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(57)【要約】
本発明は、酵母による発酵能、エタノール生産性を向上させるための方法に関する。よ
り具体的には、酵母において、液胞トランスポーターシャペロン複合体（ＶＴＣ複合体）
の機能を低下又は喪失させることを含む、酵母の発酵能を向上させる方法、酵母において
ＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失している条件で、アルコール発酵を行うことを含む、
酵母を用いた発酵産物の製造方法、酵母において、遺伝子変異を行うことにより、ＶＴＣ
複合体の機能を低下又は喪失させることを含む、発酵用酵母の作製方法、遺伝子変異によ
り、ＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失した酵母、酵母の発酵能を向上させるための薬剤
のスクリーニング方法に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
酵母において、液胞トランスポーターシャペロン複合体（ＶＴＣ複合体）の機能を低下又
は喪失させることを含む、酵母の発酵能を向上させる方法。
【請求項２】
酵母のＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失が、複数の構成因子から形成されるＶＴＣ複合
体の形成阻害によるものである、請求項１に記載の酵母の発酵能を向上させる方法。
【請求項３】
酵母のＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失が、酵母において遺伝子変異を導入することに
より、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される少なくとも１つの遺伝
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子の発現量を低下させることによるものである、請求項１または２に記載の酵母の発酵能
を向上させる方法。
【請求項４】
酵母における遺伝子変異が、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される
少なくとも１つの遺伝子の破壊である、請求項３に記載の酵母の発酵能を向上させる方法
。
【請求項５】
ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される少なくとも１つの遺伝子が、
ＶＴＣ１遺伝子、ＶＴＣ２遺伝子、ＶＴＣ３遺伝子、ＶＴＣ４遺伝子からなる群から選択
される少なくとも１つの遺伝子である、請求項３又は４に記載の酵母の発酵能を向上させ

20

る方法。
【請求項６】
ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される少なくとも１つの遺伝子が、
以下の（ａ）〜（ｅ）からなる群から選択される少なくとも１つの遺伝子である、請求項
２〜５のいずれかに記載の酵母の発酵能を向上させる方法：
（ａ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチドを
含む遺伝子；
（ｂ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列において１又は数個以上のアミノ
酸残基が欠失、置換、挿入及び／又は付加されたアミノ酸配列をコードするポリヌクレオ
チドを含む遺伝子；
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（ｃ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列と８０％以上の相同性を有するア
ミノ酸配列をコードするポリヌクレオチドを含む遺伝子；
（ｄ）配列番号５〜８のいずれかに記載の塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む遺伝
子；
（ｅ）上記（ａ）〜（ｄ）からなる群から選択されるいずれかのポリヌクレオチドと相補
的な塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む遺伝子。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれかに記載の酵母の発酵能を向上させる方法を含む、酵母を用いて発
酵産物を製造する方法であって、酵母においてＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失してい
る条件で、アルコール発酵を行うことを含む、発酵産物の製造方法。
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【請求項８】
発酵産物がエタノールである、請求項７に記載の発酵産物の製造方法。
【請求項９】
発酵産物が発酵飲料又は発酵食品である、請求項７に記載の発酵産物の製造方法。
【請求項１０】
酵母において、遺伝子変異を導入することにより、ＶＴＣ複合体の機能を低下又は喪失さ
せることを含む、アルコール発酵用酵母の作製方法。
【請求項１１】
遺伝子変異により、ＶＴＣ複合体又はＶＴＣ複合体の構成因子の機能が低下又は喪失した
、アルコール発酵用酵母。
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【請求項１２】
遺伝子変異が、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される少なくとも１
つの遺伝子の破壊である、請求項１１に記載のアルコール発酵用酵母。
【請求項１３】
遺伝子変異により、ＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失した酵母であり、醸造酵母、パン
酵母、又はバイオエタノール酵母のいずれかである酵母。
【請求項１４】
請求項１１〜１３のいずれかに記載の酵母を含有する、アルコール発酵用組成物。
【請求項１５】
酵母の発酵能を向上させるための薬剤のスクリーニング方法であって、被験化合物をＶＴ
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Ｃ複合体に作用させる工程を含み、当該被験化合物がＶＴＣ複合体の機能を低下又は喪失
させることを指標とする、スクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、酵母の液胞トランスポーターシャペロン複合体の機能欠損によって発酵能を
向上させる方法に関する。
【０００２】
本出願は、参照によりここに援用されるところの日本出願、特願２０１６−０２５３２
４号優先権を請求する。
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【背景技術】
【０００３】
近年、酵母サッカロミセス・セレビシエ（Saccharomyces cerevisiae）において、液胞
トランスポーターシャペロン複合体（以下「ＶＴＣ複合体」）が見出された。ＶＴＣ複合
体は、Ｖｔｃ１ｐ、Ｖｔｃ２ｐ、Ｖｔｃ３ｐ、Ｖｔｃ４ｐにより構成されるタンパク質複
合体である。ＶＴＣ複合体は、液胞型プロトンＡＴＰａｓｅの安定性の維持や、タンパク
質の輸送、ミクロオートファジー、液胞内へのポリリン酸の蓄積に関与することが報告さ
れている（非特許文献１、２、３、４）。非特許文献１では、実験室株の酵母Ｗ３０３株
を用いて、Ｖｔｃ１ｐをコードするＶＴＣ１遺伝子の破壊株が作製され、ＶＴＣ複合体に
ついての解析が行われている。
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【０００４】
酵母は、パン生地等や清酒をはじめとする酒類等の発酵食品やバイオエタノール等の製
造に用いられている。発酵食品やバイオエタノールの製造においては、一般的に、ブドウ
糖などの糖類をサッカロミセス属の酵母によりエタノールと二酸化炭素に分解するアルコ
ール発酵の工程が用いられる。
【０００５】
酵母によるアルコール発酵速度を高めることは、発酵食品やバイオエタノールの生産性
の向上に直結する。酵母のアルコール発酵を促進する方法として、遺伝子組換え酵母を作
製する方法が検討されている。本発明者らは、酵母のストレス応答性を改変することによ
りアルコール発酵を促進し得ることを見出し、ストレス応答転写因子をコードするＭＳＮ

40

２遺伝子又はＭＳＮ４遺伝子を破壊した酵母（特許文献１）や、酵母の増殖が停止する定
常期への移行に関する定常期移行促進因子をコードするＩＧＯ１遺伝子又はＩＧＯ２遺伝
子を破壊した酵母（特許文献２）を作製した。しかしながら、ストレス応答性を改変する
方法では、酵母のアルコール発酵の促進には限界があり、酵母のアルコール発酵を効果的
に促進する方法の開発が望まれる。
【０００６】
酵母においてどの遺伝子がアルコール発酵に関連しているかは未だ解明されておらず、
アルコール発酵とＶＴＣ複合体との関連性についての報告もない。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】特許第５５８５９５２号公報
【特許文献２】特許第５８２８４４７号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Cohen A, Perzov N, Nelson H, Nelson N. J Biol Chem, 274(38) 2688
5‑26893 (1999).
【非特許文献２】Mueller O, Neumann H, Bayer MJ, Mayer A. J Cell Sci, 116(Pt 6) 1
107‑1115 (2003).
【非特許文献３】Uttenweiler A, Schwarz H, Neumann H, Mayer A. Mol Biol Cell, 18(
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1) 166‑175 (2007)
【非特許文献４】Hothorn M, Neumann H, Lenherr ED, Wehner M, Rybin V, Hassa PO, U
ttenweiler A, Reinhardt M, Schmidt A, Seiler J, Ladumer AG, Hermann C, Scheffzek
K, Mayer A. Science, 324(5926) 513‑516 (2009).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明は、酵母の発酵能を向上させる方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究した結果、酵母のＶＴＣ複合体の構
成因子をコードする遺伝子を破壊することにより、顕著なアルコール発酵の促進をもたら
すことを着目し、酵母のＶＴＣ複合体の機能を低下又は喪失させることにより、酵母のア
ルコール発酵能を向上させることができることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
すなわち、本発明は、以下の構成からなる。
１.

酵母において、液胞トランスポーターシャペロン複合体（ＶＴＣ複合体）の機能を

低下又は喪失させることを含む、酵母の発酵能を向上させる方法。
２.

酵母のＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失が、複数の構成因子から形成されるＶＴ

Ｃ複合体の形成阻害によるものである、前項１に記載の酵母の発酵能を向上させる方法。
３.
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酵母のＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失が、酵母において遺伝子変異を導入する

ことにより、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される少なくとも１つ
の遺伝子の発現量を低下させることによるものである、前項１または２に記載の酵母の発
酵能を向上させる方法。
４.

酵母における遺伝子変異が、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択

される少なくとも１つの遺伝子の破壊である、前項３に記載の酵母の発酵能を向上させる
方法。５.

ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される少なくとも１つ

の遺伝子が、ＶＴＣ１遺伝子、ＶＴＣ２遺伝子、ＶＴＣ３遺伝子、ＶＴＣ４遺伝子からな
る群から選択される少なくとも１つの遺伝子である、前項３又は４に記載の酵母の発酵能
を向上させる方法。
６.
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ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される少なくとも１つの遺伝

子が、以下の（ａ）〜（ｅ）からなる群から選択される少なくとも１つの遺伝子である、
前項２〜５のいずれかに記載の酵母の発酵能を向上させる方法：
（ａ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチドを
含む遺伝子；
（ｂ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列において１又は数個以上のアミノ
酸残基が欠失、置換、挿入及び／又は付加されたアミノ酸配列をコードするポリヌクレオ
チドを含む遺伝子；
（ｃ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列と８０％以上の相同性を有するア
ミノ酸配列をコードするポリヌクレオチドを含む遺伝子；
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（ｄ）配列番号５〜８のいずれかに記載の塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む遺伝
子；
（ｅ）上記（ａ）〜（ｄ）からなる群から選択されるいずれかのポリヌクレオチドと相補
的な塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む遺伝子。
７.

前項１〜６のいずれかに記載の酵母の発酵能を向上させる方法を含む、酵母を用い

て発酵産物を製造する方法であって、酵母においてＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失し
ている条件で、アルコール発酵を行うことを含む、発酵産物の製造方法。
８.

