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 ミトコンドリアは一義的には酸素呼吸のための細胞内小器官であるため、酸素呼吸の起こらな

い清酒醸造における酵母ミトコンドリアの存在・構造・役割はこれまでほとんど研究されてこな

かった。本研究では清酒醸造における酵母ミトコンドリアの存在と構造を初めて明らかにしその

知見を活かして、ミトコンドリア形態を改変した有用酵母の育種が可能であることを実証した。 

 

はじめに 

 清酒は、水と蒸した米及びそれから製造した麹を、酵母を増殖させた酒母に対して三段階

に分けてタンクに投入し、そのままタンクの中のもろみを 20～30 日程度醸造させることで

製造される日本古来の伝統酒である。清酒醸造中の酵母は極端な低酸素、高糖濃度という酸

素呼吸が起こらない環境に長期間曝されており、こうした条件ではミトコンドリアの発達は

抑制されるため、ミトコンドリアの存在や構造はこれまでほとんど研究されてこなかった。 

 

ミトコンドリアとは 

 ミトコンドリアは太古、好気性細菌でリケッチアに近縁のαプロテオ細菌が真核生物に細

胞内共生したと考えられている細胞内小器官である。その一義的な役割は酸素呼吸によるエ

ネルギー(ATP)の生産である。酵母は、少なくとも人工的な研究室の条件では、グルコース

が 200-300mM 以下でかつ酸素濃度が 0.5M 以上であれば、ミトコンドリアを発達させて酸

素呼吸を盛んに行うが、その逆の条件では、酸素呼吸及びミトコンドリアの発達を抑制し、

解糖系を通じた、エネルギー効率は悪いが代謝速度は速いシステムである発酵を優先して働

かせる。これは、自然界で最も生物に好まれる炭素源であるグルコースをめぐる他の生物と

の取り合い速度の競争の中で酵母が獲得した、生存のための戦略であると考えられる。 

 

酸素呼吸の起こらない状態でのミトコンドリア 

 こうした酵母の生存戦略と符合するように、高糖濃度、低酸素という、酵母にとって酸素

呼吸の必要ない条件では、ミトコンドリアの遺伝子発現は抑制され、ミトコンドリアの発達

も抑えられ、その構造はないか、あっても不完全なもの(promitochondria)に留まると微生物

学においては考えられてきた。産業微生物学においても、リンゴ酒醸造中の酵母にはミトコ

ンドリアは存在しないと主張されており、またミトコンドリアに局在する TCA サイクルの

因子の遺伝子を破壊すると醸造される清酒の組成が変わることから清酒醸造の前半で酵母

ミトコンドリアが存在してなんらかの代謝を担っているとは考えられていたが、醸造の最後

まで酵母ミトコンドリアが存在しているのか、存在しているとすればその構造はどのような

ものなのかについては知見がなく、すべての産業的なアルコール醸造においてミトコンドリ



アの存在と構造はこれまでまったく知見がなかったと言える。 

 しかし、主に医学的な研究から、ミトコンドリアは酸素呼吸だけではなくアポトーシスや

活性酸素の発生、老化、ガン細胞において解糖系が昂進する Warburg 効果などの細胞全体の

運命を制御する機能、また各種物質の合成・分解・代謝の場となっている 1,2)ことが明らか

にされてきた。 

 

ミトコンドリアの形態は急速にかつダイナミックに変化する 

 ミトコンドリアは哺乳類での電子顕微鏡による観察結果などから、教科書などでは豆状の

形態をしたものとして描かれることが多いが、実際にはこれらの構造は非常にダイナミック

な構造体であり数分で断片化・融合や移動を実行する。ミトコンドリアは感染したバクテリ

アの名残である内膜と、それを包む宿主側の膜である外膜とで構成されているが、実際には

これらは脂質二重膜でできている非常に柔らかい構造物であり、外膜や内膜に局在する多く

のタンパク質によってその構造を制御されている。これらの中にはミトコンドリアの断片化

と融合を制御するタンパク質群があり、ミトコンドリアの形態はこれらのタンパク質の制御

による動的な平衡の上に成り立っている。 

 

