・セレビシエのミトコンドリア２１ＳリボゾームＲＮＡ

の系統分類方法。

遺伝子の塩基配列決定法である。

【発明の詳細な説明】

【０００６】上記遺伝子増幅法におけるプライマーとし

【０００１】

ては、配列番号１〜配列番号１６が用いられる。さら

【発明の属する技術分野】本発明はサッカロマイセス・

に、本発明はサッカロマイセス・セレビシエのミトコン

セレビシエに属する酵母のミトコンドリア２１Ｓリボゾ

ドリア２１ＳリボゾームＲＮＡ遺伝子の塩基配列を用い

ームＲＮＡ遺伝子の簡易迅速な塩基配列決定法及び該塩

てサッカロマイセス・セレビシエの系統を分類すること

基配列を用いたサッカロマイセス・セレビシエの系統分

を特徴とするサッカロマイセス・セレビシエの系統分類

類法に関する。

法である。

【０００２】

【０００７】

【従来の技術】サッカロマイセス・セレビシエ（ Sacch

【発明の実施の形態】以下に本発明を詳しく説明する。

aromyces cerevisiae ）には、性状の異なる種々の菌株

１）微生物の培養

が含まれている。そのため、一時はサッカロマイセス・

サッカロマイセス・セレビシエ（Saccharomyces cerevi

セレビシエとは異なる種として発表されながら、結局

siae）の基準株をGlyYP（Glycerol 2%, Yeast extract

は、サッカロマイセス・セレビシエとされた菌種も多数

0.5%, Peptone 1%）培地中で振とうによる前培養を行

ある(C.P.Kurtzman, and J.W.Fell: The Yeasts

い、その全量をGlyYP培地に添加し振とう培養を行っ

a tax

onomic study 4th ed., Elsevier, The Netherlands, 1

た。

998)。サッカロマイセス・セレビシエに属す菌株は、い

【０００８】２）全ＤＮＡの抽出・精製法

ろいろな発酵食品、酒類などの生産に多用されているの

全ＤＮＡの抽出・精製操作は、ミトコンドリアＤＮＡの

で、このような分類体系の不安定性は、研究や生産の現

切断に特に注意して、酵素処理時間を短縮し、撹拌など

場において混乱をきたし大きな問題になっている。

を緩やかに行うなど、次のとおり従来の方法を改良した

【０００３】これまで、ビタミンの要求性に基づくサッ

方法で行った。

カロマイセス・セレビシエの細分類も行われたが( 山口

【０００９】上記培養により得られたサッカロマイセス

辰良：パン酵母の分類に関する研究（第6報）各国パン

・セレビシエ菌株から全ＤＮＡの抽出・精製を小川( 小

酵母の分類, 農芸化学会誌，33巻，p.513‑519, 1959)、

川暢男：生物化学実験法39

系統の解析は困難であった。一方近年、主として細菌に

嶋泰治編），学会出版センター，84‑85, 1996)や Foxら

ついて、リボゾームＲＮＡ分子を利用した分子系統学が

(Thomas D. Fox, Linda S. Folley, Julio J. Mulero,

進展して、細菌などの微生物の系統的な分類が可能にな

Thomas W. Mcmullin,

ってきた。真菌類では、酵母についても、細胞質リボゾ

edin, and Maria C. Costanzo: Guide to

ームＲＮＡ又はその遺伝子の塩基配列を比較することに

tics and Molecular Biology(ed. Christine Guthrie,

より、系統分類が行われている。しかし、細胞質リボゾ

and Gerald R. Fink), Methods in Enzymology194, p.1

ームＲＮＡの塩基配列では、変異が少なすぎることか

60‑161, 1991) の方法により行った。

ら、近縁の菌株間の系統解析には向いていないと考えら

【００１０】サッカロマイセス・セレビシエの菌体にED

れている。

TA、りん酸ナトリウム及び2‑メルカプトエタノールを加

【０００４】

え、さらにチモリアーゼ（ Zymolyase）を加え加温し

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、上記の

て、サッカロマイセス・セレビシエ菌体の細胞壁を溶解

事情に鑑み、近縁の酵母の系統解析を可能にするため、

した。次に、EDTA、SDS 及び TrisHCl を加え、加熱す

細胞質リボゾームＲＮＡよりさらに変異の大きいミトコ

ることにより、溶菌した。さらに、この溶菌液に酢酸カ

酵母分子遺伝学実験法（大

Peter E. Thorsness, Lars O.H
Yeast Gene

(3)