発酵産物がエタノールである、前項７に記載の発酵産物の製造方法。

９.

発酵産物が発酵飲料又は発酵食品である、前項７に記載の発酵産物の製造方法。

１０.

酵母において、遺伝子変異を導入することにより、ＶＴＣ複合体の機能を低下又
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は喪失させることを含む、アルコール発酵用酵母の作製方法。
１１.

遺伝子変異により、ＶＴＣ複合体又はＶＴＣ複合体の構成因子の機能が低下又は

喪失した、アルコール発酵用酵母。
１２.

遺伝子変異が、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される少な

くとも１つの遺伝子の破壊である、前項１１に記載のアルコール発酵用酵母。
１３.

遺伝子変異により、ＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失した酵母であり、醸造酵

母、パン酵母、又はバイオエタノール酵母のいずれかである酵母。
１４.

前項１１〜１３のいずれかに記載の酵母を含有する、アルコール発酵用組成物。

１５.

酵母の発酵能を向上させるための薬剤のスクリーニング方法であって、被験化合

物をＶＴＣ複合体に作用させる工程を含み、当該被験化合物がＶＴＣ複合体の機能を低下
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又は喪失させることを指標とする、スクリーニング方法。
【発明の効果】
【００１２】
本発明の方法により、酵母において、ＶＴＣ複合体の機能を低下又は喪失させた状態で
発酵を行うことにより、効率的に発酵を促進させることができる。さらに、本発明により
効率的に発酵を行うことにより、酵母の発酵を経て製造される発酵産物を良好に生産する
ことができる。また本発明により、発酵能及びエタノール生産性の高い酵母の作製を体系
的に行うことも可能となる。本発明に基づき作製されたＶＴＣ複合体の機能を低下又は喪
失させた酵母は、様々な発酵食品、発酵飲料の製造、バイオエタノールの製造に有用であ
り、特に醸造において極めて有用である。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ＶＴＣ１遺伝子破壊株、ＶＴＣ２遺伝子破壊株、ＶＴＣ３遺伝子破壊株、ＶＴＣ
４遺伝子破壊株の発酵試験結果を示す図である。（実施例１）
【図２】ＶＴＣ１遺伝子破壊パン酵母株の発酵試験結果を示す図である。（実施例２）
【図３】ＶＴＣ１遺伝子破壊バイオエタノール酵母株の発酵試験結果を示す図である。（
実施例３）
【発明を実施するための形態】
【００１４】
本発明において、酵母の各遺伝子の破壊株から成る酵母遺伝子破壊株ライブラリーを用
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いて実験室条件下で発酵試験を行い、各遺伝子破壊がアルコール発酵に与える影響を解析
したところ、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする各遺伝子の破壊が顕著なアルコール発
酵の促進をもたらすことを明らかにした。本発明はかかる知見に基づき達成されたもので
あり、酵母において、ＶＴＣ複合体の機能を低下又は喪失させることにより、酵母の発酵
能を向上させる方法に関するものである。以下、本発明を詳細に説明する。
【００１５】
［１．液胞トランスポーターシャペロン複合体（ＶＴＣ複合体）］
ＶＴＣ複合体は、液胞膜に存在する液胞トランスポーターシャペロン複合体であり、酵
母サッカロミセス・セレビシエにおいて見出された。ＶＴＣ複合体は、２以上の複数の構
成因子から形成されるタンパク質複合体であり、各構成因子は分子量の比較的小さい膜透
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過タンパク質である。例えば、サッカロミセス・セレビシエのＶＴＣ複合体は、Ｖｔｃ１
ｐ、Ｖｔｃ２ｐ、Ｖｔｃ３ｐ、Ｖｔｃ４ｐの４つの構成因子により形成される。ＶＴＣ複
合体の形成には、各構成因子をコードする遺伝子の２以上が、それぞれ構成因子を発現し
、発現した各構成因子が相互作用をすることが必要であると考えられている。例えば、サ
ッカロミセス・セレビシエでは、ＶＴＣ複合体を形成するには、Ｖｔｃ２ｐ又はＶｔｃ３
ｐのいずれか一方、Ｖｔｃ１ｐ、及びＶｔｃ４ｐが発現していること必要であると考えら
れている（非特許文献１）。
【００１６】
ＶＴＣ複合体としては具体的には、Ｖｔｃ１ｐ、Ｖｔｃ２ｐ、Ｖｔｃ３ｐ、Ｖｔｃ４ｐ
の４つの構成因子により形成されるものが挙げられる。Ｖｔｃ１ｐ、Ｖｔｃ２ｐ、Ｖｔｃ
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３ｐ、Ｖｔｃ４ｐタンパク質は、液胞トランスポーターシャペロン複合体の構成因子とし
て機能する。本発明のＶＴＣ複合体における構成因子はそれぞれ、以下の（Ａ）〜（Ｃ）
に示されるタンパク質から選択されるタンパク質である：
（Ａ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列からなるタンパク質；
（Ｂ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列において、１又は数個以上のアミ
ノ酸残基が欠失、置換、挿入及び／又は付加されたアミノ酸配列からなるタンパク質；又
は、
（Ｃ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列と８０％以上の相同性を有するア
ミノ酸配列からなるタンパク質。
【００１７】
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上記（Ａ）のタンパク質に関し、配列表に示される配列番号１〜４は、サッカロミセス
・セレビシエ由来のＶｔｃ１ｐ、Ｖｔｃ２ｐ、Ｖｔｃ３ｐ、Ｖｔｃ４ｐタンパク質のそれ
ぞれのアミノ酸配列を示す。Ｖｔｃ１ｐ、Ｖｔｃ２ｐ、Ｖｔｃ３ｐ、Ｖｔｃ４ｐタンパク
質は、ＶＴＣ複合体の構成因子として機能する。
【００１８】
上記（Ｂ）又は（Ｃ）のタンパク質は、配列番号１〜４のいずれかに示すアミノ酸配列
を有するタンパク質に関して、機能的に同等の変異体、誘導体、バリアント、アレル、ホ
モログ、オルソログ、部分ペプチド、又は、他のタンパク質若しくはペプチドとの融合タ
ンパク質であって、液胞トランスポーターシャペロン複合体の構成因子をコードする遺伝
子を意図しており、その具体的なアミノ酸配列については限定されない。
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【００１９】
ここで、上記（Ｂ）における置換、欠失、挿入及び／又は付加されてもよいアミノ酸の
数としては、上記機能を失わせない限り、その個数は制限されないが、部位特異的突然変
異誘発法等の公知の変異導入法により置換、欠失、挿入及び／又は付加できる程度の数を
いう。通常は、３０アミノ酸以内であり、好ましくは２０アミノ酸以内であり、さらに好
ましくは１０アミノ酸以内であり、最も好ましくは５アミノ酸以内（例えば、５，４，３
，２又は１アミノ酸以内）である。変異を導入したタンパク質が酵母に所望の形質を付与
するかどうかは、そのタンパク質をコードする遺伝子を発現させ、ＶＴＣ複合体を構成し
、ＶＴＣ複合体が機能するかどうかを調べることにより判断できる。また、ここでいう「
変異」は、主には部位特異的突然変異誘発法等により人為的に導入された変異を意味する
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が、天然に存在する同様の変異であってもよい。そして、「変異」は、構成因子をコード
する遺伝子の破壊を含む。
【００２０】
変異するアミノ酸残基においては、アミノ酸側鎖の性質が保存されている別のアミノ酸
に変異されることが好ましい。例えばアミノ酸側鎖の性質としては、疎水性アミノ酸（Ａ
、Ｉ、Ｌ、Ｍ、Ｆ、Ｐ、Ｗ、Ｙ及びＶ）、親水性アミノ酸（Ｒ、Ｄ、Ｎ、Ｃ、Ｅ、Ｑ、Ｇ
、Ｈ、Ｋ、Ｓ及びＴ）、脂肪族側鎖を有するアミノ酸（Ｇ、Ａ、Ｖ、Ｌ、Ｉ及びＰ）、水
酸基含有側鎖を有するアミノ酸（Ｓ、Ｔ及びＹ）、硫黄原子含有側鎖を有するアミノ酸（
Ｃ及びＭ）、カルボン酸及びアミド含有側鎖を有するアミノ酸（Ｄ、Ｎ、Ｅ及びＱ）、塩
基含有側鎖を有するアミノ酸（Ｒ、Ｋ及びＨ）、並びに芳香族含有側鎖を有するアミノ酸
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（Ｈ、Ｆ、Ｙ及びＷ）を挙げることができる。さらに、例えば、変異マトリクス（mutati
onal matrix）によってアミノ酸を分類することも周知である（Taylor 1986, J, Theor.
Biol. 119, 205‑218; Sambrook, J. et al., Molecular Cloning 3rd ed. A7.6‑A7.9, Co
ld Spring Harbor Lab. Press, 2001）。この分類を以下に要約すると、脂肪族アミノ酸
（Ｌ、Ｉ及びＶ）、芳香族アミノ酸（Ｈ、Ｗ、Ｙ及びＦ）、荷電アミノ酸（Ｄ、Ｅ、Ｒ、
Ｋ及びＨ）、正荷電アミノ酸（Ｒ、Ｋ及びＨ）、負荷電アミノ酸（Ｄ及びＥ）、疎水性ア
ミノ酸（Ｈ、Ｗ、Ｙ、Ｆ、Ｍ、Ｌ、Ｉ、Ｖ、Ｃ、Ａ、Ｇ、Ｔ及びＫ）、極性アミノ酸（Ｔ
、Ｓ、Ｎ、Ｄ、Ｅ、Ｑ、Ｒ、Ｋ、Ｈ、Ｗ及びＹ）、小型アミノ酸（Ｐ、Ｖ、Ｃ、Ａ、Ｇ、
Ｔ、Ｓ、Ｎ及びＤ）、並びに微小アミノ酸（Ａ、Ｇ及びＳ）及び大型（非小型）アミノ酸
（Ｑ、Ｅ、Ｒ、Ｋ、Ｈ、Ｗ、Ｙ、Ｆ、Ｍ、Ｌ及びＩ）が挙げられる。なお、上記括弧内は
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いずれもアミノ酸の一文字標記を表す。
【００２１】
あるアミノ酸配列に対する１又は複数個のアミノ酸残基の欠失、挿入、付加及び／又は
他のアミノ酸による置換により修飾されたアミノ酸配列を有するポリペプチドがその生物
学的活性を維持することはすでに知られている。さらに、標的アミノ酸残基は、共通した
性質をできるだけ多く有するアミノ酸残基に変異させることがより好ましい。
【００２２】
本明細書において「機能的に同等」とは、対象となるタンパク質が、Ｖｔｃ１ｐ、Ｖｔ
ｃ２ｐ、Ｖｔｃ３ｐ、又はＶｔｃ４ｐタンパク質と同等（同一及び／又は類似）の生物学
的機能及び／又は生化学的機能を有することを意図する。本明細書において、Ｖｔｃ１ｐ
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、Ｖｔｃ２ｐ、Ｖｔｃ３ｐ、又はＶｔｃ４ｐタンパク質の生物学的機能及び／又は生化学
的機能としては、例えばＶＴＣ複合体を構成し、ＶＴＣ複合体を機能させることを挙げる
ことができる。生物学的な性質には発現する部位の特異性及び／又は発現量等も含まれ得
る。
【００２３】
上記（Ｃ）におけるアミノ酸配列の相同性は、アミノ酸配列全体（若しくは機能発現に
必要な領域）で、少なくとも８０％以上、好ましくは８５％以上、より好ましくは９０％
以上、さらに好ましくは、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％又は９９．５％以上
の配列の同一性を有する。配列の相同性は、ＢＬＡＳＴＮ（核酸レベル）又はＢＬＡＳＴ
Ｘ（アミノ酸レベル）のプログラム（Altschul et al. J. Mol. Biol., 215: 403‑410, 1
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990）を利用して決定することができる。該プログラムは、Karlin及びAltschulによるア
ルゴリズムＢＬＡＳＴ（Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 87:2264‑2268, 1990, Proc. Natl
