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研究開発目的 

 

 

高効率な非光合成二酸化炭素固定微生物が保有する二酸化炭素固定関連遺伝子群を利用し 

た、非光合成微生物による高効率二酸化炭素固定システムの構築、および二酸化炭素から 

の有用物質の生産システム構築に必要な基礎技術の確立を目指す。また非光合成二酸化 

炭素固定微生物の二酸化炭素固定遺伝子群を光合成生物に導入することにより、光合成機 

能と高効率な二酸化炭素能を併せ持った新規ハイブリッド生物の創生のための要素技術の 

立を目指す。 
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まえがき 

 

本報告書は、財団法人地球環境産業技術研究機構が実施した、平成１４年度「プログラ

ム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発（基盤技術研究）非光合成菌による二酸化炭

素固定能の評価と利用技術の開発」の成果をとりまとめたものである。 

地球温暖化の主要な原因とされている二酸化炭素の大気中での濃度を低減させる方策と

して、二酸化炭素の吸収源の拡大は排出削減と並びますます重要になると考えられる。 

二酸化炭素の吸収・固定技術としては、物理的方法（地中／海洋隔離など）、化学的方

法（メタノール等への変換）、生物的方法（光合成などによる生物的固定）について研究

開発が実施されている。なかでも生物機能を利用した方法は、環境負荷の小さい二酸化炭

素固定技術として注目されてきており、微細藻類、光合成微生物による手法については既

に検討され、研究開発が進められつつある。しかしながら、光合成に依存する二酸化炭素

固定技術は光照射面積という問題があり、大規模二酸化炭素発生源（火力発電所、化学プ

ラント等）に適用した場合、太陽光を効率よく照射する方法が課題となっている。一方、

生物の中には光合成によらない経路によって二酸化炭素の固定を行う化学独立栄養微生物

の存在も知られており、最近、還元的ＴＣＡ回路など、非カルビン型二酸化炭素固定経路

が同定されている。またThermococcus kodakaraensis KOD1をはじめとした超好熱始原菌

内にも高い比活性を持つRubiscoが存在することが明らかとなってきている。 

これら非光合成微生物の中には高効率な二酸化炭素固定系、二酸化炭素固定酵素が存在

することが十分に期待される。また、二酸化炭素固定産物が通常の菌体成分以外に、有用

物質（生分解性高分子原材料等）を生成する点でも期待される。非光合成微生物による二

酸化炭素固定では、光に依存しない二酸化炭素固定プロセスの構築が可能であり、大規模

二酸化炭素発生源への適用の可能性がある。非光合成微生物が行う二酸化炭素固定反応・

経路については、一部の微生物（メタン菌）を除いては殆ど検討が行われていない。 

本研究開発は、種々の非光合成微生物の二酸化炭素固定経路、及び二酸化炭素固定酵素、

遺伝子を網羅的に同定、解析し、評価することにより、非光合成微生物の持つ二酸化炭素

固定経路の機能を解明し、エネルギー利用効率の評価を行う。あわせて二酸化炭素固定微

生物の代謝系を利用した二酸化炭素からの有用物質生産システムの構築に必要な基礎技術

を確立するものである。 
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1. 研究実施場所 

財団法人地球環境産業技術研究機構京都本部（最寄り駅：近鉄電車京都線山田川駅） 

〒619-0292 京都府相楽郡木津町木津川台九丁目2番地 

TEL：0774-75-2302、FAX：0774-75-2314 
 

財団法人地球環境産業技術研究機構プログラム研究推進室つくば分室 

（最寄り駅：ＪＲ常磐線牛久駅） 

〒305-0856 茨城県つくば市観音台1 丁目25 番地12 号 

（株式会社日本触媒基盤技術研究所筑波地区研究所内設置） 

TEL：0298-38-2565 FAX：0298-38-2566 
 

〔委託〕 

京都大学（国立） （最寄り駅：京阪電車出町柳駅） 

〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 

TEL：075-753-5568 FAX：075-753-4703 
 

 

（２）実施期間 

平成１４年４月１日から平成１５ 年３ 月３１日まで 

 

 

（３）実施計画日程 
 

平成 14 年 平成 15 年            年 月 
 実施項目 4  5  6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
  
①CO2 固定能を有する新規非光合

成微生物の探索 
   
②CO2 固定能を有する非光合成微

生物の固定機構の解明 
  
③研究推進委員会の開催 

 
④報告書作成 
   

      
 
 
 
 
 
 
○ 
 

   
 
 
 
 
 
 
○ 

   
 
 
 
 
 
 
○ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 iv

２．研究体制 

 

当機構内に組織するプログラム研究推進室の分室を㈱日本触媒基盤技術研究所筑波地区

研究所内に設置する。研究開発には、当機構微生物分子機能研究室の研究員と㈱日本触媒

基盤技術研究所筑波地区研究所からの出向研究員が従事する。また、一部については京都

大学に委託する。 

研究全般にわたる方針管理は当該分野の有識者からなる研究推進委員会を設けて行う。 

研究推進委員会は研究内容の整合性・相互調整を図り、方向性を検討・決定し、具体的研

究計画の立案・全体の取りまとめを行う。 

 
（１）研究組織及び管理体制 

イ．研究組織（全体） 

 

プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術 

非光合成菌による二酸化炭素固定能の評価と利用技術の開発 

研究推進委員会 

 

研究全般にわたる方針決定 

                      委託 

     財団法人地球環境産業技術研究機構       京都大学（国立） 

 

 

ロ．研究組織及び管理体制 

① 1）財団法人地球環境産業技術研究機構京都本部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理事長 
小林庄一郎 

事務局長 
日高 哲男 

総務グループ 

ﾘｰﾀﾞｰ 斉藤 宏 
経理チーム 

ﾘｰﾀﾞｰ 前田 浩 

地球環境産業

技術研究所 
所長 茅 陽一

研究企画グループ

ﾘｰﾀﾞｰ 松尾 清一

調査･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ形

成支援チーム 
ﾘｰﾀﾞｰ 吉田 博

微生物研究グループ 
ﾘｰﾀﾞｰ 湯川 英明 

つ く ば 分 室
室長 向山 正治

京 都 大 学

研究推進委員会 



 v 

   
   （株式会社 日本触媒 基盤技術研究所 筑波地区研究所内設置） 
 

 
② （委託先） 
   京都大学（国立） 
 

 
 

研究開発本部 R&D推進室 代表取締役社長 

研究企画部 

柳田 浩 専務取締役  
 佐野 禎則 

室長 細井戸 正博 

部長 小林 博也 

所長 喜多 裕一 

主任部員 
林 隆哉 

基盤技術研究所 

第１研究室 

経理担当 
副主任部員 中村 太一 
（東京本社総務部兼任） 

購買担当 
主席部員 海江田 修 

室長 常木 英昭 

筑波地区研究所 TB1グループ 
リーダー 向山 正治 
研 究 員  安田 信三 

（財団法人 地球環境産業技術研究機構 
 プログラム研究推進室 つくば分室） 

分室長 向山 正治 

大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 

総 長 
長尾 真 

科長 荻野 文丸 

 

経理部経理課 

生物化学工学分野研究室 

教授 今中 忠行 

事 務 局 
経理課長 井尻 恒博 

muko
2)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つくば分室
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（２）研究者氏名及び人員（役職、研究項目担当別） 
 

氏名 所属 所属・役職 研究項目 

湯川 英明 地球環境産業技術研究所 微生物研究グループリーダー 統括管理 

松尾 清一 地球環境産業技術研究所 研究企画グループリーダー 進捗管理 

吉田 博 地球環境産業技術研究所

研究企画グループ    

調査・プロジェクト形成支援チ

ームリーダー 

研究調整 

渡辺 和光 地球環境産業技術研究所

研究企画グループ    

調査・プロジェクト形成支援チ

ーム主幹 

進捗管理・研究調整補

助 

射場 毅 地球環境産業技術研究所
微生物研究グループ    

主任研究員 

事業のまとめ    

報告書の作成 

乾 将行 地球環境産業技術研究所
微生物研究グループ    

主任研究員 

研究項目     

①       

② 

トーマス・ガルベ 地球環境産業技術研究所
微生物研究グループ    

主任研究員 

研究項目     

①       

横山 益三 地球環境産業技術研究所
微生物研究グループ    

主任研究員 

研究項目     

①      

金尾 忠芳 地球環境産業技術研究所 微生物研究グループ研究員 

研究項目     

①，②     

報告書作成 

田上 由美子 地球環境産業技術研究所 微生物研究グループ研究員 
研究項目     

①       

大堀 由香 地球環境産業技術研究所 微生物研究グループ研究員 
研究項目     

①       

柴田 寛子 地球環境産業技術研究所 微生物研究グループ研究員 
研究項目     

①       
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氏名 所属 所属・役職 研究項目 

向山 正治 地球環境産業技術研究所

RITE つくば分室主任研究員 

(株)日本触媒 基盤技術研究

所      主任研究員 

つくば分室長    

研究管理・研究調整  

報告書作成    

研究項目  ① 

林 隆哉 地球環境産業技術研究所

RITE つくば分室主任研究員 

(株)日本触媒 研究企画部主

任部員 

研究管理補助    

研究調整補助    

安田 信三 地球環境産業技術研究所

RITE つくば分室主任研究員 

(株)日本触媒 基盤技術研究

所 研究員 

研究項目     

①       

 
（委託先） 
京都大学 （国立） 

氏名 所属 所属・役職 研究項目 

今中 忠行 京都大学 工学研究科 合成・生物化学 教授 
研究項目     

②       

跡見 晴幸 京都大学 工学研究科 合成・生物化学 助教授 
研究項目     

②       

金井　保 京都大学 工学研究科 合成・生物化学 助手 
研究項目     

②     

福居 俊昭 京都大学 工学研究科 合成・生物化学 助手 
研究項目     

②      

 
（３）他からの指導・協力者名及び指導・協力事項 
 
プログラム方式二酸化炭素固定・有効利用技術開発 
非光合成菌による二酸化炭素固定能の評価と利用技術の開発 
研究推進委員会委員 

氏名 所属・役職 

五十嵐 泰夫 東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻 教授 

今中 忠行 京都大学 工学研究科 合成・生物化学専攻 教授 

児玉 徹 東京農業大学 応用生物科学部 バイオサイエンス学科 教授 
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要約 

 

プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発（基盤技術研究） 

非光合成菌による二酸化炭素固定能の評価と利用技術の開発 

 

 

１．目的 

 

高効率な非光合成二酸化炭素固定微生物が保有する二酸化炭素固定遺伝子群を利用した、

非光合成微生物による高効率二酸化炭素固定システムの構築、及び二酸化炭素からの有用

物質生産システム構築に必要な基礎技術の確率を目指す。 

 

 

２．実施内容 

 

生物の中には光合成によらない経路によって二酸化炭素の固定を行う化学独立栄養微生

物の存在も知られており、最近、還元的ＴＣＡ回路など、非カルビン型二酸化炭素固定経

路が同定されている。またThermococcus kodakaraensis KOD1をはじめとした超好熱始原菌

内にも高い比活性を持つRubiscoが存在することが明らかとなってきている。 

これら非光合成微生物の中には高効率な二酸化炭素固定系、二酸化炭素固定酵素が存在

することが十分に期待される。また、二酸化炭素固定産物が通常の菌体成分以外に、有用

物質を生成する点でも期待される。これらの点に注目し、以下の項目について検討した。 

 

（１）ＣＯ2 固定能を有する新規非光合成微生物の探索 

（２）ＣＯ2 固定能を有する非光合成微生物の固定機構の解明と評価 

 

 

３．平成１４年度成果 

 

（１） ＣＯ2固定能を有する新規非光合成微生物の探索 

（ａ） 新規非光合成微生物の探索 

自然界のさまざまな環境からＣＯ2 固定能を有する新規非光合成微生物の分離を継続

して実施した。 各種環境下の７０個のサンプルから、７０～８０℃で独立栄養的に生

育する非光合成微生物の分離、取得をすすめたところ、メタン菌用培地では生育が認め

られなかったが、始原菌用培地、硫酸還元菌用培地、イオウ酸化菌用培地では生育する

ものが得られた。 

 

（ｂ）有用物質の生産の検討 

メタン菌をはじめとする始原菌に存在するポリエーテル膜脂質の組成、構造について調

査を進めた。始原菌のうち Sulfolobus solfataricus には、メバロン酸からイソペンテニ
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ル２リン酸を経てポリエーテル膜脂質の前駆体であるゲラニルゲラニル２リン酸までの生

合成経路を構成する遺伝子が確認された。 

また、有機廃棄物からの高温条件下、高速メタン生成システム構築の可能性についても

検討を進めた。 超好熱始原菌による有機廃棄物からの水素生成と超高温メタン菌による

水素と CO2 からのメタン生成をくみ合わせることにより、低濃度水素、高温下での高速メ

タン生成が可能であるか検討を行った。 

 

（ｃ）還元的ＴＣＡサイクルを構成する鍵酵素の解析 

平成１３年度の調査で最もエネルギー効率、二酸化炭素固定効率が高いと評価された還

元的ＴＣＡサイクルを構成する酵素のうち、ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ、

オキソグルタレートシンターゼの機能解析を目的として酵素遺伝子の取得を行った。 

 

 

（２） ＣＯ2固定能を有する非光合成微生物の固定機構の解明 

（ａ）Thermococcus kodakaraensis KOD1 株のゲノム、炭酸固定及び脱炭酸酵素の解析 

超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株のゲノム解析を継続して進めた。 

KOD1 株の遺伝子は 2000 個と推定され、この中には相同性検索からいくつかの炭酸固定

酵素、および炭素代謝関連酵素が確認できた。 

pyrF欠損株を宿主とした相同的組み換えによるKOD1株の遺伝子破壊系を構築した。 

要求性を相補するpyrF 遺伝子を選択マーカーとして用い、5-fluoroorotic acidに耐性を

持ち、uracil 要求性を示す株を単離することに成功した。 

炭酸固定反応を触媒する酵素として Rubisco、 Formate dehydrogenase を中心に機能解

析を進めた。 

    

（ｂ）炭酸固定微生物の新規分離株における炭酸固定経路の特定と炭酸固定能の評価 

(ⅰ)新規独立栄養微生物の探索。 

相良油田地下掘削試料サンプルから独立栄養微生物の分離を試みたところ、硫酸還元菌と

思われる菌株が分離された。 

   

（ｃ）ＫＯＤ１株の有用酵素の改変と他生物への当該遺伝子導入 

Tk-Rubiscoは高温下で非常に高い非活性を示す。 このTk-Rubiscoを植物に導入してそ

の炭酸固定能の向上をはかることを目的として、常温域でも活性の高い酵素に改変する手

法の開発を行った。 

Calvin 回路で嫌気的に光合成独立栄養生育をし、好気的には化学合成従属栄養生育も可

能な紅色非硫黄細菌を宿主としたRubisco 有用変異酵素のスクリーニング系を考案した。 
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Summary 
 

Evaluation of carbon dioxide fixing ability and development of the use technology of 
carbon dioxide fixing ability by the non-photoautotrophic microorganism 
 
1. Objectives of the project 
This project aims at the probability of the basic technology necessary for construction 
of high-efficient carbon dioxide fixation system by non-photoautotrophic 
microorganism and useful compound production system construction from carbon 
dioxide using carbon dioxide fixation gene cluster which the high-efficient 
non-photoautotrophic carbon dioxide fixation microorganism possesses. 
 