特開２００２−９５４７８

リウムを加え、ミトコンドリアDNAの分断が起こらない

いため、Ｇ（グアニン）とＣ（シトシン）が適度に混在

ように緩やかに撹拌しよく混合した後冷却した。冷却後

する特異的な配列を、適当な間隔毎に見いだすのは極め

この溶解液を遠心分離し、DNAを含む上清をピペットを

て難しかった。結局、ＧとＣが比較的多く、比較的特異

用いて採取した。その上清に、2‑プロパノールを加え、

性も高い配列で、ＰＣＲ用プライマーとして利用できた

析出するDNAを滅菌済み白金耳などでつり上げた。そのD

ものを、図２に示した。これらのプライマーは、DNA se

NAをTE（1mM EDTA/10mM Tris‑HCl/ pH 7.4）へよく溶解

quencer 377 (PE‑ABI社製)による塩基配列決定の便宜に

し、遠心分離により沈殿した不溶物を除去し、上清のみ

合わせて、７分割して５７０塩基から８７０塩基のＤＮ

を採取した。その上清にRNase A 液（10 mg/ul）及びRN

ＡのＰＣＲを行うよう設計したものである。また、ミト

ase T1 （0.5 U/ul）を加え、共存するRNAを分解した。

コンドリアＤＮＡの塩基配列には繰り返し配列が多いた

この粗DNA溶液に、溶剤を加え溶剤分別し、DNA層のみを

め、いくつかのプライマーの３'末端の4〜6塩基が、標

取り、さらに溶剤を加えて精製し、冷エタノールを加

的領域とは別の領域とも一致する配列になることが避け

え、DNAを析出させて精製DNAを調製した。

られなかった。しかし、さらなる検討により塩基配列の

【００１１】これまで、酵母ミトコンドリアＤＮＡの塩

決定は可能であること、また他に適当なプライマー設定

基配列決定のためには、超遠心分離処理等により核ＤＮ

可能配列が見当たらないことなどから、最終的に図２に

Ａからも分離した高度に精製したミトコンドリアＤＮＡ

示したプライマーを設計し、採用することとした。

が必要であった（ Francoise

【００１４】４）Ｍｔ−２１ＳｒＤＮＡ（ミトコンドリ

Foury, Tiziana Rogant

i, Nicolas Lecrenier, and Benedicte

Purnelle: Th

e complete sequence of the mitochondrial genome of

ア２１ＳリボゾームＲＮＡ遺伝子）の遺伝子増幅法（Ｐ
ＣＲ法）による増幅

Saccharomyces cerevisiae, FEBS Letters 440, 325‑3

上記精製DNAを鋳型とし、配列番号１（−４１３Ｆ）及

31, 1998.、 BrigitteWeiss‑Brummer, Alfred Zollner,

び２（４６１Ｒ）と、配列番号３（６４Ｆ）及び４（６

Albert Haid, and Shahla

Thompson: Mutation of a

highly conserved base in the yeast

mitochondrial

９０Ｒ）と、配列番号５（４７８Ｆ）及び６（１２９０
Ｒ）と、配列番号７（１０４８Ｆ）及び８（１６１５

21S rRNA restricts ribosomal frameshifting, Molecu

Ｒ）と、配列番号９（１５９０Ｆ）及び１０（２２５８

lar and GeneralGenetics, 248, 207‑216, 1995.、Jure

Ｒ）と、配列番号１１（１９４５Ｆ）（又は配列番号１

PisKur, Sonja Smole, Casper Groth, Randi F. Peter

２（２２６９Ｆ））及び１３（２６７６Ｒ）と、配列番

sen, andMogens B. Pedersen: Structure and genetic

号１４（２６２４Ｆ）（又は配列番号１５（３８８９

stability of mitochondrialgenomes vary among yeast

Ｆ））及び１６（４４５７Ｒ）とをプライマーとして用

s of the genus Saccharomyces, International Journa

いて遺伝子増幅（ＰＣＲ）を行い、Ｍｔ−２１ＳｒＤＮ

lof Systematic Bacteriology, 48, 1015‑1024, 1998.

Ａを増幅した。この結果、図１のＰＣＲ産物の１％アガ

、 Barnard Dujon: Sequence of the intron and flan
king exons of the

mitochondrial 21S rRNA gene of

ロースゲル電気泳動像に示すように、Ｍｔ−２１ＳｒＤ
ＮＡの全長を7領域に分けて増幅し、入手することがで

yeast strains having different alleles at theω an

きた。

d rib‑1 loci, Cell, 20, 185‑197, 1980. 、小川暢

【００１５】５）ＰＣＲ産物の塩基配列の決定法

男：生物化学実験法39

酵母分子遺伝学実験法（大嶋泰

上記ＰＣＲ産物ＤＮＡをPE‑ABI（パーキンエルマー・ア

治編），学会出版センター，84‑85, 1996.) 。また、さ

プライドバイオシステムズ）社製の Bigdye terminater

らにそのミトコンドリアＤＮＡをクローニングして、塩

sequencing kit 及びＰＣＲに使用したプライマーにて

基配列を決定するのが一般的であった。本発明はこれら

ダイデオキシ反応後、DNA sequencer 377（PE‑ABI社

従来法に代えて遺伝子増幅法（ＰＣＲ法）を利用して塩

製）により塩基配列を決定した。7本のＰＣＲ産物ＤＮ

基配列の決定を行った。

Ａは全て２重鎖ＤＮＡであるが、7本全てについて、Ｐ

【００１２】３）Ｍｔ−２１ＳｒＤＮＡのＰＣＲ用プラ

ＣＲ用のＦプライマー及びＲプライマー並びに図２にお

イマーの設計

ける（）内に記述した塩基配列決定専用プライマーを用

サッカロマイセス・セレビシエＭｔ−２１ＳｒＤＮＡを

いて、２重鎖ＤＮＡの主鎖及び相補鎖の配列を決定し、

ＰＣＲ法で増幅した報告は見あたらず、したがってＰＣ

それら両鎖の配列が一致することを確認した。

Ｒ用プライマーも報告されていない。そこで、既報のＭ

【００１６】得られた塩基配列データの確認、連結、及

ｔ−２１ＳｒＤＮＡの塩基配列（配列番号２０）を参考

び検索などは、コンピューターソフトのDNASIS（日立ソ

にして、Ｍｔ−２１ＳｒＤＮＡを７断片に分けて、増幅

フト社製）を用いておこなった。なお、先のFoxらの報

が可能なＰＣＲ用プライマー（配列番号１〜１６）を図

告では、ミトコンドリアＤＮＡ（ミトコンドリア２１Ｓ

２に示すように設計した。

リボゾームＲＮＡについては記載はない）の DNAポリメ

【００１３】酵母ミトコンドリアＤＮＡは、Ａ（アデニ

ラーゼを利用する塩基配列決定に、全ＤＮＡの制限酵素

ン）とＴ（チミン）が圧倒的に多く、繰り返し配列が多

処理が必要であるとしており、その理由として、全ＤＮ

(4)

