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要  約 
 

 
本研究開発は、プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発事業の一テーマとし

て、経済産業省からの資金をもとに、財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）が主

体で実施するものである。 
本研究開発のテーマである「微生物機能を利用したバイオマス資源からの CO2 固定グリ

ーンプロセスのための基盤技術開発」について、その研究開発目的と内容を記す。 
バイオマス資源由来の糖類より、バイオプロセスによる化学原料・燃料を製造する技術

開発が注目されている。バイオマス資源有効利用における既存技術の主要な課題は、①バ

イオマス資源からの直接的糖類製造において、コスト的また環境への負荷が少ない生物的

糖化技術の確立、②バイオマス資源由来の糖類から化学品・燃料等の有用物質生産におけ

る高効率物質変換プロセスの基盤技術の確立、③上記の生物的糖化技術と高効率バイオプ

ロセス物質変換技術の連続化及び統合化によるトータル CO2 固定グリーンプロセス基盤技

術の確立、以上三点があり、早期の課題解決が望まれている。 
生物的糖化技術に関しては、バイオマス資源は糖類高分子構造のセルロース、ヘミセル

ロースと芳香属へテロ高分子リグニンが主成分であり、リグニン成分が糖類製造における

大きな障害となっている。バイオマス資源からの直接的糖類製造技術として現在までに酸

分解法がある程度の技術進展がなされている。しかし、耐酸仕様設備・酸回収・回収酸処

理等においてコスト的また環境への負荷等の多くの課題を有し、抜本的なプロセス確立が

望まれている。 
高効率バイオプロセスに関しては、現状のバイオプロセスは不斉合成等の大きな利点を

有しながら、化学プロセスに比較し生産性が低く、工業的大量生産には大規模装置を必要

とすることが課題とされてきた。RITE 微生物研究グループでは、これまでに RITE 独自に

開発したコリネ型細菌（RITE 菌）を利用することで、糖類から高効率に乳酸、コハク酸へ

変換することに成功している。コリネ型細菌は、嫌気条件下で細胞増殖をほとんど行わな

いにもかかわらず主要エネルギー生成系の活性を保持しているという性質を持つ。本研究

では、コリネ型細菌の細胞複製制御経路を明らかにすることで、広くバクテリアの細胞複

製制御法として普遍化し、多様な物質生産に適用可能とする汎用型新規高効率物質変換バ

イオプロセス開発を目標とした基盤技術の開発を行うものである。 
 
本成果報告書は上記技術課題を中心に、平成 14 年度から平成 16 年度までの三ヵ年計画

の初年度である平成 14 年度に実施した研究の成果についてまとめたものである。以下に内

容を要約する。 
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第 1 章は、緒言である。 
 
第 2 章では、生物的糖化についてまとめた。 
 資源の乏しい我が国では、生活の基盤となるエネルギーや化学原料物質の大部分を海外

の石油に依存しているため、その依存度の低下が求められており、また最近の地球温暖化

問題への積極的な対応も求められている。バイオマスは再生可能な資源であり、それらを

有効に活用することによって、経済社会システムの中に炭素循環系を組み入れる事が出来

るので、上記のエネルギー問題や地球温暖化問題への解決策となる。 
バイオマスを資源として利用する際に最も困難な点がリグニン成分の分解（除去）で

あり、いかに低コストで効率よくリグニンを分解できるかがバイオマス資源利用に向け

てのポイントとなる。現在米国で用いられている方法は、硫酸処理による酸加水分解法

であるが、耐酸性設備材料に基因するコスト高と、副産物として生成する石灰の有効利

用法がなく廃棄処理が問題点として挙げられる。他のリグニン分解法として、白色腐朽

菌で同定されているリグニン分解酵素を用いる生物的分解法がある。現時点においては、

生物的分解法のみを用いてリグニン成分を除去するプロセスの構築は現実的ではない。 
初年度（平成 14 年度）は、木質系バイオマスのヘミセルロース成分の生分解に目標

を絞って実験計画を実施した。次年度以降にリグニンの分解についても研究を実施して

いくために、リグニンの生分解機構と、米国で稼動しているバイオパルピングについて調

査研究を行い、次年度以降の資料とした。 
木質系バイオマスのリグニン以外の成分は、セルロース、ヘミセルロース等の多糖類で

あり、単糖に分解後、成分利用される。生物的糖化法では、副反応は起こらないが基質特

異性が高いため、目的利用成分であるセルロース、キシラン、ペクチン等の基質化学構造

に適合させるべく、それぞれの成分の分解に必要な酵素を個別に用意する必要がある。生

物的糖化法の未解決問題の一つである。 
上記課題を解決するために、糸状菌由来ヘミセルラーゼの遺伝子のクローニングを行い、

A. oryzae において A. aculeatus の manB 高発現系の構築を行ったところ、野生株の約 60
倍のマンノシダーゼ生産性を得た。アルカリ条件下でも活性をもつ Acremonium sp. TM-28
株よりキシラナーゼのクローニングに成功し、セルロース類生分解の実用化にむけて有意

義なものとなった。 
 

第 3 章では、高効率バイオプロセス技術開発に関する成果をまとめた。 
RITE 独自に開発したコリネ型細菌である RITE 菌（Corynebacterium glutamicum R）

は、嫌気的条件下において細胞増殖が停止するにもかかわらず、糖類からのエネルギー生

成系の活性は維持することが知られている。この特徴を利用した新規バイオコンバージョ

ン技術は増殖を見込んだ空間を必要とせず、反応開始時において菌体濃度を高く設定でき

るため、単位容積あたりで高い生産性を得られる（RITE プロセス）。さらに、増殖による
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エネルギー消費が無いことから、糖類から有用物質を高効率で生成できるなどの利点を有

している。 
この嫌気条件下で見られるコリネ型細菌の細胞増殖制御がどのように行われているのか、

基盤的研究を行うことによってその制御機構を明らかにし、バクテリアの細胞複製制御法

として普遍化し、様々なバクテリアへ適用を図る。これらのバクテリアを利用することで、

バイオマス資源から各種有用化学品や燃料へ変換する、新規バイオプロセスの構築を目的

とする。 
先ず、コリネ型細菌が様々な培養条件下でどのような形態をしているのか、光学顕微鏡

を用いて観察を行った。各培地の定常期における細胞形態について、培地組成との相関を

検討した。また細胞内の染色体 DNA を染色することで、細胞内の局在を明らかにするとと

もに、個々の細胞が細胞周期のどのフェーズにいるのかを明らかにした。 
コリネ型細菌の細胞周期フェーズを詳細に解析することを目的に、FtsZ-GFP 蛍光タンパ

ク質の発現と、その細胞内局在を蛍光顕微鏡で観察した。FtsZ タンパク質は、バクテリア

に広く保存されている細胞分裂に必須の役割をもつタンパク質である。FtsZ-GFP を含むタ

ンパク質複合体がコリネ型細菌菌体内でフィラメント状の構造を形成し、染色体 DNA の分

配に関与することが示唆された。 
コリネ型細菌の細胞増殖制御がどのように行われているのか、染色体 DNA レベルで明ら

かにするため、温度感受性変異（ts）株の単離を行った。得られた ts 株について、今後解

析を行うことで、生育に必須な遺伝子の機能解明が期待される。 
 

第 4 章では、大腸菌および枯草菌をモデルとした細胞複製制御機構についての調査研究を

行った。 
コリネ型細菌の細胞増殖制御機構を明らかにするためには、バクテリアの細胞複製制御

についての基盤的研究が不可欠である。今後、本プログラム計画を進めていく上で、これ

らの文献調査によって得られた知見を参考にするため、分子生物学的知見の集積のある大

腸菌、枯草菌の染色体 DNA 複製起点とイニシエーターDnaA タンパク質の制御機構につい

て歴史的な背景も含めて文献調査をおこなった。さらに、バクテリアの細胞周期における

染色体 DNA とタンパク質の動的変化について、DNA 複製モデル、細胞骨格および染色体

分配機構について最近の知見をまとめた。 
 
第５章では、本プログラム研究一年目（平成 14 年度）の成果をまとめるとともに、今後の

課題について記した。 
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Summary 
 

Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE) is running this 
project as one of themes for “the Programmed Methods CO2 Fixation and Effective 
Utilization Technology Development” which supported by the Ministry of Economy,  
Trade and Industry (METI). 
This chapter summarizes the objectives and contents of this R&D project called 
“Development of CO2 Fixing Green-process from Biomass”. 
New technologies for saccharification and production of fine-chemicals and fuels comes 
into the spotlight. Present challenges for biomass utilization technologies are (1) the 
establishment of a more efficient and environmental-friendly saccharification process, 
(2) the establishment of basic techniques for new bioprocesses to efficiently convert 
saccharides into chemicals, (3) the integration of the saccharification and bioprocess. 
As for the saccharification part, lignin degradation holds the key to reutilize wooden 
biomass. Chemical saccharification methods are improving, but they still have harmful 
environmental conseqences.  
For the bioprocess part, the RITE Microbiology Research Group has developed an 
efficient bioprocess (RITE process) which converts saccharides into organic acids using 
coryneform bacteria. Under the established RITE process the strictly aerobic 
coryneform bacteria functions as whole cell catalysis producing useful substances under 
conditions of repressed growth. Particularly, anaerobiosis provides an attractive means 
to attain strict cell division control. The final goal for this part is the generalization of 
the techniques which regulate cell growth.  
This report summarizes the results obtained within the framework of this study during 
the first year of the project (fiscal year 2002). The report includes the following five 
chapters. 

 
Chapter 1: Introduction 
 
Chapter 2: Bio-saccharification 

The genomic gene of A. aculeatus manB was inserted between an improved promoter, 

P-No.8142, and a terminator on the expression vector, pNAN8142, for Aspergillus, and 

introduced to A. oryzae niaD300. An obtained transformant obtained was grown in a 

liquid medium with glucose as a sole carbon source. On the ninth day, mannosidase 

activity in the culture supernatant reached to a maximum of 662 units/l. The amount 
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secreted by the transformant was estimated to be 270 mg/l based on the known specific 

activity of highly purified MANB from A. aculeatus, which corresponded to about 60 fold 

of that reported in A. aculeatus. Southern blott analysis and quantitative PCR showed 

that this productivity was derived from only one copy of manB gene integrated in the 

host chromosome. 

An expression vector for A. niger galB gene was constructed using the same expression 

system for A. oryzae as before. The structure of the final construct was confirmed by 

restriction endonuclease digestion and PCR. 
 

Chapter 3:  Highly efficient bioprocess 
As the first steps to approach growth defect in the RITE process, coryneform bacteria 
cells were cultured with different mediums, and the morphology were observed under 
microscope. Using DAPI-staining methods, the localization of the chromosomal DNA 
showed most of the cells arrested after DNA replication event in the BT minimum liquid 
media. 
CglR2037 gene which is ftsZ homolog in coryneform bacteria was cloned and the 
plasmid to isolate ftsZ-GFP recombinant was constructed. Among the dedicated 
bacterial proteins, FtsZ plays a pivotal role at the earliest known stage of cytokinesis. It 
assembles into a ring structure at the division site on the inner face of the cytoplasmic 
membrane. The ftsZ-GFP recombinant cells showed a FtsZ-GFP filamentous structure. 
Attempts to isolate temperature sensitive mutants were conducted with coryneform 
bacteria. 
 
Chapter 4: Literature research on regulation systems for DNA replication and cell 
division. Literature research was conducted in order to efficiently promote technological 
development. 
 
Chapter 5: Results and future plans 
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第1章 緒言 
 
１．１ 研究概要 
 
資源の乏しい我が国では、生活の基盤となるエネルギーや化学原料物質の大部分を海外

の石油に依存しているため、その依存度の低下が求められており、また最近の地球温暖化

問題への積極的な対応も求められている。バイオマスは再生可能な資源であり、それらを

有効に活用することによって、経済社会システムの中に炭素循環系を組み入れる事が出来

るので、上記のエネルギー問題や地球温暖化問題への解決策となる。 
バイオマス資源由来の糖類より、バイオプロセスによる化学原料・燃料を製造する技術

開発が注目されている。バイオマス資源有効利用における既存技術の主要な問題点は、①

バイオマス資源からの直接的糖類製造において、コスト的また環境への負荷が少ない生物

的糖化技術の確立、②バイオマス資源由来の糖類から化学品・燃料等の有用物質生産にお

ける高効率物質変換プロセスの基盤技術の確立、③上記の生物的糖化技術と高効率バイオ

プロセス物質変換技術の連続化及び統合化によるトータル CO2 固定グリーンプロセス基盤

技術の確立が望まれていることにある。 
生物的糖化技術に関しては、バイオマス資源は糖類高分子構造のセルロース、ヘミセル

ロースと芳香族へテロ高分子リグニンが主成分であり、リグニン成分が糖類製造における

大きな障害となっている。バイオマス資源からの直接的糖類製造技術として現在までに酸

分解法がある程度の技術進展がなされている。しかし、耐酸仕様設備・酸回収・回収酸処

理等においてコスト的また環境への負荷等の多くの課題を有し、抜本的なプロセス確立が

望まれている。 
高効率バイオプロセスに関しては、現状のバイオプロセスは不斉合成等の大きな利点を

有しながら、化学プロセスに比較し生産性が低く、工業的大量生産には大規模装置が必要

となる課題を有している。この課題解決策として、増殖抑制微生物細胞を反応器に高密度

に充填し、「触媒」として機能させ連続反応を可能とする新規バイオプロセス確立を目標と

する。本プロセスの特徴は、糖類や CO2 等の原料を反応系に連続的に供給し、目的物質を

高効率に分泌生成することにある。この反応系では増殖に伴うエネルギーロスがなく、物

質生産が行われ、現状の発酵プロセス等と比較して、生産性の飛躍的向上が期待できる。

本研究では、さらに遺伝子レベルによる細胞複製抑制法の開発により、多様な物質生産に

適用可能とする汎用型新規高効率物質変換バイオプロセス開発に関する基盤技術開発を行

う。 
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１．２ 研究開発の目的、方法及び実施体制 
 

1.2.1 研究開発の目的 
 
地球温暖化問題の解決のためには、１９９７年１２月の気候変動枠組み条約第３回締約

国会議（ＣＯＰ３）において採択された京都議定書に規定する温室効果ガス排出削減目標

を短期的かつ緊急に達成することに加え、より長期にわたって不断に排出削減を実行して

いくことが不可欠である。このため、地球温暖化に最も影響を及ぼす二酸化炭素を固定化・

有効利用する技術開発が求められている。バイオマスは再生可能な資源であり、それらを

有効に活用することによって、経済社会システムの中に炭素循環系を組み入れる事が出来、

大幅な省エネルギー効果と二酸化炭素排出削減効果が見込まれる。本研究開発は、木質系

バイオマスの有効利用に必須の技術であるリグノセルロースの分解と糖化、またそれらの

糖を有用な化学品へ変換する高効率バイオプロセスの構築という一連のトータルプロセス

の実現を目的とする。 
 

1.2.2 研究開発の方法 
 
 本研究開発は、主として①生物的糖化と②高効率バイオプロセスの２つの技術開発から

成り、木質系バイオマスからの全工程生物的糖化と、様々なバクテリアを利用した有用物

質生産という一連のトータルバイオプロセスの構築を目指した基盤技術開発である。 
①生物的糖化においては、ヘミセルロースの分解に目標を絞って、カビより分解酵素遺

伝子のクローニングを行い、高発現系の構築を行った。リグニン成分の分解、セルロース

成分の分解については、次年度以降の研究実施に向けて調査研究を行った。 
②高効率バイオプロセスについては、コリネ型細菌が嫌気培養条件下で細胞増殖が抑制

される現象について、どのような制御が行われているかを知るため、顕微鏡観察による形

態学的アプローチ、温度感受性変異株の解析による分子遺伝学的アプローチを行った。 
 

 
1.2.3 研究場所 

 
（１） 財団法人 地球環境産業技術研究機構 
         微生物研究グループ 
 〒619-0292 京都府相楽郡木津町木津川台 9-2 
 
（２） 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科 （研究委託） 
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〒599-8532 大阪府堺市学園町 1-1 
 
 

1.2.4 実施期間 
 
自 平成１４年 ７月 １日 
至 平成１５年 ３月３１日 
 
 
1.2.5 実施状況 

 
平成１４年度の実施状況を表 1.2.5 に示す。 
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表 1.2.5 平成１４年度の実施状況 

2002  2003  
実 施 項 目 

 7    8    9   10   11    12     1    2    3   

＜生物的糖化技術＞ 

セルロース類分解能をもつ遺伝子の

単離 

 

＜高効率バイオプロセス＞ 

細胞増殖抑制条件下の代謝挙動と細

胞周期フェーズ解析 

 

増殖必須因子除去による細胞殖抑制

系の構築 

 

細胞周期フェーズ解析 

 

ゲノム情報を利用した増殖制御因子

の抽出・解析 

 

大腸菌、枯草菌等の細胞増殖抑制御機

構に関する研究調査 

 

コリネ型細菌の高発現、誘導発現シス

テムの構築 

 

増殖因子の発現制御による影響を解

析 

 

温度感受性変異株の単離 
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1.2.6 実施体制 

（１） 研究開発実施体制 
 
 

微生物研究グループ  大阪府立大学 
            GL：湯川 英明         教授：荒井 基夫 
             他１３名           他２名 
ＲＩＴＥ研究所 
所長：茅 陽一 
副所長：米澤 武敏 
   研究企画グループ  調査・PJ 形成支援チーム 
            GL：松尾 清一          TL：吉田 博 
                             担当：渡辺 和光 
 