2. Content of Enforcement. 
The existence of chemi-autotrophs which fix the carbon dioxide by the route which does 
not base on the photosynthesis in the organism is also known, and non-Calvine types 
carbon dioxide fixation route such as the reductive ticarboxylic acid cycle are identified 
recently. And, it becomes clear that Rubisco in hyper thermophilic archaebacteria such 
as Thermococcus kodakaraensis KOD1 with the high specific activity exists. 
It is sufficiently expected that high-efficient carbon dioxide fixation system and carbon 
dioxide fixation enzyme in these non- photoautotrophic microorganisms exist. 
And, it is also expected that same kinds of usufull product except usual microbial 
compound. 
It was noticed in respect of these, and the examination was started on following items. 
 
A) An investigation of new non-photoautotrophic microorganism with the CO2 fixation 
ability. 
B) Elucidation and evaluation of the CO2 fixation mechanism of non- 
photoautotrophic microorganism with CO2 fixation ability. 
 
3. Result in 2002 Fiscal Year  
 
(1) An investigation of new non-photoautotrophic microbe which has CO2 fixing 

ability.  
 
(a)  An investigation of new non-photoautotrophic microbe. 

Separation of a new non-photoautotrophic microbe which has CO2 fixing ability was 
continued.  Cultivation of the non-photoautotrophic microbe at 70-80 degrees C from 
70 samples under various environment were performed.  Although growth was not 
achieved in the culture medium for methane microbe, growth were obtained in the 
culture medium for Hyper-thermophilic Arhcaebacteria and the culture medium for 
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sulfate reducing microbe, and the culture medium for sulfur oxidization microbe.  
 

(b) Examination of production of a useful substance. 
Investigation of biological synthetic pathway of a poly ether lipid which exists in 

Archaea including a methane microb. The genes which constitutes the biological 
synthetic pathway of geranylgeranyl di phosphate that is a precursor  of the poly 
ether lipid from mevalonate via isopentenyl di phosphate was existed in a genome of 
Sulfolobus solfataricus which is a member of hyper-thermophilic archaea.  

Furthermore, examination was proceeded about a possibility of a high-speed 
methane generation system configuration under a high temperature condition from an 
organic waste. Posibility of the high-speed methane generation under low 
concentration hydrogen and high temperature with a combination of a methane 
generation from hydrogen and CO2 by the hyper-thermophilic methane microbe and a 
hydrogen generation from organic waste by the hyper-thermophiles was estimated.  

 
(c) Analysis of the key enzymes which constitute a reductive-TCA cycle.  

Eenzyme genes were obtained for the purpose of a functional analysis of 
phosphoenolpyruvate carboxylase and Oxoglutarate shynthase which constitute the 
reductive-TCA cycle that was estimated its energy efficiency and carbon dioxide 
fixation efficiency were the highest by investigation in the 2001 fiscal year.  

 
(2) The elucidation of the fixing mechanism of a non-photoautotrophic microbe which 

has CO2 fixing ability  
 
(a) Analysis of a genome of Thermococcus kodakaraensis KOD1, CO2 fixation 

enzymes, and decarboxylation enzyme. 
Genomic analysis of hyper-thermophilic archaeon Thermococcus kodakaraensis KOD1 
was continued.  Genes of KOD1 were estimated to be about 2000, and has checked 
some CO2 fixing enzymes and some enzymes related carbon metabolism in this strain 
by homology search.  
Novel gene disruption system of KOD1 by a homologous recombination using a pyrF 
gene deficient mutant strain as a host has been established.  
Using the pyrF gene as a selection marker which complement uracil requirement, 
some mutants which had tolerance for 5-fluoroorotate and which also had uracil 
requirement were isolated.  
Functional analysis of enzymes involved in CO2 fixation was carried focused on 
Rubisco and Formate dehydrogenase.  
    

(b) Elucidation and evaluation of the fixation mechanism of non- photoautotrophic 
microorganism with CO2 fixation ability. 

(ⅰ) An investigation of new non- photoautotrophic microbe.  
Separation of a new non- photoautotrophic microbe was tried from the Sagara oil field 
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underground digging sample, some strains considered to be a sulfate reducing 
microbes were separated.  
   

(c) The modification of a useful enzyme of KOD1, and a transgenetics of the enzyme 
gene to other living things.  

Tk-Rubisco shows very high relative activity under high temperature.  
A method to change its activity at ambient temperature was developed for the 

purpose of introducing this Tk-Rubisco into a plant aiming at improvement of CO2 
fixing ability.  

A new screening method to isolate desired mutant Rubisco has been developed, using 
purple non-sulfur bacteria as a host. 
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第１章  CO2 固定能を有する新規光合成微生物の探索 

 

はじめに 

近年の研究によれば、地球深部地下には、これまでに考えられていた微生物種の多様性及

び、その生物量よりもはるかに膨大な微生物が存在することが明らかになりつつある。こ

れら、深部地下において光に依存しない炭素循環を行っている可能性も考えられ、海底熱

水孔や温泉などの環境に加えて非常に有望な微生物源と考えられる。これらの環境から、

二酸化炭素を固定する能力の高い新規な非光合成微生物を分離し、単離、同定することに

よって、高効率な二酸化炭素固定能を有する非光合成独立栄養微生物の取得と、二酸化炭

素から有用物質を生産する新規非光合成微生物の取得について検討を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度は、これらの環境から新規非光合成二酸化炭素固定微生物を取得するためのタイプ

ストレインを用いて、分離培養方法の確立を行い、メタン菌、始原菌を中心に培地の調製

方法を中心に条件を確認した。 今年度は各種環境からの微生物源サンプルを採取し、新

規非光合成二酸化炭素固定微生物の取得を進めた。 

 

 

 

 

 

炭酸固定代謝反応に関わる
　　　　　　　　　有用遺伝子の探索

（例：KOD1 株由来
　　　　高活性 Rubisco）　 　

・CO2 固定に関する
　　　　　　有用菌株の単離・同定

　・生育の最適化

　　　微生物保存機関

ATCC, IFO, etc

種々の独立栄養微生物

自然界

温泉、油田、海底、地下 etc.

非光合成型独立栄養微生物
　　　　　の探索

有用遺伝子の導入等による
　　新規ハイブリッド炭酸固定生物の
　　　　　　　　　　　　　　　　創成・育種

有用物質生産
（アルカン、有機酸 etc.）

本研究の概念図
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１． 新規非光合成微生物の取得 

 

１－１． 温泉泉源ほかからの始原菌、硫酸還元菌、イオウ酸化微生物の分離 

自然界には光合成に加えて、下記に示した化学合成独立栄養微生物による二酸化炭素固定

系が存在しており、これら微生物が担っている二酸化炭素固定は地上の光合成にも匹敵す

る量であると推定されている。 今期は、各種環境から新規非光合成独立栄養微生物を取

得することを目的として、微生物源の採取と微生物の分離のための培養を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－1－1. 微生物源の採取 

 深部地下環境に生息する新規微生物の取得には、地下から湧出する温泉泉源での微生物

源採取が有効であると考え、微生物源サンプルの採取を行った。 

 

１－１－１－ａ．採取場所    

① 栃木県日光市湯元 日光湯元温泉の泉源湯たまりの熱水  

② 栃木県日光市湯元 日光湯元温泉の源湯たまりの堆積物 

③ 栃木県那須郡那須町大字湯本 殺生石の噴気口周辺土壌 

④ 栃木県那須郡那須町 那須湯本温泉温泉水 

⑤ 栃木県那須郡塩原町湯本塩原 奥塩原温泉新湯温泉水 

 

炭酸固定代謝経路

メタン菌 ( Methanobacterium )

緑色非硫黄細菌
(Chloroflexus )

硫酸還元菌
(Desulfobacter )

(RTCA cycle)

生物の炭酸固定代謝経路と代表的な生物種

光合成 化学合成

カルビン回路

Acetyl-CoA 経路

3-HP 回路

還元的 TCA 回路

植物・藻類

（全ての真核独立栄養生物）

藍藻
(Synechococcus, Spirulina )
紅色非硫黄細菌
(Rhodobacter, Rhodospirillum )

紅色硫黄細菌
(Chromatium )

水素酸化細菌

(Ralstonia, Hydrogenovibrio )

硫黄(鉄)酸化細菌
(Thiobacillus )

アンモニア酸化細菌
(Nitrosomonas )

硝酸酸化細菌
(Nitrobacter )

酢酸菌 (Clostridium )

好熱性 好酸性始原菌
(Acidianus, Sulfolobus )

緑色硫黄細 菌
(Chlorobium )

水素酸化細菌
(Hydrogenobacter )

(3-hydroxypropionate cycle)
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１－１－１－ｂ．採取サンプルの性状 

サンプルＮｏ．   採取地      採取地温度  サンプル性状    

①－１    日光湯本温泉     ６５℃    泉源温泉水 

    ①－２    日光湯本温泉     ６８℃    泉源温泉水 

    ①－３    日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

    ①－４    日光湯本温泉     ５８℃    泉源温泉水 

    ①－５    日光湯本温泉     ４５℃    泉源温泉水 

    ①－６    日光湯本温泉     ６７℃    泉源温泉水 

    ①－７    日光湯本温泉     ６１℃    泉源温泉水 

    ①－８    日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

①－９    日光湯本温泉     ６５℃    泉源温泉水 

①－１０   日光湯本温泉     ６５℃    泉源温泉水 

①－１１   日光湯本温泉     ６１℃    泉源温泉水 

①－１２   日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

①－１３   日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

①－１４   日光湯本温泉     ５８℃    泉源温泉水 

①－１５   日光湯本温泉     ４３℃    泉源温泉水 

①－１６   日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

①－１７   日光湯本温泉     ６５℃    泉源温泉水 

①－１８   日光湯本温泉     ６１℃    泉源温泉水 

①－１９   日光湯本温泉     ６８℃    泉源温泉水 

①－２０   日光湯本温泉     ６８℃    泉源温泉水 

①－２１   日光湯本温泉     ６４℃    泉源温泉水 

①－２２   日光湯本温泉     ４３℃    泉源温泉水 

①－２３   日光湯本温泉     ６７℃    泉源温泉水 

①－２４   日光湯本温泉     ５８℃    泉源温泉水 

①－２５   日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

②－１    日光湯本温泉     ６８℃    泉源堆積物 

②－２    日光湯本温泉     ６８℃    泉源堆積物 

②－３    日光湯本温泉     ６３℃    泉源堆積物 

②－４    日光湯本温泉     ７２℃    泉源堆積物 

②－５    日光湯本温泉     ５８℃    泉源堆積物 

②－６    日光湯本温泉     ６２℃    泉源堆積物 

②－７    日光湯本温泉     ６５℃    泉源堆積物 

②－８    日光湯本温泉     ４３℃    泉源堆積物 

②－９    日光湯本温泉     ６８℃    泉源堆積物 
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②－１０    日光湯本温泉     ５２℃    泉源堆積物 

③－１     那須殺生石噴気口   ６８℃    土壌  

③－２     那須殺生石噴気口   ５４℃    土壌  

③－３     那須殺生石噴気口   ６２℃    土壌  

③－４     那須殺生石噴気口   ６０℃    土壌  

③－５     那須殺生石噴気口   ４５℃    土壌  

③－６     那須殺生石噴気口   ５８℃    土壌  

③－７     那須殺生石噴気口   ８７℃    土壌  

③－８     那須殺生石噴気口   ６２℃    土壌  

③－９     那須殺生石噴気口   ５３℃    土壌  

③－１０    那須殺生石噴気口   ４３℃    土壌  

③－１１    那須殺生石噴気口   ５５℃    土壌  

③－１２    那須殺生石噴気口   ７２℃    土壌  

③－１３    那須殺生石噴気口   ６７℃    土壌  

③－１４    那須殺生石噴気口   ３８℃    土壌  

③－１５    那須殺生石噴気口   ６２℃    土壌  

③－１６    那須殺生石噴気口   ６１℃    土壌  

③－１７    那須殺生石噴気口   ５７℃    土壌  

③－１８    那須殺生石噴気口   ４９℃    土壌  

③－１９    那須殺生石噴気口   ５６℃    土壌  

③－２０    那須殺生石噴気口   ４８℃    土壌  

③－２１    那須殺生石噴気口   ５２℃    土壌  

③－２２    那須殺生石噴気口   ６３℃    土壌  

③－２３    那須殺生石噴気口   ７３℃    土壌  

③－２４    那須殺生石噴気口   ４９℃    土壌  

③－２４    那須殺生石噴気口   ５５℃    土壌  

④－１     那須湯本温泉温泉水  ６５℃    温泉水 

④－２     那須湯本温泉温泉水  ６７℃    温泉水 

④－３     那須湯本温泉温泉水  ６８℃    温泉水 

④－４     那須湯本温泉温泉水  ６５℃    温泉水 

④－５     那須湯本温泉温泉水  ５０℃    温泉水 

⑤－１     奥塩原新湯温泉水   ６８℃    温泉水 

⑤－２     奥塩原新湯温泉水   ７２℃    温泉水 

⑤－３     奥塩原新湯温泉水   ５９℃    温泉水 

⑤－４     奥塩原新湯温泉水   ６８℃    温泉水 

⑤－５     奥塩原新湯温泉水   ６８℃    温泉水 
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１－１－１－ｃ．採取方法 

各サンプルの採取方法は以下の方法を基準に行った。 

 

○温泉水  

泉源からのサンプリング ねじ口試験管を泉源に沈めて、内部を温泉水で満たしたのち、

キャップをして密栓した。 

配管からのサンプリングは、バルブから排出される温泉水を直接ねじ口試験管に受けて内

部を満たし、キャップで密栓した。  

 

○泉源沈殿物 

ねじ口試験管を泉源に沈め、ピペットで沈殿物を吸い上げてケンダクしてからねじ口試験

管内部に入れて密栓した。 

 

○噴気口土壌サンプル（固形サンプル） 

噴気口の土壌にアルミパイプを差込み、内部に入った土壌サンプルを、木製の棒で押し出

して耐熱ビンに入れ、ドライアイスをひとかけらいれてゆるく栓をし、ドライアイスがな

くなったときに密栓した。 

 

１－１－２. 使用培地と調製方法と培養 

 

１－１－２－ａ． メタン菌の培地調製 

Methanococcus jannaschii JCM10045 用の培地を使用した。  

   

○使用培地 

K2HPO4        0.14g 

CaCl2・2H2O      0.14g 

NH4Cl               0.25g 

MgSO4・7H2O         3.4g 

MgCl2・2H2O         2.7g 

KCl                 0.33g 

NiCl2・6H2O          0.75mg 

NaSeO3・5H2O        0.5mg 

NaCl               30.0g 

微量金属溶液     10ml 

ビタミン混合液       10ml 

NaHCO3           1.0g 



  