特開２００２−９５４７８

Ａ溶液の粘性を低下させることを指摘している。しか

た。冷却後、10,000g、10分間遠心分離し、DNAを含む上

し、本発明においては、制限酵素無処理の全ＤＮＡで

清をピペットにて採取した。その上清に、等量の2‑プロ

も、DNA ポリメラーゼによるＰＣＲが可能であった。従

パノールを加え、ゆっくり撹拌しながら析出するDNAを

って、この点でも本発明の方法は従来法に比して優れた

滅菌済み白金耳などでつり上げた。そのDNAを800μlのT

方法である。

E（1mM EDTA/10mMTris‑HCl/ pH 7.4）へよく溶解し、1

【００１７】６）サッカロマイセス・セレビシエＭｔ−

0,000g，15分間の遠心分離により沈殿した不溶物を除去

２１ＳｒＤＮＡの決定された塩基配列によるサッカロマ

し、上清のみを採取した。その上清に25μlの RNase A

イセス・セレビシエ菌株の系統分類

液（10 mg/ul）及び10μlの RNase T1（0.5 U/ul）を加

上記方法により決定されたサッカロマイセス・セレビシ

え、37℃、20分間の保温により、共存するRNAを分解し

エＭｔ−２１ＳｒＤＮＡの塩基配列は、系統の異なるサ

た。この粗DNA溶液に、等量の2‑プロパノールを加え、

ッカロマイセス・セレビシエ３株〔IFO 10217(配列番号

緩やかに撹拌しながら、析出したDNAをつり上げて、400

１７) 、IFO 10055(配列番号１８) 、IFO 1998 (配列番

μlのTEへ溶解した。そのDNA溶液に、等量の

号１９) 〕でそれぞれ差異が明確である（図３参照）こ

ル/ クロロホルム/ 水（25:24:1）液を加え、ゆっくり

とから、本方法は菌種サッカロマイセス・セレビシエの

よく混合した後、5000rpm、5分間の遠心分離により、DN

系統分類に適用することができた。また、一連の本方法

A層、凝固蛋白質層、フェノール層に分離した。DNA層の

による１菌株について塩基配列解析のための所要時間は

みを取り、同様のフェノール処理をもう一度行った。次

４日間であった。

に、分離し採取したDNA液へ、等量のクロロホルムを加

【００１８】

え、ゆっくりよく混合した後、5000rpm、5分間の遠心分

【実施例】以下、本発明を実施例により具体的に説明す

離により、DNA液層とクロロホルム層に分離した。DNA液

る。但し、本発明はこれら実施例に限定されるものでは

層のみを取り、同様のクロロホルム処理をもう一度行っ

ない。

た。得られた精製DNA液へ、2倍量の冷エタノールを加

１． 供試菌体

え、ゆっくり混合して、析出したDNAを5000rpm、5秒間

サッカロマイセス・セレビシエ(Saccharomyces cerevis

の遠心分離により沈殿させた。沈殿した精製DNAのみを

iae)の基準株である IFO 10217株（ = ATCC 18824 = NC

取り、乾燥し、‑20℃にて保存した。

YC505 = JAM 14383 = JCM 7255 = CBS 1171 ）、 S. ce

【００２２】４. Ｍｔ−２１ＳｒＤＮＡのＰＣＲ用プラ

revisiae IFO 10055( Basonym S. aceti IFO 10055T)

イマーの設計

(T; 基準株)及びS. cerevisiae IFO 1998(Basonym S. o

酵母ミトコンドリアＤＮＡは、Ａ（アデニン）とＴ（チ

leaginosus IFO 1998T )を供試した。

ミン）が圧倒的に多く、繰り返し配列が多いため、Ｇ

【００１９】２．培養方法

（グアニン）とＣ（シトシン）が適度に混在する特異的

各供試菌株を、2.5mlのGlyYP（Glycerol 2%, Yeast ext

な配列を、適当な間隔毎に見いだすのは極めて難しかっ

ract 0.5%, Peptone 1%）培地にて30℃、１〜２日間、

た。結局、ＧとＣが比較的多く、比較的特異性も高い配

振とうによる前培養を行い、その全量を50mlのGlyYP培

列で、ＰＣＲ用プライマーとして利用できたものを、図

地に添加し３０℃、２日間振とうによる培養を行った。

２に示した。これらのプライマーは、DNA sequencer 37

【００２０】３．全ＤＮＡの抽出・精製法

7 (PE‑ABI社製)による塩基配列決定の便宜に合わせて、

ＰＣＲ法により、酵母ミトコンドリアＤＮＡの増幅が可

７分割して５７０塩基から８７０塩基のＤＮＡのＰＣＲ

能となるような酵母全ＤＮＡの抽出・精製法として改良

を行うよう設計したものである。また、ミトコンドリア

酢酸カリウム法を用いた。主として小川や Foxら記載の

ＤＮＡの塩基配列には繰り返し配列が多いため、いくつ

方法を参考に、下記のように行った。

かのプライマーの３'末端の4〜6塩基が、標的領域とは

【００２１】前述の方法により培養した各供試菌体を、

別の領域とも一致する配列になることが避けられなかっ

5000g,5分間の遠心分離した。沈殿した菌体を一度滅菌

た。しかし、その後の検討により塩基配列の決定は可能

蒸留水にて洗浄した（湿重0.1g〜2gの菌体が得られ

であったこと、また他に適当なプライマー設定可能配列

た）。約1gの菌体に、1mlの25mM EDTA/50mMりん酸ナト

が見当たらなかったことなどから、最終的に図２に示し

リウム/pH 7.5 と10μlの2‑メルカプトエタノールを加

たプライマーを設計し、採用することとした。

え、さらに

チモリアーゼ60,000を300ユニット（約5m

【００２３】５．Ｍｔ−２１ＳｒＤＮＡ（ミトコンドリ

g）加え37℃、10分間加温して、細胞壁を溶解した。次

ア２１ＳリボゾームＲＮＡ遺伝子）のＰＣＲによる増幅

に、1mlの 80mM EDTA/1% SDS/0.2M Tris HCl/ph 9.5を

各供試菌の精製全ＤＮＡを鋳型とし、図２に示したＰＣ

加え、65℃、3分間加熱することにより、溶菌した。さ

Ｒ用プライマーのＦプライマーとＲプライマーの各々の

らに、溶菌液量の1/4量に当たる700μlの5M酢酸カリウ

組合せを用いてＭｔ−２１ＳｒＤＮＡを増幅した。

ムを加え、ミトコンドリアDNAの分断が起こらないよう

【００２４】すなわち、 AmpliTaq DNA polymerase ( P

に緩やかに撹拌しよく混合した後、1時間氷中に置い

erkin‑Elmer 社製)を用いて所定の反応条件に従い、10

フェノー

(5)

特開２００２−９５４７８

倍濃度Buffer原液所定量およびサンプル精製全ＤＮＡ0.