 
（２） 研究者氏名及び人員（役職、研究項目別担当） 
 
財団法人 地球環境産業技術研究機構 

氏  名 所 属 ・ 役 職 担当項目 
湯川 英明 地球環境産業技術研究機構  グループリーダー 

   微生物研究グループ     主席研究員 
ａ）ｂ） 

乾 将行    同 上           主任研究員 
 

     ｃ）ｄ） 

射場 毅    同 上           主任研究員 
 

ａ） 

横山 益造    同 上           主任研究員 
 

  ｂ） 

浦上 雅行    同 上           主任研究員 
 

  ｂ） 

木原 誠    同 上             研究員 
 

     ｃ）ｄ） 

沖野 祥平    同 上             研究員 
 

ｄ） 

川口 秀夫    同 上             研究員 
 

      ｄ） 
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村上 賜希子    同 上             研究員 
 

    ｃ） 

田上 由美子    同 上             研究員 
 

    ｃ） 

柴田 寛子    同 上             研究員 
 

    ｃ） 

辰巳 奈美    同 上             研究員 
 

    ｃ） 

上田 麻景    同 上             研究員 
 

      ｄ） 

伊藤 弘次    同 上             研究員 
 

      ｄ） 

 
（研究委託先） 
大阪府立大学大学院農学生命科学研究科 

氏  名 所 属 ・ 役 職 担当項目 
荒井 基夫 応用生命科学専攻・ 

 微生物機能開発学研究室        教授 
ａ） 

川口 剛司    同 上 
                   助教授 

ａ） 

炭谷 順一    同 上 
                    講師 

ａ） 

 
担当項目：ａ）セルロース類分解微生物の開発 
     ｂ）生物学的糖化プロセスの開発 
     ｃ）細胞増殖人為的制御法の開発 
     ｄ）新規バイオプロセスの開発 
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第2章 生物的糖化 
 
２．１ 概要 
 
地球上のバイオマスの総量は、人類が現在消費している全エネルギー量の 10 倍であると

いう試算がある。これらのバイオマスを有効に利用することで、エネルギー問題や地球温

暖化問題の有力な解決策となるが、その有効利用法は未だ確立されていない。バイオマス

の再資源化で最も有望視されているのが木質系バイオマスであり、木質系バイオマスを糖

類に変換することで、様々な有用物質への有効利用が可能となる。 
木質系バイオマスは、主要な構成成分として、セルロース、ヘミセルロース、リグニン

があり、これらをまとめてリグノセルロースとよぶ。リグノセルロースを成分利用する場

合、難分解性物質であるリグニンをいかに取り除くことができるかが課題とされている。

現状において、このリグニン分解には硫酸を用いる以外ほかに手立てがない。環境問題の

観点から、硫酸は封じ込められなくてはならないが、そのための設備に膨大な費用を要す

ることになる。リグニンを生物的に分解できるものとして、白色腐朽菌が挙げられるが、

産業的に有用な技術には至っていない。 
本プログラム研究において、現在は補助的に用いられているにすぎない生物的糖化技術

の糖化能力・糖化効率を大幅に高め、環境負荷の大きい薬剤の使用しないマイルドな化学

法と組み合わせた糖化プロセスの構築を行う。この基盤的研究開発を推進することにより、

将来的に全工程生物的糖化を実現することが最終目標である。 
これらの課題を達成するためにキーとなるのが、①リグニン成分の分解、②セルロース、

ヘミセルロースの高効率分解、③生物的糖化と化学的糖化を組み合わせた糖化プロセスの

構築、の 3 点であり、今年度は①、③については調査研究を行い、②については、セルロ

ース類の特にヘミセルロースをターゲットとした基盤技術研究開発を行った。以下にその

研究報告を行う。 
２．２項では、リグニン成分の生分解についてその現状をまとめた。 
２．３項では、糸状菌のヘミセルラーゼを麹菌体内で高発現させる系を構築し、各種へ

ミセルロースを強力に分解する菌の育種を目標に実施している基盤技術研究開発について

報告する。 
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２．２ 木質系バイオマスに含まれるリグニン生分解の現状 
 
2.2.1 はじめに 
 木質系バイオマスは、その構成成分からリグノセルロースとよばれる。このリグノセル

ロースを再生可能な資源として利用するためには、原料をそのまま加工する全体利用と、

各成分を利用する成分利用がある。さらに成分利用では、成分のポリマーとしての性質を

いかした利用と、それぞれの構成単位の利用とがある。利用の形態については建築素材と

しての利用のように、大量に、かつ原型に近いバルク素材としての利用と、エネルギーや

その生産原料としての変換および化合物としての利用に大別できる。変換法としては、物

理的プロセス（または機械的プロセス）として圧力や熱を用いるもの、または化学プロセ

スとして、強酸、アルカリを使用する方法が用いられるが、最近では、微生物の機能を利

用した生物的あるいは生物化学的なプロセスが注目されるようになってきている。この微

生物機能を利用した方法では、環境への負荷を小さく抑えることができることから、技術

開発が期待されている。 
近年パルプの製造において、リグニン分解性の白色腐朽菌を用いたバイオパルピングが

注目されている。自然界において、難分解性物質のリグニンを分解できる生物として知ら

れているのが担子菌類の白色腐朽菌で、Ceriporiopsis subvermispora は、セルロースの分

解に比べてリグニンの分解能が高いことから選択的リグニン分解菌とよばれている 5)。この

担子菌はセルロースの構造を残したまま木材の細胞構造を顕著に破壊する。この菌をもち

いて処理された原料を、機械法によりパルプ化を行った場合、非処理原料よりも 30%ほど

のエネルギーを削減できることが分かった。また、化学パルプ工程を用いた場合でも薬剤

の使用量が低く抑えられることが認められている。 
リグニンは難分解性物質とよばれているように、分解するのは非常に困難である。リグ

ニンはヘミセルロースと共有結合し、リグニン－炭水化物複合体（Lignin carbohydrate 
complex：LCC）を形成しているためである。この複合体を分解するために、アルカリ（例

えば 24%苛性カリ）によってヘミセルロースの混合物を抽出する。得られた混合物に対し、

種々の溶媒を用いて分別沈殿する。例えば、広葉樹の主要なヘミセルロースであるグルク

ロノキシランは、抽出画分を酢酸を含むエタノールに注入することにより沈殿物として分

離される。 
 

2.2.2 リグニン分解 
 
① 化学的分解 
 一般に認められているように、リグニンは無定形のポリフェノールであり、3 種のフェニ

ルプロパン・モノマー、すなわちコニフェニリルアルコール、シナピルアルコール、p-クマ

リルアルコールの酵素による脱水重合物と定義される。 
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 リグニンの化学分解法には、アルカリ－ニトロベンゼン、過マンガン酸カリウム、硝酸、

オゾンなどによる酸化分解、水素による還元分解、塩酸－ジオキサン－水系を用いるアシ

ドリシス（酸加水分解）、塩酸－エタノール系などによる加水分解などがある。これらの分

解法のうち、ニトロベンゼン酸化により、リグニンのβ-O-4 結合やβ-5 結合などが分解さ

れ、主産物としてバニリンが得られる。 
 
② 微生物分解 
 リグニンは白色腐朽菌とよばれる担子菌により分解される。白色腐朽菌は木材腐朽菌に

属し、これらの菌によって腐朽をうけた木材が白くなることから命名された 4)。具体的な菌

種としては、シイタケ、ヒラタケ、エリンギ、ナメコ等、食用になるものが多い。その他

の糸状菌、酵母、細菌には、リグニンの部分的な分解や化学的修飾反応をおこなうが、主

要骨格を完全に分解し低分子化する作用はないとされている。現在までに 3 種類のリグニ

ン分解性酵素、すなわち、ラッカーゼ（Lac）、リグニンペルオキシダーゼ（Lip）およびマ

ンガンペルオキシダーゼ（MnP）が見出されている 3)。 
 白色腐朽菌は、これらのリグニン分解性酵素を菌体外に分泌し、基本的に基質の 1 電子

酸化によるラジカルを形成する。このラジカルの電子移動を伴い、リグニン間のエーテル

結合や炭素間の結合、芳香環を連続して開裂することで低分子化する 1)。MnP と Lac はフ

ェノール性化合物を酸化するが、その初発反応は水酸基からの 1 電子の引き抜きによるフ

ェノキシラジカルの生成である。しかし MnP の場合、直接の基質は Mn2+であり、Mn2+の

酸化により生成した Mn3+が強力な酸化剤となって基質を酸化する。MnP と LiP の補欠分

子はヘムタンパクであり、鉄の酸化還元により反応の触媒サイクルが回転する。Lip は酵素

の表面から内部の活性中心にあるヘムに電子を供給する経路をもち、高分子の基質に対し

て酵素表面で酸化を行う。この反応は非フェノール性芳香環のπ軌道からの 1 電子引き抜

きによるカチオンラジカルの生成である。また、MnP においては触媒サイクル中に Mn2+

を介しない反応段階もある 2)。 
近年、このラジカル反応のみでリグニン分解を説明するのは困難であるという報告がな

されている。リグニン分解酵素が基質を分解するためには、直接接する必要があるが、木

材の細胞壁のあなの大きさは 10～20Åであるのに対し、リグニン分解酵素の大きさは 40
～50Åである。Ceriporiopsis subvermispora などの選択的リグニン分解菌では、細胞壁に

あなをあけることなく、広範囲のリグニンを分解していることから、低分子量のリグニン

分解に関与する物質の存在が予想されているものの、物質の解明には至っていない 
 
 
 
2.2.3 リグニンの生分解実施例（バイオパルピング） 
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 現在米国において、実際に工業的に利用されている例について報告する。選択的リグニ

ン分解菌（白色腐朽菌）のCeriporiopsis subvermisporaはセルロースをほとんど分解せず、

リグニン成分を分解することから、最も優秀なバイオパルピング菌といわれている。米国

Biopulping International 社では、この菌を用いた 50t/day のセミコマーシャルプラントを

実用化している（コマーシャルレベルには、200～2,000t/day 必要）。工業的なスケールで

行う際のポイントとして、滅菌処理をいかにして行うかが重要である。このバイオパルピ

ングプラントは、二つのスクリューコンベアーから成り、第一スクリューコンベアーで木

材チップに蒸気を吹き付けることで、表面を加熱し滅菌する。二つのコンベアーの間には

バッファータンク（surge bin）があり、二番目のコンベアーに移動するまでに無菌空気を

吹き付けることでチップの温度を下げる。二番目のコンベアーで木材チップの上に、トウ

モロコシの搾り汁で培養した C. subvermispora をふりかける。植菌量は、木材チップ 1 ト

ンあたりわずか 5 グラム以下である。植菌されたチップは、スクリューコンベアーでよく

撹拌された後、チップヤードで 2 週間放置される。野積みされたチップは、発酵がすすむ

につれて発熱するため、温度を 27～32℃に保つためにチップパイルの下から無菌空気を吹

き込む。以上のような簡単な設備により、C. subvermispora で 2 週間処理することでパル

プ化に必要なエネルギーを約 30%削減することができる。4 週間の処理では、パルプ化に

必要なエネルギーの実に 40%以上を削減できることが分かった。 
 
 
 
【参考文献】 
 
1. Erikkson K. -E. L., Blanchette R. A., and Ander P. 1990. Microbial and Enzymatic 

Degradation of Wood and Wood Components. Springer-Verlag, Berlin. 
2. Hammel K. E. 1996. Extracellular free radical biochemistry of ligninolytic fungi. 

New J. Chem. 20. 
3. Hatakka A. 2001. Biopolymer, vol. 1. Wiley-VCH. 
4. 渡辺隆司. 2002. バイオマスハンドブック. 社団法人 日本エネルギー学会編. 

5. Srebotonik E., and Messner K. 1994. Appl. Environ. Microbiol. 60:1383. 
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２．３ 糸状菌由来のヘミセルラーゼ遺伝子の Aspergillus oryzae における高発現系の構築 

（大阪府立大学大学院 農学生命科学研究科） 

 

 
2.3.1 研究開発テーマと緒言 

 

 セルロース系バイオマスの構成成分はホロセルロース (セルロースとヘミセルロースの総

和) とリグニンに大別される。このうち、ヘミセルロースはキシロース、マンノース、ガラ

クトース、アラビノースを主要構成糖とするヘテロ多糖であり、種々の結合による枝分れや

官能基の存在により極めて複雑な構造を有している。また、植物種により構成割合や構造が

異なることも知られている。このような複雑な構造を持つ高分子多糖を単糖にまで分解する

には、ヘミセルラーゼと総称される多種多様な多糖分解酵素群の働きが必要であり、それら

が協同的に働くことで効率よく単糖にまで分解されると考えられている。糸状菌は多種多様

なセルラーゼやヘミセルラーゼをはじめとする糖質分解酵素を大量に菌体外に生産すること

が知られている。筆者らは、これまでに糸状菌から多くのヘミセルラーゼを単離・精製しそ

の性質を明らかにしてきた (Table 1) 1-6)。さらに、Aspergillus aculeatus から２種のキシラ

ナーゼ遺伝子 (xynIa, xynIb) と１種のβ-マンノシダーゼ遺伝子 (manB) を、Aspergillus 
niger van Tieghem KF-267 から１種のエンドガラクタナーゼ遺伝子 (galB) を、さらに

Table 1  糸状菌から精製したヘミセルラーゼ成分の性質

Optimum Optimum pH Thermal
pH temperature stability stability MW

Aspergillus aculeatus
FIa-Xylanase 5.0 50 3.0-9.0 < 50 34,000
FIb-Xylanase 4.0 50 5.0-7.0  < 40 20,000
FIV-Xylanase 5.0 70 4.0-10.0  < 50 52,000
β-Xylosidase 2.0 70 3.0-7.0  < 50 105,000
FIIIa-Mannanase 4.0 70 5.0-8.0  < 50 39,000
FIIIb-Mannanase 4.0 70 4.0-8.0  < 50 38,000
β-Mannosidase 2.0 70 4.0-7.0  < 50 130,000

Aspergillus niger van Tieghem KF-267
α-L-Arabinofuranosidase 4.5 50 2.0-7.0  < 55 64,000
Endo-β-D-1,4-galactanase 3.6 55 3.0-6.0  < 55 44,000

Acremonium sp. TM-28
Xylanase 9.0 50 6.0-10.0  < 40 20,000
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Acremonium sp. TM-28 から１種のキシラナーゼ遺伝子 (xyn1) をクローニングしその構造

も明らかにしている (Table 2) 7, 8)。本課題では、これらの遺伝子を A. oryzae を宿主とした

高発現系を利用して大量発現することを目的とする。また、まだ遺伝子を取得していないヘ

ミセルラーゼ成分 (キシロシダーゼ、マンナナーゼ等) の構造遺伝子をクローニングし、同様

に大量発現を行う。この最終目標を達成するために、本年度は以下の２つの課題について研

究を行った。 

 

 

(1) aculeatus の manB 遺伝子の A. o yzae における大量発現 r

Table 2  既にクローニングした糸状菌由来のヘミセルラーゼ遺伝子

Gene ORF Number of
symbol (bp) introns M.W.a Familyb Accession

A. aculeatus
FIa-Xylanase xynIa 981 9 32,694 10 AB013110
FIb-Xylanase xynIb 699 1 20,041 11 unregistered
FIII-Avicelase cbhI 1,620 0 54,132 7 AB002821
FIa-Xylanase xynIa 981 9 32,694 10 AB013110
β-Mannosidase manB 1,293 4 104,214 2 AB015509

A. niger
Endo-galactanase galB 1,122 1 37,049 unknown unregistered

Acremonium sp.
Xylanase xyn1 672 1 21,165 11 unregistered

a; Molecular weight of mature protein deduced from nucleotide sequence.
b; Glycosyl hydrolase family of the gene product.