    11

L-Cystein・HCl        0.5g 

Na2S・9H2O          0.5g 

レサズリン Na        1.0mg  

蒸留水         1L  

＊レサズリン Na は１％水溶液を 0.1ml 添加した。 

   

微量金属溶液(JCM151) 

Nitrilotriacetic acid  1.5g 

MgSO4・7H2O         3.0g 

MnSO4・xH2O         0.5g 

NaCl           1.0g  

FeSO4・7H2O         0.1g 

CoSO4・7H2O             0.1g 

CaCl2・2H2O             0.1g 

ZnSO4・7H2O             0.1g 

CuSO4・5H2O             0.01g 

ALK(SO4)2               0.01g 

H3BO3                   0.01g 

NaMoO4・2H2O            0.01g 

蒸留水         1L  

＊注意 Nitrilotriacetic acid を水に溶解し KOH でｐＨを６．５に調節後、各成分を投入

して溶解させた。 溶解後ｐＨを７．０に調節した。 

 

ビタミン混合溶液(JCM197) 

Biotin         2.0mg 

Folic acid             2.0mg 

Pyridoxin HCl         10.0mg 

Thiamine HCl           5.0mg 

Riboflavin             5.0mg 

Nicotinic acid         5.0mg 

Calcium pantothenate  5.0mg 

Vitamin B12           0.1mg 

p-Aminobenzoic acid   5.0mg 

Lipoic acid           5.0mg 

蒸留水         1L  

 



  

    12

○メタン菌培地調製 

Na2HCO3、L-Cystein・HCl 、Na2S・9H2O 以外の成分を溶解後ｐＨを６．０に調節し、電子レ

ンジで１０分加熱した。１００ｍｌバイアルビンに２０ｍｌづつ分注し、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：

２０の混合ガスを１分間バブリングしてからブチルゴム栓をつけ、アルミキャップで固定

した。これを１２１℃、２０分オートクレーブ処理して滅菌した。 

滅菌後、培地の入ったバイアルビンを窒素置換したグローブボックスに入れ、10%Na2S 溶液

(pH7.3)0.1ml、10% L-Cystein・HCl 溶液（pH7.3）0.1ml をシリンジで注入し、混合して１

０分間放置した。 

嫌気になった培地入りバイアルビンに、採取した微生物源サンプルを 1ｍｌ、シリンジで注

入して接種した。 

固形サンプルの場合には、一度、アルミキャップをはずし、固形物サンプルをバイアルビ

ンに投入後、再度、ブチルゴム栓とアルミキャップで固定した。 

接種後 、グローブボックス内で、真空ポンプ、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合ガスボンベ

をつないだガス置換装置にシリンジを介して接続し、減圧、解圧を２回行うことによって、

バイアルビン内部のガスをＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率になるように置換し、さらに、バ

イアルビンにＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率のガスをディスポーサブルシリンジを用いて

３５ｍｌで２回注入し、８０℃のインキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物０．５ｍｌを新しい培地２０ｍｌに接種して培養を継続した。 

 

 

１－１－２－ｂ．始原菌用培地の調製と培養 

 

○使用培地   Thermococcus 用の培地を使用した。  (JCM280) 

  

KCl          0.33g 

MgCl2・6H2O         2.8g  

NH4Cl          0.25g 

NaCl           25.0g 

K2HPO4           0.3g 

Yeast extract(Difco) 3.0g 

Tryptone(Difco)      3.0g 

FeSO4・7H2O  25mg 

微量金属溶液    10ml 

ビタミン混合液   10ml 

イオウ（粉末）   10.0g 

Na2S・９H2O   0.5g 
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レサズリン     1.0mg 

蒸留水       1L 

 

微量金属溶液はメタン菌と同じJCM151、ビタミン混合液もメタン菌と同じJCM197を用いた。 

 

○始原菌培地の調製と培養 

イオウ、Na2S・９H2O 以外の成分を混合し、100ml 耐熱ねじ口ビンに 100ml づつ分注し、１

２１℃、２０分オートクレーブ処理して滅菌した。 

滅菌後、窒素置換したグローブボックス内に入れた。 

８０℃程度になってから、１０％Na2S・９H2O 溶液(pH7.3)を０．２ml 添加し、レザズリン

の赤色が消えた後、イオウ粉末１．０gを添加した。  

この培地に微生物源サンプルを 1ｍｌ、ピペットで添加して接種した。 

固形サンプルの場合には、スパチュラで一さじの微生物源を加えた。 

８５℃インキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物１ｍｌを新しい培地１００ｍｌに接種して培養を継続した。 

 

 

１－１－２－ｃ．硫酸還元菌用培地の調製と培養 

 

○使用培地  硫酸還元菌用の培地を使用した。  (土壌微生物実験法 古坂澄石 土壌微

生物研究会編 （1975）) 

 

溶液Ａ  

K2HPO4       0.5g 

NH4Cl       1.0g 

Na2 SO4      1.0g 

CaCl2・2H2O    0.1ｇ 

Mg SO4・7H2O    2.0g  

乳酸ナトリウム  3.0ｇ 

酵母エキス    1.0ｇ 

蒸留水      980ｍｌ 

    ｐH 7.4 

溶液Ｂ 

FeSO4・7H2O    0.5g （硫酸酸性） 

蒸留水      10ｍｌ 
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溶液Ｃ 

アスコルビン酸  0.1ｇ 

チオグリコール Na 0.1ｇ 

蒸留水      10ｍｌ 

       ｐH7.4 

 

○硫酸還元菌用培地の調製と培養 

100ml 耐熱ねじ口ビンに溶液Ａを 98ｍｌ入れて、１２１℃、２０分オートクレーブ処理し

て滅菌した。 

溶液Ｂ、Ｃを個別に滅菌後、窒素置換したグローブボックス内に入れた。 

グローブボックス内で、溶液Ａに溶液Ｂ、溶液Ｃを無菌的に 1ｍｌずつ入れて培地を調製し、

た。 

この培地に微生物源サンプルを 1ｍｌ、ピペットで添加して接種した。 

固形サンプルの場合には、スパチュラで一さじの微生物源を加えた。 

８５℃インキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物１ｍｌを新しい培地１００ｍｌに接種して培養を継続した。 

 

１－１－２－ｄ．イオウ酸化微生物用培地の調製と培養 

 

○使用培地  イオウ酸化菌用の培地を使用した。 （Ｋ培地） 

溶液Ａ 

(NH2) SO4     30.0g 

KCl        1.0g 

K2HPO4       5.0g 

Mg SO4・7H2O    5.0g  

Ca(NO3)      0.1ｇ 

イオウ      3.0ｇ 

蒸留水      980ｍｌ 

    ｐH 7.2 

溶液Ｂ 

NaHCO3       2.5ｇ 

蒸留水      20ｍｌ 

 

○イオウ酸化菌用培地の調製と培養 

100ml 耐熱ねじ口ビンに溶液Ａを 98ｍｌ入れて、１２１℃、２０分オートクレーブ処理し

て滅菌した。 
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溶液Ｂはろ過滅菌した。 

溶液Ａに溶液Ｂを無菌的に２ｍｌずつ入れで培地を調製した。 

この培地に微生物源サンプルを 1ｍｌ、ピペットで添加して接種した。 

固形サンプルの場合には、スパチュラで一さじの微生物源を加えた。 

８５℃インキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物１ｍｌを新しい培地１００ｍｌに接種して培養を継続した。 

 

１－２.  温泉泉源ほかからの始原菌、硫酸還元菌、イオウ酸化細菌の生育状況 

１－２－１－ａ．メタン菌用培地での生育 

サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目    

①－１        ±        －       － 

    ①－２        ±        －       － 

    ①－３        ±        －       － 

    ①－４        ±        －       － 

    ①－５        ±        －       － 

    ①－６        ±        －       － 

    ①－７        ±        ±       － 

    ①－８        ±        －       － 

①－９        ±        －       － 

①－１０       ±        －       － 

①－１１       ±        －       － 

①－１２       ±        －       － 

①－１３       ±        ±       － 

①－１４       ±        －       － 

①－１５       ±        －       － 

①－１６       ±        －       － 

①－１７       ±        ±       － 

①－１８       ±        －       － 

①－１９       ±        －       － 

①－２０       ±        －       － 

①－２１       ±        －       － 

①－２２       ±        －       － 

①－２３       ±        －       － 

①－２４       ±        ±       － 

①－２５       ±        －       － 

②－１        ±        ±       － 
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②－２        ±        ±       － 

②－３        ±        ±       － 

②－４        ±        ±       － 

②－５        ±        －       － 

②－６        ±        ±       － 

②－７        ±        －       － 

②－８        ±        －       － 

②－９        ±        ±       － 

②－１０       ±        ±       － 

③－１        ±        ±       －  

③－２        ±        ±       － 

③－３        ±        ±       －  

③－４        ±        ±       －  

③－５        ±        ±       －  

③－６        ±        ±       －  

③－７        ±        ±       － 

③－８        ±        ±       －  

③－９        ±        ±       －  

③－１０       ±        ±       －  

③－１１       ±        ±       －  

③－１２       ±        ±       － 

③－１３       ±        ±       －  

③－１４       ±        ±       －  

③－１５       ±        ±       － 

③－１６       ±        ±       －  

③－１７       ±        ±       －  

③－１８       ±        ±       －  

③－１９       ±        ±       －  

③－２０       ±        ±       －  

③－２１       ±        ±       －  

③－２２       ±        ±       －   

③－２３       ±        ±       －  

③－２４       ±        ±       －   

③－２４       ±        ±       －   

④－１        ±        －       －  

④－２        ±        －       －  
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④－３        ±        －       －  

④－４        ±        －       －  

④－５        ±        －       －  

⑤－１        ±        －       －  

⑤－２        ±        －       －  

⑤－３        ±        －       －  

⑤－４        ±        －       －  

⑤－５        ±        －       －  

 

メタン菌用培地での培養では、接種後、培地の濁りがあったものも、２回の植え継ぎを経

ると、明確な濁りが確認できなくなった。 

温泉水を微生物源に用いたものは、２回目の植え継ぎ培養後にそのほとんどが濁りなしと

なった。 また、沈殿物や土壌を接種したものも、３回目の植え継ぎ後には濁りが認めら

れなくなった。 今回、用いた微生物源は有機物などが少ないところがほとんどであり、

水素をエネルギー源とする超好熱メタン菌をイメージした集積培養を行ったが、水素と無

機塩で生育可能なものを得ることはできなかった。 超好熱環境からのメタン菌の取得は

後述するように、メタン菌の取得にあたっては、有機物、有機酸存在下で生育可能なメタ

ン菌を取得する方向で進めることになったため、この方法での取得検討は中断することに

した。 

 

１－２－１－ｂ．始原菌用培地での生育 

サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目    

①－１        ＋        ＋       ＋ 

    ①－２        ＋        ＋       ＋ 

    ①－３        ＋        ＋       ＋ 

    ①－４        ＋        ＋       ＋ 

    ①－５        ±        －       － 

    ①－６        ±        －       － 

    ①－７        ±        ±       － 

    ①－８        ±        －       － 

①－９        ＋        ＋       ＋ 

①－１０       ＋        ＋       ＋ 

①－１１       ＋        ＋       ＋ 

①－１２       ±        －       － 

①－１３       ＋        ＋       ＋ 

①－１４       ±        －       － 
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①－１５       ±        －       － 

①－１６       ＋        ＋       ＋ 

①－１７       ＋        ＋       ＋ 

①－１８       ＋        ＋       ＋ 

①－１９       ＋        ＋       ＋ 

①－２０       ＋        ＋       ＋ 

①－２１       ＋        ＋       ＋ 

①－２２       ±        －       － 

①－２３       ±        －       － 

①－２４       ±        ±       － 

①－２５       ±        －       － 

②－１        ＋        ＋       ＋ 

②－２        ＋        ＋       ＋ 

②－３        ＋        ＋       ＋ 

②－４        ＋        ＋       ＋ 

②－５        ＋        ＋       ＋ 

②－６        ＋        ＋       ＋ 

②－７        ＋        ＋       ＋ 

②－８        ±        ±       － 

②－９        ＋        ＋       ＋ 

②－１０       ±        ±       － 

 

③－１        ＋        ＋       ＋ 

③－２        ±        ±       － 

③－３        ±        ±       －  

③－４        ±        ±       －  

③－５        ±        ±       －  

③－６        ±        ±       －  

③－７        ＋        ＋       ＋ 

③－８        ＋        ＋       ＋  

③－９        ±        ±       －  

③－１０       ±        ±       －  

③－１１       ±        ±       －  

③－１２       ±        ±       － 

③－１３       ＋        ＋       ＋  

③－１４       ±        ±       －  
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③－１５       ±        ±       － 

③－１６       ±        ±       －  

③－１７       ±        ±       －  

③－１８       ±        ±       －  

③－１９       ±        ±       －  

③－２０       ±        ±       －  

③－２１       ±        ±       －  

③－２２       ±        ±       －   

③－２３       ±        ±       －  

③－２４       ±        ±       －   

③－２４       ±        ±       －   

④－１        ±        ±       －    

④－２        ±        ±       －  

④－３        ＋        ＋       ＋   

④－４        ±        ±       －    

④－５        ±        ±       －    

⑤－１        ±        －       －  

⑤－２        ＋        ＋       ＋   

⑤－３        ＋        ＋       ＋    

⑤－４        ±        －       －  

⑤－５        ±        －       －  

 

始原菌用培地での生育は、日光湯本温泉の泉源温泉水と沈殿物で生育が見られた。日光湯

元温泉泉源、沈殿物では２２サンプルで３回の植え継ぎ後も培地の濁りが認められた。 

水メタン菌用培地での培養では、接種後、培地の濁りがあったものも、２回の植え継ぎを

経ると、明確な濁りが確認できなくなった。那須殺生石噴気口サンプルでは２５点中、４

点で生育がみられた。また奥塩原新湯サンプルでは５点中、２点で生育が見られた。 

これら生育が見られたサンプルを用いて、菌株の分離作業へ進めた。 

 

１－２－１－ｃ．硫酸還元菌用培地での生育 

サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目    

③－１        ±        ±       ± 

③－２        ±        ±       － 

③－３        ±        ±       －  

③－４        ±        ±       －  

③－５        ±        ±       －  
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③－６        ±        ±       －  

③－７        ±        ±       ± 

③－８        ±        ±       ±  

③－９        ±        ±       －  

③－１０       ±        ±       －  

③－１１       ±        ±       －  

③－１２       ±        ±       － 

③－１３       ±        ±       ＋  

③－１４       ±        ±       －  

③－１５       ±        ±       － 

③－１６       ±        ±       －  

③－１７       ±        ±       －  

③－１８       ±        ±       －  

③－１９       ±        ±       －  

③－２０       ±        ±       －  

③－２１       ±        ±       －  

③－２２       ±        ±       －   

③－２３       ±        ±       －  

③－２４       ±        ±       －   

③－２４       ±        ±       －   

④－１        ±        ±       ±    

④－２        ±        ±       －  

④－３        ±        ±       ＋   

④－４        ±        ±       ＋  

④－５        ±        ±       －    

⑤－１        ±        －       －  

⑤－２        ±        ±       ± 

⑤－３        ±        ±       ＋    

⑤－４        ±        －       －  

⑤－５        ±        －       ±  

 