0217、サッカロマイセス・セレビシエIFO 10055、及び

01〜0.001μg/μl、AmpliTaq polymerase 0.05 units/

サッカロマイセス・セレビシエ IFO 1998 の各ミトコン

μl, dNTP 0.2mM,各々の Primer 0.3 pmol/μl, MgCl 3

ドリア２１ＳリボゾームＲＮＡの塩基配列を用いたサッ

mM となるように反応液50μlを調整した。この反応液50

カロマイセス・セレビシエ菌株の系統分類

μl をガラスキヤピラリーへ封入し、1605型 Air Ther

上述したように決定された配列番号１７、配列番号１８

mo‑Cycler(アイダホテクノロジー社製）を用いて、500

及び配列番号１９を比較した結果を図３に示す。なお、

塩基から900塩基の長さのＤＮＡ用に指定されているＰ

図３において、網掛けの部分は、IFO 10217、IFO 10055

ＣＲ温度条件にて、45回のPCRを行った。すなわち、最

及び IFO 1998のうち２菌株以上で塩基配列が一致して

初に94℃45秒間加熱し、次に94℃10秒間、55℃15秒間、

いる部分を示している。この図３に示した並列配列表に

72℃25秒間の温度サイクルを45回繰り返した。反応終了

おける３菌株間の転移型と転換型との弛緩塩基数を数

後にＰＣＲ産物ＤＮＡを、セントリコン100（アミコン

え、木村資生が提唱した下記式により各々の間の進化距

社製）にて精製した。このＰＣＲ産物は、１％アガロー

離（Knuc）を算出した。

ス電気泳動により、純度を確認した（図１参照）。

【００２８】Knuc＝‑1/2Loge[(1‑2P‑Q)(1‑2Q)1/2]

【００２５】６．ＰＣＲ産物の塩基配列の決定法

（式中、Pは転移型の置換の割合であり、Qは転換型の置

ＰＣＲ産物ＤＮＡ約 10〜30ngを用いてPE‑ABI（パーキ

換の割合である。）

ンエルマー・アプライドバイオシステムズ）社製の Big

そして、算出した進化距離（Knuc）からUPGMA（Unweigh

dye terminater sequencing kit 及びＰＣＲに使用した

ted pair‑group method with arithmetric mean）にて

プライマーにてダイデオキシ反応後、DNA sequencer 37

系統樹を作製した。これら３菌株の系統関係を表す統計

7（PE‑ABI社製）により塩基配列を決定した。7本のＰＣ

樹を図４に示す。この図４から、IFO 10055とIFO 1998

Ｒ産物ＤＮＡは全て２重鎖ＤＮＡであるが、7本全てに

とが最も近縁であり、次にIFO 10217が近縁であること

ついて、ＰＣＲ用のＦプライマー及びＲプライマー並び

がわかる。なお、図４において、各々の具体的な系統距

に図２おける（）内に記述した塩基配列決定専用プライ

離は、菌株から菌株までの横棒の長さの和で読みとるこ

マーを用いて、２重鎖ＤＮＡの主鎖及び相補鎖の配列を

とができる。

決定し、それら両鎖の配列が一致することを確認した。

【００２９】

【００２６】得られた塩基配列データの確認、連結、及

【発明の効果】本発明の方法は、高価な機器である超遠

び検索などは、コンピューターソフトのDNASIS（日立ソ

心分離機を必要とせず、また制限酵素処理も必要とせ

フト社製）を用いておこなった。この方法により決定し

ず、さらに所要時間も従来法に比して1/2から1/4程度に

たサッカロマイセス・セレビシエ IFO 10217のミトコン

短縮化できるものであるから、本発明の塩基配列決定法

ドリア２１ＳリボゾームＲＮＡの塩基配列を配列番号１

は簡易でかつ迅速な優れた方法である。また、サッカロ

７に、サッカロマイセス・セレビシエ IFO 10055のミト

マイセス・セレビシエのＭｔ−２１ＳｒＲＮＡは菌株に

コンドリア２１ＳリボゾームＲＮＡの塩基配列を配列番

よる変異が大きいためこれらの塩基配列を用いてサッカ

号１８に、サッカロマイセス・セレビシエ IFO 1998 の

ロマイセス・セレビシエの菌株の系統分類を行うことが

ミトコンドリア２１ＳリボゾームＲＮＡの塩基配列を配

できた。

列番号１９にそれぞれ示す。

【００３０】

【００２７】７．サッカロマイセス・セレビシエ IFO 1

【配列表】

SEQUENCE LISTING
<;110>; Director‑general of National Food Research Institute, Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries
<;120>; Rapid sequencing Method for mitcondrial 21S ribosomal RNA gene of
the yeast
<;130>; P00‑153
<;140>;
<;141>;
<;160>; 20
<;170>; PatentIn Ver. 2.0
<;210>; 1
<;211>; 27
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence

(6)

特開２００２−９５４７８

<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 1
caaaatagtc cgaccgaagg agatgag

27

<;210>; 2
<;211>; 27
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 2
cttgctgacc cattatacaa aaggtac

27

<;210>; 3
<;211>; 24
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 3
agatttaaag agataatcat ggag

24

<;210>; 4
<;211>; 20
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 4
atagaaaacc agctatctgc

20

<;210>; 5
<;211>; 18
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 5
gtaccttttg tataatgg

18

<;210>; 6
<;211>; 20
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 6
cgttactcat gtcagcattc
<;210>; 7
<;211>; 22
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;

20

(7)
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<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 7
atgaacatgt aacaatgcac tg

22

<;210>; 8
<;211>; 26
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 8
ctaacttatg agctatcttt gccgag

26

<;210>; 9
<;211>; 29
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 9
caggtatgta agtagagaat atgaaggtg

29

<;210>; 10
<;211>; 27
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 10
ctgataatga cgccccatca aaactac

27

<;210>; 11
<;211>; 28
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 11
agtgaagatg ctatgtacct tcagcaag

28

<;210>; 12
<;211>; 25
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 12
caatctctaa ttggtagttt tgatg
<;210>; 13
<;211>; 31
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 13

25

(8)

ctagcgtaac ttttattcgt tatcaataac c

特開２００２−９５４７８

31

<;210>; 14
<;211>; 27
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 14
cgagtgaaac aagtacgtaa gtatggc

27

<;210>; 15
<;211>; 27
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 15
taagctmtgt ttgmcacctc gatgtcg

27

<;210>; 16
<;211>; 27
<;212>; DNA
<;213>; Artificial Sequence
<;220>;
<;223>; Description of Artificial Sequence:primer
<;400>; 16
ataaaggtgt gaaccaatcc cgcaagg