 

 ヘミセルロースの主要構成成分は、hetero-β-D-xylan と hetero-1,4- β-D-mannann であ

り、マンナン分解酵素はグルコマンナン、ガラクトマンナン、ガラクトグルコマンナンのβ

-マンナンのβ-１,４マンノピラノシル結合の加水分解を触媒し、Ｄ-マンノースを生成する

酵素である。β-マンノシダーゼ (MANB, β-D-mannoside mannohydrolase [EC 3.2.1.25]) 

はマンノオリゴ糖の非還元末端からマンノース単位で切断することから、β-マンナンを単

糖にまで完全に加水分解するために必須であり、マンナンを利用するための最終段階を担っ
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Table 3  A. aculeatus 由来 MANB の基質特異性

Substrate Relative activity (%)

p-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside 100
Mannobiose 8.6
Mannotriose 14.1
Mannotetraose 9.6
Mannopentaose 10.9
Mannan 0

ていると考えられる。A. aculea us からは１種類のβ-マンノシダーゼが精製されており、

その性質が明らかにされている

t

c t r

r

 3)。性質の中で注目すべき点は、本酵素はマンナンに対して

活性は有さないが、マンノビオースだけでなくマンノオリゴ糖も基質とし、しかもマンノビ

オースよりマンノオリゴ糖に対する活性の方が高いという特長である (Table 3)。本酵素の

遺伝子は、筆者らによって当時糸状菌からの manB として最初にクローニングされ塩基配

列が決定された。塩基配列から、構造遺伝子は４つのイントロンで分断された 2,811 bp の

オープンリーディングフレームからなり、937 アミノ酸残基をコードしていることが明らか

となった。アミノ酸配列から算出される成熟蛋白の分子量は 104,214 であり、SDS-PAGE

による精製した MANB の分子量 (130,000) との比較から、A. aculeatus では糖鎖付加によ

る修飾が起こっていることが明らかとなった。最近、同じ Aspergillus 属である A. niger か
ら manB 遺伝子がクローニングされ 9)、両者のアミノ酸配列に高い相同性が見いだされた。

本年度は、A. a ulea us 由来の manB 遺伝子を A. o yzae において強力なプロモータ下で

高発現し、大量の酵素を生産することを目的とした。  

 

 

(2) A. niger van Tieghem KF-267 の galB 遺伝子の A. o yzae における高発現 

 

 糸状菌 A. niger van Tieghem KF-267 は強いオカラ液化能を有し、その培養液からオカラ

分解に関与すると考えられるα-L-arabinofuranosidase と endo-β-D-1,4-galactanase 

(GALB, [EC 3.2.1.89]) の２種の酵素が精製され性質が明らかにされた。このうちGALBは、

オカラ中の炭水化物の主成分であるアラビノガラクタンをはじめとする各種ガラクタンの

β-１,４-ガラクトシド結合をエンド型加水分解してガラクトオリゴ糖を生成するという性
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質を持つ。筆者らによって、これをコードする galB 遺伝子がクローニングされた。構造遺

伝子は、1,122 bp からなる１個のイントロンで分断されたオープンリーディングフレームに

コードされ、予想されるアミノ酸配列から算出した分子量は 37,049 であった。本年度は、

この遺伝子を A. aculeatus 由来の manB 遺伝子と同様に A. o yzae において強力なプロモ

ータ下で高発現し、大量の酵素を生産することを目的とした。 

r

r z

 

 

2.3.2 方法 

 

Figure 1  糸状菌高発現ベクター pNAN8142 の構造

Region III; AMYR-binding element, P-No8142; an improved promoter,
T-agdA; the terminator of a-glucosidase gene

RegionⅢa　 RegionⅢb  

P-No.8142
XbaI, SphI, NdeI, SpeI, PmaCI, NotI, HindIII, SalI, XhoI

SmaI

niaD

EcoRI

BamHI

Amp

P-No8142

T-agdA
PstI

Tth111I

 

 

(1) 菌株、プラスミド、培養 

 高発現させる際の宿主として、野性株 RIB40 由来の硝酸還元酵素遺伝子 (niaD) 欠損変

異株である A. oryzae niaD300 株を用いた。発現プラスミドは大関（株）によって開発され

た改良プロモータ P-No.8142 とα-グルコシダーゼのターミネータさらに組み換えの際の標

的遺伝子であり選択マーカーである完全な niaD 遺伝子を持つ大腸菌と糸状菌のシャトルベ

クターpNAN8142 を用いた (Fig. 1)。改良プロモータは、A. o y ae においてアミラーゼ関

連遺伝子のプロモータ領域に見いだされた正の転写因子 AMYR の結合部位である Region 

III が 12 コピー連続して挿入されたものであり、炭素源や窒素源といった栄養源にかかわら

ず、下流に挿入した遺伝子を構成的に高発現させることを可能にする 10)。プラスミド pBMN

は A. aculeatusi の manB 遺伝子を含む約 3.7 kb の染色体 DNA 断片を pBluescript にサブ
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クローンしたものであり、発現プラスミド構築の際の manB 遺伝子の供給源とした (Fig. 2)。

また、プラスミド pANG は A. niger の galB 遺伝子遺伝子を含む約 4 kb の染色体 DNA 断

片を pUC118 にサブクローンしたものであり、galB発現プラスミド構築に利用した (Fig. 5)。

A. oryzae の培養には以下の組成の培地を基本とし (0.3% NaNO3, 0.13% KCl, 0.13% 

MgSO4·7H2O, 0.38% KH2PO4, 0.0001% Mo7O24·4H2O, 0.001% H3BO3, 0.0002% 

CoCl·6H2O, 0.0002% CuSO4·5H2O, 0.005% EDTA, 0.0005% FeSO4·7H2O, 0.0005% 

MnCl2·4H2O, and 0.002% ZnSO4·7H2O, pH 6.5)，特に断らない限り炭素源として 1% 

glucose を加えた。形質転換体の酵素生産には窒素源として NaNO3 の代わりに、1% 

Polypepton および 0.3% 酒石酸アンモニウムを用いた。A. oryzae の培養は 30℃で行い、

液体培養はロータリーシェーカー上 150 rpm で振盪培養した。 

Figure 2  A. aculeatus の manB 遺伝子の塩基配列および予想されるアミノ酸配列

Arrows indicate positions of PCR primers.

 

 

(2) 発現プラスミドの構築 
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① A. aculeatus の manB 遺伝子発現プラスミドの構築 

 プラスミド pBMN を PCR の鋳型として用いた。プライマーは次のペアを作製した。

Man-F (5’-TGAGTCGACATGCGTGCGCTTCCCACAACAGC/ -9～23，32mer)，Man-R 

(5’-TCCAAATTGGCATCCGCAATCCACCT/ 409～433，25mer)．Man-F は、manB の開

始コドン直前に新たに SalI サイトを付加するようデザインした。PCR は 300 ng pBMN, 

100 pmol each primer, 200 µmol dNTP, 1.25 units LATaq polymerase の反応溶液を調製

し、94℃，30 sec; 63℃，30 sec; 72℃, 1 min (15 サイクル) の条件で行った。増幅された

442 bp の DNA 断片を pBluescript II SK (+) にサブクローンし、目的の方向に DNA 断片

が挿入されたクローンを選択し、得られたプラスミドを pFBmn と命名した。pBMN から

BsiWI-HindIII 断片を調製し、それを pFBmn の同じサイトに挿入し、開始コドン直前に

SalIサイトを持つmanB遺伝子全長をカバーするDNA断片を有する pSBmnを構築した。

pSBmn を SalI および HindIII で切断し生じた約 3.7 kb の DNA 断片を pNAN8142 の同

サイトに挿入し発現ベクターpNAN-Bmn を構築した (Fig. 3)。 
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Figure 3  高発現ベクター pNAN-Bmn の構築

The niaD was used as a selectable marker gene. The manB was inserted into the SalI-
HindIII sites between the improved promoter, P-No8142, and the termination region of the
A. oryzae α-glucosidase gene, T-agdA.

② A. niger の galB 遺伝子発現プラスミドの構築 
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 プラスミド pANGをPCRの鋳型として用いた。プライマーは次のペアを作製した。gal-F 

(5’-TCACTCGAGATGATCTACCCTCTACTTCTTTCTGC/ -9 ～ 26 ， 35mer) ， gal-R 

(5’-TCCGCGAAGGTGTTGCAGACTTCG/ 464～488，24mer)．gal-F は、galB の開始コ

ドン直前に新たに XhoI サイトを付加するようデザインした。PCR は 300 ng pANG, 100 

pmol each primer, 200 µmol dNTP, 1 units KOD DNA polymerase の反応溶液を調製し、

94℃，30 sec; 65℃，40 sec; 74℃, 15 awx (25 サイクル) の条件で行った。増幅された 497 

bp の DNA 断片を XhoI および EcoRV で消化して得られる約 80 bp の断片を、pBluescript 

II SK+ の XhoI および EcoRV 部位に挿入した (pGL1)。次に pGL1 を EcoRV および

BamHI で消化し、ここに pANG 由来の EcoRV 部位から BglII 部位までの断片を挿入した 

(pANG-X)。pANG 由来 BglII 部位の少し上流には SpeI 部位があるので、最後は XhoI お

よび SpeI で pANG-X を消化し、galB 遺伝子を pNAN8142 のマルチクローニングサイト

上の XhoI 部位および SpeI 部位に挿入した (pNAN-GAL)。こうした方法を用いることに

より、PCR による増幅断片の利用を最小限にすることができ、変異が入る危険性を極力小

さくすることができた。 

 

gal-F

gal-R

Figure 4  A. niger van Tieghem KF-267 の galB 遺伝子

Arrows indicate positions of PCR primers.
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pANG
(cloned in pUC118)

gal-F

gal-R Spe IBgl IIPCR

pBluescript II SK+

Xho I + EcoR V
digest

Xho I

497 bp

EcoR V

Xho I EcoR V BamH I

pANG 

Spe I Bgl IIEcoR V

EcoR V + Bgl II
digest

EcoR V + BamH I
digest

Spe I BamH EcoR VXho IpNAN8142

Xho I + Spe I 
digest

AmpR Promoter galB   Terminator niaD  

pNAN-GAL
( 10.7 kb )

pGL1

pANG-X

Figure 5  高発現ベクター pNAN-GAL の構築

 

(3) A. o yzae の形質転換 r
A. oryzae の形質転換は五味らの方法 11) を基本にして行った。約 12 時間液体培養した

A. oryzae の菌糸を濾過によって集め、10 ml の protoplasting buffer (0.3% Yatalase, 0.2% 

Lysing enzymes, 0.8 M NaCl, 10 mM sodium phosphate buffer (pH 5.6) に懸濁し、30℃

で 2 時間ゆっくりと振盪した。濾過によって細胞残渣を除いた後、遠心によってプロトプラ

ストを集めた。プロトプラストを transformation buffer (TB; 0.8 M NaCl, 50 mM CaCl2, 10 

mM Tris-HCl buffer, pH 7.5) に２回洗浄し、最終的に適量の TB に懸濁した。プラスミド

溶液および 1/5 容の PEG 溶液 (50% polyethylene glycol 4000, 50 mM CaCl2, 10 mM 

Tris-HCl buffer, pH 7.5) をプロトプラスト懸濁液に加え、15分間氷上に放置した。その後、

1 ml の PEG 溶液を加え、20 分間室温で放置した。10 倍容の TB で希釈し、遠心によって

プロトプラストを集めた。プロトプラストを最少量の TB に再懸濁し、再生プレート (最少

培地、1% グルコース、1.2 M sorbitol) に塗布した。形質転換体は硝酸資化能を指標に選択
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した。 

 

(4) プレートアッセイ法 

 硝酸資化能による一次スクリーニングで得られた形質転換体から MANB を生産株を選択

す る 際 に プ レ ー ト 上 の 検 定 を 行 っ た 。 形 質 転 換 株 を 4-methylumbelliferyl 

β-D-mannopyranoside (MU-Man) を含む最少培地に植菌し、30℃で 4 日間培養した後に紫

外線照射下で蛍光を発するものを MANB 生産株として選択した。 

 

(5) 酵素活性測定法 

 β-マンノシダーゼ活性は、p-nitrophenyl β-D-mannopyranoside (pNp-Man) を基質とし

て用いた 3)。0.1 ml 酵素溶液、0.1 ml 3 mM pNp-Man (100 mM sodium acetate buffer, pH 

5.0) からなる反応溶液を調製し、37℃で 5 分間インキュベートした。2 ml 1M Na2CO3を

反応液に加え反応を停止し、420 nm における吸光度を測定した。1 unit は 1 分間に 1 �mol

の p-nitrophenol を生成する酵素量と定義した。MANB 量は既に明らかとなっている比活

性 (2.45 units/mg protein) から算出した。 

 

(6) タンパク濃度の測定 

タンパク濃度は以下の式に基づいて計算した 12)。 

  protein concentration (mg/ml) = 1.45 × A280 – 0.74 × A260 

 

(7) 生産された MANB の精製 

 pNAN-Bmn で形質転換した A. o yzae BMN1 株を 2%マルトースを炭素源とする最少培

地に接種し、30℃で 11 日間振盪培養した。ミラクロスで濾過し得られた培養上清に 80%飽

和の硫酸アンモニウムを加え生じた沈殿を遠心によって集めた。沈殿を 20 ml の 20 mM 酢

酸緩衝液 (pH 5.5) に溶解し、同緩衝液に対して透析を行った。透析後の粗酵素液を同緩衝

液で平衡化した DEAE-Toyopearl 650M カラムにチャージし 0～0.3 M NaCl で溶出した。

得られた活性画分を同緩衝液で平衡化した MonoQ HR 5/5 に供し、同様に 0～0.3 M NaCl

で溶出した。溶出した活性画分を集め、精製酵素とした。純度は SDS-PAGE によって確認

した。 

r

r

 

(8) 全 DNA の調整 

 A. o yzae の全 DNA は以下のように調製した。最少液体培地に接種し、30℃で 72 時間振

盪培養した。濾過によって菌糸を集め、凍結乾燥後乳鉢で破砕した。得られた粉末菌体を
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hexadecyltrimethyl ammoniumbromide/chloroform/iso-amyl alcohol extraction method

によって処理し、全 DNA を精製した。吸光度計によって純度および濃度を測定し、最終的

に 1 µg/µl となるように希釈した。 

 

(9) Southern blot analysis 

 A. o yzae BMN1 株の染色体 DNA を EcoRI で完全に消化し、生じた DNA 断片をアガロ

ースゲル電気泳動で分離した。20×SSC を用いたキャピラリー法

r

r

 13) によってナイロンメン

ブレンに転写した。プレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼーションは 65℃で

それぞれ 3、15 時間行った。メンブレンを 2×SSC-0.1% SDS で２回洗浄した後、同溶液で

65℃にて２回洗浄した。さらに１回 0.1×SSC-0.1% SDS で洗浄し、風乾した。pNAN-Bmn

の EcoRI 断片 (660 bp) を Dig Labeling Kit を用いて標識したものをプローブとした。検

出は、Dig Chemiluminescent Detectin Kit を用いた。 

 

(10) Genomic PCR 

 A. oryzae BMN1 株の染色体に挿入された manB 遺伝子のコピー数を決定するために、

genomic PCR を行った。その際に使用したプライマーは発現ベクターの構築の際に用いた

プライマー (Man-F, Man-R) と同じである。また、A. oryzae の nucS 遺伝子の一部を増幅

するために一組のプライマーを設計した：Nuc-F (5’-GAGATATTCACCAGCCCTTAC 

ACGAC/ 511-536 in nucS; 25mer), Nuc-R (5’-CTGACTCGCAATCAGATCCAACCA/ 

930-953; 23mer)．これらのプライマーはそれぞれほぼ等しい長さの DNA 断片を増幅する

よう (442 と 443 bp) に設計した。250 ng A. o yzae BMN1 genomic DNA, 100 pmol each 

primer, 200 µmol dNTPs, 1.25 units Gene Taq DNA polymerase を含む反応液をそれぞれ

の遺伝子について調製し、同条件で増幅反応を行った。反応終了後、1.2% アガロースによ

る電気泳動を行い、相当する増幅 DNA バンドの蛍光を Scion Image for Windows software

により定量した。 

 pNAN-Bmn が挿入された染色体上の位置を明らかにするため、別の genomic PCR を行

った。pNAN8142 上にはない niaD の上流部分の塩基配列を基に設計したプライマー；

NiaD-F (5’-ATCCTGCAAGGTTGAGCGGACAAATGGCTG/ -459～-429, 30mer) および

manB 内部配列を基に新たに設計したプライマー；Man-RR (5’-TGGGCAGTTCCGGCCC 

ATGGCTGCA/ 3665-3690, 25mer) を作製した。これらのプライマーにより、pNAN-Bmn

が期待通りに niaD 部位での組み換えによって染色体に組み込まれた場合は、5.5 kb の DNA

断片が増幅されることになる。 
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2.3.3 結果および考察 

 

(1) ANB 高生産株の取得 

 Fig. 3 に示したように構築した manB 発現ベクターpNAN-Bmn で A. oryzae niaD300 株

を形質転換した。その効率は 5-15 cfu/µg DNA であった。A. o y ae は多核体であることか

ら、得られた形質転換体を硝酸を単一窒素源とする最少培地で数回植え継ぐことによって、

安定なホモカリオンを選択した。こうして得られた形質転換株の MANB 生産能をまず

MU-Man を基質としたプレートアッセイで調べた。その結果、得られた形質転換株はすべ

て紫外線照射によって強い蛍光を発した。中でも強い蛍光を発するものを A. oryzae BMN1

株と命名し (Fig. 6)、以降の実験に用いることとした。一方、pNAN8142 で形質転換した得

られた形質転換体 (A. oryzae NANと命名) は同様のプレートアッセイにおいて全く蛍光を

発することがなかった (Fig. 6)。A. oryzae も内在性の manB を持っている可能性は高いと

考えられるが、このような多糖分解に関わる酵素の遺伝子は一般的に誘導物質が存在しかつ

グルコースなどの容易に利用できる炭素源が存在しないときにのみ発現するものでありる

ため、ここで培養した条件ではほとんどのセルラーゼ・ヘミセルラーゼなどの遺伝子はその

発現が抑制されているものと考えられる。いずれにせよ、ここで検出した MANB 活性はプ

ラスミド pNAN-Bmn の導入によることは明らかである。 

r z

r

 

Figure 6  4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside を用いた MANB 活性の検出

Secretions of active MANB from A. oryzae strain NAN (left) and strain BMN1 (right) were
examined by fluorescence under UV irradiation.

(2) A. o yzae における組み換え MANB の生産性 
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 MANB を高生産する形質転換株として選択した A. oryzae BMN1 株を炭素源および窒素

源としてそれぞれ 2% glucose，1% Polypepton を加えた最少液体培地で培養し、培養上清

の MANB 活性とタンパク濃度を測定した。その培養経過を Fig. 7A に示す。MANB 活性は

培養時間とともに上昇し、培養 9 日目で最高に達した。そのときの活性は 662 units/l であ

り、それ以後徐々に活性は下降した。また、SDS-PAGE による分析でも A. aculeatus から

精製した MANB と同じ分子量に相当する 130,000 のタンパクバンドが培養時間とともに強

くなっていることが観察された (Fig. 7B)。精製した MANB の比活性から換算すると、

BMN1 による MANB の生産量は 270 mg/l と算出され、これは A. aculeatus の約 60 倍の

生産性に当たる。この生産性は、最近 Ichishima らによって報告された同じ系を用いて A. 
saitoi の 1,2-α-mannosidase を生産させたときの値 (320 mg/l culture filtrate) とほぼ同等

の生産量である 14)。BMN1 株の生産性は炭素源などの培養条件を検討することでさらに増

大する可能性がある。ここで用いた大量発現系は異種タンパク特に真核細胞由来のタンパク

を発現させる場合に細菌や酵母を宿主とした発現系よりはるかに有利であると考えられる。 

B)

Figure 7  BMN1 株による組み換え MANB 生産の培養経過

(A) The amount of MANB secreted into the medium was estimated
from the activity, quantified using p-nitrophenyl β-D-mannopyranoside
as a substrate. (B) SDS-PAGE of secreted MANB. Aliquots (10 µl) of
the culture filtrate of NAN (lane 1) and BMN1 (lane 2, 3 days; lane 3, 9
days; lane 4, 11 days) were examined.
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(3) MANB の生産性におよぼす炭素源の影響 

 BMN1 株による MANB 生産におよぼす炭素源の影響について調べた。BMN1 を基本最

少培地にグルコース、マルトース、デキストリン、小麦フスマ、デンプンを最終濃度 0.5～
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4%加え 4日間振盪培養し、培養上清のMANB活性を pNp-Manを基質として測定した (Fig. 