. Acad. Sci. USA, 90: 5873‑5877, 1993）に基づいている。ＢＬＡＳＴＮによって塩基
配列を解析する場合には、パラメーターは例えばscore = 100、wordlength =12とする。
また、ＢＬＡＳＴＸによってアミノ酸配列を解析する場合には、パラメーターは例えばsc
ore = 50、wordlength = 3とする。また、Ｇａｐｐｅｄ ＢＬＡＳＴプログラムを用いて
、アミノ酸配列を解析する場合は、Altschulら（Nucleic Acids Res. 25: 3389‑3402, 19
97）に記載されているように行うことができる。ＢＬＡＳＴとＧａｐｐｅｄ ＢＬＡＳＴ
プログラムを用いる場合には、各プログラムのデフォルトパラメーターを用いる。これら
の解析方法の具体的な手法は公知である。比較対象の塩基配列又はアミノ酸配列を最適な
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状態にアラインメントするために、付加又は欠失（例えば、ギャップ等）を許容してもよ
い。
【００２４】
また、本明細書において「相同性」とは、性質が類似のアミノ酸残基数の割合（homolo
gy、positive等）を意図しているが、より好ましくは、一致したアミノ酸残基数の割合（
identity）である。なお、アミノ酸の性質については上述したとおりである。
【００２５】
ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子は、Ｖｔｃ１ｐ、Ｖｔｃ２ｐ、Ｖｔｃ３ｐ
、Ｖｔｃ４ｐタンパク質のいずれかをコードする遺伝子であればいかなるものであっても
よい。より具体的には、本発明のＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子は、それぞ
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れ、以下の（ａ）〜（ｅ）に示されるポリヌクレオチドから選択される遺伝子である：
（ａ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチドを
含む遺伝子；
（ｂ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列において１又は数個以上のアミノ
酸残基が欠失、置換、挿入及び／又は付加されたアミノ酸配列をコードするポリヌクレオ
チドを含む遺伝子；
（ｃ）配列番号１〜４のいずれかに記載のアミノ酸配列と８０％以上の相同性を有するア
ミノ酸配列をコードするポリヌクレオチドを含む遺伝子；
（ｄ）配列番号５〜８のいずれかに記載の塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む遺伝
子；
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（ｅ）上記（ａ）〜（ｄ）からなる群から選択されるいずれかのポリヌクレオチドと相補
的な塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む遺伝子。
【００２６】
上記（ａ）〜（ｃ）の遺伝子は、上記（Ａ）〜（Ｃ）のタンパク質をコードする遺伝子
である。
【００２７】
上記（ｄ）の遺伝子に関し、配列表に示される配列番号５は、サッカロミセス・セレビ
シエ由来のＶｔｃ１ｐ（配列番号１に示すアミノ酸配列を有するタンパク質）をコードす
るＶＴＣ１遺伝子の塩基配列（ＯＲＦ）を、配列番号６は、サッカロミセス・セレビシエ
由来のＶｔｃ２ｐ（配列番号２に示すアミノ酸配列を有するタンパク質）をコードするＶ
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ＴＣ２遺伝子の塩基配列（ＯＲＦ）を、配列番号７は、サッカロミセス・セレビシエ由来
のＶｔｃ３ｐ（配列番号３に示すアミノ酸配列を有するタンパク質）をコードするＶＴＣ
３遺伝子の塩基配列（ＯＲＦ）を、配列番号８は、サッカロミセス・セレビシエ由来のＶ
ｔｃ４ｐ（配列番号４に示すアミノ酸配列を有するタンパク質）をコードするＶＴＣ４遺
伝子の塩基配列（ＯＲＦ）をそれぞれ示す。なお、ＯＲＦとは、オープンリーディングフ
レームを意味する。後述する実施例に示すように、本発明においては、ＶＴＣ１遺伝子、
ＶＴＣ２遺伝子、ＶＴＣ３遺伝子及びＶＴＣ４遺伝子からなる群から選ばれる少なくとも
１つの遺伝子を破壊、又は該遺伝子の発現量を低下させると、酵母の発酵能が向上するこ
と及びエタノール生産性が向上することが見出された。
【００２８】
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ＶＴＣ１遺伝子、ＶＴＣ２遺伝子、ＶＴＣ３遺伝子及びＶＴＣ４遺伝子は酵母全般にわ
たって広く存在すると考えられる。つまり、本発明に係る遺伝子には、種々の酵母に存在
する、ＶＴＣ１遺伝子、ＶＴＣ２遺伝子、ＶＴＣ３遺伝子及びＶＴＣ４遺伝子の相同遺伝
子も含まれる。ここで、相同遺伝子を単離するための当業者によく知られた方法としては
、ハイブリダイゼーション技術（Southern, E. M., Journal of Molecular Biology, Vol
. 98, 503, 1975）及びポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）技術（Saiki, R. K., et al. Sc
ience, vol. 230, 1350‑1354, 1985, Saiki, R. K. et al. Science, vol.239, 487‑491,
1988）が挙げられる。すなわち、当業者にとっては、ＶＴＣ１遺伝子、ＶＴＣ２遺伝子、
ＶＴＣ３遺伝子及びＶＴＣ４遺伝子の塩基配列（例えば、配列番号５〜８に記載の塩基配
列）若しくはその一部をプローブとして、またＶＴＣ１遺伝子、ＶＴＣ２遺伝子、ＶＴＣ
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３遺伝子若しくはＶＴＣ４遺伝子と特異的にハイブリダイズするオリゴヌクレオチドをプ
ライマーとして、種々の酵母からＶＴＣ１遺伝子、ＶＴＣ２遺伝子、ＶＴＣ３遺伝子及び
ＶＴＣ４遺伝子の相同遺伝子を単離することは通常行い得る。
【００２９】
上記（ｅ）の遺伝子は、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリヌクレオチドと相補的な
塩基配列からなるポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするタ
ンパク質をコードする遺伝子を意図している。
【００３０】
ここで、ストリンジェントな条件とは、いわゆる塩基配列に特異的な２本鎖のポリヌク
レオチドが形成され、非特異的な２本鎖のポリヌクレオチドが形成されない条件をいう。
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換言すれば、相同性が高い核酸同士、例えば完全にマッチしたハイブリッドの融解温度（
Ｔｍ値）から１５℃、好ましくは１０℃、更に好ましくは５℃低い温度までの範囲の温度
でハイブリダイズする条件ともいえる。例えば、一般的なハイブリダイゼーション用緩衝
液中で、６８℃、２０時間の条件でハイブリダイズする条件を挙げることができる。一例
を示すと、０．２５Ｍ Ｎａ２ＨＰＯ４，ｐＨ７．２，７％ＳＤＳ，１ｍＭ ＥＤＴＡ，１
×デンハルト溶液からなる緩衝液中で温度が６０〜６８℃、好ましくは６５℃、さらに好
ましくは６８℃の条件下で１６〜２４時間ハイブリダイズさせ、さらに２０ｍＭ Ｎａ２
ＨＰＯ４，ｐＨ７．２，１％ＳＤＳ，１ｍＭ ＥＤＴＡからなる緩衝液中で温度が６０〜
６８℃、好ましくは６５℃、さらに好ましくは６８℃の条件下で１５分間の洗浄を２回行
う条件を挙げることができる。他の例としては、２５％ホルムアミド、より厳しい条件で
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は５０％ホルムアミド、４×ＳＳＣ（塩化ナトリウム／クエン酸ナトリウム）、５０ｍＭ
Ｈｅｐｅｓ ｐＨ７．０、１０×デンハルト溶液、２０μｇ／ｍｌ変性サケ精子ＤＮＡを
含むハイブリダイゼーション溶液中、４２℃で一晩プレハイブリダイゼーションを行った
後、標識したプローブを添加し、４２℃で一晩保温することによりハイブリダイゼーショ
ンを行う。その後の洗浄における洗浄液及び温度条件は、「１×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ
、３７℃」程度で、より厳しい条件としては「０．５×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、４２℃
」程度で、さらに厳しい条件としては「０．２×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、６５℃」程度
で実施することができる。このようにハイブリダイゼーションの洗浄の条件が厳しくなる
ほどプローブ配列と高い相同性を有するＤＮＡの単離を期待し得る。ただし、上記ＳＳＣ
、ＳＤＳ及び温度の条件の組み合わせは例示であり、当業者であれば、ハイブリダイゼー
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ションのストリンジェンシーを決定する上記若しくは他の要素（例えば、プローブ濃度、
プローブの長さ及びハイブリダイゼーション反応時間など）を適宜組み合わせることによ
り、上記と同様のストリンジェンシーを実現することが可能である。例えば、当業者であ
れば、Molecular Cloning（Sambrook, J. et al., Molecular Cloning :a Laboratory Ma
nual 2nd ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 10 Skyline Drive Plainview, N
Y (1989)）等を参照することにより、こうした遺伝子を容易に取得することができる。
【００３１】
また、上記（ｅ）の遺伝子は、上記（ｄ）遺伝子（配列番号５〜８に記載の塩基配列）
と相同性において少なくとも８０％以上、好ましくは８５％以上、より好ましくは９０％
以上、さらに好ましくは、９５％、９６％、９７％、９８％又は９９％以上の配列の同一
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性を有することが好ましい。なお、配列番号５〜８に記載の塩基配列との相同性は、ＦＡ
ＳＴＡ検索又はＢＬＡＳＴ検索により決定することができる。ポリヌクレオチドの塩基配
列は、Science, 214: 1205 (1981)に記載されたジデオキシ法により決定され得る。
【００３２】
また、本発明において利用する遺伝子は、上記タンパク質をコードするポリヌクレオチ
ドのみからなるものであってもよいが、その他の塩基配列が付加されていてもよい。付加
される塩基配列としては、特に限定されないが、標識（例えば、ヒスチジンタグ、Ｍｙｃ
タグ又はＦＬＡＧタグなど）、融合タンパク質（例えば、ストレプトアビジン、シトクロ
ム、ＧＳＴ、ＧＦＰ又はＭＢＰなど）、プロモーター配列、及びシグナル配列（例えば、
小胞体移行シグナル配列、及び分泌配列など）をコードする塩基配列などが挙げられる。
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これらの塩基配列が付加される部位は特に限定されるものではなく、例えば、翻訳される
タンパク質のＮ末端であっても、Ｃ末端であってもよい。
【００３３】
［２．酵母の発酵能を向上させる方法］
本発明において、ＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失させることにより、酵母の発酵能