硫酸還元菌用培地では、３回の植え継ぎ後に生育が認められたものが４サンプルあった。 

（③－１３、④－３、⑤－３） 

殺生石噴気口から採取したサンプルは、土壌サンプルであったため、固形分が多く、３回

の植え継ぎ後も固形分由来の濁りが若干あったが、明らかに生育が認められたのものは１

点しかなかった。 また、那須湯本温泉温泉水、奥塩原新湯温泉水では、半数のサンプル
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が若干の濁りを示したが、明らかに生育が認められたのは、それぞれ、サンプル５点中、

２点、１点であった。 この生育が認められた培養物を用いて、菌株の分離に進めた。 

 

１－２－１－ｄ．イオウ酸化菌用培地での生育 

サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目    

③－１        ＋        ＋       ＋ 

③－２        ±        ±       － 

③－３        ±        ±       －  

③－４        ±        ±       －  

③－５        ±        ±       －  

③－６        ±        ±       －  

③－７        ＋        ＋       ＋ 

③－８        ＋        ＋       ＋  

③－９        ±        ±       －  

③－１０       ±        ±       －  

③－１１       ±        ±       －  

③－１２       ±        ±       － 

③－１３       ＋        ＋       ＋  

③－１４       ±        ±       －  

③－１５       ±        ±       － 

③－１６       ±        ±       －  

③－１７       ±        ±       －  

③－１８       ±        ±       －  

③－１９       ±        ±       －  

③－２０       ±        ±       －  

③－２１       ±        ±       －  

③－２２       ±        ±       －   

③－２３       ±        ±       －  

③－２４       ±        ±       －   

③－２４       ±        ±       －   

④－１        ±        ±       －    

④－２        ±        ±       －  

④－３        ＋        ＋       ＋   

④－４        ±        ±       －    

④－５        ±        ±       －    

⑤－１        ±        －       －  
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⑤－２        ＋        ＋       ＋   

⑤－３        ＋        ＋       ＋    

⑤－４        ±        －       －  

⑤－５        ±        －       －  

 

イオウ酸化菌用培地では、３回の植え継ぎ後に生育が認められたものが７サンプルあった。 

殺生石噴気口から採取したサンプルからは４サンプルで成育が認めら、比較的好気的な土

壌サンプルであったことから、成育するものが出てきたものと思われた。 また、那須湯

本温泉温泉水からは１点、奥塩原新湯温泉水では、２点のサンプルで生育が認められた。 

この生育が認められた培養物を用いて、菌株の分離に進めた。 

 

 

１－２－２．培養サンプルからの菌株の単離の試み 

１－１－２.で示したように、各培地で生育する微生物の存在が確認されたので、これらの

培養物から、単一コロニーの分離を試みた。 

 

○使用培地 １－１－１－ａ．ｂ．ｃ．ｄ．に示した培地調製を一部改変して用いた。 

１００ｍｌ培地ビンに５０ｍｌの２倍濃度の培地を入れ、別に５０ｍｌの蒸留水にゲルラ

イト ２ｇをケンダクしたものを入れたものとあわせてオートクレーブ滅菌し、８０℃に

保温する。 グローブボックスに入れて、ゲルライトと混合し、滅菌済みガラスシャーレ

５枚に広げて固まるまで放置する。 

る。 

始原菌用培地、イオウ酸化菌用培地では、２倍濃度の培地をオートクレーブ後、

Polysulfides 溶液０．２ｍｌ加えて用いた。 

 

○培養液の接種 

植え継ぎ集積培養した微生物培養物を滅菌培地で１０1から１０6まで希釈し、その１００μ

ｌを固化した培地上にコンラージで広げた。 表面の水分がなくなったら嫌気ジャーに入

れてグローブボックスから取り出し、集積培養と同じ温度で３～７日間培養し、コロニー

の形成を観察した。 

イオウ酸化菌用培地の場合は、通常のクリーンベンチ内で作業した。 

 

１－２－２－ｂ． 始原菌用培地で生育した微生物の単離 

 

○プレートでのコロニー形成 

日光湯元温泉のサンプルで培養したものを中心に、単離を試みた。 
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特に生育の良かった①－４を中心に述べる。 

 

 

① －４培養物のプレートでの生育状況 

   希釈段階       プレートの状態 

    １０1      プレート全面にうすく生育 複数存在 

１０2       プレート全面にうすく生育 複数存在 

 １０3          プレート全面にうすく生育 複数存在 

１０4      コロニー形成は見られるが、うすく広がって生育し 

個々のコロニーが分離していない 複数存在 

１０5        コロニー形成が見られない 

 

 １０4希釈まではコロニーが広がっているが、生育が認められたので、この条件でコロニ

ー形成させることを目的に検討を行った。 

 コロニーが広がった原因として、プレートのゲルからの水分の分離が考えられたので、

プレートに広げる前に、プレートを開けた状態で１時間放置し、プレート表面を少し乾燥

させてから接種したが、コロニーの状態に大きな差はなく単一のコロニーは形成されなか

った。  

 

○限界希釈法での単離の試み 

プレートでのコロニー形成がうまくできなかったので、限界希釈法での単離を試みた。 

限界希釈法は、培養液を１０1から１０9程度の範囲で培地を用いて希釈し、各希釈ごとに５

本の培養を行い、生育した最大希釈の培養物を単一の微生物由来の培養物とみなすことで、

単離する方法である。 

① －４の培養物を限界希釈し、２週間培養することによって生育する希釈段階を確認し

た。 

限界希釈での生育 

希釈段階     生育 

１０1      ＋ 

           １０2      ＋ 

１０3      ＋ 

１０4      ＋ 

１０5      － 

１０6      － 

１０7      － 

１０8      － 
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１０4までは、生育が見られたが、それ以上の希釈では生育が認められなかった。 この１

０4の培養液をプレートに広げて培養してみたが、プレートではうすく広がって生育し 

複数の株が存在し、また個々のコロニーが分離しなかった。  

 

①－４以外の①－１３、 ①－２０、②－２の３株についても①－４株と同様の結果となり、

単離に至っていない。 

今後、単離の方法を工夫することにして、混合状態のままグリセロールで凍結保存した。 

 

１－２－２－ｃ． 硫酸還元菌用培地で生育した微生物の単離 

○プレートでのコロニー形成 

集積培養で生育の見られた③－１３、④－４、⑤－３を用いて、プレートでのコロニー形

成を検討した。プレートの状態を観察しながら、培養を２８日間継続した。 

 

硫酸還元菌用培地培養物のプレートでの生育状況 

   希釈段階     ③－１３  ④－４  ⑤－３ 

    １０1        ―     ―    ― 

１０2         ―     ―    ― 

 １０3             ―        ―     ― 

１０4         ―          ―         ― 

１０5           ―          ―        ― 

 

１０1希釈においても、プレートでのコロニー形成が見られず、なかった。 

２８日後にはゲルライトで固化した培地が乾燥して薄くなっていた。 

硫酸還元菌は液体培地での生育状態から、生育が遅いと考えられ、培養に伴って培地中の

水分が減少し、成育に影響が出たのではないかと思われた。また、硫酸還元菌は生育に高

い還元状態が必要であるので、培養時に酸素の混入などがあった可能性も考えられた。 

 

○限界希釈法での単離の試み 

プレートでのコロニー形成ができなかったので、限界希釈法での単離を試みた。 

③―１３の培養物を限界希釈し、２週間培養することによって生育する希釈段階を確認し

た。 

限界希釈での生育 

希釈段階     生育 

１０1      ＋ 

           １０2      ＋ 
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１０3      ＋ 

１０4      － 

１０5      － 

１０6      － 

１０7      － 

１０8      － 

 

１０3までは、生育が見られたが、それ以上の希釈では生育が認められなかった。 この１

０3の培養液を顕微鏡で観察したところ、弧状のものと短カン状のものが混在していた。ま

た、これらの菌体がからまってような塊状物も見出されたことから、単一の株からなって

いるのではないと思われた。 

 

③－１３以外の④－４、⑤－３についても同様の結果となり、単離に至っていない。 

硫酸還元菌についても、今後、単離の方法を工夫することにし、混合状態でグリセロール

で凍結保存した。 

 

 

１－２－２－ｄ． イオウ酸化菌用培地で生育した微生物の単離 

○プレートでのコロニー形成 

集積培養で生育の見られた７サンプルを用いて、プレートでのコロニー形成を検討した。

プレートの状態を観察しながら、培養を２８日間継続した。 

 

○プレートでのコロニー形成 

殺生石噴気口サンプルを培養したものを中心に、単離を試みた。 

安定して濁りが生じた③－１を中心に述べる。 

 

③－１培養物のプレートでの生育状況 

   希釈段階       プレートの状態 

    １０1      プレート全面にうすく生育 複数存在 

１０2       プレート全面にうすく生育 複数存在 

 １０3          プレート全面に小さいコロニー形成  

１０4      コロニー形成は小さくまばら 

１０5        コロニー形成が見られない 

 

 １０4希釈までは非常に小さいコロニーが形成された。 このコロニーを用いて単離を試

みた。 
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コロニーを接種して培養したプレートでの生育状況 

   希釈段階    ③－１－Ａ  ③－１－Ｂ  ③－１－Ｃ 

    １０1      プレート全面にうすく生育 複数存在 

１０2       プレート全面にうすく生育 微小コロニー 

 １０3          プレート全面に小さいコロニー形成  

１０4      コロニー形成は小さくまばら 

１０5        コロニー形成が見られない 

 

各希釈段階のプレートの状態は、コロニーを分離したプレートと同様となった。 

イオウ酸化菌と思われるコロニーの周辺に異なる性状の菌が生育しており、これを分離す

るのが困難であった。 

 

○限界希釈法での単離の試み 

プレートでのコロニー分離ができなかったので、限界希釈法での単離を試みた。 

③―１の培養物を限界希釈し、２週間培養することによって生育する希釈段階を確認した。 

限界希釈での生育 

希釈段階     生育 

１０1      ＋ 

           １０2      ＋ 

１０3      ＋ 

１０4      ＋ 

１０5      － 

１０6      － 

１０7      － 

１０8      － 

 

１０4までは、生育が見られたが、それ以上の希釈では生育が認められなかった。  

③－１以外に③－７、③－８、③－１３についても検討したが、単離に至っておらず、今

後、単離の方法を工夫することにして、混合状態でグリセロールで凍結保存した。 
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１－３．酢酸資化性高温メタン菌の分離 

 

後述の２章で述べる、超好熱始原菌とメタン菌の共生による高速メタン生成の可能性を探

るための検討として、酢酸資化性高温メタン菌の分離取得検討を進めることにした。 

 

○微生物源 

有機物がある程度含まれており、かつ高温になっている環境として、大分県別府温泉の鉄

輪温泉市街、および地獄でサンプリングを行った。特に落ち葉や生活廃水が入っていると

ころを中心にサンプルの採取を行った。 

  

サンプルＮｏ．   採取地      採取地温度  サンプル性状    

⑥－１    地獄原温泉バス付近   ６４℃   配湯管たまり 

⑥－２    地獄原温泉バス付近   ８１℃   排水管たまり 

⑥－３    鉄輪温泉下 川の堤防  ７３℃   排水出口 

⑥－４    鉄輪温泉        ３０℃   排水出口 

⑥－５    鉄輪温泉        ６０℃   排水管たまり 

⑥－６    鉄輪温泉        ８０℃   排水管たまり 

⑥－７    鉄輪温泉        ８０℃   排水管たまり 

⑥－８    鉄輪温泉        ９４℃   配湯管たまり 

⑥－９    鉄輪温泉        ９４℃   配湯管たまり 

⑥－１０   鉄輪温泉        ９２℃   配湯管たまり 

⑥－１１   鉄輪温泉        ５４℃   配湯管たまり 

    ⑥－１２   龍巻地獄        ４５℃   ケイ酸たまり 

    ⑥－１３   畑の中の泉源      ７４℃   排水路付着物 

    ⑥－１４   畑の中の泉源      ６１℃   排水路付着物 

    ⑥－１５   畑の中の泉源      ８１℃   排水路付着物 

    ⑥－１６   海地獄         ６５℃   落ち葉堆積物 

    ⑥－１７   山地獄         ６５℃   落ち葉堆積物 

    ⑥－１８   龍巻地獄        ６３℃   熱泥 

    ⑥－１９   かまど地獄       ４０℃   落ち葉堆積物 

    ⑥－２０   かまど地獄       ９０℃   落ち葉堆積物 

    ⑥－２１   血の池地獄       ５０℃   落ち葉堆積物 

    ⑥－２２   血の池地獄       ６４℃   落ち葉堆積物 

 

今回のサンプリングでは、有機物が入っているところを重点的に採取したが、配湯管、排
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水管のたまり部分や土壌、落ち葉の堆積物のサンプルから生育するものが出てきている。 

これら、生育の見られたサンプルについては、気相部のガス分析を行い、メタンの発生植

え継ぎ、分離の作業を進める。 

 

 

○使用培地 

KCl          0.355ｇ 

MgCl2・6H2O      4.0ｇ 

MgSO4・7H2O      3.45ｇ 

NH4Cl         0.25ｇ 

CaCl2・2H2O      0.14ｇ 

KH2PO4         0.14ｇ 

NaCl                6ｇ  

微量金属溶液      10ｍｌ 

ビタミン溶液      10ｍｌ 

Fe(NH4)2(SO4)2・6H2O  2.0 mg 

NaHCO3                  5.0g 

酢酸ナトリウム         1.0g 

酵母エキス       2.0ｇ 

Trypticase peptone   2.0g 

L-Cystein・HCl・H2O   0.5g 

 

Na2S・9H2O       0.5g 

レサズリン       1.0mg 

蒸留水         980ｍｌ 

 

微量金属溶液 

Nitrilotriacetic acid  1.5g 

MgSO4・7H2O         3.0g 

MnSO4・xH2O         0.5g 

NaCl           1.0g  

FeSO4・7H2O         0.1g 

CoSO4・7H2O             0.1g 

CaCl2・2H2O             0.1g 

ZnSO4・7H2O             0.1g 

CuSO4・5H2O             0.01g 
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ALK(SO4)2               0.01g 

H3BO3                   0.01g 

NaMoO4・2H2O            0.01g 

NiCl2・6H2O      0.025g 

NaSeO3・5H2O      0.3g 

(NH4)2Ni(SO4)2・6H2O  2.0g 

NaWO4・2H2O       10mg 

蒸留水         1L  

＊注意 Nitrilotriacetic acid を水に溶解し KOH でｐＨを６．５に調節後、各成分を投入

して溶解させる。 溶解したらｐＨを７．０に調節する。 

 

ビタミン混合溶液(JCM197) 