27

<;210>; 17
<;211>; 3315
<;212>; DNA
<;213>; Saccharomyces cerevisiae
<;400>; 17
tagtaaaaag tagaataata gatttgaaat atttattata tagatttaaa gagataatca 60
tggagtataa aaattaaatt taataaattt aatataacta ttaatagaat taggttacta 120
ataaattaat aacaattaat tttaaaacct aaaggtaaac ctttatatta ataatgtttt 180
ttttttaatt tttataatta agaataatta ttaataataa taaactaagt gaactgaaac 240
atctaagtaa cttaaggata ataaatcaac agagatatta tgagtattgg tgagagaaaa 300
taataaaggt ctaataagta ttatgtgaaa aaaatgtaag aaaataggat aacaaattct 360
aagactaaat actattaata agtatagtaa gtaccgtaag ggaaaatatg aaaatgatta 420
ttttataagc aatcatgaat atattatatt atattaatga tgtacctttt gtataatggg 480
tcagcaagta attaatatta gtaaaacaat aagttataaa taaatagaat aatatatata 540
tataaaaaaa tatattaaaa tatttaatta atattaattg acccgaaagc aaacgatcta 600
actatgataa gatggataaa cgatcgaaca ggttgatgtt gcaatatcat ctgattaatt 660
gtggttagta gtgaaagaca aatctggttt gcagatagct ggttttctat gaaatatatg 720
taagtatagc ctttataaat aataattatt atataatatt atattaatat tatataaaga 780
atggtacagc aattaatata tattagggaa ctattaaagt tttattaata atattaaatc 840
tcgaaatatt taattatata taataaagag tcagattatg tgcgataagg taaataatct 900
aaagggaaac agcccagatt aagatataaa gttcctaata aataataagt gaaataaata 960
ttaaaatatt ataatataat cagttaatgg gtttgacaat aaccattttt taatgaacat 1020
gtaacaatgc actgatttat aataaataaa aaaaaataat atttaaaatc aaatatatat 1080
atatttgtta atagataata tacggatctt aataataaga attatttaat tcctaatatg 1140

(9)
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gaatattata tttttataat aataataaga atataaatac tgaatatcta aatattatta 1200
ttactttttt ttaataataa taatatggta atagaacatt taatgataat atatattagt 1260
tattaattaa tatatgtatt aattaaatag agaatgctga catgagtaac gaaaaaaagg 1320
tataaacctt ttcacctaaa acataaggtt taactataaa agtacggccc ctaattaaat 1380
tatataagaa tataaatata tttaagatgg gataatctat attaataaaa atttatctta 1440
aaatatatat attattaata attatattaa ttaattaata atatatataa ttatattata 1500
tattatattt ttatatataa tatatataat ataaactaat aaagatcagg aaataattaa 1560
tgtataccgt aatgtagacc gactcaggta tgtaagtaga gaatatgaag gtgaattaga 1620
taattaaagg gaaggaactc ggcaaagata gctcataagt tagtcaataa agagtaataa 1680
gaacaaagtt gtacaactgt ttactaaaaa caccgcactt tgcagaaacg ataagtttaa 1740
gtataaggtg tgaactctgc tccatgctta atatataaat aaaattattt aacgataatt 1800
ttattaaatt taggtaaata gcagccttat tatgagggtt ataatgtagc gaaattcctt 1860
ggcctataat tgaggtcccg catgaatgac gtaatgatac aacaactgtc tcccctttaa 1920
gctaagtgaa attgaaatcg tagtgaagat gctatgtacc ttcagcaaga cggaaagacc 1980
ctatgcagct ttactgtaat tagatagatc gaattattgt ttattatatt cagcatatta 2040
agtaatccta ttattaggta attgtttaga tattaatgag atacttatta taatataatg 2100
ataattctaa tcttataaat aattattatt attattatta ataataataa tatgctttca 2160
agcatagtga taaaacatat ttatatgata atcactttac ttaatagata taattcttaa 2220
gtaatatata atatatatta tatatatatt atatataata taagagacaa tctctaattg 2280
gtagttttga tggggcgtca ttatcagcaa aagtatctga ataagtccat aaataaatat 2340
ataaaattat tgaataaaaa aaataatata tattatatat attaattata aattgaaata 2400
tgtttatata aatttatatt tattgaatat attttagtaa tagataaaaa tatgtacagt 2460
aaaattgtaa ggaaaacaat aataactttc tcctctctcg gtgggggttc acacctattt 2520
ttaataggtg tgaacccctc ttcggggttc cggttccctt tcgggtcccg gaacttaaat 2580
aaaaatggaa agaattaaat taatataatg gtataactgt gcgataattg taacacaaac 2640
gagtgaaaca agtacgtaag tatggcataa tgaacaaata acactgattg taaaggttat 2700
tgataacgaa taaaagttac gctagggata acagggtaat ataacgaaag agtagatatt 2760
gtaagttatg tttgccacct cgatgtcgac tcaacatttc ctcttggttg taaaagctaa 2820
gaagggtttg actgttcgtc aattaaaatg ttacgtgagt tgggttaaat acgatgtgaa 2880
tcagtatggt tcctatctgc tgaaggaaat attatcaaat taaatctcat tattagtacg 2940
caaggaccat aatgaatcaa cccatggtgt atctattgat aataatataa tatatttaat 3000
aaaaataata ctttattaat atattatcta tattagttta tattttaatt atatattatc 3060
atagtagata agctaagttg ataataaata aatattgaat acatattaaa tatgaagttg 3120
ttttaataag ataattaatc tgataatttt atactaaaat taataattat aggttttata 3180
tattatttat aaataaatat aatataataa taataattat tattattatt aataaaaaaa 3240
atattaatta taatattaat aaaatactaa tttatcagtt atctatataa tatctaatct 3300
attattctat atact

3315

<;210>; 18
<;211>; 3272
<;212>; DNA
<;213>; Saccharomyces cerevisiae
<;400>; 18
tagtaaaaag tagaataata ggtttgaaat atttattata tagatttaaa gagataatca 60
tggagtataa aaattaaatt taataaattt aatataacta ttaatagaat taggttacta 120
ataaattaat aacaattaat tttaaaacct aaaggtaaac ctttatatta ataatgtttt 180
tttttatttt tataattaag aataattatt aataataata aactaagtga actgaaacat 240
ctaagtaact taaggataat aaatcaacag agatattatg agtattggtg agagaaaata 300
ataaaggtct aataagtatt atgtgaaaaa aatgtaagaa aataggataa caaattctaa 360
gactaaatac tattaataag tatagtaagt accgtaaggg aaagtatgaa aatgattatt 420
ttataagcaa tcatgaatat attatattat attaatgatg taccttttgt ataatgggtc 480