8)。最も高い生産性は小麦フスマを炭素源としたときに得られたが、これは高い生育速度に

よるものであると思われる (Data not shown)。また、炭素源をマルトースにしたときにグ

ルコースより高い生産性が認められた。これは、P-No.8142 の基となったプロモータである

P-No.8AN がマルトースによって顕著に誘導されるという報告 15) と一致する。予想に反し

てデンプンやデキストリンで高い生産性は得られなかったが、これは誘導基質として働かな

かったというより、P-No.8142 の Region III とアミラーゼ関連遺伝子との間で正の転写因

子の競合が起こりこれらの炭素源を有効に利用できる遺伝子が十分に発現しなかったため、

生育が十分でなかったためと考えられる。ここで試したどの炭素源でも NAN 株では MANB

活性は検出できなかった。 
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Figure 8  炭素源による BMN1 株の MANB 生産性におよぼす影響

(A) BMN1 was cultured in the medium containing 2% carbon sources indicated.  (B) BMN1
was cultured in the medium containing 0.5-4% glucose (closed bar) and maltose (shaded bar).

 

(4) A, o yzae BMN1 株が生産した組み換え MANB の精製 r
 BMN1 株が分泌生産した MANB を電気泳動的に均一まで精製した。生産性は小麦フスマ

を炭素源としたときに最も高かったが、培養液中に目的タンパク以外の夾雑物が多く含まれ

ていると予想されたため、炭素源はマルトースで培養することとした。濃度による生産量へ

の影響を調べた結果 (Fig. 8B) から、濃度は 2% に設定した。BMN1 株を基本最少培地に

1% Polypepton，0.3% 酒石酸アンモニウム、2% マルトースを加えた液体培地に接種し、

30℃で 10 日間培養した。培養上清から方法の欄で示したように、2 ステップで電気泳動的

に均一な酵素標品を収率 68%で得ることができた。そのときの精製表を Table 4 に示す。最
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終精製標品は Fig, 9 に示すように電気泳動的に均一であった。SDS-PAGE によれば分子量

は約 130,000 であり、これは A. aculeatus によって生産された MANB とほとんど同じであ

ったことから、A. o yzae においても同様の翻訳後修飾が起こっているものと考えられた。

ここで用いた培地での生産性は 90.5 mg/l となり、前述の生産性よりかなり低いものになっ

たが、これはおそらく培地量がフラスコに対して多すぎたために通気量が少なかったのが理

由としてあげられる。 

r

 

Table 4  MANB の精製（まとめ）

Step Total activity Total protein Specific activity Recovery
(units) (mg) (units/mg protein) (%)

Crude enzyme 156 4,330 0.036 100
Ammonium sulfate (1st) 130 263 0.49 83
Ammonium sulfate (2nd) 121 200 0.61 77
DEAE-Toyopearl 650M 114 65 1.8 73
MonoQ 106 34 3.2 68

200,000

116,248

66,267

(Da)

1 2 3 4

Figure 9  各精製ステップの SDS-PAGE

Aliquots (10 µl) of enzyme solution at each purification step
were electropheresed and stained with Coonassie brilliant
blue r250.  Lane 1, culture supernatant; lane 2, after
ammonium sulfate precipitation; lane 3, after DEAE-
Toyopearl 650M; lane 4, after MonoQ.  The arrow shows the
position of the MANB.
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(5) サザン解析による manB が染色体に組み込まれたことの確認 

 manB 遺伝子が BMN1 株の染色体に組み込まれているかどうかを、サザンブロット解析

により確認した (Fig. 10)。BMN1 株の染色体 DNA を制限酵素 EcoRI で完全に消化し、

pNAN-Bmn の 660 bp の EcoRI 断片をプローブとしてサザンハイブリダイゼーションを行

ったか結果、約 660 bp の位置にハイブリダイズバンドが観察された。一方、NAN 株ではハ

イブリダイズするバンドは観察されなかった。このことから、manB 遺伝子が確かに染色体

内に挿入されたことが証明された。また、NAN 株ではいかなるハイブリダイズバンドが認

められなかったことから、A. o yzae には manB が存在しないか、あるいは存在しても A. 
aculeatus の manB とはそれほど相同性が高くないものと考えられる。 

r

 

947
831

564

(bp)

Approx.
660 bp

1 2 3

Figure 10  挿入された manB 遺伝子のサザンブロット解析

Lane 1, the genomic DNA from the strain NAN; lane 2 and 3,
genomic DNAs frin the strain BMN1.  Each sample was digested
by EcoRI.

(6) MN1 株における manB 遺伝子のコピー数 

 糸状菌では、組み換え標的遺伝子部位におけるタンデムリピートや非相同領域における組

み換えなどにより、2 コピー以上のプラスミドが挿入される可能性があることが知られてい

る。本実験での MANB 生産性と挿入された manB 遺伝子のコピー数の関係を明らかにする

目的で、定量 PCR 法によるコピー数の決定を試みた。A. oryzae にシングルコピー存在する

nuclease S1 遺伝子 (nucS) 16) を標準として、manB 遺伝子の PCR による増幅をモニター

した (Fig. 11)。 DNA 断片の増幅効率は、22～28 サイクルの間でほぼ直線性があることが
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分かった。manB 特異的な増幅断片量の nucS の増幅断片量に対する割合は、このサイクル

数の間でほぼ 1 であった。一方、NAN 株の染色体 DNA を鋳型としたときには、manB 特

異的な増幅バンドは観察されなかった。これらの結果から、BMN1 株中の manB 遺伝子は

1 コピーであることが強く示唆された。したがって、ここで得られた組み換え MANB の生

産量はただ 1 コピーの遺伝子の挿入により達成されたものであることが示された。 

 

(7) 発現ベクターpNAN-Bmn の挿入部位の解析 
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Figure 11  挿入された manB 遺伝子のコピー数の決定

Partial DNA of manB (solid) or nucS (open) was amplified with templates of
genomic DNA from the strain NAN 8square) and BMN1 (circle).  The
percentages of the amounts of amplified products were plotted, taking the
amount amplified from nucS at 30 cycles in each case as 100%.
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 外来遺伝子を導入した場合その発現量はコピー数だけでなくその染色体への挿入部位に

よっても影響されることが知られている。前述のように、発現プラスミドは 1 コピー挿入さ

れたことが明らかとなったが、その挿入部位が標的遺伝子である niaD 遺伝子部位で起こっ

ていることを確かめる必要があると考えられる。そのため、niaD の外部の塩基配列を基に

作製したプライマーとベクターの manB 遺伝子内部に塩基配列を基に作製したプライマー

との間で PCR を行い、増幅断片の有無を調べた (Fig. 12)。その結果、NAN 株から調整し

た染色体 DNA を鋳型としたときには増幅断片は認められなかったが、BMN1 株の染色体

DNA を鋳型にしたときには予想される約 5.5 kb の DNA 断片が特異的に増幅された。この

ことから、導入した発現ベクターは期待通り niaD 部位における組み換えにより染色体上に

A)

B)

Figure 12  発現ベクターの挿入部位

A) Schematic representation of the niaD locus of the transformant.  Small arrows indicate
the positions of the promers.  The distance between Primer 5 and Primer 6 is thought to be
approximately 5.5 kb.  B) Determination of the inegrated locus of the manB gene by PCR.
The PCR was performed with genomic DNA of NAN (lane 1) nad BMN1 (lane 2)
followed by electorophoresis.  A GeneRuler 1 kb Ladder was used as the size standard
(lane M).
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挿入されたことが確認できた。 

 

(8) A. niger van Tieghem KF-267 株の galB 遺伝子発現ベクターpNAN-GAL の構築 

 方法のところで述べたように、目的の発現ベクターpNAN-GAL を構築し、その構造を制

限酵素処理や PCR によって確認した。現在、この発現ベクターを A. o yzae niaD300 株に

導入し、目的遺伝子の発現を確認しているところである。 

r

s
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第3章 高効率バイオプロセス 
 
３．１ 概要 
 

RITE 微生物研究グループでは、これまでに RITE 独自に開発したコリネ型細菌（RITE
菌）を利用することで、糖類から高効率に乳酸、コハク酸へ変換することに成功している。

コリネ型細菌は、嫌気条件下で細胞増殖が抑制されるにもかかわらず主要エネルギー生成

系の活性を保持しているという性質を持つ。この RITE プロセスでは、菌体を反応槽に高

密度に充填して反応を行うことで単位容積あたりの収量を著しく増大させることに成功し

た。さらに菌体と生成物質をフィルターろ過によって分離し、連続運転によるコスト削減

を可能としている。 
本章の研究は、RITE プロセスとしてコリネ型細菌で見られる細胞複製を抑制する機構を

普遍化し、コリネ型細菌にとらわれることなく、あらゆるバクテリアで物質生産を可能と

するものである。一般的に生物機能を用いた物質生産は、高い反応特異性をもつこと、環

境負荷が小さいこと等のメリットを有する反面、生産性の低さやコスト高を理由に、化学

合成法にとってかわれない場合が多い。本技術開発の進展により、生物的物質生産の生産

性を増大させることで大幅なコスト削減が可能となり、化学品の製造プロセスが生物的物

質変換法へと大きくシフトすることが期待される。 
この変換プロセスの普遍化を実現するためには、コリネ型細菌を用いた RITE プロセス

の細胞増殖制御機構について基盤的研究開発を強く推進し、その制御機構を明らかにする

必要がある。 
3.2.1 項では、コリネ型細菌の培養条件と形態変化について、また染色体 DNA を染色し

顕微鏡で細胞内局在を観察した。細胞増殖が抑制されているとき、細胞の形態や、染色体

DNA がどのように変化しているのか、細胞周期を人為的に制御するためには、これらの基

礎的な知見の集積が不可欠である。様々な培養条件においてこれらの観察を行った結果、

個々の細胞における細胞周期フェーズの違いを認めるとともに、培地の栄養条件と細胞形

態の相関について考察した。 
3.2.2 項では、バクテリアの細胞分裂に必須であり、真核生物の細胞骨格であるアクチン

タンパク質の相同タンパク質といわれている、FtsZ タンパク質をコリネ型細菌で同定し、

クローニングを行い、クラゲ由来の蛍光タンパク質である GFP でラベルするとにより、細

胞内 FtsZ-GFP タンパク質の局在を観察した。この結果、細胞増殖をおこなう上で必須で

ある染色体 DNA の分配機構について、FtsZ-GFP を構成要素とするタンパク質複合体の関

与が示唆された。 
3.2.3 項では、コリネ型細菌の細胞増殖を制御する遺伝子を抽出する目的で、30℃で問題

なく生育し、38℃で生育できなくなる温度感受性変異（ts）株の単離を行った。 
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３．２ コリネ型細菌 C. glutamium R 株の細胞増殖抑制条件に関する基礎技術の確立 
 

3.2.1 培養条件による形態変化 
  

(1) はじめに 
 
 コリネ型細菌で認められている、主要代謝系の活性を保持しつつ細胞複製が抑制されて

いる状態について、染色体 DNA レベルでどのような制御が行われているかを明らかにする

ことができれば、同手法を広くバクテリアに適用することで、様々な物質生産を高効率で

行うための基盤技術となる。コリネ型細菌の細胞複製の制御機構を分子生物学的、および

生化学的に解析するアプローチとしては、①細胞の形態観察、②細胞複製に異常のある変

異株の解析、③mRNA の転写誘導解析（トランスクリプトーム解析）、④細胞内の全タンパ

ク質を比較するプロテオーム解析、等が有力である。 
分子生物学的に最もよく解析が行われている大腸菌では、ゲノム上の全遺伝子の破壊株

が作製されているとともに、それぞれの破壊株について顕微鏡による細胞形態の観察が行

われており、細胞の形態異常と変異遺伝子の関連づけが網羅的に行われている。コリネ型

細菌の細胞複製の制御機構を明らかにするうえで、光学顕微鏡による形態観察と遺伝情報

の相関は重要である。コリネ型細菌はその細胞分裂様式において、スナッピングフォーム

と呼ばれる独特の様式をもち、この細胞分裂様式がアミノ酸生産に関与しているともいわ

れている。コリネ型細菌は、大腸菌等の変異株でよく見られる、ひも状に長く伸びた形態

を示さないことからも細胞の増殖を抑える機構の存在が指摘されている。 
コリネ型細菌を様々な条件下で培養し、その形態的特徴について光学顕微鏡を用いて観

察を行った。 
 

 
(2) 実験材料と実験方法 

 
①実験材料 
 コリネ型細菌には、Corynebacterium glutamicum R 株を用いた。コリネ型細菌の

培養には、BT 培地、A 培地（表 3.2.1-①）を用い、液体培地については、三角コルベ

ンを用いて 33℃で振盪培養を行った。寒天培地については、プラスティックシャーレ

中で 33℃静置培養を行った。コリネ型細菌の顕微鏡観察には微分干渉法と位相差法を

用いた。それぞれの観察方法について、特徴を（表 3.2.1）にまとめた。 
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表 3.2.1 微分干渉法と位相差法の比較 
 
 微分干渉法 位相差法 
コントラスト

のつき方 

・ 光学的厚さの傾斜が、色または明暗のコ

ントラストになる。しかも立体的に見え

る。 

・ 微細構造の光学的厚みの差が明暗の

コントラストとなる。 

 

コントラスト

の調整 

・ ポラライザーの回転によって行う。 ・ ２～３本の対物レンズ交換して行う。

（位相差板の形式と非回折光の吸収

で変化させる） 

像の特性と検

出感度 

・ 検出感度は高いが方向性がある。 

・ 物体の大きさや位相差板の幅にコント

ラストは影響されない。 

・ 標本の位相差量が比較的大きくても観

察可能。 

・ ハローがない。 

・ 微小物体の検出が容易。 

・ ハローが生じる。 

・ 検出感度に方向性がない。 

 

適用な標本と

許容範囲 

・ 微細な構造から粗大な構造のものに適

しており、染色されたものでも可能。 

・ 位相差量は数波長でも可。光学的厚みの

傾斜は 2 波長以下が良い。厚みは 0.2mm

でも観察可能。（組織切片） 

・ 微細な構造をもつ物体に適している、 

・ 位相差量は、DL λ/4 以下 

                DL λ/8 以下 

                BM λ以下 

・ 厚みとしては、10μm 以下が良い。 

・ 回転ステーションを使用し、標本を回転

させながら観察すること。 

・ 無歪対物レンズを使用のこと。 

・ リング絞りと位相差リングの心だし

を正確に行う。 

・ ケーラー照明を行うのがよく、リング

絞り面に光源像が十分拡大されてい

ること。 

使用上の注意 

 

・ カバーガラス、スライドガラス、コンデンサー、対物レンズの表面は、水、油、指紋

などで汚れないようにする。レンズ状のホールガラスなどは使用しない。 

主な用途 

 

 

・ 解剖学や生理学における神経や筋肉の

繊維構造の研究 

・ 染色体の分裂のメカニズムの研究 

・ 細胞の分泌機構の研究 

・ 真菌、カビ、酵母、細胞などの増殖にお

ける成長の過程の連続観察 

・ 生理学、耳鼻科、眼科、皮膚科、歯科な

どにおける厚い標本の観察 

・ 人や動物の生細胞における各部分の

構造や機能の研究。 

・ 癌細胞の培養によって、癌細胞の増殖

していく様子や生理学の研究。 

・ 血液学における白血球中のリンパ球、

顆粒の数や運動の観察。 

・ 微生物学や細菌学の研究 

・ 臨床検査（尿沈査など） 

・ 組織内の異物の検索 
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（表 3.2.1-① 培地組成） 

 
BT 液体培地（最少培地）：     １L 中  終濃度 
 
 尿素     2g （0.2%） 
 硫酸アンモニウム   7g （0.7%） 
 リン酸二水素カリウム        0.5g 
 リン酸水素二カリウム             0.5g （6.5mM、pH7.1） 
 硫酸マグネシウム・7 水和物      0.5g （2mM） 
 金属イオン水溶液   1ml 

硫酸鉄（Ⅱ）7 水和物 （6mg/ml）  （22μM） 
硫酸マンガン・5 水和物（4.2mg/ml）  （17μM） 

 ビオチン水溶液（200μg/ml）  1ml （0.8μM） 
 チアミン水溶液（100μg/ml）  1ml （0.6μM） 
 グルコース水溶液（50%）         80ml （4%） 
 
 
A 液体培地（富栄養培地）：     １L 中  終濃度 
 
 BT 液体培地（グルコースなし） 
 Yeast extract    2g （0.2%） 
 Vitamin assay Casamino acid  7g （0.7%） 
 グルコース水溶液（50%）         80ml （4%） 
 
寒天培地： 
 BT 液体培地、A 液体培地にそれぞれ１．５％の寒天を加えたもの。 
 
   

 形態観察に使用した光学顕微鏡システムには、オリンパス AX70 を使用した。 
 接眼レンズ：SWH 10x –H /26.5 
 対物レンズ：UPlanApo 100x /1.35  微分干渉法観察用 
      UPlanFl 100x /1.30  位相差法観察用 
 CCD カメラユニット：Photometrics CoolSNAP HQ 
 解析ソフトウェア：MetaMorph ver5.0 
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3.2.2、3.2.3 項で述べる落射蛍光観察については、蛍光顕微鏡として、オリンパス AX70
を使用し、目的に応じた蛍光ミラーユニットを使用した。 
 DAPI 染色： U-MWU  U 励起（広帯域）蛍光ミラーユニット 
 GFP： U-MGFPHQ GFP 専用蛍光ミラーユニット 
蛍光観察用スライドグラスには、 
 MATSUNAMI Microslide Glass Thickness 0.9-1.2mm 
 Pre-cleaned 76 x 26mm 水研磨フロスト S-2215 を使用した。 
 