清酒醸造において酵母ミトコンドリアは途中で断片化し、最後まで存在する 

 それまで清酒醸造における酵母ミトコンドリアの存在や構造を調べた研究はなかったが、

独立行政法人酒類総合研究所におけるゲノムワイドな遺伝子発現プロファイルから、清酒醸

造中にも酵母ミトコンドリアの遺伝子はある程度の発現を示すことが明らかとなった。そこ

で、ミトコンドリアの生物現象や物質代謝における役割の重要性を鑑み、清酒醸造における

酵母ミトコンドリアの存在と構造を調べることにした。蛍光タンパク質 GFP でミトコンド

リアを可視化した酵母で清酒を醸造し、清酒醸造中ほぼ real time にミトコンドリアを観察し

た。その結果、酵母ミトコンドリアは醸造初期には栄養増殖時と同じくフィラメント状の形

態をしているが、醸造が進むに従って断片化していくことが明らかとなった。また、その構

造は醸造の最後まで観察することができた。この研究は、すべてのアルコール醸造で酵母ミ

トコンドリアの存在と構造を明らかにした初めての報告であった 3)。 

 

酵母ミトコンドリアの断片化は清酒醸造中の有機酸の代謝を制御する 

 次に清酒醸造中に観察されたミトコンドリアの断片化のメカニズムを明らかにするため

の解析を行った。清酒醸造が進行するにつれて酵母ミトコンドリアは断片化していったため、

生成するエタノールが断片化を引き起こしていると考えられたので、栄養増殖している酵母

にエタノールを添加して観察したところ、速やかにミトコンドリアの断片化が起きたことか

ら、エタノールがミトコンドリアの断片化を引き起こすことがわかった。次に、エタノール

がミトコンドリアの断片化を引き起こす因子の解析を行った結果、Fis1 がミトコンドリアの

断片化に必須であることが明らかとなった。同様に清酒醸造においてもやはり Fis1 が清酒

醸造中の酵母ミトコンドリアの断片化に必須であることを明らかにした。 

 FIS1 を清酒酵母で破壊し、醸造の最後までミトコンドリアが網目状の形態を維持する株

を作成し清酒を醸造したところ、生成した清酒のリンゴ酸の含量が約 2 倍に増加しているこ



とがわかった。 

図 1. 清酒醸造における野生株と fis1 破壊株のミトコンドリアの構造 

この結果は、清酒醸造において酵母ミトコンドリアの形態が清酒醸造中の有機酸の代謝に影

響を与えることを初めて明らかにすると同時に、ミトコンドリアの形態が変化した株さえ選

抜すればリンゴ酸を高生産する酵母を育種できることも示している 4-6)。 

 

酵母ミトコンドリアの断片化は清酒醸造中の酵母の死滅を制御する 

 上記の fis1 遺伝子破壊株を清酒醸造中に観察しているときに、fis1 遺伝子破壊株は野生株

と比べてもろみ末期で早く死滅していくことに気付いた。この結果から、清酒醸造中の酵母

ミトコンドリアの断片化は清酒醸造中の酵母の死滅を制御していると考えられた。そこで

fis1 破壊株の清酒醸造における生存率の低さの原因を解析することとした。それまでに、過

酸化水素や酢酸による死滅において、Fis1 を介したミトコンドリアの断片化が酵母のアポト

ーシスを制御していることが報告されおり、これらの刺激に対して fis1 遺伝子破壊株は感受

性であることが知られていた。清酒醸造における酵母の死滅も一部は Fis1 を介したミトコ

ンドリア断片化により制御されたアポトーシスの側面を持つのではないかという仮説を立

て、解析を行った。清酒もろみは固液共存系で定量的解析を行うのが難しかったため、表現

型を明瞭にするために YPD 液体培地で通気培養し、エタノール処理を行った。この条件に

おいて、確かに fis1 破壊株は明瞭にエタノール感受性であった。さらにエタノール誘導死に

おけるアポトーシスの表現型を調べたところ、いくつかのアポトーシスの表現型が観察され、

fis1 破壊株ではこうした表現型が亢進していたことから、通気培養条件においてミトコンド

リアの断片化経路はエタノール誘導アポトーシスを制御していることが明らかになった 7)。

アポトーシスにおいては活性酸素が重要な役割を持つことから、酸素のほとんどない清酒醸

造において起きる酵母の死滅のうちどれくらいがミトコンドリア断片化経路を介したアポ

トーシスの特徴を示すのかは定量方法の難しさもありまだ結論が得られていないが、いずれ

にせよアポトーシス関連の因子は醸造酵母の育種ターゲットとして有望だと考えられる 8,9)。 
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