(10)
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agcaagtaat taatattagt aaaacaataa gttataaata aatagaataa tatatatata 540
taaaaaaata tattaaaata tttaattaat attaattgac ccgaaagcaa acgatctaac 600
tatgataaga tggataaacg atcgaacagg ttgatgttgc aatatcatct gattaattgt 660
ggttagtagt gaaagacaaa tctggtttgc agatagctgg ttttctatga aatatatgta 720
agtatagcct ttataaataa taattattat ataatattat ataaatatta tataaagaat 780
ggtacagcaa ttaatatata ttagggaact attaaagttt tattaataat attaaatctc 840
gaaatattta attatatata ataaagagtc agattatgtg cgataaggta aataatctaa 900
agggaaacag cccagattaa gatataaagt tcctaataaa taataagtga aataaatatt 960
aaaatattat aatataatca gttaatgggt ttgacaataa ccatttttta atgaacatgt 1020
aacaatgcac tgatttataa taaataaaaa aaaataatat ttaaaatcaa atatatatat 1080
atttgttaat agataatata cggatcttaa taataagaat tatttaattc ctaatatgga 1140
atattatatt tttataataa taataaaaat ataaatactg aatatctaaa tattattatt 1200
actttttttt taataataat aatatggtaa tagaacattt aatgataata tatattagtt 1260
attaattaat atatgtatta attaaataga gaatgctgac atgagtaacg aaaaaaaggt 1320
ataaaccttt tcacctaaaa cataaggttt aactataaaa gtacggcccc taattaaatt 1380
atataagaat ataaatatat ttaagatggg ataatctata ttaataaaaa tttatcttaa 1440
aatatatata ttattaataa ttatattaat taattaataa tatatataat tatattatat 1500
attatatttt tatatataat atatataata taaactaata aagatcagga aataattaat 1560
gtataccgta atgtagaccg actcaggtat gtaagtagag aatatgaagg tgaattagat 1620
aattaaaggg aaggaactcg gcaaagatag ctcataagtt agtcaataaa gagtaataag 1680
aacaaagttg tacaactgtt tactaaaaac accgcacttt gcagaaacga taagtttaag 1740
tataaggtgt gaactctgct ccatgcttaa tatataaata aaattattta acgataattt 1800
tattaaattt aggtaaatag cagccttatt atgagggtta taatgtagcg aaattccttg 1860
gcctataatt gaggtcccgc atgaatgacg taatgataca acaactgtct cccctttaag 1920
ctaagtgaaa ttgaaatcgt agtgaagatg ctatgtacct tcagcaagac ggaaagaccc 1980
tatgcagctt tactgtaatt agatagatcg aattattgtt tattatattc agcatattaa 2040
gtaatcctat tattaggtaa tcgtttagat attaatgaga tacttattat aatataatga 2100
taattctaat cttataaata attattatta ttattattaa taataataat atgctttcaa 2160
gcatagtgat aaaacatatt tatatgataa tcactttact taatagatat aattcttaag 2220
taatatataa tatatattat atatatatta tatataatat aagagacaat ctctaattgg 2280
tagttttgat ggggcgtcat tatcagcaaa agtatctgaa taagtccata aataaatata 2340
taaaattatt gaataaaaaa aataatatat attatatata ttaattataa attgaaatat 2400
gtttatataa atttatattt attgaatata ttttagtaat agataaaaat atgtacagta 2460
aaattgtaag gaaaacaata ataactttct cctctctcgg tgggggttca cacctatttt 2520
taataggtgt gaacccctcc ttaaaaaata aaaatggaaa gaattaaatt aatataatgg 2580
tataactgtg cgataattgt aacacaaacg agtgaaacaa gtacgtaagt atggcataat 2640
gaacaaataa cactgattgt aaaggttatt gataacgaat aaaagttacg ctagggataa 2700
cagggtaata taacgaaaga gtagatattg taagttatgt ttgccacctc gatgtcgact 2760
caacatttcc tcttggttgt aaaagctaag aagggtttga ctgttcgtca attaaaatgt 2820
tacgtgagtt gggttaaata cgatgtgaat cagtatggtt cctatctgct gaaggaaata 2880
ttatcaaatt aaatctcatt attagtacgc aaggaccata atgaatcaac ccatggtgta 2940
tctattgata ataatataat atatttaata aaaataatac tttattaata tattatctat 3000
attagtttat attttaatta tatattatca tagtagataa gctaagttga taataaataa 3060
atattgaata catattaaat atgaagttgt tttaataaga taattaatct gataatttta 3120
tactaaaatt aataattata ggttttatat attatttata aatataatat aataattatt 3180
attattaata aaaaaaaata ttaattataa tattaataaa atactaattt atcagttatc 3240
tatataatat ctaatctatt attctatata ct
<;210>; 19
<;211>; 3303
<;212>; DNA