を向上させる方法、すなわち酵母による発酵を促進させる方法を包含する。ＶＴＣ複合体
の機能の低下又は喪失とは、ＶＴＣ複合体全体としての機能が低下又は喪失していること
、及び、ＶＴＣ複合体のいずれか１つの構成因子の機能が低下又は喪失していることのい
ずれであってもよい。また、ＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失は、複数の構成因子から
形成されるＶＴＣ複合体の形成阻害やＶＴＣ複合体の機能を阻害する因子によって引き起
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こされるものも含まれる。酵母のＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失の結果、例えば、発
酵の促進が引き起こされる。発酵とは、酵母などの微生物がエネルギーを得るために有機
化合物を分解して、アルコール類・有機酸類・二酸化炭素などを生成する過程である。本
発明における発酵は、好ましくはアルコール発酵であり、より好ましくはエタノール発酵
である。エタノール発酵は、酵母が利用可能なブトウ糖、果糖、ショ糖などの糖類に酵母
を作用させて、エタノールと二酸化炭素を生成させる反応である。
【００３４】
ＶＴＣ複合体の機能、又はＶＴＣ複合体のいずれか１つの構成因子の機能としては、従
来公知の機能であってもよいし、今後見出される新たな機能であってもよい。例えば、液
胞型プロトンＡＴＰａｓｅの安定性の維持や、タンパク質の輸送、ミクロオートファジー
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、液胞内へのポリリン酸の蓄積等が例示される（非特許文献１、２、３、４）。これらの
機能の確認は、非特許文献１、２、３、４に開示された方法に基づき、確認することがで
きる。さらに、本願で明らかにされた酵母のＶＴＣ複合体によるアルコール発酵調節機能
及び、今後見出されるＶＴＣ複合体が本来有している機能の低下又は喪失を含む。
【００３５】
酵母のＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失は、構成因子のいずれか１つをコードする遺
伝子の発現抑制する手段によることが好ましい。当該遺伝子の発現の抑制は、当該遺伝子
がコードする構成因子を発現する過程を抑制することを意味し、当該遺伝子の転写の抑制
、当該遺伝子の翻訳の抑制等を含む。当該遺伝子の発現抑制は、何らかの薬剤等を酵母に
接触させて行っても良いし、酵母において遺伝子変異を導入することにより行ってもよい
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。変異の導入は、遺伝子改変技術を用いて人工的に行われたものであってもよいし、天然
に生じたものであってもよい。遺伝子の変異の導入は、酵母のＶＴＣ複合体の機能の低下
又は喪失をもたらすものであればいかなるものであってもよい。
【００３６】
遺伝子変異は、酵母のＶＴＣ複合体を形成する構成因子をコードする遺伝子から選択さ
れる遺伝子に導入されることが好ましい。酵母のＶＴＣ複合体を形成する構成因子をコー
ドする遺伝子に変異を導入することにより、ＶＴＣ複合体を形成する構成因子をコードす
る遺伝子の発現量の低下させることができる。当該遺伝子の発現量を低下させる遺伝子変
異としては、当該遺伝子を破壊することが例示される。ＶＴＣ複合体を形成する構成因子
のいずれの遺伝子を破壊しても、ＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失をもたらすと考えら
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れるため、遺伝子変異を導入する遺伝子は限定されるものではないが、ＶＴＣ１、ＶＴＣ
３、ＶＴＣ４遺伝子のいずれか少なくとも１つの遺伝子を破壊することが好ましく、ＶＴ
Ｃ１遺伝子を破壊することがより好ましい。
【００３７】
「ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子を破壊する」とは、酵母ゲノム上のＶＴＣ
複合体の構成因子であるタンパク質をコードする遺伝子のコード領域を欠失又は変異させ
ることをいう。ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子の欠失は、コード領域の全体
を欠失させてもよく、また一部を欠失させてもよい。全体を欠失させる場合には、ＶＴＣ
複合体の構成因子をコードする遺伝子に隣接する領域も合わせて広く欠失させてもよい。
一部を欠失させる場合には、特に限定されないが、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする
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遺伝子のコード領域の半分以上を欠失させることが好ましい。コード領域の変異によりＶ
ＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子を破壊する場合には、該コード領域の好ましく
は中央よりも上流の部位にナンセンス変異又はフレームシフト変異を導入して、それより
も下流の領域によりコードされるアミノ酸配列を欠失させ又は全く無関係なアミノ酸配列
とすることが好ましい。あるいは、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子中に無関
係な配列（ＶＴＣ複合体の構成因子とは無関係な他の遺伝子配列やマーカー遺伝子等）を
挿入することによりＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子を変異させ破壊すること
もできる。ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子の破壊により、該遺伝子によりコ
ードされるＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失する。
【００３８】
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以下、破壊する対象のＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子としてＶＴＣ１遺伝
子を例示して、遺伝子の破壊を具体的に説明する。ＶＴＣ１遺伝子を破壊する方法として
は、例えば、相同組換え法やゲノム編集技術等が挙げられる。産業上実用されている実用
酵母においても、ゲノム編集技術であるCRISPR‑Casシステムにより遺伝子改変を行った例
が報告されている（J. Microbiol. Methods Vol.127 p.203‑205 (2016)）。ゲノム編集技
術によれば、高次倍数体であっても一度に遺伝子の改変を行うことができ、有利である。
また相同組換え方法は、正常なＶＴＣ１遺伝子を含まない相同ＤＮＡ断片を酵母細胞中に
導入し、この相同ＤＮＡ断片と、酵母ゲノムＤＮＡとの間で相同組換えを行わせる方法で
ある。ここで、「相同ＤＮＡ断片」とは、相同組換えによりゲノム中の標的領域と組換え
られ得るＤＮＡ断片のことを言う。相同組換え法自体は周知であり、当業者であれば上記
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ゲノム又はコード領域の塩基配列をもとにして、所望の相同ＤＮＡ断片を調製することが
できる。上記各相同領域の鎖長は特に限定されず、一般に鎖長が長い方が相同組換えの効
率が高まるが、出芽酵母では相同組換え活性が強いため、５０ｂｐ程度の相同領域を設け
ればよい。
【００３９】
例えば、正常なＶＴＣ１をコードしない変異ＶＴＣ１遺伝子配列の上流及び下流に、ゲ
ノム上のＶＴＣ１遺伝子の上流領域と相同な領域及び下流領域と相同な領域をそれぞれ連
結して相同ＤＮＡ断片を構築し、これを用いて相同組換えを行えば、ゲノム上のＶＴＣ１
遺伝子配列を変異ＶＴＣ１遺伝子配列と入れ替えることができるので、酵母ゲノム上のＶ
ＴＣ１遺伝子を破壊することができる。
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【００４０】
上記コード領域のさらに上流及び下流の領域のゲノム塩基配列は、Saccharomyces geno
me database（http://www.yeastgenome.org/）より取得することができる。
【００４１】
ＶＴＣ１遺伝子を破壊する他の方法としては、例えばAritomiらのBiosci. Biotechnol.
Biochem., 68(1), 206‑214, 2004に記載されるセルフクローニング法を利用することが
できる。このクローニング方法は、遺伝子導入用の薬剤耐性マーカーとカウンターセレク
ション用の生育抑制マーカーとを含むプラスミドベクターを利用して、ゲノム中の正常遺
伝子を変異遺伝子に置き換える方法である。該方法によれば、遺伝子導入のためだけに必
要な外来ＤＮＡ配列を変異遺伝子の導入後に除去できるため、食品産業で用いられる醸造
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酵母の育成に好ましい。具体的には、ＶＴＣ１遺伝子を破壊する方法は、以下のようにし
て行なうことができる。
【００４２】
用いる上記２種類のマーカーは特に限定されず、例えば、薬剤耐性マーカーとしてＹＡ
Ｐ１等、生育抑制マーカーとしてＧＩＮ１１等の公知のマーカーを用いることができる。
これら２種類のマーカーを含むプラスミドベクター中に変異ＶＴＣ１遺伝子（例えば、配
列番号１に示す塩基配列のうち第４〜６番目の塩基の「TCT」を「TAA」に変異させること
によりストップコドンを導入した変異遺伝子）を挿入し、ＶＴＣ１遺伝子中の適当な制限
酵素部位（例えばＨｉｎｄＩＩＩサイト）で切断してリニア化したものを酵母細胞中に導
入すれば、相同組換えにより当該リニア化プラスミドがゲノム中のＶＴＣ１遺伝子座に組
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み込まれる。その結果、ゲノム中にはプラスミド配列を介して正常ＶＴＣ１遺伝子と変異
ＶＴＣ１遺伝子が縦列して存在するようになる。薬剤耐性マーカーにより、リニア化プラ
スミドがゲノム中に組み込まれた酵母を容易に選択することができる。
【００４３】
その後、ゲノム中で縦列して存在する正常ＶＴＣ１遺伝子と変異ＶＴＣ１遺伝子との間
で相同組換えが生じると、生育抑制マーカーを含むプラスミド配列が脱落する。そのため
、生育抑制マーカーを発現させる条件下で（例えば、生育抑制マーカーがガラクトース誘
導性過剰発現プロモーターの制御下にある場合には、ガラクトース培地上で）選択を行な
えば、プラスミド配列が残存する酵母は生育抑制マーカーの作用により生育することがで
きず、一方、相同組換えによりプラスミド配列が脱落した酵母は生育することができるの
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で、プラスミド配列が脱落し正常ＶＴＣ１遺伝子又は変異ＶＴＣ１遺伝子のみがゲノム中
に残存する酵母を得ることができる。ゲノム中に残存したＶＴＣ１遺伝子が所期の変異を
有するか否かは、例えば変異を含む領域をＰＣＲで増幅してシークエンス解析を行なうこ
とにより調べることができる。
【００４４】
また、ＶＴＣ１遺伝子破壊株は、変異処理を行なった酵母の中から選択して得ることも
できる。すなわち、本発明の方法においては、変異処理によりＶＴＣ１遺伝子を破壊して
もよい。変異処理の方法は特に限定されず、紫外線照射、放射線照射等の物理的変異処理
、及びエチルメタンスルフォン酸等の変異剤で処理する化学的変異処理のいずれであって
もよい。変異処理により得られた変異株の中から、シークエンス解析によりＶＴＣ１遺伝