 
②実験方法 
光学顕微鏡によるコリネ型細菌の形態観察： 

a) BT 液体培地、A 液体培地をそれぞれ 100ml、三角コルベン（500ml）に入れ滅

菌（120℃、20 分間）した後、33℃に放置。 
b) オーバーナイトカルチャーをそれぞれ 1ml（1/100 量）植菌する。 
c) インキュベーター内で 33℃、振盪培養を行う。 
d) 60 分毎に 1ml づつサンプリングを行い、分光光度計で OD610nm の吸光度を測

定し、成長曲線を描く（3.2.2-(3)-①）。 
e) サンプリングしたサンプルの一部、8μl をスライドグラスに載せカバーグラスで

覆い、気泡を除いてから光学顕微鏡で観察を行う。 
f) 微分干渉法、または位相差法による観察を行い、CCD カメラユニットにより画

像を取り込む。 
g) 取り込んだ画像について、解析ソフトウェアによる解析を行う。 
 
 

(3) 実験結果及び考察 
3.2.2 の項に合わせて記載した。 
 
 
 

3.2.2 DAPI 染色による細胞周期フェーズ観察 
 
(1) はじめに 

3.2.1-(1)に述べたように、光学顕微鏡による形態観察は、先ずはじめにおこなうべき重

要なアプローチである。光学顕微鏡でコリネ型細菌の形態を観察するとともに、DAPI
（4’.6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride n-Hydrate）染色を行うことにより、

細胞内の染色体 DNA を局在を明らかにし、細胞形態とともに個々の細胞が細胞周期のど
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のフェーズにあるのかを推測することが可能となる。 
 
(2) 実験材料と実験方法 

 
①実験材料 
 落射蛍光顕微鏡システムについては 3.2.1 の項に記載した。 
 この項で用いた試薬として、 
 DAPI（4’.6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride n-Hydrate）（和光純薬） 
 ポリリジン（和光純薬） 
その他の一般試薬については、試薬特級を使用した。 
 
②実験方法 
菌体内染色体 DNA の DAPI 染色法：（Hiraga’s fluo-phase combined method）：引用 

 
ａ）菌体培養液、約 0.2ml を遠心回収し、0.1ml 生理的食塩水（0.9% NaCl）に懸濁す

る。 
 ｂ）スライドグラス上に 10μl づつスポットする。 
 ｃ）クリーンベンチ内に静置し、乾燥させる。 
 ｄ）スライドグラス上にメタノールを滴下し、そのまま 5 分間放置（メタノール処理）。 
 ｅ）スライドグラスを傾けて余分なメタノールを除く。 
 ｆ）500ml ビーカーに水道水を入れ、スライドグラスをピンセットで挟み、水中を 6

回くぐらせる。 
 ｇ）クリーンベンチ内に静置し、乾燥させる。 
 ｈ）ポリリジン水溶液（10μg/ml）10μl をスポットし、塗り広げる。 
 ｊ）静置、乾燥。 
 ｋ）DAPI 溶液（10μg/ml、0.9% NaCl）10μl をスポットし、カバーグラスで覆う。 
 ｌ）落射蛍光顕微鏡で観察を行う。 
 

 
(3) 実験結果 
 
① コリネ型細菌の BT 液体培地での成長曲線 

BT 液体培地、BT 液体培地（ビオチンなし）、BT 液体培地（グルコースなし）の三種類

の液体培地を用いて、1 時間毎に吸光度（610 nm）を測定し、結果をグラフにした（図

3.2.2-(3)-①）。 
 

 42



GC in w/o Biotin media

0.01

0.1

1

10

Hou
rs 1 3 4.6 6.6 8.6 10

.6

hours

O
D

 6
10

nm BT med.

BT w /o Biotin

BT w /o gluc.

（図 3.2.2-(3)-①）コリネ型細菌の BT 液体培地における成長曲線 
図中、黒線（菱形）が BT 液体培地、ピンク線（正方形）が BT 液体培地（ビオチンな

し）、青線（三角形）が BT 液体培地（グルコースなし）をそれぞれ示す。 
 
 

② A 液体培地における形態観察と細胞内染色体 DNA の局在 
上に記した方法で培養したコリネ型細菌を光学顕微鏡で形態を観察した（図 3.2.2-(3)-②

a）。また同じサンプルについて、落射型蛍光顕微鏡で細胞内染色体 DNA の局在を観察した

（図 3.2.2-(3)-②b）。これら両方の写真をコンピュータ上で重ねあわせを行い（図 3.2.2-(3)-
②c）、細胞の形態と細胞内染色体 DNA の局在について明らかにした。 
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（図 3.2.2-(3)-②a）A 液体培地定常期、微分干渉法による光学顕微鏡像 
 

（図 3.2.2-(3)-②b）A 液体培地定常期、DAPI 染色による蛍光顕微鏡像 
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（図 3.2.2-(3)-②c）微分干渉像と DAPI 染色像の重ね合わせ 
 DAPI 染色像を擬似カラー（青色）で着色し、微分干渉像と重ね合わせた。 
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③ BT 液体培地における形態観察と細胞内染色体 DNA の局在 
A 液体培地と同様に、BT 液体培地における形態観察と細胞内染色体 DNA の局在観察を行

った。（図 3.2.2-(3)-③a, b） 
 

 
（図 3.2.2-(3)-③a）BT 液体培地定常期、微分干渉法による光学顕微鏡像 

 
 
 

 
（図 3.2.2-(3)-③b）微分干渉像と DAPI 染色像の重ね合わせ 
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④ グルコース添加 BT 液体培地における形態観察と細胞内染色体 DNA の局在  
BT 液体培地で培養中（ジャーファーメンター使用）にさらにグルコースを添加し、高密度

に培養したもの。（OD610 nm：約 58） 
 

（図 3.2.2-(3)-④a）グルコース添加 BT 液体培地定常期、微分干渉法による光学顕微鏡像 
 
 
 

（図 3.2.2-(3)-④b）微分干渉像と DAPI 染色像の重ね合わせ 
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⑤ BT 液体培地（ビオチンなし）における形態観察と細胞内染色体 DNA の局在 
BT 液体培地で 5 時間培養後、ビオチンを含まない BT 培地でさらに 2 時間培養し、形態

観察と細胞内染色体 DNA の局在観察を行った。（図 3.2.2-(3)-⑤a, b） 
 
 

（図 3.2.2-(3)-⑤a）BT 液体培地定常期、微分干渉法による光学顕微鏡像 
 
 
 

（図 3.2.2-(3)-⑤b）微分干渉像と DAPI 染色像の重ね合わせ 

 48



⑥ 嫌気液体培養における形態観察と細胞内染色体 DNA の局在 

（図 3.2.2-(3)-⑥a）嫌気培養 BT 液体培地、微分干渉法による光学顕微鏡像 
 

（図 3.2.2-(3)-⑥b）嫌気培養 BT 液体培地、DAPI 染色による蛍光顕微鏡像 
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（図 3.2.2-(3)-⑥c）微分干渉像と DAPI 染色像の重ね合わせ 
 DAPI 染色像を擬似カラー（青色）で着色し、微分干渉像と重ね合わせた。 
 
嫌気培養については、A 液体培地で培養後 BT 液体培地に移し、ジャーファーメンターを

用いて無通気状態でさらに 3 時間培養したものについて観察を行った。 
 
 
 
(4) 考察 
 
コリネ型細菌 Corynebacterium glutamicum R 株を用いて、様々な培地、条件で培養を

行い、その形態を観察するとともに、DAPI 染色を行うことで細胞内染色体 DNA の局在を

明らかにした。 
A 液体培地（図 3.2.2-(3)-②a）では、スナッピングフォームとよばれる成長した細胞が分

裂時に折れ曲がるコリネ型細菌特有の形状がみられた。DAPI 染色（図 3.2.2-(3)-②b）では、

暗視野中で染色体 DNA の存在する部分が明るく蛍光を発している。個々の細胞について、

細胞内の染色体 DNA を染色することで、その細胞の細胞周期を推定することができる。新

生細胞では、染色体は中央付近に存在しているのに対し、細胞分裂直前の細胞は、複製を

終えた染色体 DNA が両極方向へと移動している。 
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（図 3.2.2-(3)-②c）は、（図 3.2.2-(3)-②b）の DAPI 染色像を擬似カラーで青色に着色し

た後、（図 3.2.2-(3)-②a）の微分干渉像と重ね合わせたものである。これにより、個々の細

胞形態と細胞内染色体 DNA の局在が明確となった。A 液体培地での培養では、細胞周期の

様々なフェーズの細胞が観察された。 
BT 液体培地（図 3.2.2-(3)-③a, b）では、A 液体培地に比べ多くの細胞が細長く伸長して

いるのがみられた。DAPI 染色像から、ほとんどの細胞が DNA 複製を終えており、細胞分

裂の直前で停止（もしくはスローダウン）しているものと考えられる。大腸菌などの他の

バクテリアでは、変異株や栄養条件の悪化により細胞長が著しく伸長するものが見られる

が、コリネ型細菌においてはそのような著しい細胞長の伸長は観察されないことから、細

胞長の伸長を抑制する制御系の存在が示唆される。 
ジャーファーメンターを用いた培養で、BT 液体培地にグルコース添加をおこなったもの

（図 3.2.2-(3)-④a, b）について、観察を行った。通常の BT 液体培地のものと比べて、ほと

んどの細胞で細胞長が短く、染色体 DNA が中央に密に存在しているものが多く、DNA 複

製前、もしくは複製中のものがほとんどであると考えられる。 
これらの実験結果から、コリネ型細菌の細胞形態および、細胞周期と培地の間には関連

がみられた。培地中の栄養源（おもにグルコース）が多いほど細胞の形態は小さい。栄養

源が枯渇すると、細胞が伸長し、複製を終えた染色体 DNA が反対方向の極へ移動した状態

で止まっているものが多く見られる。 
BT 液体培地からビオチンを除くと、コリネ型細菌は細胞増殖を停止することが知られて

いる（図 3.2.2-(3)-①）。ビオチン欠如培地でのコリネ型細菌の細胞形態と細胞内染色体 DNA
の局在について観察をおこなった（図 3.2.2-(3)-⑤a, b）。BT 液体培地で 5 時間培養した後、

ビオチン欠如 BT 液体培地に移し、さらに 2 時間振盪培養を行った。ビオチン欠如培地に移

して 30 分後には細胞形態が変化し（データは示さず）、細胞が扁平化し内部にコブのよう

な塊があるのが微分干渉像からうかがい知れる。DAPI 染色を行うことで、この細胞内の塊

が染色体 DNA の凝集したものであることが明らかとなった。これはおそらくビオチンの欠

乏により、細胞膜の構造に変化を生じ、染色体 DNA の分配が正しく行われなくなったと予

想される。 
コリネ型細菌は、嫌気状態において主要な代謝経路を保持しながら、細胞増殖が抑制さ

れることが知られている。ジャーファーメンターを用いて、通常の A 液体培養後 BT 液体

培地に移し、無通気状態で 3 時間培養を行い、形態観察と細胞内染色体 DNA の局在を行っ

た（図 3.2.2-(3)-⑥a, b）。ビオチン欠乏培地とは異なり、嫌気状態の微分干渉像からは特に

目立った形態変化はみられなかった。また DAPI 染色像からは、個々の細胞が細胞周期の

特定のフェーズで止まっているようには見えない。 
ビオチン欠如培地での細胞増殖の抑制が、染色体 DNA の分配に不都合を生じためと推測

されるのに対して、嫌気状態での細胞増殖の抑制は、現状においては、細胞の形態変化か

らその原因を推測するのは困難である。この嫌気培養条件での細胞増殖の抑制状態につい
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て、さらなる解析を必要とするが、現時点においては、これら二つのビオチン欠乏条件と、

嫌気培養条件の細胞増殖抑制機構は、別の制御系によるものと推測される。 
 
 
 
3.2.3 FtsZ-GFP 蛍光タンパク質の細胞内局在 
 

(1) はじめに 
 
 コリネ型細菌の細胞複製が抑制される条件において、個々の細胞が細胞周期のどのフェ

ーズで制御を受けているのかを明らかにすることは、細胞複製の制御経路を知る上で、き

わめて重要である。個々の細胞について、細胞周期フェーズを解析するためには、染色体

DNA の局在を調べるだけでは十分とはいえない。FtsZ タンパク質は、広くバクテリアで保

存されており、FtsZ 分子間の重合、あるいは他のサブユニットタンパク質と複合体を形成

し、Z リングとよばれる構造体を形成することが知られている。この Z リングがバクテリア

の細胞分裂に必須の機能をもつものと考えられている。コリネ型細菌の FtsZ タンパク質に

クラゲ由来の蛍光タンパク質である GFP（green fluorescence protein）を融合させること

で、生細胞において FtsZ-GFP の局在を観察でき、個々の細胞の細胞周期フェーズを解析

することが可能となる。 
 
(2) 実験材料と実験方法 
 
①実験材料 
 ftsZ-GFP の構築には、invitrogen 社、pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO を用いた。PCR 反応

には、耐熱 DNA ポリメラーゼに TaKaRa-bio 社の TaKaRa LA Taq を用い、サーマルサイ

クラーには Applied Biosystem 社の GeneAmp PCR System 9700 を使用した。 
 PCR 用のプライマーには、 
 f/ftsZ-EcoRI 5’-gtggctggggaattccggttcac-3’ 23mer 
 r/ftsZ  5’-actggaggaagctgggtacatcc-3’ 23mer 
 f/d.2105-SmaI 5’-gaaccgccgcccgggcatctcag-3’ 23mer 
 r/d.2105-SmaI 5’-gctgggtacacccgggtcgtctcc-3’ 24mer 
以上を用いた。 
 
②実験方法 
a) C. glutamicum R 株の ftsZ 相同遺伝子の同定 

コリネ型細菌 Corynebacterium glutamicum R 株における、ftsZ 相同遺伝子の同定を行
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うため、大腸菌 ftsZ 遺伝子との相同性検索を行った。データベース検索の結果、CglR2037
遺伝子がコードするアミノ酸レベルで４６％の相同性を示し、C. glutamicum R 株におけ

る ftsZ 相同遺伝子であると同定された。 
 

b) 組換え体作製用プラスミドの作製 
ftsZ-GFP 遺伝子を菌体内に安定に保持させるため、抗生物質（カナマイシン）耐性遺伝

子をマーカーに持たせ、相同的組換えによる二回組換え体を得ることで、野生型の ftsZ 遺

伝子（CglR2037）を ftsZ-GFP 遺伝子に置換した株を得ることができる。 
この組換え体作製用プラスミドを作製するにあたり、ftsZ 遺伝子（CglR2037）断片を PCR

法で増幅した。プライマーDNA は、f/ftsZ-EcoRI と r./ftsZ を使用し、テンプレート DNA
には、C. glutamicum R 株から調整した染色体 DNA 画分を使用した。PCR 反応によって

増幅した DNA 断片を、pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO を用いてクローニングした。 
さらに、相同性二回組換えを行うために、プラスミド内にカナマイシン耐性遺伝子をは

さんで、ftsZ 遺伝子（CglR2037）の C 末端コーディング領域 310 塩基対を PCR 反応によ

って増幅し（プライマー：f/d.2105-SmaI、r/d.2105-SmaI）、ftsZ-pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO
プラスミド内に挿入した（図 3.2.3-(2)）。 

 
 CglR2037EcoRI 

Kmr

PstI
CglR2037 C 

SmaI 

SmaI
PstI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図 3.2.3-(2)）二回組換え体作製用プラスミドの構築 
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c) ftsZ-GFP 相同性組換え体の作製 
 上で得られたプラスミドで、大腸菌 JM110 株を形質転換し、得られた形質転換体からプ

ラスミド DNA を回収することでメチル化を受けていないプラスミドを得た。この非メチル

化プラスミド DNA をコリネ型細菌に電気パルス法で導入した。 
 このプラスミド DNA は、コリネ型細菌の複製開始起点（oriC）をもたないので、コリネ

型細菌菌体内で自己複製は起こらない。つまりプラスミド DNA 上のマーカー遺伝子を安定

して発現させるには、染色体 DNA と組換えを起こす必要がある。プラスミド DNA と染色

体 DNA 間で一回相同性組換えを起こすことにより、プラスミド DNA の全長が染色体上に

組み込まれる。この場合、野生型の CglR2037 遺伝子はそのままの形で染色体上に存在す

る。プラスミド DNA と染色体 DNA 間で二回相同性組換えを起こすことにより、野生型の

CglR2037 遺伝子と CglR2037-GFP 遺伝子が置換し、カナマイシン耐性遺伝を保持した組

換え体を得ることができる。 
 電気パルス法で処理した菌体をカナマイシンプレートを用いて組換え体を選別し、染色

体 DNA 上に組み込まれた DNA 断片について、PCR 法で確認し、一回相同組換え体（#22
株）および二回相同組換え体（#43株）を得た。 
 
d) ftsZ-GFP 相同性組換え体の蛍光顕微鏡観察 

一回相同組換え体（#22株）および二回相同組換え体（#43 株）について、A 液体培地、

A 固形培地を用いて、25℃及び 33℃で培養し、蛍光顕微鏡で観察をおこなった。 
 
 
 
(1) 実験結果 
 
① 一回相同組換え体#22株の FtsZ-GFP 細胞内局在観察 
 組換え体を 33℃で培養し、蛍光顕微鏡で観察をおこなったが、FtsZ-GFP の発現は確認

できなかった（データは示さず）。次に 25℃で培養を行い、蛍光顕微鏡観察を行った（図

3.2.3-(3)-①）。強い蛍光を発する細胞については、細胞全体が発光していた。その他の細胞

では蛍光強度が弱いながら、細胞内に FtsZ-GFP のフィラメント構造を確認した。 
 

 54



（図 3.2.3-(3)-①）#22株の FtsZ-GFP 細胞内局在観察（GFP 蛍光観察像） 
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② 二回組換え体、#43株の FtsZ-GFP 細胞内局在観察 
二回組換え体#43株について、#22株と同様に33℃で培養をおこなったところ、FtsZ-GFP