Biotin         2.0mg 

Folic acid             2.0mg 

Pyridoxin HCl         10.0mg 

Thiamine HCl           5.0mg 

Riboflavin             5.0mg 

Nicotinic acid         5.0mg 

Calcium pantothenate  5.0mg 

Vitamin B12           0.1mg 

p-Aminobenzoic acid   5.0mg 

Lipoic acid           5.0mg 

蒸留水         1L  

 

○酢酸資化性メタン菌培地調製 

Na2HCO3、L-Cystein・HCl 、Na2S・9H2O 以外の成分を溶解後ｐＨを６．０に調節し、電子レ

ンジで１０分加熱した。１００ｍｌバイアルビンに２０ｍｌづつ分注し、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：

２０の混合ガスを１分間バブリングしてからブチルゴム栓をつけ、アルミキャップで固定

した。これを１２１℃、２０分オートクレーブ処理して滅菌した。 

滅菌後、培地の入ったバイアルビンを窒素置換したグローブボックスに入れ、10%Na2S 溶液

(pH7.3)0.1ml、10% L-Cystein・HCl 溶液（pH7.3）0.1ml をシリンジで注入し、混合して１

０分間放置した。 

嫌気になった培地入りバイアルビンに、採取した微生物源サンプルを 1ｍｌ、シリンジで注

入して接種した。 

固形サンプルの場合には、一度、アルミキャップをはずし、固形物サンプルをバイアルビ

ンに投入後、再度、ブチルゴム栓とアルミキャップで固定した。 
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接種後 、グローブボックス内で、真空ポンプ、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合ガスボンベ

をつないだガス置換装置にシリンジを介して接続し、減圧、解圧を２回行うことによって、

バイアルビン内部のガスをＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率になるように置換し、さらに、バ

イアルビンにＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率のガスをディスポーサブルシリンジを用いて

３５ｍｌで２回注入し、８０℃のインキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物０．５ｍｌを新しい培地２０ｍｌに接種して培養を継続した。 

 

○酢酸含有メタン菌培地での生育 

サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目    

⑥－１        ＋        ±       ＋ 

⑥－２        ±        ±       ± 

⑥－３        ±        ±       ＋ 

⑥－４        ＋        ＋       ＋ 

⑥－５        ＋        ＋       － 

⑥－６        －        －       － 

⑥－７        ±        －       － 

⑥－８        ±        ±       ± 

⑥－９        ±        ±       ± 

⑥－１０       ＋        ±       ＋ 

⑥－１１       －        ±       － 

⑥－１２       ±        ±       － 

⑥－１３       ±        ±       ±  

⑥－１４       ＋        ＋       ＋  

⑥－１５       ＋        －       ±  

⑥－１６       ＋        ±       ＋  

⑥－１７       －        －       － 

⑥－１８       －        －       －  

⑥－１９       ±        ±       ±  

⑥－２０       －        ±       ＋  

⑥－２１       ±        ±       ＋  

⑥－２２       －        ±       － 

  

 

全体に、ケンダク物、固定分の入ったサンプルを接種したものは、３回の植え継ぎ後も濁

りが見られた。 植え継ぎ１回後は、ケンダク物が多いものでは生育が判定しがたいが、

３回目にはもとのケンダク物は少量になり、明らかな生育を確認することでができた。 
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今後、培養物の一部を凍結保存するとともに、植え継ぎ培養を行い、気相部のガス分析を

実施する予定である。  
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第２章 有用物質の生産 

 

２－１．始原菌の膜脂質  生合成酵素遺伝子を中心とした解析 

メタン菌をはじめとする始原菌の膜脂質は、グリセロールとＣ２０、あるいはＣ４０のイ

ソプレノイドアルコールとのジエーテル構造（Archaeol）、あるいは、テトラエーテル構造

（Caldarchaeol）をとっており、このような脂質は始原菌と一部の真性細菌に存在してい

る。 通常の真性細菌や真核生物のエステル型脂質に比べて、エーテル構造は酸、アルカ

リに対して安定である。 また、エステル構造の脂質は２分子膜構造をとるが、エーテル

型では１分子膜構造をとることから、膜構造自体が１分子の安定構造をとっていることに

なり、膜自体が強固になっている。 このように、始原菌のエーテル型膜脂質と、真性細

菌のエステル型膜脂質の大きな違いは、グリセロールと結合している炭化水素鎖にある。 

地球上の温和な環境では、細胞が生きていくためには、エステル型膜脂質の場合には適当

な不飽和脂肪酸を含むことによって相転移温度が低くなっていなければならない。 一方、

高度に分岐した飽和イソプレノイド鎖は嵩高い構造をしており、そのままで相転移温度が

低い性質を有している。 

真性細菌では不飽和脂肪酸を生成するのに、飽和脂肪酸を不飽和化するのに酸素を利用し

ているが、原始環境では、酸素がない環境下でイソプレノイドアルコールがグリセロール、

あるいは、そのリン酸エステルとの間で脱水縮合することによって、エーテル結合を生成

したのではないかと考えられている。 

このような性質を持つエーテル型膜脂質は、イソプレノイド構造をもつことから、ポリイ

ソプレン構造材料として、また強固な人工リポソームの材料としての利用も期待される。 

このエーテル型膜脂質の生合成経路を整理することによって、その後のエーテル型膜脂質

の利用につなげることを目的に、始原菌のゲノムから、エーテル型膜脂質の生合成経路を

遺伝子側から整理することにした。 

 

 

 

            図－１ テトラエーテル膜脂質 
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２－１－１．テトラエーテル脂質の生合成経路 

テトラエーテル脂質の生合成経路と対応する酵素を図－２、表－１に示した。 メバロン

酸が２段階でリン酸化され、メバロン酸２リン酸となり、これが脱炭酸することによって、

イソペンテニル２リン酸が生成する。 このイソペンテニル２リン酸がテトラエーテル合

成の重要な中間体で、これが異性化することでジメチルアリル２リン酸となり、テトラエ

ーテル構造の末端が形成される。 次いでこれに順次、イソペンテニル２リン酸が付加し

ていくことでゲラニル２リン酸、ファルネシル２リン酸となり、さらにもう１分子のイソ

ペンテニル２リン酸が付加することで、ゲラニルゲラニル２リン酸が生じる。 

この反応で特徴的なことは、イソペンテニル２リン酸を付加していく３段階の反応が一つ

の酵素で行われている可能性があることで、ジメチルアリルトランスフェラーゼがファル

ネシルトランスフェラーゼに相当する酵素反応を触媒するとすれば、一つの酵素で３段階

の反応が起こっている可能性も考えられる。 
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２－１－２．始原菌ゲノムからのテトラエーテル脂質生合成遺伝子の検索 

微生物ゲノムデータベースを利用して、下記の始原菌のテトラエーテル脂質生合成遺伝子

の検索を行った。 

超好熱始原菌 

 Sulfolobus sorfataricus  

Sulfolobus tokodaii  

Pyrococcus friosus  

 メタン菌 

Methanobacterium thermoautotrophicum  

Methanococcus jannaschii  

Methanobacteriu acetivorans  

 

上記の菌株のメバロン酸からゲラニルゲラニル２リン酸に至る生合成に関わる遺伝子を

検索した。 

 

その結果、ほとんどの超好熱始原菌、メタン菌にこの酵素系が存在しており、特に

Sulfolobus sorfataricus ,Sulfolobus tokodaii には、これらテトラエーテル脂質生合

成酵素遺伝子が全てそろっていることが推定された。  (図－３)（表－２） 
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また、ジメチルアリルトランスフェラーゼがファルネシルトランスフェラーゼに相当する

酵素反応を触媒するなら、イソペンテニル２リン酸以降の生合成に関与する酵素は大部分

の始原菌に存在するということになる。 
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また、ゲノム上の各遺伝子の位置を Sulfolobus sorfataricus ,Sulfolobus tokodaii で調

べてみたところ、メバロン酸キナーゼは単独で存在するのに対して、ホスホメバロン酸キ

ナーゼ、ジホスホメバロン酸デカルボキシラーゼが逆向きのＯＲＦで隣り合って存在する

こと、イソペンテニル２リン酸イソメラーゼとジメチルアリルトランスフェラーゼは同じ

向きのＯＲＦで隣り合って存在することがわかった。  （図－４） 

それ以外の始原菌では、ホスホメバロン酸キナーゼ、ジホスホメバロン酸デカルボキシラ

ーゼが見出されていないが、これらの菌株においてもイソペンテニルリン酸イソメラーゼ

とジメチルアリルトランスフェラーゼが隣接して存在することなどから、ホスホメバロン

酸キナーゼ、ジホスホメバロン酸デカルボキシラーゼについても隣接して存在するのでは

ないかと思われた。 

ゲラニルゲラニル２リン酸からグリセロールとの間でエーテル結合してアーケオールを生

成する反応、アーケオールが２量化することによってカルドアーケオールが生成する反応

は、脂質を形成する最終の反応になるが、この経路については解析が進んでおらず、まだ

明らかとなっていない。 
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２－２．始原菌とメタン菌の共生による高温高速メタン発酵の可能性の検討  

微生物菌体によって固定されたCO2は、その固定経路から、有機酸、糖などを経て、菌体

成分を含め二次代謝産物などへと変換される。 メタン菌の場合は、二酸化炭素の酸素を

使って水素を酸化するという、エネルギー代謝的な二酸化炭素固定反応に伴ってメタンが

生成する。 このメタン生成には水素が還元力として必要であり、この水素のどのように

して供給するかということが一番の課題となるが、嫌気条件下での有機物分解に由来する

水素発生が十分に期待される。 また、地球内部ガスに含まれる水素をエネルギー源とし、

深部地下に二酸化炭素を注入し、メタン菌の作用によってメタンに変えることも可能では

ないかと考えられる。 通常、地表付近でのメタン発酵においては、有機物を嫌気分解す

る微生物によって、水素が生成し、その水素を利用してメタン菌がメタン生成している。 

今回は特にメタン発酵を、現在行われている常温のものから超好熱菌などの生育温度範囲

である８０℃付近にすることで、高速有機物分解、高速メタン発酵を行うことができるシ

ステムが構築できるか可能性を検討した。 

 

 

 

           図－５ 始原菌とメタン菌によるメタン生成 

 

１－２－１．始原菌用培地を用いたメタン菌の培養 

８０℃付近での有機性廃棄物からの高速メタン発酵には、高温下で有機物を分解して、水

素を供給する微生物と、同じ環境下で水素や有機酸と二酸化炭素からメタンを生成するメ

タン菌の組み合わせが必要である。 

有機性廃棄物から水素を生成する微生物としては、超好熱始原菌の一つである

Thermococcus kodakaraensis KOD-1 株を用い、これに対応する環境下で生育可能なメタ

ン菌の検索として、始原菌用培養でのメタン菌の培養を検討した。 
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使用培地 

○使用培地   Thermococcus 用の培地(JCM280)を使用し、イオウのかわりにピルビン酸

を５％添加して用いた。  

  

KCl          0.33g 

MgCl2・6H2O         2.8g  

NH4Cl          0.25g 

NaCl           25.0g 

K2HPO4           0.3g 

ピルビン酸 Na     50g  

Yeast extract(Difco) 3.0g 

Tryptone(Difco)      3.0g 

FeSO4・7H2O  25mg 

微量金属溶液    10ml 

ビタミン混合液   10ml 

Na2S・９H2O   0.5g 

レサズリン     1.0mg 

蒸留水       1L 

 

微量金属溶液はメタン菌と同じJCM151、ビタミン混合液もメタン菌と同じJCM197を用いた。 

 

○始原菌用改変培地の調製と培養 

メタン菌の生育が可能なように、始原菌用培地に Na2HCO3 を加え、気相部のガスをＨ２：Ｃ

Ｏ2＝８０：２０の混合ガスに変更した。 

Na2S・９H2O 以外の成分を混合し、Na2HCO3 を加えて溶解させた。１００ｍｌバイアルビン

に２０ｍｌづつ分注し、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合ガスを１分間バブリングしてからブ

チルゴム栓をつけ、アルミキャップで固定した。これを１２１℃、２０分オートクレーブ

処理して滅菌した。 

滅菌後、窒素置換したグローブボックス内に入れ、10%Na2S 溶液(pH7.3)0.1ml、10% 

L-Cystein・HCl 溶液（pH7.3）0.1ml をシリンジで注入し、混合して１０分間放置した。 

嫌気になった培地入りバイアルビンに、メタン菌ライブストックカルチャーを 1ｍｌ、シリ

ンジで注入して接種した。 

接種後 、バイアルビンにＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率のガスをディスポーサブルシリン

ジを用いて３５ｍｌで２回注入し、各メタン菌の培養温度で培養した。 

 接種してから１週間後に、新しい培地２０ｍｌに、その１ｍｌ接種して培養を継続した。 
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使用菌株 

  ① Methanococcus jannaschii JCM10045 

    ②  Methanothermobacter thermoautotrophicus JCM10044 

    ③ Methanothermus fervidus JCM10308 

    ④ Methanothermus sociabilis JCM10723 

 

培養結果 

 通常、上記のメタン菌は接種後、１～３日で明確な濁りを生じるが、今回の培養では、

１週間経過しても濁りの上昇が見られず、植え継いだものではメタン菌培地に特有のケン

ダク物以外は全く濁りが認められなかった。 

超好熱メタン菌は通常、水素と炭酸ガスからメタンを生成し、独立栄養的に生育する。 

一般的に独立栄養微生物は、有機性成分が存在すると生育が阻害されることが多く、

Nitrosomonas などのアンモニア酸化細菌では、生育が顕著に阻害される。 

今回試験したメタン菌も海底熱水口などから分離された超好熱メタン菌であり、非常に高

い独立栄養性の性質を有していると考えられる。 

この結果から、有機性廃棄物からの高温下高速メタン発酵に用いるには、有機性成分が多

い条件下でも生育可能な新たなメタン菌の取得が必要であると思われたため、新たに自然

界からメタン菌の採取を試みることにした。 

始原菌を用いた有機性廃棄物からの水素生成の際には、酢酸が副生することも考慮し、有

機性成分として、特に酢酸を資化して生育可能な高温メタン菌の取得の検討を開始するこ

とにした。（第一章参照） 
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第３章 還元的ＴＣＡサイクルを構成する鍵酵素の解析 

 

昨年度は大きく分けて、 

リブロース２リン酸回路 

３－ヒドロキシプロピオン酸回路 

還元的ＴＣＡ回路 

アセチルＣｏＡ経路  

の４つの二酸化炭素固定経路が存在し、その中でも、還元的ＴＣＡサイクルが最もエネル

ギー保存効率、ＣＯ２固定効率が高いと評価した。 

還元的ＴＣＡサイクルを物質生産に用いるという観点では、不足している遺伝子を導入、

あるいは、増強することによって、大腸菌で還元的ＴＣＡサイクルをまわすことができれ

ば、ＴＣＡサイクルメンバーの有機酸を任意の場所で蓄積させることも可能になると思わ

れる。 還元的ＴＣＡサイクルを回すのに必要なエネルギーをどのような形態で供給する

か、という問題はあるが、エネルギー保存効率、ＣＯ２固定効率が最も高いと評価された

還元的ＴＣＡサイクルを大腸菌内で構築することは、今後ＣＯ２固定によって物質生産に

つなげていく上で非常に重要なことと思われる。 （図－６） 

今年度はこの還元的ＴＣＡ回路の鍵となる酵素の解析の一つとして、ホスホエノールピル

ビン酸カルボキシラーゼ、２－オキソグルタレートシンターゼ遺伝子の取得を行った。 

 