10

子破壊株を選択することができる。
【００４５】
産業上実用されている酵母、例えば醸造酵母、パン酵母、バイオエタノール酵母等は通
常二倍体かそれ以上の高次倍数体である。従って、本発明の方法によりアルコール発酵に
よる発酵産物の生産性が向上された酵母を、酒類製造、製パン、バイオエタノール製造に
用いる場合には、特に限定されないが、二倍体でＶＴＣ１アリルが共に破壊されたＶＴＣ
１遺伝子破壊株を用いることが好ましい。二倍体の遺伝子破壊株は、周知の常法により得
ることができる。具体例を挙げると、例えば、接合型の異なる一倍体（ａ型及びα型）で
ＶＴＣ１遺伝子破壊株を作製し、両者を接合させて二倍体のＶＴＣ１遺伝子破壊株を得る
ことができる。また、二倍体でＶＴＣ１アリルの一方が破壊された酵母を作製し、次いで
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、該酵母に対し再度ＶＴＣ１破壊処理を行なうことによって、二倍体のＶＴＣ１遺伝子破
壊株を得ることもできる。
【００４６】
上記した相同ＤＮＡ断片を用いる方法によりＶＴＣ１遺伝子を破壊する場合には、例え
ば、１回目の遺伝子破壊処理と２回目の遺伝子破壊処理とで異なる薬剤耐性マーカーを用
いればよい。上記セルフクローニング法を用いる場合であれば、ＶＴＣ１アリルの一方が
破壊された二倍体酵母は、ゲノム中にマーカー遺伝子を有さないため、２回目でも１回目
と同一の遺伝子破壊用プラスミドベクターを用いることができる。二倍体の酵母に対して
上記遺伝子破壊方法を採用した場合には、ＶＴＣ１アリルが同時に破壊された株も生じ得
るので、選択培地上での生育速度の違い（同時に破壊された株では生育が早い）や、ＶＴ
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Ｃ１遺伝子領域の塩基配列に基づいて、ＶＴＣ１アリルが同時に破壊された株を選択する
こともできる。
【００４７】
二倍体の酵母から一倍体を得る方法は、当分野で周知の常法により行なうことができる
。例えば、公知の胞子形成用培地中にて培養することにより胞子形成させて胞子を得て、
該胞子を発芽させて一倍体を得ることができる。ＶＴＣ１遺伝子が破壊された酵母は、正
常なＶＴＣ１遺伝子を有する酵母野生株と比較して、発酵能及びエタノール生産性が有意
に高い。
【００４８】
本発明は、酵母のゲノム上に存在するＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子の発
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現量の低下により発酵能及び発酵産物の生産性の向上した酵母を作製することを含む。Ｖ
ＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子の発現を低下させる方法としては、例えば、酵
母ゲノム上のＶＴＣ複合体の構成因子であるタンパク質をコードする遺伝子のコード領域
の転写プロモーター領域を転写抑制型プロモーターで置換してなる変異型酵母を調製し、
当該変異型酵母を転写抑制条件下で培養する方法が挙げられる。また、酵母におけるＶＴ
Ｃ複合体の構成因子をコードする遺伝子の転写に関わる領域に転写抑制活性のある塩基配
列を挿入して作出したものを用いても良い。
【００４９】
本発明は、酵母のゲノム上に存在するＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子の翻
訳効率を低下させることにより発酵能及び発酵産物の生産性の向上した酵母を作製するこ
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とを含む。ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子の翻訳を抑制する方法としては、
いわゆるアンチセンスＲＮＡを用いる方法が挙げられる。すなわち、ＶＴＣ複合体の構成
因子をコードする遺伝子のｍＲＮＡに対するアンチセンスＲＮＡを転写する遺伝子を、酵
母ゲノムに組み込み、当該アンチセンスＲＮＡを過剰発現させることで、ＶＴＣ複合体の
構成因子をコードする遺伝子のｍＲＮＡの翻訳が抑制される。
【００５０】
本発明は、酵母において、遺伝子変異を行うことにより、ＶＴＣ複合体の機能を低下又
は喪失させることを含む、アルコール発酵用酵母の作製方法、及び、遺伝子変異により、
ＶＴＣ複合体又はＶＴＣ複合体の構成因子の機能が低下又は喪失した、アルコール発酵用
酵母も包含する。
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【００５１】
本発明における酵母とは、発酵を行なういかなる酵母であってもよく、特に限定されな
い。例えば、酒類の製造に用いられる醸造酵母、パンの製造に用いられるパン酵母、バイ
オエタノールの製造に用いられるバイオエタノール酵母が挙げられる。醸造酵母としては
、清酒酵母、ワイン酵母、ビール酵母、焼酎酵母等が例示される。清酒酵母とは日本酒の
製造に、ワイン酵母とはワインの製造に、焼酎酵母とは焼酎の製造に用いられる酵母であ
る。また、本発明においては実験室酵母も使用することができる。
【００５２】
本発明において使用される酵母は、特に限定されるものではないが、例えばサッカロミ
セス（Saccharomyces）属、シゾサッカロミセス（Schizosaccharomyces）属又はクリベロ
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ミセス（Kluyveromyces）属、ザイゴサッカロミセス（Zygosaccharomyces）属に属する酵
母が挙げられ、好ましくは、サッカロミセス属に属する酵母である。サッカロミセス属に
属する酵母としては、好ましくはサッカロミセス・セレビシエ（Saccharomyces cerevisi
ae）である。より具体的には、これらに限定されるものではないが、サッカロミセス・セ
レビシエ、サッカロミセス・バイアヌス（Saccharomyces bayanus）、サッカロミセス・
パラドクサス（Saccharomyces paradoxus）、サッカロミセス・アセチ（Saccharomyces a
ceti）、サッカロミセス・アムルケ（Saccharomyces amurcae）、サッカロミセス・ベイ
リー（Saccharomyces bailii）、サッカロミセス・ビスポーラス（Saccharomyces bispor
us）、サッカロミセス・カペンシス（Saccharomyces capensis）、サッカロミセス・カー
ルスベルゲンシス（Saccharomyces carlsbergensis）、サッカロミセス・チェバリエリー
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（Saccharomyces chevalieri）、サッカロミセス・シドリ（Saccharomyces cidri）、サ
ッカロミセス・コレアヌス（Saccharomyces coreanus）、サッカロミセス・ダイレネンシ
ス（Saccharomyces dairenensis）、サッカロミセス・デルブルッキー（Saccharomyces d
elbrueckii）、サッカロミセス・ディアスタチカス（Saccharomyces diastaticus）、サ
ッカロミセス・ユーパジカス（Saccharomyces eupagycus）、サッカロミセス・エキシグ
ス（Saccharomyces exiguus）、サッカロミセス・ファーメンタティ（Saccharomyces fer
mentati）、サッカロミセス・フロレンティヌス（Saccharomyces florentinus）、サッカ
ロミセス・グロボサス（Saccharomyces globosus）、サッカロミセス・ヘテロジニカス（
Saccharomyces heterogenicus）、サッカロミセス・ヒーニピエンシス（Saccharomyces h
ienipiensis）、サッカロミセス・インコンスピカス（Saccharomyces inconspicuous）、
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サッカロミセス・イヌシタトゥス（Saccharomyces inusitatus）、サッカロミセス・イタ
リカス（Saccharomyces italicus）、サッカロミセス・クロッケリアヌス（Saccharomyce
s kloeckerianus）、サッカロミセス・クルイベリ（Saccharomyces kluyveri）、サッカ
ロミセス・ミクロエリプソデス（Saccharomyces microellipsodes）、サッカロミセス・
モンタヌス（Saccharomyces montanus）、サッカロミセス・ムラキー（Saccharomyces mr
akii）、サッカロミセス・ノルベンシス（Saccharomyces norbensis）、サッカロミセス
・オレアセウス（Saccharomyces oleaceus）、サッカロミセス・オレアジノウス（Saccha
romyces oleaginous）、サッカロミセス・パストリアヌス（Saccharomyces pastorianus
）、サッカロミセス・プレトリエンシス（Saccharomyces pretoriensis）、サッカロミセ
ス・プロストサードビー（Saccharomyces prostoserdovii）、サッカロミセス・ロゼイ（
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Saccharomyces rosei）、サッカロミセス・ロシニー（Saccharomyces rosinii）、サッカ
ロミセス・ロウキシー（saccharomyces rouxii）、サッカロミセス・サイトアヌス（Sacc
haromyces saitoanus）、サッカロミセス・テルリス（Saccharomyces telluris）、サッ
カロミセス・トランスバーレンシス（Saccharomyces transvaalensis）、サッカロミセス
・ユニスポラス（Saccharomyces unisporus）、サッカロミセス・ウバルム（Saccharomyc
es uvarum）、サッカロミセス・ベイファー（Saccharomyces vafer）、クリベロミセス・
エスツアリー（Kluyveromyces aestuarii）、クリベロミセス・アフリカヌス（Kluyverom
yces africanus）、クリベロミセス・ブルガリカス（Kluyveromyces bulgaricus）、クリ
ベロミセス・デルフェンシス（Kluyveromyces delphensis）、クリベロミセス・ドブザン
スキー（Kluyveromyces dobzhanskii）、クリベロミセス・ ドロソフィラム（Kluyveromy
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ces drosophilarum）、クリベロミセス・ラクティス（Kluyveromyces lactis）、クリベ
ロミセス・ロデリ（Kluyveromyces lodderi）、クリベロミセス・ファフィー（Kluyverom
yces phaffii）、クリベロミセス・ファゼオロスポラス（Kluyveromyces phaseolosporus
）、クリベロミセス・ポリスポラス（Kluyveromyces polysporus）、クリベロミセス・バ
ヌデニー（Kluyveromyces vanudenii）、クリベロミセス・ベロネ（Kluyveromyces veron
ae）、クリベロミセス・ウィッカーハミー（Kluyveromyces wickerhamii）、クリベロミ
セス・ウィケニー（Kluyveromyces wikenii）、ザイゴサッカロミセス・ロウキシイ（Zyg
osaccharomyces rouxii）、ザイゴサッカロミセス・ビスポラス（Zygosaccharomyces bis
porus）等を使用することができる。本願において使用される醸造酵母、パン酵母、バイ
オエタノール酵母の代表例としては、サッカロミセス・セレビシエが挙げられる。
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【００５３】
本発明において使用される好ましい醸造酵母は、清酒酵母ではサッカロミセス・セレビ
シエ（より具体的にはきょうかい７号（Ｋ７））などが挙げられ、ワイン酵母ではサッカ
ロミセス・セレビシエ（より具体的にはきょうかい酵母ブドウ酒用アンプル酵母）、サッ
カロミセス・バイアヌスなどが挙げられ、ビール酵母では、サッカロミセス・セレビシエ
、サッカロミセス・パストリアヌス、サッカロミセス・カールスベルゲンシスなどが挙げ
られ、焼酎酵母ではサッカロミセス・セレビシエ（より具体的にはきょうかい酵母焼酎用
２号）などが挙げられる。
【００５４】
本発明において使用される好ましいバイオエタノール酵母は、サッカロミセス・セレビ
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シエ、サッカロミセス・ダイレネンシス、サッカロミセス・トランスバーレンシス、サッ
カロミセス・ロシニー、ザイゴサッカロミセス・ビスポラスなどが挙げられる。なお、還
元糖のみを選択的にエタノールに変換するショ糖非資化性酵母であってもよい。
【００５５】
また、本発明の対象となる酵母は、野生株、変異株及び形質転換株のいずれに由来する
ものであってもよい。酵母のＶＴＣ１遺伝子破壊株、ＶＴＣ４遺伝子破壊株としては、酵
母におけるポリリン酸合成経路の触媒機構を調べる目的で作出された実験室酵母のＶＴＣ
１遺伝子破壊株、ＶＴＣ４遺伝子破壊株が知られている（非特許文献４）。しかしながら
、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子破壊酵母又は遺伝子の発現量が低下した酵
母において二酸化炭素減量の増加及び産生されるエタノールの生産性が向上することは知
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られておらず、また、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子が破壊された又は該遺
伝子の発現量の低下した醸造酵母、パン酵母、及びバイオエタノール酵母も知られていな
い。本発明は、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子の破壊又は該遺伝子の発現量
の低下により、発酵能及びエタノールの生産性が向上された醸造酵母、パン酵母、及びバ
イオエタノール酵母を新規に提供するものである。
【００５６】
本発明の酵母において「発酵能が向上している」とは、酵母の発酵時の二酸化炭素（炭
酸ガス）発生量が増加していることを意味する。酵母はアルコール発酵によって、グルコ