は観察できなかった。次に 25℃で培養を行い、観察を行った（図 3.2.3-(3)-②a, b, c）。 

（図 3.2.3-(3)-②a）#43株の FtsZ-GFP 細胞内局在（微分干渉像） 

（図 3.2.3-(3)-②b）#43株の FtsZ-GFP 細胞内局在（GFP 蛍光観察像） 

（図 3.2.3-(3)-②c）#43株の FtsZ-GFP 細胞内局在（重ね合わせ） 
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（図 3.2.3-(3)-②d）BT 培地 25℃培養、FtsZ-GFP 細胞内局在（GFP 蛍光観察像） 
 
 
 
 
(1) 考察 
 
大腸菌の FtsZ タンパク質アミノ酸配列を基にデータベース相同性検索を行った結果、 

コリネ型細菌 C. glutamicum R 株、CglR2037 遺伝子がコードするタンパク質と全長にわ

たって高い相同性（46％）を示し、CglR2037 遺伝子が ftsZ 相同遺伝子であると推定した。

この遺伝子（以下、ftsZ と記す）にクラゲ由来の蛍光タンパク質 GFP を融合し、コリネ型

細胞内での発現を行った。 
ftsZ-GFP 遺伝子を菌体内で安定に保持させるために、染色体 DNA 上に ftsZ-GFP 遺伝

子を組換えた株を単離した。得られた一回組換え体#22株、二回組換え体#43株を用いて、

蛍光顕微鏡観察を行った。 
GFP 融合タンパク質は、生細胞内で機能するタンパク質を観察できる強力なツールであ

る。しかしながら、ある種の GFP 融合タンパク質においては、タンパク質分子間で凝集す

る場合もある。一般的に低温度で培養を行ったほうが、GFP 融合タンパク質の立体構造が

正常に形成されるといわれている。今回、#22 株および#43 株で 33℃で培養した場合、

FtsZ-GFP が観察されなかったことについて、GFP 融合タンパク質の立体構造が正常に行

われなかったものと考えられる。 
25℃で培養し GFP 蛍光観察を行ったものについて、#22株で FtsZ-GFP のフィラメント構

造がみられた（図 3.2.3-(3)-①）。この FtsZ-GFP のフィラメント構造は、視野内のほとんど

の細胞で観察され、長さ、方向性は様々であるが、細胞の長軸に沿ったものが多いよう 
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に見える。また細胞の分裂面に相当する位置にも FtsZ-GFP の局在が見られた。これが Z-
リングであるかどうかは不明である。 

#22株では、染色体上に野生型の ftsZ 遺伝子を保持しているのに対し、#43株では染色

体上に野生型 ftsZ 遺伝子を保持していない。#43 株ではすべての FtsZ 分子に GFP のタグ

が付加しており、もし、FtsZ と他のサブユニットで構成される Z-リングにこの GFP タグ

が構造的に障害を与えるのであれば、直ちに生育に影響がでるものと予想される。 
#43株の GFP 蛍光観察をおこなったところ、ごく一部の細胞が針状に形態が変化し、強

い GFP 蛍光を発することが観察された（図 3.2.3-(3)-②a, b, c）。これらの針状の細胞は、

固形培地上で増殖することを確認している。また BT 固形培地を用いて 25℃で培養したも

のでは、#22株と同様に FtsZ-GFP のフィラメント構造が観察された（図 3.2.3-(3)-②d）。
#22株に比べて、フィラメント構造の蛍光強度が強いことと、フィラメント構造以外に染色

体 DNA の塊に隣接して強く蛍光を発する FtsZ-GFP のスポットが観察された。 
#22株では、おそらく野生型 FtsZ が形成するフィラメント構造に FtsZ-GFP 融合タンパ

ク質が一部まぶさるような形で、フィラメント構造全体が弱い蛍光を発して構造が検出さ

れたと考えられる。#43株では、FtsZ-GFP が重合し構造体を形成することで、強い蛍光を

発するが、A 培地では正常の Z-リングが形成されないことからか、細胞形態が針状に変化

している。BT 培地でみられた#43株の細胞内 FtsZ-GFP 局在は非常に興味深い。複製を終

えた染色体 DNA の塊に隣接する位置に強い FtsZ-GFP のスポットが見られるとともに、細

胞あたり一本の FtsZ-GFP フィラメント構造が見られた。おそらく FtsZ-GFP と他のサブ

ユニットからなる複合体が、染色体 DNA に隣接して存在し、染色体 DNA の分配に機能す

るものと思われる。今後、コリネ型細菌の細胞周期フェーズを解析する目的として、

FtsZ-GFP のフィラメント構造、および FtsZ-GFP と染色体 DNA の位置関係を解析するこ

とが非常に有効であると考えられる。 
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3.2.4 温度感受性変異（ts）株の単離 
 
(1) はじめに 
 

3.2.1-(1)で述べたように、コリネ型細菌で実現している、主要代謝系の活性を保持しつつ

細胞複製が抑制されている状態を明らかにしていく有力な方法の一つとして、細胞複製に

異常のある変異株の解析がある。細胞複製をコリネ型細菌の細胞増殖制御経路を明らかに

するために、低温度（30℃）で正常に生育し、高温度（38℃）で生育できなくなる温度感

受性変異（ts）株の単離を行った。ここで単離される ts 株は、菌体の生育に必須な遺伝子

に変異を起こすことによって、ts 性が出ているものと考えられる。これらの多種多様な ts
株を解析することで、細胞複製の制御経路について明らかにすることができ、コリネ型細

菌以外のバクテリアについても適用が可能となる。 
 
 

(2) 実験材料と実験方法 
 

①実験材料 
温度感受性変異(ts)株を得るための DNA 変異源として、シグマ社のエチルメタンスルフ

ォン酸（EMS：Ethyl methanesulfonate）を用いた。 
 
 

②実験方法 
コリネ型細菌 C. glutamicum R 株を BT 液体培地で培養し、対数増殖期後期（9 x 109  

cells/ml）の細胞、100μl（9 x 108  cells）を分取し、PBS 溶液を用いて菌体を洗浄後、0.12% 
EMS, BT 液体培地 1ml に懸濁し、33℃で 60 分間変異源処理をおこなった。遠心分離で菌

体を回収、PBS 溶液で洗浄後、PBS 溶液で 1/50,000 倍に希釈し、100μl（1,700 cells）を

BT プレート上にまき、30℃2 日間静置培養後、コロニー数をカウントした。 
BT プレートに生じたコロニーを、プレートレプリカ法によって BT プレートにスタンプ

し、それぞれ 30℃と 38℃で静置培養を行った。一日後、30℃のプレート上で生育し、38℃
のプレート上で生育が悪いものを選択した。 
 得られた ts 候補について、BT 液体培地を用いて培養後 PBS 溶液で希釈列を作製し、BT
プレート上にそれぞれスポットしたものを 30℃、および 38℃で静置培養した。 
 
 
(3) 実験結果 
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① EMS 変異源処理と ts 株のスクリーニング 
 

EMS 未処理のものでは、プレートあたり平均 1,007 個のコロニーがカウントされた（回

収率 59%）のに対して、EMS 処理を行ったものでは平均 180.7 個で、生存率は 18%であっ

た。 
30 枚の BT プレートに生じたコロニーを、プレートレプリカ法によって新たに 2 枚の BT

プレートにスタンプし、それぞれ 30℃と 38℃で静置培養を行った。1 日後、30℃のプレー

ト上で生育し、38℃のプレート上で生育が悪いものを ts 候補株として選択した。 
 得られた ts 候補株について、BT 液体培地を用いて培養後 PBS 溶液で希釈列を作製し、

BT プレート上にそれぞれスポットしたものを 30℃、および 38℃で静置培養した(図
3.2.4-(3))。 
 
 

1 10-1 10-2 10-3 1 10-1 10-2 10-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野生株（WT） 

変異株 #52

#64

#76

38℃30℃ 
 

(図 3.2.4-(3)) ts 株のスクリーニング 
変異株#52, #64, #76は野生株と比べて 38℃において生育が悪いことから 
ts 株であると同定した。 
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(4) 考察 
生育に必須である遺伝子の破壊株は、その遺伝子の機能が生育に必須であるがゆえに単

離できない。必須遺伝子に変異をもつことで、コードするタンパク質の機能を完全には損

なわず ts 性を示すものはこれまでに数多く報告されている。これらの ts 株を解析すること

で、当該必須遺伝子の機能を明らかにすることができるとともに、その遺伝子が関与して

いる制御経路についても情報を得ることができる。有用な ts 株を単離し、解析を行うこと

は、未知の制御経路を明らかにするうえで重要なアプローチである。 
コリネ型細菌 C. glutamicum R 株を DNA 変異源である EMS で処理することにより、

30℃で生育し 38℃で生育できない ts 株を単離した。この方法を用いた ts 候補株の詳細な

スクリーニングにより、さらに効率よく ts 株を単離できるものと考えられる。コリネ型細

菌では、形態の変化から変異株を同定するのは困難であり、この方法を繰り返し用いるこ

とで 100～200 程度の ts 変異株を単離できる目処がたったことは有意義である。これらの

ts 株では、生育に必須な遺伝子に変異をもつ可能性が高く、100～200 程度の ts 株を集め

ることで、コリネ型細菌の ts 株バンクとしての利用が可能となる。 
今後、スクリーニングの効率を高め、100～200 程度の ts 株を集めることで ts 株バンク

を作成し、特定遺伝子のライブラリと組み合わせることで、細胞複製に関与する遺伝子、

およびその ts 株を同定する。これらの変異遺伝子および変異部位を解析することで、コリ

ネ型細菌の細胞分裂を制御する機構について解析を行う。また ts 株および ts 候補株につい

て、光学顕微鏡によって非制限温度（38℃）における細胞形態を観察し、変異株の形態的

な分類と変異遺伝子についての相関についても検討を行う。 
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第4章 大腸菌および枯草菌をモデルとした細胞複製制御機構についての調査研究 
 
４．１ はじめに 
 
分子生物学において、大腸菌（Escherichia coli K12）ほど基礎研究の集積がある生物種

はない。またグラム陽性菌の枯草菌（Bacillus subtilis）はゲノム解読も終了し、基礎分野

の研究報告が数多くなされている。この章ではこれまでに報告されている、大腸菌と枯草

菌を中心とした、バクテリアの細胞複製の制御機構についての調査研究報告を行う。 
バクテリアの細胞周期において、厳密な反応機構によって制御されている重大なイベント

は、「染色体の複製」、「細胞分裂」の二つである。細胞の成長と DNA 複製開始との相関に

ついては、さまざまな実験で証明されている。タンパク質合成が抗生物質の添加やアミノ

酸除去によって阻止されると、DNA の複製開始はさまたげられる。 
本プログラム研究で目的とする、バクテリアの細胞複製を人為的に制御する方法を確立す

るためには、「染色体の複製」と「細胞分裂」の二つのイベントが、細胞周期でどのように

制御されているのかを明らかにしていく必要がある。コリネ型細菌を用いた RITE プロセ

スで見られる細胞複製の抑制状態は、おそらく、これらの細胞周期上のイベントに不都合

が生じることで、細胞複製が停止しているものと予想されるからである。 
分子生物学的知見が集積している大腸菌、枯草菌を中心に、染色体の複製開始起点 oriC

とイニシエーターDnaA タンパク質の制御に関する調査研究を行った。また、バクテリアの

細胞周期における染色体 DNA とタンパク質の動的変化について、バクテリアの複製モデル

の最近の知見、アクチン様タンパク質の発見、染色体分配機構について調査を行った。 
 

 
 

４．２ バクテリアの複製イニシエーターDnaA 
 
 バクテリアの細胞周期において、染色体複製開始は最も主要なイベントである。細胞は

DNA 合成速度を、他の巨大分子の合成と同様に、新生する DNA 鎖の頻度によってコント

ロールする。複製サイクルの終わりには細胞が分裂期に入るためのチェックポイントを通

過する必要がある。この項では、バクテリアにおける染色体複製開始の制御、特にイニシ

エータータンパク質 DnaA の役割について、生化学的、遺伝学的手法による最近の知見を

まとめた。 
 イニシエータータンパク質 DnaA は、これまで解析の行われている全ての真性細菌で保

存されている。名前は、dnaA 遺伝子が DNA 複製に関与する最初の変異株として同定され

たことに由来する。実際、これらの変異株はバクテリアにおける最初の温度感受性変異（ts）
株であり、細胞複製の制御に関する条件致死変異の利用法を確立した。Jacob らのレプリコ
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ン仮説によると、複製開始には２つの基本要素を必要とする。１つがイニシエーターで、

トランスに機能する DnaA である。もう１つがシスに機能するレプリケーターで、現在我々

が複製起点とよぶ oriC である。ほとんどのバクテリアでは、環状染色体上に一箇所の複製

開始起点をもつことが知られている。以下にバクテリアの複製開始について、最近の知見

を報告する。 
 
4.2.1 DnaA の異なる機能 
 

DnaA のすべての機能は、非回転対称の 9-bp 認識配列である DnaA ボックス

（5’-TTATNCACA）に特異的に結合する能力に依存している。複製起点の oriC は、通常数

個の DnaA ボックスが並んだ構造になっている。DnaA がその DnaA ボックスの並びに結

合することが、複製起点における開始複合体（ヌクレオプロテイン複合体）形成の最初の

ステップである 11)。複合体中の DNA の構造的ねじれが、複製開始プロセスにおける DnaA
の二番目の機能に必要であり、あたかも DnaA プライモソームとして機能する。タンパク

質間の相互作用が、複製時に機能するヘリカーゼ（大腸菌では DnaB）を装填する。 
DnaA は転写因子でもある 37)。プロモーター領域の 1 つあるいは 2 つの DnaA ボックス

への結合は転写を抑制することがある。さらに重要なことには、dnaA 遺伝子自身が DnaA
によって抑制されることである。他のプロモーターは DnaA の結合によって誘導される。 

 
 

4.2.2 大腸菌の DNA 複製開始 
 
 現在得られている DnaA と oriC についてのほとんどの知見は、大腸菌から得られたもの

である。特に Kornberg らによる、DnaA, oriC 依存の in vtro 複製システムの長年にわたる

業績は、現在の理解の基礎となるものである。 
 大腸菌の oriC は、260bp の中に 5 つの DnaA ボックス、AT-クラスターとよばれる 13-mer
リピートが 3 回繰り返す AT-リッチ領域が左側（上流側）に存在する。さらに、IHF, FIS
等のアクセサリータンパク質の結合部位や、IciA, Rob, H-NS 等の制御因子の結合部位があ

る。そして重要であるのが、Dam メチルトランスフェラーゼの認識配列である、GATC 配

列部位が 11 箇所存在することである。 
 DnaA は oriC 内にある 5 箇所の結合部位にモノマーの状態で結合することにより、それ

ぞれの結合部位で 40°の曲がりを生じさせる 50)。DnaA の結合が複製開始として機能する

のは、DnaA が ATP と複合体を形成する場合のみである 54)。ATP-DnaA はさらに別の 6mer
の ATP-DnaA ボックス（5’-AGATCT）にも結合する 58,59)。この配列は、まき戻しを受けた

AT-リッチ領域に多く存在し、ATP-DnaA と一本鎖 DNA 中の ATP-DnaA ボックスが結合

することで安定化する。一定量の DnaA レベルが閾値として、開始への構造変化に必要で

 63



あると考えられる。FIS タンパク質はこの反応において負の制御にはたらき 16,69)、HU, IHF
タンパク質 10,57)や高濃度の ATP（ >2mM）、高温度（38℃）55)、転写誘導はまき戻しを増

幅する。電子顕微鏡での観察から、染色体複製の行われている複合体では、20～30 個の

DnaA モノマーを含んでいると考えられている 9,12)。 
まき戻された ssDNA 領域は SSB（一本鎖 DNA 結合タンパク質）に覆われているため、

DnaB ヘリカーゼの良い基質とはいえず、DnaB は DnaA の助けをかりて装填される。２

セットの DnaB 2x6 量体（double hexamers）とヘリカーゼローダーの DnaC が、DnaA
のはたらきでループ内に装填され、1 セットの DnaB 2x6 量体（double hexamers）が、そ

れぞれ複製方向へ進行する。DnaC は ATP の水解を伴って DnaB をループに装填し、装填

後ただちに複合体から離れる。２つの DnaB 6 量体がそれぞれ 5’-3’方向にすすみ、約 65 塩

基長までバブル構造が伸びる。この段階でプライマーゼが複合体に入り込んで、2 方向のリ

ーディング鎖プライマーを合成する。 
リング型のDNAポリメラーゼ IIIのβ-サブユニット２量体であるスライディングクラン

プが、DNA ポリメラーゼ III のγ-サブユニットであるクランプローダーによって、それぞ

れのプライマー伸長後の鋳型に装填される 23)。 
 
 

4.2.3 DnaA のドメイン構造と DnaA 間の相同性 
 
 30 種におよぶ DnaA のアミノ酸配列を比較し、DnaA は I～IV の４つのドメインに分け

られた 20)。ドメイン I（86 アミノ酸残基）については、いくつかの保存している残基を除

いて、はっきりとした相同性はみられない。ドメイン II は可変領域であり、長さも 2～247
（Strep omyces）アミノ酸残基までみられる。ドメイン III は ATP 結合部位を含み、ウォ

ーカーA, B モチーフ、AAA
t

+ファミリーにみられるモチーフがある。ドメイン IV も保存性

の高い領域であるが、古細菌とは相同性がみられない。 
タンパク質の二次構造予測では、一次構造よりさらに高い保存性がみられた。ドメイン

III は、[αβ]5 のロスマンズ折り畳み構造の ATPase モチーフで、DNA ポリメラーゼ III
δ’としてよく知られているタイトな構造であると示唆される。DNA 結合領域であると予想

されるドメイン IV では、４つのα-へリックスがあり、α-へリックス 12 とα-へリックス

13、およびその二つを結ぶ塩基性アミノ酸残基のループが DNA 結合モチーフを形成してい

るものとされる 48)。 
 
 