３－１．ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ遺伝子の取得 

 

使用ＤＮＡ  

Escherichia coli K-12 株 

 

データベースの配列情報に従って、ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ遺伝子（Ｐ

ＥＰ-Ｃ）をＰＣＲで調製した。 

 

フォワードプライマー 

ＴＴＴＴＣＡＴＡＴＧＡＡＣＧＡＡＣＡＡＴＡＴＴＣＣＧＣＡＴＴＧＣＧＴＡＧＴＡＡＴ

Ｇ 

リバースプライマー 

ＴＴＴＴＧＧＡＴＣＣＴＴＡＧＣＣＧＧＴＡＴＴＡＡＣＧＣＡＴＡＣＣＴＧＣＣ 

 

２６５２塩基のＰＣＲ断片を取得し、ｐＣＲ４－ＴＯＰＯクローニングベクターキットを

用いて遺伝子を固定した。 
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ＰＥＰ－Ｃには３‘末端側にＢａｍＨＩサイトがあるため、このサイトをサイトダイレク

ト変異で改変した。 

改変した配列を解析した結果、ＢａｍＨＩサイトの破壊を確認できた。（表－３） 

改変したＰＣＲ断片をｐＥＴ２１ａプラスミドのＮｄｅＩ-ＢａｍＨＩサイトに挿入し、発

現ベクターとした。 

このプラスミドをＥ．ｃｏｌｉ ＢＬ２１（ＤＥ３）に導入した。 

ＰＥＰ－Ｃの発現については、継続して検討を進める予定である。 
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表－３  Ｅ．ｃｏｌｉ ＰＥＰ－Ｃ（ modified） seqence 
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３－２　オキソグルタレートシンターゼ遺伝子の取得 

 

使用ＤＮＡ  

Clostridium acetobutylium JCM1419 株 

 

データベースの配列情報に従って、２－オキソグルタレートシンターゼ遺伝子（Ｏｘｏ）

をＰＣＲで調製した。 

 

 

フォワードプライマー 

ＡＴＧＡＴＴＴＡＴＡＡＴＡＴＴＴＴＧＡＴＴＧＧＡＧＧＡＧＣＴＧＣＡＧＧＡＣ 

リバースプライマー 

ＴＴＡＴＣＴＧＡＡＴＴＣＣＴＣＡＡＧＡＡＡＡＴＴＴＴＴＴＡＴＴＴＴＡＴＣＡＡＴＴ

ＴＴＴＡＴＴＴＣＡＣＴＡＴＡＡＡＣ 

 

約２５００ｂｐのＰＣＲ断片を取得し、ｐＣＲ４－ＴＯＰＯクローニングベクターキット

を用いて遺伝子を固定した。 

取得した配列を解析したところ、目的どおりの配列を確認することができた。（表－４） 

ＴＯＰＯベクターに固定した遺伝子の末端を改変した断片を調製し、ｐＥＴ２１ａプラス

ミドのＮｄｅＩ-ＢａｍＨＩサイトに挿入し、発現ベクターとした。 

このプラスミドをＥ．ｃｏｌｉ ＢＬ２１（ＤＥ３）に導入した。 

Ｏｘｏの発現については、継続して検討を進める予定である。 
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表－ 4 Clostridium acetobutylicum OXO seqence 
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図－６  還元的TCAサイクルを構成する酵素

大腸菌に存在 

大腸菌にない 
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第４章 超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株のゲノム、炭酸固定

および脱炭酸酵素の解析 

 

【はじめに】 

  超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株(1)は、鹿児島県小宝島

の硫気孔より単離された超好熱始原菌である（図－７）。 本菌は生育至適温度

85℃、65～100℃という高温域で生育が確認されている。また、硫黄呼吸や発酵

を行ってアミノ酸や多糖類を分解・資化する絶対嫌気性菌である。KOD1 株の

16SrRNA 塩基配列の比較によって、本菌株は進化系統樹の根に近い部分に位置

する極めて単純な生命体であることが示唆された（図－８）。 従って我々が「生

命そのもの」すなわち「生命の基本原理」を理解する上で、本菌株は非常に適

した題材であると言える。さらに本菌株からは、総じて高い耐熱性及び安定性

を持った酵素タンパク質が得られ、学術的な観点のみならず産業上においても

非常に有用な酵素を得ることが出来る。例えば耐熱性の DNA ポリメラーゼは

PCR に応用され、遺伝子診断や DNA 鑑定などに広く利用されており、本菌株由

来の耐熱性 DNA ポリメラーゼ(2~4)は KOD ポリメラーゼシリーズとして、国内だ

けでなく世界各国で販売されて高い評価を受けている。この様に極めて原始的

かつ単純な生命である KOD1 株を研究することは、生命の理解を深めると同時

に、環境・産業・医薬などの世界に貢献するための生命の可能性を追究する事

であると言っても過言ではない。本研究プロジェクトにおいては、KOD1 株の設

計図であるゲノムの解析と、炭酸固定や脱炭酸など二酸化炭素に関係する反応

を触媒する酵素について特に焦点をあてて研究を推進する。 

 

 

 
図－７ T. kodakaraensis KOD1 株 
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図－８ 生物の進化系統樹。 太線（赤線）は超好熱菌を表す。 
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４－１． KOD1 株の全塩基配列決定 

 超好熱菌は生物の進化系統樹上、最も古い根の近傍に位置することから、

現存する生物においては最も原始生命体に近い存在であると考えられている。

超好熱菌には一部、細菌（bacteria）に属するものも存在するが、多くは始原菌

（archaea）と呼ばれる第 3 の生物群に属する(5, 6)。始原菌は真核細胞に類似した

複製・転写・翻訳・修復機構などを有しているものの、そのゲノムサイズは約

2Mbp と小さく、各種機構は単純化されていることが示唆されている。これらの

ことから、超好熱始原菌は生命の基本原理や進化を理解する上で格好のモデル

生物になり得ると言える。 

 超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株は Euryarchaeota 

Thermococcales に属する絶対嫌気性従属栄養性超好熱始原菌である。一方、これ

までにThermococcales始原菌としては 3種類のPyrococcus属（P. furiosus, P. abyssi, 

P. horikoshii）のゲノム解析がなされているが、高温環境の微生物コミュニティ

において多数を占める Thermococcus 属については、ゲノムが明らかにされてい

ない。Thermococcus 属ゲノムからは、高温環境における生命の維持や増殖に有

利な遺伝子情報が見出されると期待される。そこで我々は、T. kodakaraensis 

KOD1 株のゲノム解析を行った。 

 T. kodakaraensis KOD1 株のゲノム DNA より shotgun clone library を作成

し、シーケンシング、アセンブル、ギャップクロージングにより 2,089,377bp か

ら成る全塩基配列を決定した（図－９，図－１０、表－５） 。 ゲノム GC 含量

は 52%であり、複製開始因子 Orc1/CDC6 遺伝子に隣接する約 1,000bp の AT rich

な領域が複製開始点と推定された。ゲノム中の open reading frame (ORF) は 2,293

個が同定され、その内 NCBI COGs データベースに対する相同性検索により機能

推定可能な遺伝子は約 43%であった。約 41%の遺伝子は COGs 中の既知遺伝子

と相同性を示さなかった。近縁種である P. abyssi, P. horikoshii のゲノムと比較し

たところ、個々の遺伝子については高い相同性を示したが、それらのゲノム上

での配置について有意な相関関係は見られず、ゲノム構造が大きく異なってい

ることが明らかとなった。 
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図－９ KOD1 株の全ゲノム解析結果 

遺伝子リストは、次ページ表１を参照 
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表－５ 図－９に示された遺伝子名に対応する酵素  
遺伝子名 酵素名 遺伝子名 酵素名 

amyA α-amylase hpkA, hpkB histone A and B 
aspB glutamate synthase hydBGDA hydrogenase 
aspC aspartate aminotransferase hypCD hydrogenase-accessory proteins 
aspS aspartyl-tRNA synthetase iorAB indolepyruvate ferredoxin oxidoreductase
cdcA cell division control protein lig ATP-dependent DNA ligase 
cgt cyclodextrin glucanotransferase lon Lon protease 
chiA chitinase malQ 4-α-glucanotransferase 
cobQ cobyric acid synthase pol DNA polymerase family B 
cobS cobalamin 5'-phosphate synthase prsA ribose phosphate pyrophosphokinase
cpkA, cpkB chaperonin a and b pyrF orotidine-5'-phosphate decarboxylase
eno enolase rbc Rubisco 
fba fructose 1,6-bisphosphate aldolase rnhB RibonucleaseH II 
fdhABC formate dehydrogenase sub subtilisin-like protease precursor 
fdx ferredoxin tbp TATA-binding protein 
flaB flagellin B tip49 TBP-interacting protein 
gdhA glutamate dehydrogenase trpCDEGHBA tryptophan biosynthesis operon 
glm glucosaminidase trxB thioredoxin reductase 
glnA glutamine synthetase tubB ftsZ homologue 
glpK glycerol kinase yccY tyrosine phosphatase 
gly β-glycosidase   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１０ KOD1 株ゲノムの ORF map 
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４－２． KOD1 株の遺伝子破壊法 

 遺伝子破壊技術は、生体内で遺伝子機能に関する知見を得る手法として

極めて有効である。超好熱始原菌においては遺伝子数が少ないにも関わらず、

これまでに遺伝子破壊に関する実験系が確立されておらず、遺伝子研究を進め

る上での大きな障害となっていた。我々は、相同的組み換えを利用した KOD1

株の遺伝子破壊系の構築に取り組んだ。 

 まず uracil 要求性を持つ pyrF (orotidylate decarboxylase 遺伝子) 欠損株を

宿主として利用し、要求性を相補する pyrF 遺伝子を選択マーカーとして用いる

事にした。宿主となる pyrF 欠損株を単離するために約 1×106個の菌体細胞に紫

外線を照射して変異誘導を行った。その中から 5-fluoroorotic acid (5-FOA) に耐性

を持ち、uracil 要求性を示す株を 6 株単離することに成功した。これらの PyrF

酵素活性を測定したところ、2 株（KU25 株, KU27 株）について活性が完全に消

失していた。（表－６）  

 

 

表－６ 得られた uracil 要求性株の PyrF, PyrE 活性 
Activity (µmol mg-1min-1) 

Strain PyrF PyrE 
KOD1 (WT) 0.049 0.011 

KU18 0.030 0.0 
KU19 0.046 0.0 
KU22 0.037 0.0 
KU24 0.031 0.0 
KU25 0.0 0.011 
KU27 0.0 0.011 

 

 

これら2株のpyrF遺伝子の塩基配列を調べたところ、KU25株ではTA対の欠損、

KU27 株では CG 対の挿入が見られ、突然変異による pyrF 欠損変異株であること

を確認できた（図－１１）。 KU25 株において Uracil 添加、非添加培地での生

育も確かめた（図－１２）。 
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図－１１ KU25 株、KU27 株の pyrF 変異部位の同定 
 

 

 

 

図－１２ KU25 株の Uracil 要求性 
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 遺伝子が完全に不活性化されている KU25 株を遺伝子破壊実験における

宿主として用いることにした。遺伝子破壊の最初の標的としてトリプトファン

生合成における必須遺伝子である trpE（anthranilate synthase 構成遺伝子）を選択

した。当研究室では、必須アミノ酸であるトリプトファンの生合成経路を、本

菌株において、構成遺伝子クラスター、発現様式、転写・翻訳制御、各遺伝子

産物の生化学的解析など、既に詳細に研究している。trpE 内にマーカー遺伝子

である pyrF を挿入した相同組み換え用破壊ベクターを構築し、塩化カルシウム

法により KU25 株の形質転換を行った。その結果、uracil 要求性が相補された組

み換え体（形質転換体）を得ることができた（図－１３）。 この組み換え体（KW4

株）は、期待された遺伝子型（trpE 部位に pyrF の挿入）であることを PCR およ

び Southern blot hybridization 解析によって確認した。さらにこの Southern blot 解

析結果（図－１４）は、特異的組み換え の確認と同時に非相同的組み換えが生

じていないことも確認する結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１３ 遺伝子破壊株（ KW4）のトリプトファン要求性と 
pyrF の相補 
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図－１４ 遺伝子破壊株（ KW4 株）の Southern blot 解析結果 
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この様な手法が確立された結果、超好熱始原菌 T. kodakaraensis KOD1 株

の致死的でない全ての遺伝子を破壊することが可能となり、各遺伝子の機能や

生理的役割について解析する重要な手段を手に入れたことになる(7)。 

今後、このプロテオーム解析や DNA チップによる解析と併せて機能未

知遺伝子の解明に大きく貢献できると期待される。 
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４－３． KOD1 株の炭酸固定酵素     

Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) 

 

我々は KOD1 株のゲノム解析を進める上で、そのゲノム配列中に

Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco)に相同性のある遺伝子が

存在することを見出した(1)。 

Rubisco は植物、藻類、そして藍藻を含む多くの光合成細菌などが利用

する炭酸固定代謝経路の Calvin-Benson-Bassham cycle（CBB cycle, Calvin 回路）

における鍵酵素である(2~5)。Rubisco は ribulose 1,5-bisphosphate と CO2から 2 分子

の 3-phosphoglycerate (3-PGA) を生成する carboxylase（炭酸固定）反応を触媒す

る、光合成暗反応において最も重要な酵素であると考えられている。（下式） 

一方、Rubisco は CO2の代わりに O2も基質として反応を触媒し、この際には１

分子の 3-PGA および１分子の 2-phosphoglycolate (2-PG) を生成する（oxygenase

反応）（下式）。 
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植物など従来の Rubisco は、この oxygenase 反応によって炭酸固定効率を下げて

しまうことが知られている。そして、これらの反応の度合いをτ値

（carboxylase/oxygenase）として表すことが出来る。また従来報告されている

Rubisco の構造は、大小２つのサブユニット（約 55kDa, 15kDa）から成る L8S8

ヘテロ 16 量体構造をとる場合（Type I）や（図－１５）、大サブユニット（約 50kDa）

のみから成る L2型のもの（Type II）であることが知られている。それぞれの type

内では、生物種が異なってもアミノ酸配列における相同性は 70%以上と高い値

を示すのに対し、Type I-Type II 間では約 50%以下と低いことが明らかとなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１５ 植物（ホウレンソウ）由来の Rubisco の構造 
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我々がKOD1株内に見出したRubisco様遺伝子は、始原菌においてCalvin