ースをエタノールと二酸化炭素に分解するので、二酸化炭素発生量は酵母のアルコール発
酵すなわちエタノール生産の進行を示す数値として一般的に用いられている。二酸化炭素
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発生量は酵母の発酵速度を示す一般的な数値であり、二酸化炭素発生量が増加しているこ
とは、発酵速度が促進していることを示唆している。また、上述のとおり、酵母はアルコ
ール発酵によって、グルコースをエタノールと二酸化炭素に分解するので、発酵の促進に
より二酸化炭素の発生量と同時にエタノールの発生量も増加する。すなわち、本発明の方
法による発酵能が向上している酵母は、エタノール生産性が向上している。
【００５７】
発酵能及びエタノール生産性を向上した酵母の作製方法は、ＶＴＣ複合体の構成因子を
コードする遺伝子を破壊する工程又は当該遺伝子の発現量を低下させる工程を含むが、作
製された酵母を未処理の親株と、発酵能及びエタノール生産性を比較する工程をさらに含
んでもよい。
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【００５８】
さらに本発明は、ＶＴＣ複合体の機能を低下又は喪失させた酵母を含むアルコール発酵
用組成物も包含する。アルコール発酵用組成物とは、アルコール発酵に用いられる組成物
である。好ましくは、遺伝子変異により、ＶＴＣ複合体又はＶＴＣ複合体の構成因子の機
能が低下又は喪失した、アルコール発酵用酵母を含む組成物であり、より好ましくは、Ｖ
ＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子から選択される少なくとも１つの遺伝子が破壊
されたアルコール発酵用酵母を含む組成物である。アルコール発酵用組成物における酵母
は、当業者が通常用いる方法により培養し、回収して、そのまま組成物の製造に用いても
よいし、公知の方法で後処理を行ってもよい。例えば、遠心分離などにより粗精製を行っ
てもよい。また、所望により粗精製を行った後、生理食塩水またはリン酸緩衝生理食塩水
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（PBS）、培地などの当該分野で従来から使用されている溶媒に溶解または懸濁させても
よい。また、所望により乾燥物としてもよい。乾燥は、凍結乾燥、噴霧乾燥等が例示され
る。アルコール発酵用組成物には、保護剤を添加してもよい。
【００５９】
［３．発酵産物を製造する方法］
本発明は、酵母においてＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失している条件で、アルコー
ル発酵を行うことを含む、酵母を用いて発酵産物を製造する方法にも及ぶ。酵母における
ＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失は、上述の手段によって行うことができる。本発明の
発酵産物の製造方法は、具体的には以下の工程を含む。
（１）酵母においてＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失している条件で、原材料と酵母を
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接触させてアルコール発酵を行う工程。
（２）アルコール発酵を行った後に、発酵産物を得る工程。
工程（１）のアルコール発酵においては、原材料由来の糖類に酵母を作用させることに
より、アルコール（好ましくはエタノール）と二酸化炭素が生成する。原材料としては、
米、麦、ブドウ、芋、小麦粉、糖蜜、セルロース系バイオマス等、又はこれらを処理した
ものが例示される。
【００６０】
発酵産物は酵母による発酵を経て製造されるものであれば、いかなるものであってもよ
い。発酵産物としては例えば、発酵飲料、発酵食品、バイオエタノールが例示される。発
酵飲料は、原材料となる食材を発酵させることにより作製される飲料であればいかなるも
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のであってもよく、酒類が例示される。酒類としては、清酒、ワイン、ビール、焼酎、ウ
ィスキー、ブランデー等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。発酵食品と
しては、原材料となる食材を発酵させることにより作製される食品材料、又は加工食品を
含み、例えば、発酵されたパン生地若しくはパン生地を発酵させて加工された食品、酒類
、茶、酢、穀物加工品（納豆、醤油、味噌等）、魚介類加工品、野菜果実加工品、酪農製
品等が例示される。
【００６１】
発酵飲料として酒類を製造する場合を例示して説明する。酒類には、醸造酒、蒸留酒が
含まれる醸造酒は、米・麦・ブドウ等の主原料を発酵させて製造した酒、蒸留酒は、主原
料を発酵させた後、蒸留して製造した酒である。醸造酒の発酵方式には、単発酵、単行複
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発酵、並行複発酵がある。単発酵による醸造酒としてはワイン、単行複発酵による醸造酒
としてはビール、並行複発酵による醸造酒としては、清酒（日本酒）が挙げられる。並行
複発酵では糖化と発酵が同じ容器の中で同時に進行する。酒類の製造には、酵母において
ＶＴＣ複合体の機能が低下又は喪失している条件で、主原料（食材由来の糖類若しくは食
材由来の多糖類を糖化させた糖類を含む）を用いて、酵母によるアルコール発酵を行う工
程、及びアルコール発酵を行った後に、液体を固形分から分離することにより、発酵産物
を得る工程が含まれる。
【００６２】
ワインの製造には、主原料として、適切に処理されたブドウ又はブドウ果汁を用いる。
ブドウ又はブドウ果汁と酵母を発酵槽内で培養することにより、ブドウに含まれる糖類を
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用いてアルコール発酵が行われる。ビールの製造には、主原料として麦汁を用いる。麦汁
は、麦芽と米などの副原料を適温（例えば４０℃〜１００℃）で適当な時間保持してデン
プンを糖化させ、加熱・冷却して作製した糖化液である。麦汁と酵母を発酵槽内で培養す
ることにより、麦汁に含まれる糖類を用いてアルコール発酵が行われる。清酒の製造には
、主原料として蒸米が用いられる。主原料の蒸米、酵母に加えて、麹菌（例えば、Asperg
illus oryzae）を蒸米に散布して培養した麹を発酵槽に入れて培養することにより、米の
デンプンが麹の酵素によりブドウ糖へと分解され、ブドウ糖を用いてアルコール発酵が行
われる。アルコール発酵後、抽出、圧搾、濾過等により液体を固形分と分離することによ
り、醸造酒が得られる。必要に応じて、圧搾、加熱、熟成、貯蔵、調合、乳酸発酵、濾過
等を行うことができる。各醸造酒の製造におけるアルコール発酵の条件は、製造する醸造
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酒によって異なるが、４℃〜４０℃の間の適温において、４日〜７０日の適当な期間で行
うことができる。蒸留酒を製造するときは、醸造酒と同様に主原料のアルコール発酵を行
った後、アルコール発酵後の発酵液（発酵醪）を蒸留して分離すればよい。また必要に応
じて、貯蔵・熟成等も行うことができる。蒸留酒としては、焼酎、ウィスキー、ブランデ
ー等が知られている。焼酎の主原料としては、大麦、芋、米等を用いることができ、ウィ
スキーは麦汁、ブランデーはブドウ又はブドウ果汁を用いる。酒類は、上記のものに限定
されるのではなく、アルコール発酵工程を経て得られるものであれば、いかなるものであ
ってもよい。
【００６３】
発酵食品として、パン生地、醤油を製造する場合を例示して説明する。パン生地は、主
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原料として小麦粉を用いて製造される。小麦粉を、酵母、水等の材料と混ぜ合わせ、発酵
を行う。例えば、適温（例えば、２７℃）、湿度が７０〜８０％程度で４〜５時間発酵さ
せることにより、発酵が行われ、パン生地がふくらむ。発酵後のパン生地に、更に小麦粉
、食塩、砂糖、油脂等の材料を加えて捏ねる。この後、約２０分程度、発酵を行っても良
い。パン生地の成型を行った後、再度、約４０分程度、発酵を行う。成型後の発酵は、温
度は３５〜３８度、湿度は８０％程度が例示される。本発明におけるパン生地は、少なく
とも小麦粉、酵母、水を含む材料を混ぜ合わせた状態で、少なくとも１回の発酵工程を経
たものであればよく、必ずしも複数回の発酵工程を経ていなくてもよい。パン生地は、所
定の温度で焼き上げることによりパンを製造することもできるし、ピザ等の加工食品の製
造に用いることもできる。醤油は主原料として、大豆と小麦を用いて製造される。醤油の
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製造においてはまず、大豆を加圧蒸気により高圧・短時間で蒸し、小麦を煎って、主原料
の加工処理を行う。加工処理後の大豆と小麦を合わせたものに麹菌を散布し、麹菌を繁殖
させて、麹を製造する。麹を食塩水と混合して発酵槽に入れ、冷却殺菌を行った後、加温
し、酵母を添加して発酵を行う。発酵後、圧搾して、余分な油分や固形分を除き、必要に
応じて、殺菌、濾過等を行うことにより、醤油が得られる。
【００６４】
バイオエタノールを製造する場合を例示して説明する。バイオエタノールの主原料とし
ては、炭水化物を含む生物由来の資源であればいかなるものであってもよい。生産効率の
面から糖類あるいはデンプン、セルロースを多く含む、植物由来の植物資源が好ましい。
植物資源としてはより具体的には、サトウキビや甜菜から砂糖を精製した後に得られる糖
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蜜、トウモロコシ、スイッチグラス（イネ科の多年草）、パルプ廃液、廃材木、稲わら等
のセルロースを含有するセルロース系バイオマスが挙げられる。バイオエタノール生産は
、主原料に含まれるデンプン、セルロースなどの多糖類をアミラーゼなどの多糖分解酵素
で処理してブドウ糖に分解する糖化と、ブドウ糖を用いた酵母によるアルコール発酵によ
り行われる。産生したバイオエタノールは、公知の方法又は今後開発される方法により回
収すればよい。
【００６５】
［４．酵母のアルコール発酵能を向上させるための薬剤のスクリーニング方法］
後述する実施例に記載のとおり、酵母のＶＴＣ複合体の構成因子をコードする遺伝子の
うち少なくとも１つの遺伝子が破壊された、又は発現量が低下した酵母が、従来使用され
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てきた酵母よりも高い発酵能及びエタノール生産性を有することが見出された。本発明は
、かかる知見に基づく、酵母のアルコール発酵能を向上させるための薬剤のスクリーニン
グ方法も包含する。本発明においてスクリーニングされるアルコール発酵能を向上させる
ための薬剤は、本発明の酵母のアルコール発酵能を向上させる方法や発酵産物の製造方法
において、用いることができる。
【００６６】
本発明の薬剤のスクリーニング方法は、被験化合物をＶＴＣ複合体に作用させる工程を
含み、当該被験化合物がＶＴＣ複合体の機能を低下又は喪失させることを指標とするもの
である。具体的には、以下の工程を含むものが例示される。
（ｉ）ＶＴＣ複合体に作用させる被験化合物と、ＶＴＣ複合体又はＶＴＣ複合体の構成因
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子の少なくとも１つを準備する工程。
（ｉｉ）ＶＴＣ複合体と被験化合物を接触させ、ＶＴＣ複合体の機能を確認する工程。
（ｉｉｉ）被験化合物の非存在下と比較して、ＶＴＣ複合体の機能を低下又は喪失させる
被験化合物を、酵母のアルコール発酵能を向上させるための薬剤として選別する工程。
【００６７】
さらに具体的には、以下の工程を含むものが例示される。
（ｉ）ＶＴＣ複合体に作用させる被験化合物と、ＶＴＣ複合体又はＶＴＣ複合体の構成因
子の少なくとも１つを発現する細胞（好ましくは酵母）を準備する工程。
（ｉｉ）被験化合物をＶＴＣ複合体と相互作用させるように、被験化合物の存在下で該細
胞を培養し、その培養後の細胞におけるＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失を確認する工
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程。
（ｉｉｉ）細胞におけるＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失させる被験化合物を、酵母の
アルコール発酵能を向上させるための薬剤として選別する工程。
なお上記工程において用いられる細胞では、酵母のＶＴＣ複合体又はＶＴＣ複合体の構
成因子の少なくとも１つが液胞膜に発現していることが好ましい。
【００６８】
酵母におけるＶＴＣ複合体の機能の低下又は喪失は、ＶＴＣ複合体の公知の機能である
、液胞型プロトンＡＴＰａｓｅの安定性の維持、タンパク質の輸送、ミクロオートファジ
ー、又は液胞内へのポリリン酸の蓄積の機能の低下や喪失によって確認することができる
。さらに、今後見出されるＶＴＣ複合体が本来有している機能の低下又は喪失によって確
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認することもできる。
【００６９】
本発明のスクリーニング方法で得られる薬剤は、酵母のＶＴＣ複合体の機能の低下又は
喪失を引き起こすものであり、酵母に接触させることにより、酵母のアルコール発酵能を
向上させることができる。
【実施例】
【００７０】
以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明する。但し、本発明はこれら実施例に
限定されるものではない。
【００７１】
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（実施例１）ＶＴＣ１遺伝子破壊株、ＶＴＣ２遺伝子破壊株、ＶＴＣ３遺伝子破壊株、Ｖ
ＴＣ４遺伝子破壊株の作製及びその発酵能の測定
（１）遺伝子破壊株の作製
酵母サッカロミセス・セレビシエの一倍体実験室株であるＢＹ４７４１株を野生株とし
て使用し、公知の方法によってＶＴＣ１、ＶＴＣ２、ＶＴＣ３、ＶＴＣ４遺伝子の破壊株
（それぞれ、ＢＹ４７４１ ｖｔｃ１Δ、ＢＹ４７４１ ｖｔｃ２Δ、ＢＹ４７４１ ｖｔ
ｃ３Δ、ＢＹ４７４１ ｖｔｃ４Δ）を作製した（Science. 1999 Aug 6;285(5429):901‑6
. Functional characterization of the S. cerevisiae genome by gene deletion and p
arallel analysis.）。
【００７２】