4.2.4 各ドメインの機能 
 
 N-末端のドメイン I は、タンパク質-タンパク質の相互作用を仲介し、DnaA のオリゴマ
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ー化、DnaB との相互作用にはたらく。DnaA の２つの隣あう DnaA ボックスへの結合は

協調的であり 32)、in vivo での二量体形成にドメイン I が必須の機能をもつ。ドメイン I の
アミノ酸残基 24-86 は DnaA と DnaB の相互作用部位である。二番目の DnaA と DnaB の

相互作用部位がドメイン III の N 末端部位にある。おどろくべきことに、ドメイン I とドメ

イン IIは、in vitroにおいてATリッチ領域のDNA巻き戻しに必要でないことが分かった。

しかしながら、ドメイン I の 26、あるいは 40 アミノ酸残基の変異は AT リッチ領域の DNA 
巻き戻しができないことが報告されており、この点については、さらなる研究が必要であ

る。 
ドメイン II は上で述べたように、バクテリア間で大きさが異なっている。大腸菌の DnaA

ではアミノ酸残基 87-134 で、機能を損なうことなしに削除できる領域である。 
ドメイン III は、開きねじれ型αβ-構造として構成されており、AAA+ ATPase タイプの

P-ループ、ウォーカーA モチーフ ATP 結合部位がある。ATPase としては、ウォーカーB
モチーフがあること、ATPase 活性に問題のある変異株、E204Q、R334H が同定されたこ

とによって示された 39,61)。ATP との結合と、その水解の重要性は次の項で述べる。 
ドメイン III の N-末端部分、アミノ酸残基 130-148 は DnaB との二番目の相互作用部位

である 52,62)。DnaA は DnaB との相互作用部位を二箇所もち、アミノ酸残基 24-86 が DnaB
のアミノ酸残基 154-2102)と、またアミノ酸残基 130-148 が DnaB の N-末端部分（αフラ

グメント）と相互作用をしめす 52)。 
ドメイン III は DnaA のオリゴマー化に作用する部位ももつ。これは Stareptomyces の

DnaAで、酵素反応速度論による解析とゲルリターデーション活性測定よりしめされた 32)。 
DNA 結合部位であるドメイン IV は、C-末端の 94 アミノ酸残基よりなり 48)、DNA 結合

モチーフはα-へリックス 12 と 13、およびその間にある塩基性アミノ酸のループより成る

と考えられている 3)。このドメインに変異を持つ変異株の解析より、DNA 結合能の減少し

たものは、ドメイン IV 全体でみつかることが分かった 3)。DNA 結合の特異的配列に影響

の出た変異株は、へリックス 15 の始まり部分に集中してみられた。dnaX の ts 変異株のサ

プレッサー4)も、この特異的部位に変異が落ちた。後の項で述べるが、ドメイン III への ATP
の結合は DnaA の結合配列特異性を変化させる 59)。この特質とよく一致することに、ATP
のγ-リン酸基とドメイン IV の Lys-415 を架橋することで、DnaA に結合した ATP は、三

次構造においては DNA 結合ドメインと接近していることが分かった 28)。 
 
 

4.2.5 DnaA への ATP 結合の役割と機能 
 

 DnaA への ATP の結合は、DnaA による AT-リッチ領域の巻き戻しに必要である 54)。ヘ

リカーゼの装填は ATP 結合に問題のある変異株でも起きることから、この反応は DnaA と

ATP の複合体が必要な唯一の反応である 52)。ATP の結合は、水解しない ATP 類似体を用
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いても同様の効果を得られることから、アロステリックな変化を引き起こすもので、エネ

ルギーの供給はないことが分かった 54)。 
いくつかの「古典的」dnaA 変異株、例えば dnaA45、dnaA46 では A148V の変異をかか

えており、この変異はウォーカーA モチーフ内の ATP 結合部位の近傍である 15)。これらの

変異株は ts 株であり、あらゆる温度下で ATP、または ADP と結合しないが、DnaK、GrpE
タンパク質によって ATP 結合活性を示す 7)。すべての A148V 変異株は dnaA 遺伝子内に二

つ目の変異をかかえている。A148V 変異を二つ目の変異と分離すると、同様の ts 性をしめ

すようになる。A148V 変異をマルチコピープラスミド上にのせると、dnaA+や dnaA46 株

で cs 性（低温度感受性）をしめすようになる 7,15)。dnaA46 の遺伝子内サプレッションが

dnaAco として同定され、二箇所の新たな変異（Q156L, Y271H）が落ちていたs 6)。同様に

dnaA219 株が R342C 変異による遺伝子内サプレッションがみられた 67)。これら両方のサ

プレッション株は、30℃で過剰の DNA 複製開始（DNA overinitiation）を起こすため、cs
性をしめす 67)。dnaA219 変異株は、複製開始に不具合のあるものについて、そのために cs
性から復帰できる、複製開始に不具合をもつもののポジティブセレクションのために、そ

の状態をモニターするのに好んで使われている 67)。 
ATP と結合した DnaA の活性化構造は、ATP-DnaA が新たな配列特異性を得て以後、ド

メイン IV の DNA 結合部位かその近傍で感知される。ATP 水解に問題のある変異が、ドメ

イン IV のすぐ上流の R334H、ドメイン III の ATPase と同様の水解に関与する E204Q と

同様の位置に見つかった 61)。 
DnaA の内在性の ATPase 活性は、複製開始サイクルの終わり頃に活性化する。この反応

は、単鎖 DNA への DNA ポリメラーゼ III ホロ酵素のβサブユニット二量体のスライディ

ングクランプの装填（ローディング）によって行われる 21)。またこの反応は、補助因子と

して、Had を必要とする 22)。それゆえ、had 変異株は dnaAcos や dnaA219 と同様な過剰

複製開始（overinitiation）の表現型を示す。ADP と ATP の細胞内比率は、対数増殖期の

細胞で４：１である。同調培養をおこなったものでは、ATP-DnaA が複製開始前に増加し、

複製開始中に ADP-DnaA への水解が起こった。ATP-DnaA は dnaA 遺伝子のプロモーター

でリプレッサーとして機能することから、細胞周期における DnaA 合成の増減にも起因す

るものと考えられる。この開始 DnaA にみられる、ATP-結合型と ADP-結合型間の状態変

化は明かに、一般に見られる制御の原則にのっとっている 29)。 
低マグネシウムイオン（Mg2+）や、核酸のない条件下では、DnaA は DNA と非特異的に

結合する 34)。しかしながら、これらは DnaA 調製時の関水プロトコールによる変成過程で

起きる人工産物である 56)。本来のDnaAは常にATPまたはADPと複合体を形成している。 
 
 

4.2.6 DnaA と膜 
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大腸菌では細胞内の DnaA の大部分が膜画分に見られる 45)。大腸菌の変異株 pgsA は限

定的な酸性リン脂質しか合成できず、細胞複製の停止が起きる 70)。この現象は、膜との相

互作用部位に変異を持つ DnaA を大量発現によって抑制することができる 73)。ある種の

dnaA 変異株では細胞膜の透過性が変化している 66)。これまでに DnaA-膜の相互作用が物

理的に重要であるとの指摘が数多くなされている。 
酸性リン脂質は DnaA と ATP、あるいは ADP との親和性を減少させる。それゆえ、こ

れらのヌクレオチドの交換を促進し、不活性な ADP-DnaA の「回復」をおこなう 38)。リン

脂質は DnaA と oriC 配列の親和性も弱める 8)。DnaA の膜との相互作用部位は、α-へリッ

クス 10, 11 の変異株の解析から、アミノ酸残基 327-344 と、357-374 であることが分かっ

た 33)。α-へリックス 11（アミノ酸残基 357-374）は、膜を介したヌクレオチドの放出に不

可欠な領域としてみつかっており、α-へリックス 11 の C-末端領域に隣接するアミノ酸残

基 373-381 のペプチドは、リン脂質に結合するとされている 13)。いまのところ、DnaA-膜
の相互作用が、DnaA を介する開始複合体と膜の結合、あるいは ATP-ADP「回復」反応に

物理的に関連性があるのかどうか、明らかではない。 
 
 

4.2.7 DnaA ボックス 
 
 ATP-DnaA, ADP-DnaA は同じアフィニティー（KD:0.6~50nM）で非対称な 9-mer の

DnaA ボックスとよばれる 5’-TTA/TTNCACA からなる相同性塩基配列に結合する。UDG
フットプリンティング法により、この配列の T2, T4, T7’, T9’ が極めて重要であることが分

かった。この方法では、特定の T（チミン）を dU（デオキシウリジン）に置換し、DnaA
あり、DnaA なしの条件で、ウラシル-DNA グリコシラーゼの反応性によっておこなわれた

60)。以前は、このような厳密な相同性配列（DNase I によるフットプリンティング法によ

る）よりも、1-2bp のずれを含めたゆるい相同性配列が知られていた。DnaA と DNA ボッ

クス複合体の形成が RNA ポリメラーゼの転写を抑えることで阻害でき、DnaA ボックスの

もう少しゆるい相同性配列、5’-(T,C)(T,C)(A,T,C)T(A,C)C(A,G)(A,C,T)(A,C)が決められた 49)。

大腸菌 DnaA における、この明白な矛盾については次の項で述べる。大腸菌 DnaA のモノ

マーは厳密な DnaA ボックスのみに結合する。ゆるい相同性配列への結合は、二つの DnaA
モノマーと、二つの DnaA ボックスを必要とする 36,59)。 
 
 
4.2.8 DnaA のオリゴマー化と協調性（DnaA 結合のルール） 
 
 dnaA 遺伝子のプロモーター領域は、DNase I フットプリンティング法によって決定され

た。おどろくべきことに、ATP-DnaA 複合体（ADP-DnaA ではなく）には二番目の配列特
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異的な 6-mer からなる相同性塩基配列、ATP-DnaA ボックスがあることが分かった 59)。 
 DnaA の結合ルールについて、dnaA 遺伝子のプロモーター領域への結合をもとにまとめ

た。 
 1．大腸菌の DnaA は、ATP-DnaA、ADP-DnaA ともに単一の DnaA ボックスにモノマ

ーで結合する。ただし、このボックスは厳密な相同性配列、5’-TTA/TTNCACA に従い、以

後「ストロング」ボックスとよぶ。 
 2．どちらの型も単一の「ウィーク」ボックスには結合しない。例えば DnaA ボックスの

相同性配列と 1、あるいは 2 塩基のミスマッチがある場合、二番目の DnaA タンパク質が

隣接する DnaA ボックスと結合がおきるまで単一では結合しない。 
 3．ATP-DnaA は、BglII サイトに相当する、6-mer の ATP-DnaA ボックスを認識する。

これらのウィークボックスは、DnaA の結合に隣接したストロングボックスを必要とする。 
 4．ATP-DnaA は、単鎖 ATP-DnaA ボックスに結合する。これは、大腸菌 oriC の巻き戻

されていない領域で見られ、基質として二本鎖 DNA のストロングボックスと隣接する単鎖

DNA と ATP-DnaA ボックスへ結合できる 68)。これはおそらく、oriC 内に多くのボックス

があるためと考えられる。単鎖 ATP-DnaA ボックスは、中程度のアフィニティー

（KD=40nM）をもち、ストロング二本鎖ボックスは、約 1nM の KDで、ウィーク二本鎖ボ

ックスは ATP-DnaA ボックスを含めて、KDは約 400nM である 58)。 
 
 
4.2.9 DnaA を介した複製起点の巻き戻し 
 
 AT-リッチ領域の巻き戻しは、ほとんどの原核生物、あるいは真核生物の複製起点の開始

において非常に重要なステップである。大腸菌の場合、AT-リッチ領域に 9-mer の DnaA ボ

ックスR1に隣接した 6つのATP-DnaAボックスが存在する。最初のDnaAの結合は、DnaA
ボックス R1 でおこる。この結合がアンカーとなることで、二本鎖 ATP-DnaA ボックスへ

の ATP-DnaA の協調的結合がおきる。上の項で概略を述べたように、これらのボックスが

低アフィニティーの結合を促進するが、そのためには協調的な相互作用を必要とする。

DnaA は DNA 鎖に結合することで、鎖を 40°折り曲げる 50)。この複合体における位相的

な歪み（topologycal stress）がAT-リッチ領域での巻き戻しを引き起こす。そこへATP-DnaA
が単鎖 ATP-DnaA ボックスに結合し、単鎖 DNA 状態の初期の安定化をもたらす。これは

再び高アフィニティーの反応である。特定の部位において形成するタンパク質複合体が、

決められたタイミングで、高-低-高のアフィニティーの順をたどることは、一般的な特徴で

あると思われる。二本鎖 AT-リッチ領域への協調的結合は、おそらく複製開始反応での律速

反応であると考えられ、あとの巻き戻しを引き起こす 58)。 
初めに 28bp が DnaA タンパク質のみによって、さらに SSB を伴うことで 44-52bp が巻

き戻される。これは大腸菌 E. coli と枯草菌 B. subtilis の oriC に関して確認されている 26)。
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主要部分を E. coli の oriC から、AT-リッチ領域を B. subtilis からもってきたハイブリッド

複製起点（hybrid origin）は、E. coli の DnaA によって巻き戻され、ヘリカーゼがバブル

に装填された 53)。つまり、複製開始プロセスと DnaA の役割について、E. coli と B. subtilis
でほぼ同様であることが示唆される。DnaA-oriC の相互作用部位の塩基配列が、種特異的

に、oriC の主要部分に５箇所の 9-mer の DnaA ボックスが存在すると考えられる。 
 
 

4.2.10 他のバクテリアの DnaA と oriC 
 
異なるバクテリアでは、様々な大きさの複製開始部位をもつが、全てのバクテリア

（Synechocystis を除く）で数箇所の DnaA ボックスと AT-リッチ領域をもつ。例えば、E. 
coli の oriC では 260bp と５箇所の DnaA ボックスからなり、B. subtilis の oriC では dnaA
遺伝子で隔てられた DnaA ボックスのクラスターが３つ存在する。T. thermophilus では対

称的に分布する 12 あるいは 13 のボックス（12 番と 13 番は重なっている）が存在し 51)、

Streptomyces では 600bp に 19 の DnaA ボックスがある 18)。 
 
(1) 枯草菌 B. subtilis 
３つ全ての DnaA ボックスのクラスターが oriC の機能に必要である。クラスター間に存

在する dnaA 遺伝子は、DnaA が他から供給される条件では、欠失することができる。oriC
領域の境界にある rpmH遺伝子のところに 16-merのAT-リッチ領域が 3箇所存在し、dnaN
遺伝子側に 27bp の AT-リッチクラスターが 1 箇所ある 27)。この 27bp の AT-クラスターと

周りの配列から巻き戻し反応が起きる。DnaA タンパク質が DnaA ボックスのクラスター

に結合し、ループを形成しているのが電子顕微鏡で見ることができる。これは、E. coli の

oriC でも見ることができるが、物理的な関連は不明瞭である。DnaA タンパク質について

は、生化学的に E. coli のものと極めて似ている。 
DnaA ボックスのクラスターを伴った oriC の位置は、多くのバクテリア、例えば、

Micrococcus luteus, Mycoplasma capricolum, Spiroplasma citri, Mycobacterium, 
Helicobacter pylori, Strep omyces で保存しており、dnaA 遺伝子の上流あるいは、dnaA
遺伝子と dnaN 遺伝子の間にある。 

t

B. subtilis の oriC からミニ染色体の複製が同定された 41)。しかしながら、E. coli のミニ

染色体とは異なって、このプラスミドは染色体上の oriC と強い不和合性を示した。この不

和合性は、oriC からの DnaA ボックスクラスターが、マルチコピーのベクター上に存在す

るときにもみられた 43)。おそらく、E. coli での比較的ゆるいコピー数のコントロールは、

Dam-SeqA システムの存在が関係するものと思われる。B. subtilis のような種では、その

ようなメチル化によるコントロールはなく、複製開始をもっと厳密にコントロールする必

要があるものと考えられる。in vtro での oriC プラスミドの複製系は、B. subtilis でも確立
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された 42)。DnaA 遺伝子の発現は、E. coli の場合と同様に、自己制御されている 46)。 
もう一つ、B. subtilis にあって E. coli にない制御系がみつかっている。oriC の両側、

100-200kb はなれて存在する２つのチェックポイントである。これらは、厳密な複製反応

と、染色体の末端における複製停止に通常みられるタイプの RTP タンパク質結合部位に依

存している。 
 

(2) Strep omyces t

r

 Storeptomyces 種では、巨大な線状染色体の中央部に oriC が存在する。この oriC は、環

状の自己増殖能をもつ、コピー数の少ないミニ染色体でも機能する 71)。oriC は、19 の DnaA
ボックスがあり、それぞれの場所、方向がよく保存されている 18)。Streptomyces の oriC
は、AT-リッチ領域の並びは見られず、５つの短い AT-リッチのストレッチがある。複製ヘ

リカーゼがどこから、どのようにして装填されるのか分かっていない。 
 
(3) T. thermophilus 
 T. thermophilus の複製起点もまた、dnaA 遺伝子と dnaN 遺伝子の間にある。あまりみ

られないことに、ほぼ対称な構造をしている 51)。6 つの DnaA ボックスが oriC の前半分

（dnaA 遺伝子側）に存在し、もう 6 つが oriC の後半分（dnaN 遺伝子側）にある。

Streptomyces と同様に、ボックス 13 はボックス 12 と重なりあっている。T. thermophilus
は染色体上に高い G+C 含量をもつ種であるにもかかわらず、ボックス 6 と 13 以外は全て、