回路が機能する報告はなされていないため、極めて興味深い研究対象となった。

先ずは本遺伝子の一次構造の解析、および大腸菌内における本遺伝子の発現産

物（Tk-Rubisco）の解析を行った。本遺伝子の塩基配列を決定し、一次構造を調

べたところ、従来の Type I, Type II のどちらにも属さない新型 Rubisco である可

能性が示唆された（図－１６）。既に全ゲノム配列が決定された始原菌

（Archaeoglobus, Methanococcus, Pyrococcus など）のゲノム上にも同様の遺伝子

の存在が確認されたため、本遺伝子産物が始原菌内で何らかの生理的役割を担

っている事が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１６ 各生物種由来 Rubisco の一次配列比較による系統樹
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組み換え型大腸菌により得られた本遺伝子産物の生化学的解析を行ったところ、

Tk-Rubisco は極めて高い Rubisco 活性（70µmol CO2 fixed mg-1 min-1）を有してい

た。ホウレンソウ（Spinach）Rubisco が 2µmol CO2 fixed mg-1 min-1であることを

考えると、約 40 倍程度の比活性を有していることが明らかとなった（図－１７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図－１７ Tk-Rubisco 活性の温度による影響 
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またτ値も 90℃で 310 と既報中最高の値を示し、carboxylase 特異的な酵素であ

ることが判明した（表－７）。 

 

 

表－７ Tk-Rubisco の色々な温度におけるτ値 

Temperature (℃) τ値 

50 70 

60 140 

70 250 

80 290 

90 310 

 

 

 

また本酵素遺伝子の一部をプローブとした KOD1 株の total RNA との Northern 

blot 解析、および本酵素を特異的に認識する抗体による Western blot 解析から、

本酵素は KOD1 株内で転写翻訳され何らかの機能を果たしていることが示唆さ

れた。Tk-Rubisco が既存のものと異なる一次構造を有したことから我々は本酵素

の構造解析を進めた。免疫沈降実験や非変性電気泳動などを行うことにより、

KOD1株内に存在する native Tk-Rubiscoは大サブユニットのみから構成されるこ

とが証明された。 

この様に構造的に新規な Tk-Rubisco の詳細な構造解析を行うために、

我々は本酵素の結晶化を試みた。硫酸アンモニウムを沈殿剤として用いた場合

に良質の結晶が得られ（図－１８）、2.8Åの分解能で Tk-Rubisco の X-線結晶構

造解析を行うことが出来た(6, 7)。本酵素は L2 dimer を構成単位にもつ直径約 150

Åの平面的な pentagonal decamer 構造であることが明らかとなった（図－１９）。 
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図－１８ Tk-Rubisco の結晶 

 
 

図－１９ Tk-Rubisco の五角形構造 
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L2 dimer 内には 2 つの活性中心が存在し、それらの周辺の構造は Type I, Type II

のものと類似していた。これに対して Tk-Rubisco の L2 dimer 間の相互作用領域

は既存のものと全く異なっており、Glu63, Arg66, Asp69 を中心としたイオン結合

ネットワークが観察された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２０ Tk-Rubisco のサブユニット間の相互作用に 
 関わるアミノ酸残基 
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サブユニット間の相互作用のメカニズムを生化学的に解明するために、これら 3

つのアミノ酸残基を一つずつ Ser に置換した変異酵素（E63S, R66S, D69S）およ

び 3 残基を同時に置換した変異酵素（E63S/R66S/D69S）を作成し、それぞれの

タンパク質を精製した(8)。その結果、30℃において E63S、D69S は野生型と同じ

10 量体を形成し、R66S は 10 量体と 2 量体の混合物、E63S/R66S/D69S では 2 量

体の形で存在していることが明らかとなった（図－２１）。温度の上昇に伴い

E63S、D69S 変異酵素の 10 量体構造も徐々に解離し 4 量体や 2 量体構造へと変

化した。D69S 変異酵素のみ 90℃で 10 量体構造を維持した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２１ 30℃における Tk-Rubisco 変異酵素の 
  サブユニット会合状態 
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次に微少熱量計や円二色計を用いて各変異酵素の耐熱性を比較した。興

味深いことに 90℃までに 10 量体構造が解離して 2 量体となった E63S、R66S お

よび E63S/R66S/D69S 変異酵素は 95℃付近で熱変性したのに対し、90℃まで 10

量体構造を維持した野生型酵素と D69S 変異酵素は 110℃まで安定に存在した

（図－２２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２２ 微少熱量計による Tk-Rubisco およびその変異酵素の 
  熱変性温度の測定 

 



 71

これらの結果は、Tk-Rubisco の 5 角形 10 量体構造が本酵素の耐熱性に大

きく貢献していることを示し、この特異な構造が 65～100℃までの高温域で生育

する KOD1 株内で本酵素を安定に存在させ機能するために必要不可欠であるこ

とを証明した。 

 

 今後、カルビン回路を持たない始原菌に何故 Rubisco 遺伝子が存在し、

生体内でどのように機能しているのか、その生理的意義を解明することは非常

に興味深い。特異的遺伝子破壊法（前述）によって Rubisco 遺伝子の破壊を行い、

その表現型の違いやDNAチップによる各遺伝子の発現状態より推定していくこ

とで、その生理的意義解明を計る予定にしている。 

 また産業上においても、これを改変することで、他の生物に導入し機能

させることで、効率的炭酸固定と有機資源化を進める研究に期待が持たれる。

この研究に関しては、既に本プロジェクトにおいて研究を開始しており、後の

章にてその研究過程を報告している。 
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４－４． KOD1 株のギ酸脱水素酵素 

ギ酸脱水素酵素（ギ酸酸化還元酵素、Formate oxidoreductase、FOR）は

ギ酸を酸化的に分解し、適当な補酵素の還元を伴い二酸化炭素を生成する細胞

内のエネルギー代謝に関わる重要な酵素である。本酵素は可逆的に反応を触媒

するため、炭酸固定酵素としての注目する事も可能である。以下に反応式を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR は生物に広く存在し、1 つは金属原子を含まず補酵素として NAD+

のみを還元する比較的単純な構造を持つ種類のものであり(1)、もう 1 つはモリブ

デン、鉄、タングステンなど多くの種類の金属原子を含み、補酵素もシトクロ

ム、フェレドキシンなど様々な物質を利用する比較的複雑な構造や機構を有す

るものである(2~4)。後者は嫌気性菌に多く見られるが、酸素に対する感受性が高

く研究が困難な酵素の 1 つである。KOD1 株のゲノム解析において FOR 遺伝子

の存在が確認され、その塩基配列が決定された。この塩基配列を基にして系統

樹を作成したところ、本菌の FOR は構造的に新規のものである可能性が示唆さ

れた（図－２３）。 

 

 

FOR の反応式 
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図－２３ 各生物種由来の FOR 進化系統樹 
 

 

 

 KOD1のFOR遺伝子解析により、本遺伝子は4つのORF (Tk-for ABCD) か

ら構成されていることが分かった。これらから推定される一次構造の相同性解

析から Tk-ForA は金属活性中心を持つサブユニット、Tk-ForBC は電子伝達体と

して作用すること、Tk-ForD は細胞膜上に存在するギ酸輸送タンパク質であると

予想された。これまでに超好熱始原菌においてギ酸脱水素酵素の活性が検出さ

れたとする報告例はないため、まずは各菌株の無細胞抽出液中の FOR 活性を調

べた。KOD1 株、Thermococcus 属、Pyrococcus 属の数種の菌株について、その無

細胞抽出液中の FOR 活性を測定したところ、KOD1 株を除いて、調べた全ての

菌株において FOR 活性は検出されないか微弱なものであった。一方、KOD1 株

においては高い FOR 活性を示すことが明らかとなった（図－２４）。 
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 さらに生育培地組成を検討したところ、従来菌体生育量が良いとされて

きたピルビン酸を炭素源、エネルギー源にする培地（ピルビン酸培地）よりも、

硫黄を電子受容体、酵母エキスを炭素源、エネルギー源とした（硫黄培地）の

方が、高い FOR 比活性を得ることが分かった。加えて FDH 活性中心にある補因

子が要求する金属と考えられるモリブデン（Mo）やタングステン（W）を培地

中に添加することで、無細胞抽出液中の FOR 比活性は上昇した（表－８）。 

 

 

図－２４ 各超好熱菌の無細胞抽出液中の FOR 活性 
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表－８ 高 FOR 活性を得るための培地組成の検討 

生育培地 比活性（U/mg）

硫黄培地（0.5%YE+0.5%triptone） 2.6 

ピルビン酸培地 0.6 

硫黄培地 + Mo (10 µM) 2.4 

硫黄培地 + W (10 µM) 8.4 

硫黄培地 + Mo + W（各 10 µM） 8.5 

 

 

 

 

 KOD1 株より FOR の精製を試みたが、酸素により速やかかつ不可逆的に

失活するため、精製過程は全ての作業を嫌気条件下で速やかに行うことが必須

であった。我々はKOD1株のFOR活性がTk-forに由来していると仮定し、Tk-ForA

に特異的な抗体によるアフィニティクロマトグラフィーによる精製を考案した。

Tk-ForA を組み換え大腸菌内で大量発現し、不溶性画分として得られた組み換え

タンパク質をグアニジン塩酸塩によって可溶化し、これを抗原として Tk-ForA ポ

リクローナル抗体を作成した。この抗体を固定化したカラムを用いて無酸素条

件下で FOR の精製を行った。KOD1 無細胞抽出液より精製された Tk-For は実際

に FOR 活性を有しており、SDS-PAGE で確認されたタンパク質のバンドを N-末

端アミノ酸配列、および Western blot により、その複合体の解析を行った。その

結果、Tk-For は ForA, ForB で構成されており、ForC についてはその複合体から

検出はできなかった。従って Tk-For は ForA, ForB の 2 種類のサブユニットで構

成されていると考えられた。 

 精製した Tk-For の生化学的解析を行った。反応至適温度は 100℃、反応
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至適 pH は 8.5、80℃における活性の半減期は 13 min、70℃においては 1 時間以

上安定であり比較的高い耐熱性を示した。電子受容体の検討を行ったところ人

工の電子受容体（methyl viologen, benzyl viologen）に対して活性を示したが、

NAD+, NADP+, FAD+, FMN+については活性が検出されず、これらが生体内で For

の電子受容体として機能していないことが強く示唆された（表－９）。 

 

 

 

表－９ 電子受容体の検討  
電子受容体 相対活性（％）

Methyl viologen 100 

Benzyl viologen 185 

FAD 3 

FMN 8 

NAD+ 8 

NADP+ 5 

 

 

 

 

 ForA には一次構造から予想されたとおり、モリブトプテリン補因子の存

在が確認され、本酵素においては一般の FOR にみられるモリブデンを活性中心

金属とせず、同族元素のタングステンであることを明らかにした。電子伝達に

関わる鉄—硫黄クラスターについては Tk-ForAB 1 mol あたり 11.9 mol の鉄、15.5 

molの硫黄を含んでいたことから本酵素中には3, 4個の鉄—硫黄クラスターが存

在すると考えられた（表－１０、図－２５） 。 
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表－１０ Tk-FOR の含有金属・酸遊離硫黄 
 含有量（mol/For AB） 

Mo < 0.01 

W 0.6 

Fe 11.9 

S 15.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２５ Tk-FOR 複合体 
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第５章  新規独立栄養（炭酸固定）微生物のスクリーニング 

５－１． 相良油田地下掘削サンプルからのスクリーニング  

【はじめに】 

石油分解合成菌 HD-1 は、静岡県相良町にある相良油田より単離された

新属新種の細菌であった（図 20，21）(1, 2)。相良油田は、我が国では太平洋岸で

唯一の油田であり、地質学的観点から判断すると、通常油田の形成が起こり得

ない地域で存在する極めて珍しい油田である。HD-1 が石油に近い成分を菌体内

に蓄積する事から、この油田の石油は生物的に生成されている可能性があると

期待される。従って、この油田の地質調査並びに各深度における地下微生物の

生態系に関しては非常に興味が持たれる。独立及び従属栄養微生物を同定し、

その生態系を解明する事により、相良油田の石油成分の由来を解く一つの手段

になり得る。さらに分離された独立栄養微生物は、アルカンや生分解性プラス

チックの原料となる PHA (polyhydroxyalkanoate) などの有用物質の生成を二酸化

炭素から直接行っている可能性もあり、中長期的なエネルギー資源の確保と二

酸化炭素の削減にも貢献できるものとして期待が持たれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２６ 静岡県相良油田より単離された石油分解合成菌  
  HD-1 株の透過型電子顕微鏡像 
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1

 

 

図－２７ 16SrRNA 塩基配列に基づいた Proteobacteria の 
 進化系統樹 
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 平成 14 年 2～3 月にかけて、相良油田の地質調査を兼ねた大規模なボー

リング調査が実施された。我々は、この際の地下掘削試料（表－１１）を入手

する事ができたので、本プロジェクトにおいても地下生態系の解明や新規独立

栄養微生物の探索を含めて、微生物の単離及び同定を行う事を目的とした。 

 

 

表－１１ 入手した相良油田地下掘削試料と、その特徴など 

No. 採取地点（ｍ） 地質など 

1 30 砂－ シルト境界面（油臭あり） 

2 56 メタン発生付近 

3 67.32-67.42 砂－ シルト境界面 

4 82.58-68 ガス発生付近、泥－ 砂境界面 

5 83.50-60 砂 

6 89.62-72 砂－ シルト境界面（油臭あり） 

7 90.80-90 砂（油臭あり） 

8 90.9 シルト（油臭あり） 

9 91.9 レキ 

10 100.60-70 砂 

11 103.50-55 砂（油臭あり） 

12 110.95-111.00 砂（油臭あり） 

13 111.82-84 砂（油臭あり） 

14 113.10-20 砂（油臭あり） 

15 123.52-57 砂（油臭あり） 

16 123.90-92 砂（油臭あり） 

17 150.50-55 砂 

18 154.30-35 シルト（油臭あり） 

19 159.75-80 シルト（油臭あり） 

20 162.40-45 シルト（油臭あり） 

21 176.45-50 砂（油臭あり） 

22 199.50-55 砂 
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５－１－１． 相良油田からの独立栄養 生物スクリーニングの方法と結果につ

いて 

表に示す無機塩培地において、採取した試料より化学合成独立栄養微生

物の集積培養、及び単離を試みた。M4, ON 培地（表－１２）を基に炭素源とし

て CO2気相下、あるいは 0.25 µm フィルターにより滅菌した炭酸水素ナトリウム

水溶液を添加し、嫌気条件下 1% (w/v) で試料を添加し、約 2 週間培養を行った。

この培養液を一部採取し、滅菌した生理食塩水にて 100 倍に希釈後、同固体培

地に塗布し、コロニーの形成を試みた。固体培地は、ゲル化剤として 0.7% (w/v) 

ゲルライトを用いることにより作成した。固体培地プレートにてさらに 2 週間

培養を行ったところ、幾つかのプレートにおいてコロニーの形成が確認された。

これらのコロニーのうち明らかに形態の異なるものを数種類単離し、新たに 2

週間同培地プレートにて培養した。 

 

 