10

（２）遺伝子破壊株の発酵能の確認
各酵母は、ＹＰＤ培地（酵母エキス１％、ペプトン２％、グルコース２％）において一
晩３０℃で振とう培養した後、初期酵母密度がＯＤ６００＝０．１になるように、５ｍＬ
の高濃度グルコース含有ＹＰＤ培地（酵母エキス１％、ペプトン２％、グルコース２０％
）を分注した試験管に植菌し、３０℃で振とう培養を行った。発酵試験は各株について独
立した３クローンを用いた。植菌開始から３日後、電子天秤を用いて培養液の重量を測定
し、植菌開始時の重量との差を二酸化炭素発生量とした。
【００７３】
結果を図１に示す。図１において、縦軸は二酸化炭素発生量の平均値（ｇ）を示す。エ
ラーバーは標準偏差を示す。二酸化炭素発生量の平均値について、等分散を仮定しない片
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側ｔ検定を行った。
図１に示されるとおり、ＶＴＣ１、ＶＴＣ２、ＶＴＣ３、ＶＴＣ４遺伝子のいずれの破
壊株も、野生株を上回る二酸化炭素発生量を示した。中でもＶＴＣ１、ＶＴＣ２、ＶＴＣ
３、ＶＴＣ４遺伝子の各破壊株は、野生株と比べて統計的に有意に高い二酸化炭素発生量
を示し（危険率５％未満）、ＶＴＣ１遺伝子破壊株における二酸化炭素発生量は、野生株
と比べて７０．８％高い値を示した。
以上の結果から、ＶＴＣ複合体の構成因子をコードする各遺伝子の破壊がアルコール発
酵の促進につながることが明らかになった。
【００７４】
（実施例２）ＶＴＣ１遺伝子破壊パン酵母株の作製、及びその発酵能の測定