3272

(11)
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<;213>; Saccharomyces cerevisiae
<;400>; 19
tagtaaaaag tagaataata gatttgaaat atttattata tagatttaaa gagataatca 60
tggagtataa aaattaaatt taataaattt aatataacta ttaatagaat taggttacta 120
ataaattaat aacaattaat tttaaaacct aaaggtaaac ctttatatta ataatgtttt 180
ttttttttat ttttataatt aagaataatt attaataata ataaactaag tgaactgaaa 240
catctaagta acttaaggat aataaatcaa cagagatatt atgagtattg gtgagagaaa 300
ataataaagg tctaataagt attatgtgaa aaaaatgtaa gaaaatagga taacaaattc 360
taagactaaa tactattaat aagtatagta agtaccgtaa gggaaaatat gaaaatgatt 420
attttataag caatcatgaa tatattatat tatattaatg atgtaccttt tgtataatgg 480
gtcagcaagt aattaatatt agtaaaacaa taagttataa ataaatagaa taatatatat 540
atataaaaaa atatattaaa atatttaatt aatattaatt gacccgaaag caaacgatct 600
aactatgata agatggataa acgatcgaac aggttgatgt tgcaatatca tctgattaat 660
tgtggttagt agtgaaagac aaatctggtt tgcagatagc tggttttcta tgaaatatat 720
gtaagtatag cctttataaa taataattat tatataatat tatattaata ttatataaag 780
aatggtacag caattaatat atattaggga actattaaag ttttattaat aatattaaat 840
ctcgaaatat ttaattatat ataataaaga gtcagattat gtgcgataag gtaaataatc 900
taaagggaaa cagcccagat taagatataa agttcctaat aaataataag tgaaataaat 960
attaaaatat tataatataa tcagttaatg ggtttgacaa taaccatttt ttaatgaaca 1020
tgtaacaatg cactgattta taataaataa aaaaaaataa tatttaaaat caaatatata 1080
tatatttgtt aatagataat atacggatct taataataag aattatttaa ttcctaatat 1140
ggaatattat atttttataa taataataaa aatataaata ctgaatatct aaatattatt 1200
attacttttt ttaataataa taatatggta atagaacatt taatgataat atatattagt 1260
tattaattaa tatatgtatt aattaaatag agaatgctga catgagtaac gaaaaaaagg 1320
tataaacctt ttcacctaaa acataaggtt taactataaa agtacggccc ctaattaaat 1380
tatataagaa tataaatata tttaagatgg gataatctat attaataaaa atttatctta 1440
aaatatatat attattaata attatattaa ttaattaata atatatataa ttatattata 1500
tattatattt ttatatataa tatatataat ataaactaat aaagatcagg aaataattaa 1560
tgtataccgt aatgtagacc gactcaggta tgtaagtaga gaatatgaag gtgaattaga 1620
taattaaagg gaaggaactc ggcaaagata gctcataagt tagtcaataa agagtaataa 1680
gaacaaagtt gtacaactgt ttactaaaaa caccgcactt tgcagaaacg ataagtttaa 1740
gtataaggtg tgaactctgc tccatgctta atatataaat aaaattattt aacgataatt 1800
ttattaaatt taggtaaata gcagccttat tatgagggtt ataatgtagc gaaattcctt 1860
ggcctataat tgaggtcccg catgaatgac gtaatgatac aacaactgtc tcccctttaa 1920
gctaagtgaa attgaaatcg tagtgaagat gctatgtacc ttcagcaaga cggaaagacc 1980
ctatgcagct ttactgtaat tagatagatc gaattattgt ttattatatt cagcatatta 2040
agtaatccta ttattaggta atcgtttaga tattaatgag atacttatta taatataatg 2100
ataattctaa tcttataaat aattattatt attattatta ataataataa tatgctttca 2160
agcatagtga taaaacatat ttatatgata atcactttac ttaatagata taattcttaa 2220
gtaatatata atatatatta tatatatatt atatataata taagagacaa tctctaattg 2280
gtagttttga tggggcgtca ttatcagcaa aagtatctga ataagtccat aaataaatat 2340
ataaaattat tgaataaaaa aaataatata tattatatat attaattata aattgaaata 2400
tgtttatata aatttatatt tattgaatat attttagtaa tagataaaaa tatgtacagt 2460
aaaattgtaa ggaaaacaat aataactttc tcctctctcg gtgggggttc acacctattt 2520
ttaataggtg tgaacccctc ttcggggttc cggttccctt tcgggtcccg gaacttaaat 2580
aaaaatggaa agaattaaat taatataatg gtataactgt gcgataattg taacacaaac 2640
gagtgaaaca agtacgtaag tatggcataa tgaacaaata acactgattg taaaggttat 2700
tgataacgaa taaaagttac gctagggata acagggtaat ataacgaaag agtagatatt 2760
gtaagttatg tttgccacct cgatgtcgac tcaacatttc ctcttggttg taaaagctaa 2820
gaagggtttg actgttcgtc aattaaaatg ttacgtgagt tgggttaaat acgatgtgaa 2880
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tcagtatggt tcctatctgc tgaaggaaat attatcaaat taaatctcat tattagtacg 2940
caaggaccat aatgaatcaa cccatggtgt atctattgat aataatataa tatatttaat 3000
aaaaataata ctttattaat atattatcta tattagttta tattttaatt atatattatc 3060
atagtagata agctaagttg ataataaata aatattgaat acatattaaa tatgaagttg 3120
ttttaataag ataattaatc tgataatttt atactaaaat taataattat aggttttata 3180
tattatttat aaatataata taataattat tattattaat aaaaaaaaat attaattata 3240
atattaataa aatactaatt tatcagttat ctatataata tctaatctat tattctatat 3300
act
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tagtaaaaag tagaataata gatttgaaat atttattata tagatttaaa gagataatca 60
tggagtataa taattaaatt taataaattt aatataacta ttaatagaat taggttacta 120
ataaattaat aacaattaat tttaaaacct aaaggtaaac ctttatatta ataatgttat 180
tttttattat ttttataata agaataatta ttaataataa taaactaagt gaactgaaac 240
atctaagtaa cttaaggata agaaatcaac agagatatta tgagtattgg tgagagaaaa 300
taataaaggt ctaataagta ttatgtgaaa aaaatgtaag aaaataggat aacaaattct 360
aagactaaat actattaata agtatagtaa gtaccgtaag ggaaagtatg aaaatgatta 420
ttttataagc aatcatgaat atattatatt atattaatga tgtacctttt gtataatggg 480
tcagcaagta attaatatta gtaaaacaat aagttataaa taaatagaat aatatatata 540
tataaaaaaa tatattaaaa tatttaatta atattaattg acccgaaagc aaacgatcta 600
actatgataa gatggataaa cgatcgaaca ggttgatgtt gcaatatcat ctgattaatt 660