E. coli と同じ相同配列（5’-TTATCCACA）をもつ。dnaN 遺伝子側に 40-bp 長の AT-リッ

チ配列をもつ。T. thermophilus の DnaA タンパク質は、他の DnaA タンパク質と全体的に

同じ構造である。しかし、結合の特質は異なっており、1 つの DnaA ボックスは DnaA タ

ンパク質の結合に有効ではない。DnaA タンパク質の oriC への結合は、モノマー間の協調

性が必要であり、この協調性は ATP 結合型で増強される 51)。dnaA 遺伝子のプロモーター

領域に DnaA ボックスは存在せず、T. thermophilus の dnaA 遺伝子は自己制御を受けない

44)。 
 
(4) H. pylori 
 H. pylo i の DnaA も、他の DnaA タンパク質と同様の構造的特質をもつ 72)。H. pylori
の複製起点は、DnaA に近接する場所であることと、180-bp 中の５つの DnaA ボックスの

存在から同定された。しかしながら、これらの DnaA ボックスは全て、相同性塩基配列と

少なくとも 1 塩基のミスマッチがある。にもかかわらず、Helicobacter の DnaA ドメイン

IV は、モノマーの状態で全ての DnaA ボックスと結合することが分かっている 72)。 
 
(5) Synechocystis sp. 
シアノバクテリアも標準型の DnaA タンパク質をもつ。Synechocystis の DnaA タンパク
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質は、E. coli の DnaA と同様に C-末端のドメイン IV のアフィニティーによって、DnaA
ボックスに結合する。Synechocysti のゲノム配列分析が終了し、数カ所の DnaA ボックス

の並びをもつ複製起点と呼べる場所は存在しないことが分かった。さらに、dnaA 遺伝子を

欠失しても生育には影響しない

s

47)。 
 
 

4.2.11 重複複製開始の防止機構 
 
 全ての生物が世代あたり一回の染色体 DNA複製を確実に行うための機構を備えている 5)。

E. coli では、少なくとも三つの重複複製開始の防止機構が存在すると考えられている。 
第一の防止機構は oriCの隔離である。oriC内にDamメチラーゼの標的配列であるGATC

配列が 11 箇所存在し、Dam メチラーゼは配列内の A をメチル化する。複製開始前におい

ては、両鎖の A はメチル化された状態であり、複製開始直後に片側の鎖がメチル化されて

いないヘミメチル化状態ができる。このヘミメチル化 DNA に SeqA タンパク質が結合する

ことで、Dam メチラーゼからのメチル化を阻害する。in vitro における実験では、ヘミメ

チル化 oriC に SeqA が結合すると DnaA の結合が阻害されることから 63)、oriC の隔離は

複製直後の複製起点を不活性化する機能をもつものと考えられている。 
第二の防止機能として、イニシエータータイトレーションがある。DnaA 量の調節によっ

て複製開始を制御するのではないかとの予想から、dnaA 遺伝子のプロモーター領域を lac
プロモーターに置換した実験が行われたが、複製開始に影響は見られなかった。これは

DnaA 量が dnaA 遺伝子の発現制御とは異なる機構によって制御を受けていることを意味

する。新たに、oriC 以外の染色体部位に存在する DnaA ボックスが DnaA を大量に吸着す

ることによって oriC に結合するというモデルが提唱され、イニシエータータイトレーショ

ンモデルとよばれた。このモデルでは、複製の進行にともなって DnaA 吸着部分が二倍化

することにより、遊離状態にある DnaA タンパク質の数を制御できる。このような染色体

部位が実際に存在することが確認され、dat（DnaA titlation）部位とよばれている 24,25)。 
第三の防止機構は、oriC 領域での DnaA の不活性化である。DnaA が oriC で複製開始を

引き起こすには、DnaA が ATP 結合型となっている必要がある。上で述べたように、

ADP-DnaA は oriC へ結合はするものの二本鎖を開裂することはできない。最近の研究によ

り、ATP-DnaA が複製開始反応を遂行した後に、DNA ポリメラーゼと共役することで不活

性な ADP-DnaA へと変換する制御経路が解明され 22)、RIDA（regulatory inactivation of 
DnaA）経路と名づけられた。この経路は、DNA ポリメラーゼの機能発現がシグナルとな

って、役割を終えたイニシエーターを不活性化するフィードバック型の重複複製開始防止

経路である。 
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４．３ バクテリアの細胞周期における染色体 DNA とタンパク質の動的変化 
 
 バクテリアの大きさは非常に小さく、厚い細胞壁をもつことから細胞内部を光学顕微鏡

で観察することはなかった。近年、クラゲ由来の蛍光タンパク質である GFP を用いた間接

免疫蛍光抗体反応によって、細胞内部の動的な変化について詳細に観察できるようになっ

た。この方法によって明らかになってきた最近の知見についてまとめた。 
 
 
4.3.1 DNA 複製モデル 
 
 DNA 複製の伸長反応において、A. Kornberg の in vitro の複製反応実験以来、複製装置

が DNA の合成を行いつつ、鋳型 DNA の上を進んで行くモデル（トラッキングモデル）が

当然のごとく考えられていた。近年、細胞内の複製装置の GFP融合タンパク質の観察から、

複製装置は細胞の中央部分で動かず、鋳型 DNA が細胞内を動くというモデル（ファクトリ

ーモデル）を支持する実験結果が数多く見られるようになった。 
枯草菌 B. subtilis の同調培養細胞を用いて、DNA ポリメラーゼ Tau サブユニットと YFP

（黄色蛍光タンパク質）の融合タンパク質、および DNA ポリメラーゼの進行を阻害する

LSTer 配列を CFP（水色蛍光タンパク質）で染め分けたところ、同調培養開始直後の DNA
ポリメラーゼが細胞中央部に、LSTer領域はその両側に局在していた 30)。この状態からDNA
緊縮応答を引き起こし、LSTer 領域で DNA 複製を停止させると、LSTer 領域は細胞中央部

の DNA ポリメラーゼ上に留まっていることが分かった。さらに DNA 緊縮応答を解除する

ことで、LSTer 領域は再び両極方向へ離れて行くことが分かった。これはファクトリーモ

デルを強く示唆する結果である。バクテリアの DNA 複製のモデルに関して、タンパク質が

動くトラッキングモデルと染色体 DNA が動くファクトリーモデルとの激しい議論が現在

もつづいている。 
 
 

4.3.2 バクテリアの細胞骨格 
 
蛍光タンパク質との融合タンパク質について観察をおこなった結果、これまでバクテリア

には存在しないとされていたチューブリン様の細胞骨格の存在が明らかになってきた。大

腸菌の形状を維持するために必要な遺伝子として mreB が同定され、この遺伝子がペプチ

ドグリカン合成酵素の発現を制御していることが明らかにされてきた 65)。近年、枯草菌

B.subtilis において、MreB タンパク質がフィラメント状の構造体を形成することが明らか

となり、真核生物のアクチンとの X 線結晶解析像を比較検討したところ、非常に似ている
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ことが明らかとなり 64)、MreB タンパク質がバクテリアのアクチン様タンパク質として認

識されるに至った。おそらく、MreB タンパク質は細胞表層のペプチドグリカンの合成を制

御することで細胞形態の保持を行うとともに、細胞内部で細胞骨格として機能することで

形態の保持を行っていると考えられている。 
この他にも、Mbl タンパク質のフィラメント状構造体が細胞内を螺旋状にとり巻いてい

ることが分かり、MreB タンパク質と同様の細胞形態の保持として機能しているものと考え

られている 19)。 
さらに大腸菌において、R1 プラスミドの par 遺伝子がコードする ParM タンパク質が

MreB と同様にアクチン特異的なアミノ酸配列領域を保持しており、実際アクチン様のフィ

ラメント状の構造を形成することが分かった 40)。この MreB の形成するアクチン状フィラ

メントがプラスミドの分配に機能していると予想されている。 
今後これらの細胞骨格を形成すると考えられるタンパク質の制御機構と、細胞分裂の制御

機構の関連について、詳細な報告が期待されている。 
 
 

4.3.3 染色体分配機構 
 
バクテリアの細胞周期上のきまったフェーズで、細胞の中央部で起きるセプタム形成のよ

うな局所的イベントが起きる。チューブリン様タンパク質である FtsZ タンパク質が細胞の

中央部で Z リングを形成することが以前から知られていた 31)。この Z リングに様々なタン

パク質因子が会合し、細胞分裂が起きる 35)。 
大腸菌 E. coli では、細胞の中央部以外で Z リングの形成を妨げる二つの制御系の存在が

明らかになってきた。一つ目の制御機構は muk システムで、核様体の凝縮に必要であり、

Z リング形成の制御でトポロジカルに関与する 14)。もう一つの制御機構が Min タンパク質

によるもので、GFP 融合タンパク質の実験から MinCD,E の三つの構成タンパク質が関与

していることが分かった。min システムを持たない変異株では、Z リングが細胞の極近くに

形成され、ミニセルができる。 
これらの MinCD,E タンパク質が、細胞内の二極間をすばやく振動（オシレーション）す

る現象が明らかになった 17)。大腸菌で観察されたこの MinCD タンパク質の移動は、周期

的に細胞内の二極間を振動する様子が観察され、その移動速度は 25 秒以内に、二極間を移

動するものであった 1)。最近の報告によると、MinC と D は複合体を形成しており、MinD
は ATP 存在下で脂質二重膜に結合し、MinE による ATP の水解が起きる。この MinCD の

細胞内の二極間の振動（オシレーション）は、細胞壁の貫入による細胞分裂が、起こるべ

き場所で起こすための、細胞内のパトロール機能であると考えられている 17)。 
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第5章 結言 
 
５．１ 研究成果まとめ 
 

(1) 生物的糖化 

 

木質系バイオマスの主成分はセルロース、ヘミセルロース、およびリグニンである。本

プログラム研究では、木質系バイオマスを出発物質とした微生物機能による糖化技術の基

盤研究を行うが、今年度は、セルロース類（主にヘミセルロース）の分解に焦点を絞って、

糸状菌のヘミセルロース分解酵素をクローニングするとともに、分解酵素の高発現株の育

種について基盤研究を行った。 

木質系バイオマスの生物的糖化において、課題解決のポイントとなるのがリグニン成分

の分解である。次年度以降に基盤研究の実施を予定しているリグニン成分の生分解につい

て、効率よく研究を実施するために、本年度は文献による調査研究を行った。 

 

[文献調査内容] 

・ 

・ 

パルプ製造の前処理にリグニン分解性の担子菌（白色腐朽菌）Ceriporiopsis 
subvermispora を利用することで、機械法の前処理に必要とする約 40%のエネルギ

ーが削減が可能。また化学分解法によるパルプ化でも薬剤の使用量を低く抑えられ

ることが可能。 

白色腐朽菌でリグニン分解酵素 3 種類、ラッカーゼ（Lac）、リグニンペルオキシダ

ーゼ（Lip）およびマンガンペルオキシダーゼ（MnP）が見出されており、これらの

酵素の反応機構が、基本的に基質の 1 電子酸化によるラジカルの形成である。また、

セルロースを分解せず、リグニン成分のみを分解する選択菌の単離が重要である。 

 

[セルロース類分解酵素の高発現系構築] 

糸状菌由来へミセルラーゼ遺伝子の高発現系構築について基盤的研究開発を行った。A. 
aculeatus の manB 遺伝子を強力な改良プロモータである P-No.8142 の下流に連結し A. 
oryzae niaD300 株に protoplast-PEG 法により導入した。得られた形質転換体をグルコー

スを炭素源とする液体培地で培養した結果培養 9 日目に培養上清のマンノシダーゼ活性は

最高に達した。これは、生産された酵素の比活性が A. aculeatus から精製されたものと同

じであると仮定した場合、約 60 倍の生産性であった。同手法を他のセルロース類分解酵素

に用いることで、多種類の基質を高効率に分解できる株の育種が可能となる。また、

 80



Acremonium sp. TM-28 株よりアルカリ条件下でも活性をもつキシラナーゼのクローニン

グに成功し、マイルドな試薬を用いる化学法との併用法に有効であると思われる。 

 

 

(2) 高効率バイオプロセス 

 

コリネ型細菌 Corynebacterium glutamicum R 株は、嫌気条件下において細胞複製が停

止するにもかかわらず、糖類からのエネルギー生成系の活性は維持する。この細胞複製が

抑制された条件では、細胞複製を行う機能タンパク質群に対してどのような制御を行うこ

とで複製を停止させるのか、また、その複製制御が起きるステップは染色体 DNA 複製時の

制御なのか、FtsZ タンパク質の関与する細胞分裂時の制御なのか、これらの課題を明らか

にする方法として、以下の二つに大別できる。 

① 細胞複製が抑制されている条件（嫌気状態）の解析 

② 細胞複製に関与する遺伝子の変異株の解析 

これら二つの異なるアプローチによって、今年度の基盤研究を行った。 

①としては、顕微鏡観察による細胞形態と染色体 DNA の局在によって、個々の細胞が細

胞複製のどのステップにあるのかを調べた。コリネ型細菌は、好気条件で培地からビオチ

ンを除くことによっても細胞複製を停止することが知られている。ビオチン欠如培地に菌

体を移すと、わずか 30 分程でその細胞形態が大きく変化し、細胞内では染色体 DNA の凝

集が観察された。おそらくビオチンの欠如による細胞膜の構造的変化が、染色体の分配異

常を引き起こしているものと考えられる。これに対して嫌気培養条件下の細胞では、目立

った細胞形態の変化は観察できなかった。細胞内の染色体 DNA の局在観察においても、特

定の細胞複製のステップで停止しているようには見えなかった。これは嫌気培養条件にお

ける細胞複製の抑制機構が、ビオチン欠如によるものとは別の制御機構であり、特定の細

胞周期に起こるイベントの制御ではない可能性を示唆する結果である。 

①の別のアプローチとして、細胞複製に機能するタンパク質を蛍光ラベルし、マーカー

として用いる方法を構築した。バクテリアの細胞分裂に関与する ftsZ 遺伝子をコリネ型細

菌でクローニングし、ftsZ-GFP 遺伝子組換え体を得た。さらに、細胞内で発現した

FtsZ-GFP タンパク質がフィラメント状構造を形成することを確認した。この FtsZ-GFP の

局在をマーカーとして利用することで、細胞複製の抑制条件下での細胞周期フェーズにつ

いて解析することが可能となる。 

 ②としては、温度感受性変異（ts）株の単離を行った。細胞複製に関与する遺伝子は、必
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須遺伝子である可能性が高く、遺伝子に変異を受けた場合、低温度下でのみ生育できる ts

株として単離できる可能性がある。ts 株の解析は、温度変化によって当該遺伝子の機能を

コントロールできることから、遺伝子破壊法では解析できない必須遺伝子の制御機構を解

析することが可能である。今回コリネ型細菌を変異源処理し、30℃で生育でき 38℃で生育

できない、希釈法を用いた ts 株のスクリーニング方法を確立した。 

 RITE 微生物研究グループでは、コリネ型細菌 Corynebacterium glu amicum R 株の網

羅的遺伝子破壊による解析を実施しており、そこから得られた結果についても詳細に検討

を加えることで、次年度以降の基盤的研究を推し進める。 

t

 

(3) 大腸菌および枯草菌をモデルとした細胞複製制御機構についての調査研究 

 

 バクテリアの細胞複製において、厳密な反応機構によって制御されている重大なイベン

トは、「染色体の複製」、「細胞分裂」の二つである。本プログラム研究で目的とする、バク

テリアの細胞複製を人為的に制御する方法を確立するためには、「染色体の複製」と「細胞

分裂」の二つのイベントが、細胞が複製を行う上でどのように制御されているのかを明ら

かにしていく必要がある。この課題を効率よく遂行するために、分子生物学上最も基礎的

知見のある大腸菌と枯草菌について、細胞複製制御機構の調査研究を行った。 

大腸菌 dnaA 遺伝子の相同遺伝子がコリネ型細菌でも存在し、CglR0001 であることがす

でに分かっている。大腸菌の染色体複製開始領域とイニシエーターDnaA の制御機構と同様

な制御機構がコリネ型細菌においても存在すると予想される。バクテリアの細胞周期にお

ける染色体 DNA とタンパク質の動的変化について、DNA 複製のモデル、バクテリアの細

胞骨格、および染色体の分配機構について最近の知見をまとめた。コリネ型細菌において

は細胞膜と相互作用のある FtsZ, MinCD 相同タンパク質の動的変化が染色体の分配に関与

しているものと予想され、蛍光タンパク質の付加等の手法による細胞内可視化は、細胞周

期を制御する因子の解明に一つの有力な手段であると考えられる。 
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５．２ 今後の課題 

 

(1) 生物的糖化 

 

 先にも述べたように、今年度はセルロース類（主にヘミセルロース）の分解をターゲッ

トとした菌株の育種に限定して研究を行った。次年度以降は、ひきつづきセルロース類の

高効率分解菌の育種を行うとともに、リグノセルロースのリグニン成分を分解できる菌株

のスクリーニング、嫌気性細菌 Clostridium cellulovorans でみられるセルロソームについ

ての基盤研究等、リグノセルロースの他成分の生分解について、基盤的研究を実施する。 

 

(2) 高効率バイオプロセス 

 

嫌気条件のコリネ型細菌について、顕微鏡を用いた形態観察と染色体 DNA の局在観察だ

けでは、細胞複製のどのステージで制御がなされているのか判断できなかった。 

嫌気条件下で細胞複製の抑制が起きているとき、細胞内の DNA を定量することで、染色

体 DNA 複製による制御を受けているのか、すでに DNA の複製を終えているのか、特定の

細胞周期に起こるイベントの制御ではないのか、等の詳細な細胞周期フェーズの解析を行

う。また、ftsZ-GFP 組換え体による FtsZ-GFP をマーカーに用いた細胞周期フェーズの解

析を行う。また、嫌気条件の細胞複製の抑制状態について、DNA チップによるトランスク

リプトーム解析や、プロテオーム解析を用いることで、分子生物学的、生化学的解析を行

う。 

今回確立した、温度感受性変異（ts）株の単離方法を用い、スクリーニングの効率を高め

ることで多数の ts 株を単離し、ts 株バンクを作製する。この ts バンクから細胞複製に関与

する遺伝子、およびその ts 株の同定を行い、細胞複製に必須な反応機構、及びその制御機

構について解析を行う。 
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