30

酵母サッカロミセス・セレビシエの二倍体パン酵母株である３３４６／３３４７株に由
来する一倍体３３４６株を野生株に使用し、公知の方法（Yeast vol.21 p.947‑962 (2004
)）によってＶＴＣ１遺伝子破壊株（３３４６ ｖｔｃ１Δ）を作製した。具体的な作製方
法は以下の通りである。
【００７５】
まず、薬剤耐性遺伝子を含むプラスミド（pFA6a‑hphNT1：ハイグロマイシン耐性マーカ
ーを含む）を鋳型として、ＶＴＣ１遺伝子のＯＲＦの上流領域及び下流領域のそれぞれと
相同な塩基配列を持つプライマーを用いて、ＰＣＲを行い、薬剤耐性遺伝子の上流及び下
流にＶＴＣ１遺伝子の上流及び下流と相同な塩基配列を連結させて、ＶＴＣ１遺伝子破壊
用断片を作製した。用いたプライマーは以下の通りである。
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VTC1‑S1：CATTATCGAATACGATTAAACACTACGCCAGATTTCCACAATATGCGTACGCTGCAGGTCGAC（配列
番号９）
VTC1‑S2：CAGTTTGTGCGTAACCCACGCTTACGATATTGGAATTACAATTTCAATCGATGAATTCGAGCTCG（配
列番号１０）
【００７６】
ＶＴＣ１遺伝子破壊用断片を組み入れた組換えプラスミドを作製し、酵母３３４６株に
導入し、薬剤耐性を指標にしてＶＴＣ１遺伝子破壊株を取得した。取得したＶＴＣ１遺伝
子破壊株について、コロニーＰＣＲを行うことにより、ＶＴＣ１遺伝子が破壊されている
ことを確認した。確認用のプライマーは以下の通りである。
VTC1‑Fw：AACACTACGCCAGATTTCCA（配列番号１７）
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VTC1‑Rv：CCACGCTTACGATATTGGAA（配列番号１８）
【００７７】
酵母（３３４６ ｖｔｃ１Δ又は野生株）を、ＹＰＤ培地において２４時間３０℃で培
養し、その後遠心分離によって集菌し、蒸留水で２回洗浄した。低スクロース含有パン生
地として、パン専用小麦粉（日清）２０ｇ、スクロース１ｇ、塩化ナトリウム０．４ｇ、
水１２．５ｍＬ、酵母０．４ｇを捏ねて調製した。また、高スクロース含有パン生地とし
て、パン専用小麦粉（日清）３０ｇ、スクロース９ｇ、塩化ナトリウム０．１５ｇ、水１
６ｍＬ、酵母０．６ｇを捏ねて調製した。３０℃で静置培養し、二酸化炭素発生量をファ
ーモグラフＩＩ−Ｗ（アトー）を用いて測定した。発酵試験は各株について３回の繰り返
し実験を行った。

10

【００７８】
結果を図２に示す。図２において、横軸は発酵時間（ｈ）、縦軸は二酸化炭素発生量の
平均値（ｍＬ）を示す。実施例１と同様に片側ｔ検定を行った。
図２に示されるとおり、低スクロース含有パン生地および高スクロース含有パン生地の
いずれにおいても、ＶＴＣ１遺伝子破壊株は野生株を上回る二酸化炭素発生量を示した。
また、発酵開始から２時間以降におけるＶＴＣ１遺伝子破壊株の二酸化炭素発生量は、野
生株と比べて１０．１〜１６．０％（低スクロース含有パン生地）または１６．３〜１７
．５％（高スクロース含有パン生地）と、高い値を示した。
以上の結果から、ＶＴＣ１遺伝子の破壊がパン生地の製造におけるアルコール発酵の促
進につながることが明らかになった。
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【００７９】
（実施例３）ＶＴＣ１遺伝子破壊バイオエタノール酵母株の作製、及びその発酵能の測定
酵母サッカロミセス・セレビシエの二倍体バイオエタノール酵母株であるＰＥ−２株に
由来する一倍体ＮＣＹＣ３２３３−２７ｃ株を野生株に使用し、公知の方法（Yeast vol.
21 p.947‑962 (2004)）によってＶＴＣ１遺伝子破壊株（ＮＣＹＣ３２３３−２７ｃ ｖｔ
ｃ１Δ）を作製した。薬剤耐性遺伝子を含むプラスミドとして、pFA6a‑natNT2（クロンナ
ット耐性マーカーを含む）を用いた以外は、実施例２と同様の方法により、ＶＴＣ１遺伝
子破壊株を作製した。
【００８０】
酵母（ＮＣＹＣ３２３３−２７ｃ ｖｔｃ１Δ又は野生株）は、ＹＰＤ培地において一
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晩３０℃で振とう培養した後、初期酵母密度がＯＤ６００ ＝ ０．１になるように、５０
ｍＬのサトウキビ廃糖蜜培地（Ｂｒｉｘ １５、０．０２５％硫酸アンモニウム添加）に
植菌した。３０℃で静置培養し、二酸化炭素発生量をファーモグラフＩＩ−Ｗ（アトー）
を用いて測定した。発酵試験は各株について独立した２〜３クローンを用いた。
【００８１】
結果を図３に示す。図３において、横軸は発酵時間（ｈ）、縦軸は二酸化炭素発生量の
平均値（ｍＬ）を示す。実施例１と同様に片側ｔ検定を行った。
図３に示されるとおり、ＶＴＣ１遺伝子破壊株は野生株を上回る二酸化炭素発生量を示
した。発酵開始から４２時間以降におけるＶＴＣ１遺伝子破壊株の二酸化炭素発生量は、
野生株と比べて４．８〜６．０％高い値を示し、統計的に有意な差が検出された（危険率
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５％未満）。
以上の結果から、ＶＴＣ１遺伝子の破壊がバイオエタノール製造におけるアルコール発
酵の促進につながることが明らかになった。
【００８２】
（実施例４）ＶＴＣ１遺伝子破壊株、ＶＴＣ２遺伝子破壊株、ＶＴＣ３遺伝子破壊株、Ｖ
ＴＣ４遺伝子破壊株の作製
酵母サッカロミセス・セレビシエの一倍体実験室株であるＢＹ４７４１株を野生株とし
て使用し、ＶＴＣ１、ＶＴＣ２、ＶＴＣ３、ＶＴＣ４遺伝子の破壊株を作製する。薬剤耐
性遺伝子を含むプラスミドとして、Yeast vol.21 p.947‑962 (2004)に記載のものを用い
ることができ、例えば、pFA6a‑hphNT1又はpFA6a‑natNT2等を用いることができる。薬剤耐

50

(20)

JP WO2017/138489 A1 2017.8.17

性遺伝子を含むプラスミドを鋳型として、ＶＴＣ１、ＶＴＣ２、ＶＴＣ３、ＶＴＣ４遺伝
子の各ＯＲＦの上流領域及び下流領域のそれぞれと相同な塩基配列を持つプライマーを用
いて、ＰＣＲを行い、薬剤耐性遺伝子の上流及び下流にＶＴＣ１、ＶＴＣ２、ＶＴＣ３、
ＶＴＣ４遺伝子の上流及び下流と相同な塩基配列を連結させて、ＶＴＣ１、ＶＴＣ２、Ｖ
ＴＣ３、ＶＴＣ４遺伝子破壊用断片を作製する。ＶＴＣ１、ＶＴＣ２、ＶＴＣ３、ＶＴＣ
４遺伝子破壊用断片を作成するために設計したプライマーは以下の通りである。
VTC1‑S1：CATTATCGAATACGATTAAACACTACGCCAGATTTCCACAATATGCGTACGCTGCAGGTCGAC（配列
番号９）
VTC1‑S2：CAGTTTGTGCGTAACCCACGCTTACGATATTGGAATTACAATTTCAATCGATGAATTCGAGCTCG（配
列番号１０）
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VTC2‑S1:AGTAGAAAGAACGACTACACCTCAACATAACGACACTTTTTTGACCGTACGCTGCAGGTCGAC（配列
番号１１）
VTC2‑S2:AATTCTGTCAAAATGAATTATCAGTTGACCCAGAAATCTGTCGCAATCGATGAATTCGAGCTCG（配列
番号１２）
VTC3‑S1:TTAGAGCGAACAGCAGAATTTGTCCTTGGTTTTCAGAGTTTGAAACGTACGCTGCAGGTCGAC（配列
番号１３）
VTC3‑S2:CTGGTACTTGTGTAATATATGTGTATATAAAAAATATACATGTTCATCGATGAATTCGAGCTCG（配列
番号１４）
VTC4‑S1:CAATCAAATCGGCCAATAAAAGAGCATAACAAGGCAGGAACAGCTCGTACGCTGCAGGTCGAC（配列
番号１５）
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VTC4‑S2:TATGATTATTACTTAATTATACAGTAAAAAAAACACGCTGTGTATATCGATGAATTCGAGCTCG（配列
番号１６）
【００８３】
ＶＴＣ１、ＶＴＣ２、ＶＴＣ３、ＶＴＣ４遺伝子破壊を確認するために設計したプライ
マーは以下の通りである。
VTC1‑Fw：AACACTACGCCAGATTTCCA（配列番号１７）
VTC1‑Rv：CCACGCTTACGATATTGGAA（配列番号１８）
VTC2‑Fw:AAGAACGACTACACCTCAACA（配列番号１９）
VTC2‑Rv:CATAAAAACACATGGTCTCAG（配列番号２０）
VTC3‑Fw:AGCGAACAGCAGAATTTGTCC（配列番号２１）
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VTC3‑Rv:GGTACTTGTGTAATATATGTG（配列番号２２）
VTC4‑Fw:ATAAAAGAGCATAACAAG（配列番号２３）
VTC4‑Rv:GATTATTACTTAATTATACAG（配列番号２４）
【００８４】
作製したＶＴＣ１、ＶＴＣ２、ＶＴＣ３、ＶＴＣ４遺伝子破壊株はいずれも、野生株を
上回る二酸化炭素発生量を示すと考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
本発明により、酵母の発酵能及びエタノール生産性を向上することができる。本発明は
、発酵食品、発酵飲料の製造、バイオエタノール生産等といった種々の産業において利用
可能である。
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【図１】

【図３】

【図２】
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