gtggttagta gtgaaagaca aatctggttt gcagatagct ggttttctat gaaatatatg 720
taagtatagc ctttataaat aataattatt atataatatt atattaatat tatataaaga 780
atggtacagc aattaatata tattagggaa ctattaaagt tttattaata atattaaatc 840
tcgaaatatt taattatata taataaagag tcagattatg tgcgataagg taaataatct 900
aaagggaaac agcccagatt aagatataaa gttcctaata aataataagt gaaataaata 960
ttaaaatatt ataatataat cagttaatgg gtttgacaat aaccattttt taatgaacat 1020
gtaacaatgc actgatttat aataaataaa aaaaaataat atttaaaatc aaatatatat 1080
atatttgtta atagataata tacggatctt aataataaga attatttaat tcctaatatg 1140
gaatattata tttttataat aaaaatataa atactgaata tctaaatatt attattactt 1200
tttttttaat aataataata tggtaataga acatttaatg ataatatata ttagttatta 1260
attaatatat gtattaatta aatagagaat gctgacatga gtaacgaaaa aaaggtataa 1320
accttttcac ctaaaacata aggtttaact ataaaagtac ggcccctaat taaattaata 1380
agaatataaa tatatttaag atgggataat ctatattaat aaaaatttat cttaaaatat 1440
atatattatt aataattata ttaattaatt aataatatat ataattatat tatatattat 1500
atatttttta tataatataa actaataaag atcaggaaat aattaatgta taccgtaatg 1560
tagaccgact caggtatgta agtagagaat atgaaggtga attagataat taaagggaag 1620
gaactcggca aagatagctc ataagttagt caataaagag taataagaac aaagttgtac 1680
aactgtttac taaaaacacc gcactttgca gaaacgataa gtttaagtat aaggtgtgaa 1740
ctctgctcca tgcttaatat ataaataaaa ttatttaacg ataatttaat taaatttagg 1800
taaatagcag ccttattatg agggttataa tgtagcgaaa ttccttggcc tataattgag 1860
gtcccgcatg aatgacgtaa tgatacaaca actgtctccc ctttaagcta agtgaaattg 1920
aaatcgtagt gaagatgcta tgtaccttca gcaagacgga aagaccctat gcagctttac 1980
tgtaattaga tagatcgaat tattgtttat tatattcagc atattaagta atcctattat 2040
taggtaatcg tttagatatt aatgagatac ttattataat ataatgataa ttctaatctt 2100
ataaataatt attattatta ttattaataa taataatatg ctttcaagca tagtgataaa 2160
acatatttat atgataatca ctttacttaa tagatataat tcttaagtaa tatataatat 2220
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atattttata tatattatat ataatataag agacaatctc taattggtag ttttgatggg 2280
gcgtcattat cagcaaaagt atctgaataa gtccataaat aaatatataa aattattgaa 2340
taaaaaaaaa ataatatata ttatatatat taattataaa ttgaaatatg tttatataaa 2400
tttatattta ttgaatatat tttagtaata gataaaaata tgtacagtaa aattgtaagg 2460
aaaacaataa taactttctc ctctctcggt gggggttcac acctattttt aataggtgtg 2520
aacccctctt cggggttccg gttccctttc gggtcccgga acttaaataa aaatggaaag 2580
aattaaatta atataatggt ataactgtgc gataattgta acacaaacga gtgaaacaag 2640
tacgtaagta tggcataatg aacaaataac actgattgta aaggttattg ataacgaata 2700
aaagttacgc tagggataat ttaccccctt gtcccattat attgaaaaat ataattattc 2760
aattaattat ttaattgaag taaattgggt gaattgctta gatatccata tagataaaaa 2820
taatggacaa taagcagcga agcttataac aactttcata tatgtatata tacggttata 2880
agaacgttca acgactagat gatgagtgga gttaacaata attcatccac gagcgcccaa 2940
tgtcgaataa ataaaatatt aaataaatat caaaggatat ataaagattt ttaataaatc 3000
aaaaaataaa ataaaatgaa aaatattaaa aaaaatcaag taataaattt aggacctaat 3060
tctaaattat taaaagaata taaatcacaa ttaattgaat taaatattga acaatttgaa 3120
gcaggtattg gtttaatttt aggagatgct tatattcgta gtcgtgatga aggtaaacta 3180
tattgtatgc aatttgagtg aaaaaataag gcatacatgg atcatgtatg tttattatat 3240
gatcaatgag tattatcacc tcctcataaa aaagaaagag ttaatcattt aggtaattta 3300
gtaattacct gaggagctca aacttttaaa catcaagctt ttaataaatt agctaactta 3360
tttattgtaa ataataaaaa acttattcct aataatttag ttgaaaatta tttaacacct 3420
ataagtttag catattgatt tatagatgat ggaggtaaat gagattataa taaaaattct 3480
cttaataaaa gtattgtatt aaatacacaa agttttactt ttgaagaagt agaatattta 3540
gttaaaggtt taagaaataa atttcaatta aattgttatg ttaaaattaa taaaaataaa 3600
ccaattattt atattgattc tataagttat ttaatttttt ataatttaat taaaccttat 3660
ttaattcctc aaatgatata taaattacct aatactattt catccgaaac ttttttaaaa 3720
taatattctt atttttattt tatgatatat ttcataaata tttatttata ttaaatttta 3780
tttgataatg atatagtctg aacaatatag taatatattg aagtaattat ttaaatgtaa 3840
ttacgataac aaaaaatttg aacagggtaa tatagcgaaa gagtagatat tgtaagctat 3900
gtttgccacc tcgatgtcga ctcaacattt cctcttggtt gtaaaagcta agaagggttt 3960
gactgttcgt caattaaaat gttacgtgag ttgggttaaa tacgatgtga atcagtatgg 4020
ttcctatctg ctgaaggaaa tattatcaaa ttaaatctca ttattagtac gcaaggacca 4080
taatgaatca acccatggtg tatctattga taataatata atatatttaa taaaaataat 4140
actttattaa tatattatct atattagttt atattttaat tatatattat catagtagat 4200
aagctaagtt gataataaat aaatattgaa tacatattaa atatgaagtt gttttaataa 4260
gataattaat ctgataattt tatactaaaa ttaataatta taggttttat atattattta 4320
taaataaata tattataata ataataatta ttattattaa taaaaaatat taattataat 4380
attaataaaa tactaattta tcagttatct atataatatc taatctatta ttctatatac 4440
t
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【図２】サッカロマイセス・セレビシエのＭｔ−２１Ｓ

【配列表フリーテキスト】配列番号１〜配列番号１６

ｒＲＮＡのＰＣＲ用プライマー。

は、プライマーである。

【図３】サッカロマイセス・セレビシエ３株における各

【図面の簡単な説明】

Ｍｔ−２１ＳｒＲＮＡの相同性を示す図。

【図１】ＰＣＲにて増幅したサッカロマイセス・セレビ

【図４】サッカロマイセス・セレビシエ３株における各

シエ（ Saccharomyces cerevisiae ）のミトコンドリア

Ｍｔ−２１ＳｒＲＮＡの相同性に基づいて作成した系統

２１ＳｒＲＮＡ遺伝子の電気泳動図。

樹を示す図。
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