表－１２ M4 培地（左）と ON 培地（右）の組成 

M4 培地  ON 培地 
Na2HPO4 6 g  (NH4)2SO4 2 g
KH2PO4 3 g  MgSO4 0.3 g
NH4Cl 1 g  CaCl2 0.3 g
NaCl 0.5 g  FeSO4 10 mg
CaCl2 3 mg  KH2PO4 4 g
MgSO4 100 mg
DW Up to 1000ml

 DW Up to 1000ml

 

 

単離されたこれらの菌株のうち（16 株）について、部分的 16SrRNA 塩

基配列について解析を行った。その結果、この 16 株は全て Pseudomonas stutzeri

であることが判明した。P. stutzeri は、貧栄養下において比較的増殖速度の速い

化学合成従属栄養細菌であることが知られており(3)、この場合も炭素源として

CO2を利用しているのではなく、ゲル化剤として添加されたゲルライトを資化し

て生育していることが示唆された。 

従って、ゲル化剤を添加しない液体培地（完全無機塩合成培地）で、集
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積培養による独立栄養細菌（炭酸固定微生物）の濃縮を試みた。約 2 ヶ月毎に

新たな無機塩培地に継代培養を行ったところ、培地に添加した微量金属（主に

Fe3+）の黒色沈殿が観察され、硫化鉄などの硫化金属が沈殿していると考えられ

た。培地中の硫酸塩が還元され、硫化水素が生成していることが予想されるこ

とから、硫酸還元菌の生育が示唆されたものの、培養に時間がかかり目的とす

る良好な生育（高効率炭酸固定）を示す微生物を単離するまでには至らなかっ

た。液体培養の結果を次ページ表－１３に示す。 

 

今後は、以下に述べる様なスクリーニング方法の改良により液体培養か

らの効率的な微生物の単離を試みる。 

 

・地下試料は、嫌気置換した生理食塩水に懸濁して、その上清を培地に添加（植

菌）する。 

（粘土砂で判別が困難になる事や、試料中の成分の持ち込みを最少限に防ぐ） 

・エネルギー源を水素とする場合、気相中に水素ガスを注入または水素ガスで

置換する。 

・電気培養など通常とは異なる手法を用いた培養法により微生物の単離を試み

る。（ただし、難培養性独立栄養微生物の単離を目指すのではなく、効率の良い

炭酸固定能を有する微生物の単離と培養という本プロジェクトの趣旨に合うも

のを目標とする。） 
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表－１３ 液体培地による集積培養結果  
No. M9 培地 ON 培地 

1 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

2 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

3 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

4 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

5 僅かに白濁（±） 僅かに白濁（±） 

6 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

7 変化無し（－ ） 僅かに粘性あり（±） 

8 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

9 レキの周囲に粘性（＋＋＋） レキの周囲に粘性（＋＋＋） 

10 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

11 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

12 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

13 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

14 変化無し（－ ） やや白濁（＋） 

15 変化無し（－ ） 僅かに白濁（±） 

16 砂に粘性（＋＋＋） 砂に粘性（＋＋＋） 

17 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

18 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

19 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

20 変化無し（－ ） 砂に粘性（＋＋＋） 

21 僅かに粘性あり（±） 僅かに粘性あり（±） 

22 僅かに白濁（±） 僅かに白濁（±） 

記号 

（＋＋＋）菌体の生育あり （＋）若干の生育が認められる 

（±）僅かに生育している （－ ）変化無し 

（×）判別不能 
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第６章  KOD1 株の有用酵素の改変と他生物への当該遺伝子導入 

 

６－１． KOD1 株由来 Rubisco (Tk-Rubisco)の常温域活性型酵素の取得に向けて 

先にも述べた様に、超好熱始原菌 T. kodakaraensis KOD1 株には炭酸固定

回路の１つである Calvin 回路の鍵となる炭酸固定酵素 Rubisco が存在し、これま

でに研究されてきた他の生物と比較しても、その炭酸固定能の高さや安定性に

おいて極めて優れた性質を持つことが明らかとなった。この様な優れた Rubisco

を植物に導入してその炭酸固定能の向上をはかることができれば、環境・食料・

エネルギー問題などに対する貢献は計り知れない。 

しかしながら Tk-Rubisco は超好熱菌由来のため、植物が生育する常温域

においての比活性は、植物本来の持つ L8S8 型 Rubisco と比較して低い活性しか

示さなかった。従って、Tk-Rubisco に何らかの変異導入を行い低温域でも植物由

来の Rubisco よりも高い活性を保持したタンパク質を得る必要がある。 

植物体へ高活性の Rubisco を導入して光合成効率を高めようと試みるこ

の様な研究は、これまでにも藻類に由来する Rubisco、藍藻あるいは光合成細菌

由来するものを植物（葉緑体）へ導入、さらに植物と藍藻由来の Rubisco サブユ

ニットのハイブリッド酵素の作成など様々に行われてきた(1~4)。しかしながらこ

れらの全ては、外来 Rubisco 遺伝子発現の不良、異種サブユニット間の会合不良

や、植物の Rubisco が葉緑体と核に大小それぞれのサブユニットがコードされて

いるため会合に障害を生じて不溶化するなど、様々な障害によって未だ目的は

達成されていない。 

Tk-Rubisco は同一サブユニットで構成されているため、Type-I Rubisco の

様な大小サブユニットの会合や翻訳後修飾を必要とせず、種々の Rubisco のなか

でも比較的活性体の異種発現が容易なタンパク質である。さらに、これまでに

部位特異的変異を導入した Rubisco は全て可溶性タンパク質として得られてい

る (5) 。（ 詳 細 は KOD1 株 の 炭 酸 固 定 酵 素 Ribulose 1,5-bisphosphate 

carboxylase/oxygenase (Rubisco) の項目欄参照）従って、変異導入による低温域に

ある程度の高活性を保持した変異酵素を入手できる可能性も、他の生物由来の

Rubisco と比較してはるかに期待できると考えられる。 

この場合、最も重要になるのはそのスクリーニング方法にある。我々は、

Calvin 回路で嫌気的に光合成独立栄養生育をし、好気的には化学合成従属栄養生

育も可能な紅色非硫黄細菌を宿主とした Rubisco 有用変異酵素のスクリーニン
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グ系を考案した。財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）微生物分子機能

研究グループでは、既に紅色非硫黄細菌 Rhodopseudomonas palustris No.7 株の

Rubisco 遺伝子破壊株(6)、および本菌に選択圧無しで安定に保持される大腸菌と

のシャトルベクターpMG103/pMG105 が構築されている（図－２８） (7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inui M. et al. Appl. Environ. Microbiol., 66:54-63 

＊pMG105 は、マルチクローニングサイトが pMG103 の逆向き 

図－２８ pMG103 の遺伝子および制限酵素地図 
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また、phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) promoter が転写開始点を始め詳

細な解析がなされている(8)。これらを利用することにより、先ずは Tk-Rubisco

の R. palustris No.7 株内での発現を試みた。実験手法を以下に示す。 

R. palustris No.7株の PEPCK promoterを取得するためにゲノムDNAの抽

出を行った。これを鋳型としてその近傍域を増幅する事のできるプライマー2 種

類をデザインし、PCR を行った。これによって目的とする PEPCK promoter を含

む領域を増幅し、クローニング用に制限酵素 EcoRI, SalI などの認識配列を含ん

だプライマーによってPEPCK promoter領域をpUC118にクローニングした。（図

－２９参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－２９ PEPCK プロモーター領域の増幅（上）とその結果（下） 
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また、以下にデザインしたプライマーの配列を示す。 

 

Rpckp-f1 : 5’-CGGAATGACTTGAGCCAGCG-3’  

Rpck-r1 : 5’-CCAGCCGGTGTTGACCAGCC-3’  

 

以上は R. palustris No.7 株のゲノム上から PEPCK のプロモーター部分と ORF を

含む領域を増幅させるのに用いた。増幅した DNA 断片がゲルからの切り出しや

PCRによる特異的な増幅の確認を行いやすいように 1.5 kbp程度の長さになる様、

プライマーをデザインした。 

 

 

pckp-Eco : 5’-GGCGGTAAACGAATTCATGCCGGCCGGGTTGGC-3’ 

元の配列に EcoRI site を導入（太字、下線は変異導入部分） 

 

pckp-SNB : 

 5’-CCGTTATGGTCGACCGTCTCTTGCATATGTGGATCCTCCTCG-3’ 

元の配列の逆向き相補に SalI, NdeI, BamHI site を導入。 

 

 

以上は先に増幅した PEPCK のプロモーター部分と ORF を含む領域を鋳型とし

て PEPCK プロモーター部分を増幅させ、クローニングするために用いた（図－

３０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３０ PEPCK プロモーター部分のクローニング 
pET21a に挿入されている Tk-Rubisco 遺伝子を NdeI, SalI で処理して切り
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出し、得られたプラスミド（pUC118pckpES）を同制限酵素部位に挿入した（図

－３１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 得られたベクタープラスミド pUCpckpRbcで大腸菌DH5α 株を形質転換

し、これの増幅を行った。この組み換え大腸菌を培養後、プラスミドの抽出を

行い、制限酵素処理によって切断し、アガロースゲル電気泳動によって、挿入

断片の確認を行った。結果を次ページ図－３２に示す。  

 

 

図－３１ 発現ベクターの構築  
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 以上の結果より、得られたベクタープラスミド pUCpckpRbc は EcoRI 単

独で処理した場合、全長の 4.65 kbp のバンドが確認された。また EcoRI,  BamHI

処理ではPEPCKプロモーターに相当する 0.2 kbpのバンドが切り出され、 EcoRI, 

BamHI, SalI で処理したものは Tk-rbc に相当するバンドがさらに確認できた。従

って、pUCpckpRbc にはこれら２つの遺伝子が pUC118 の各制限酵素部位に正し

く挿入されていることが確認できた。 

 

 

図－３２ 制限酵素処理による挿入断片の確認  
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シーケンスによって挿入断片に PCR で増幅した際の非特異的な変異が無い事を

確認し、この挿入断片を EcoRI, SalI で切り出した。これを E. coli – R. palustris

間のシャトルベクターpMG103 の EcoRI, SalI 部位に挿入した（図－３３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３３ Tk-Rubisco 発現用ベクターpM3Rbcwt の構築 
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構築したベクタープラスミド pM3Rbcwt で E. coli DH5α を形質転換し、

カナマイシンを含む LB 培地にて培養した。約 200 個程度のコロニーの形成が確

認され、無作為に 32 個選抜して PCR による挿入断片の確認を行ったところ、選

んだ全てのコロニーに目的とされる約 1.5 kbp の DNA 断片が増幅した。更に、

これらを鋳型として R. palustris PEPCK promoter の上流域に相当したプライマー

（プライマーRP）、および Tk-Rubisco の N 末（プライマーTN）、C 末部分に対応

するプライマー（プライマーTC）を用いて PCR を行った所、全てにおいて目的

とされる PCR 産物の増幅が認められ（図－３４）、目的遺伝子断片が正しく挿入

されていることを強く示唆した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３４各形質転換体における pM3Rbcwt 挿入断片の確認 
各形質転換体コロニーを鋳型として、レーン A はプライマーTN と TC により

PCR を、レーン B はプライマーRP と TC により PCR を行った。 
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このことから、紅色非硫黄細菌 R. palustris No.7 菌体内で Tk-Rubisco を発

現させるベクタープラスミド pM3Rbcwt が構築できた。 

エレクトロポレーション法により R. palustris No.7 の野生株に構築した

プラスミド pM3Rbcwt の導入を試みた。 

 

 

実験方法を以下のスキームに示す。 

 

培養液（OD660≒0.8）500µl 遠心により集菌 

    滅菌した Milli-Q 水にて２回洗浄 

    滅菌した 10% グリセロールにて２回洗浄 

    100µl 10%グリセロールに懸濁（菌液 A） 

 

（菌液 A）40µl に pM3Rbcwt の溶液 1µl を混合して 0.2cm gap cuvette に添加 

      （以上の作業は全て氷上で行った） 

    Gene pulse 装置（条件：200Ω, 2.5kV, 25µF）にて形質転換 

    1ml SOC に懸濁、30℃・２時間静置 

 

 100µl SOC に懸濁して栄養培地（200µM Km 含）プレートに展開 

 

 

以上の条件により 30℃・3 日間培養したところ、プレート１枚あたり約 800 個程

度のコロニーが確認できた。この時の形質転換効率を求めたところ、約 1.2 x 103 
cells/µg DNA と計算された。 

 

得られたコロニーから十数個選抜し、R. palustris PEPCK promoter の上流

域に相当したプライマー（プライマーRP）、または Tk-Rubisco の N 末（プライ

マーTN）と、C 末部分に対応するプライマー（プライマーTC）を用いてコロニ

ーPCR を行った所、全てにおいて目的とされる PCR 産物の増幅が認められた（次

ページ図－３５）。従って R. palustris に Tk-Rubisco 遺伝子が取り込まれているこ

とを確認した。 
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最終年度（2003 年度）は、これらの組み換え体における Tk-Rubisco の発

現状態の確認および酵素活性の確認を行い、Rubisco 欠損変異された R. palustris

株に導入、遺伝子相補、変異導入などについて検討を重ね、目的変異酵素の獲

得を目指す予定である。最終的には、この目的変異酵素遺伝子を植物の葉緑体

に導入し、高効率炭酸固定能を有する植物体の創生を目指す。 

 

本研究の概念図を次ページ図－３６に示す。  

 

 

 

図－３５ 各形質転換体における pM3Rbcwt 挿入断片の確認 
R. palustris 野生株の各形質転換体コロニーを鋳型として、レーン A はプライ

マーTN と TC により PCR を、レーン B はプライマーRP と TC により PCR を

行った。他のコロニー（十数個）についても上図と同様の結果を得たのでデ

ータは省略する。 
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図－３６ 本研究の概念図  
Tk-Rubisco の改変（常温域活性型酵素の取得に向けて） 
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第７章  おわりに 

 

地球温暖化の主要な原因とされている二酸化炭素の大気中での濃度を低減させる方策と

して、二酸化炭素の吸収源の拡大は排出削減と並びますます重要になると考えられる。 

二酸化炭素の吸収・固定技術としては、物理的方法（地中／海洋隔離など）、化学的方

法（メタノール等への変換）、生物的方法（光合成などによる生物的固定）について研究

開発が実施されている。なかでも生物機能を利用した方法は、環境負荷の小さい二酸化炭

素固定技術として注目されてきており、微細藻類、光合成微生物による手法については既

に検討され、研究開発が進められつつある。しかしながら、光合成に依存する二酸化炭素

固定技術は光照射面積という問題があり、大規模二酸化炭素発生源（火力発電所、化学プ

ラント等）に適用した場合、太陽光を効率よく照射する方法が課題となっている。 

一方、生物の中には光合成によらない経路によって二酸化炭素の固定を行う化学独立栄

養微生物の存在も知られており、最近、還元的TCA 回路など、非カルビン型二酸化炭素

固定経路が同定されている。またThermococcus kodakaraensis KOD1 をはじめとした

超好熱始原菌内にも高い比活性を持つRuBisCO が存在することが明らかとなってきてい

る。 これら非光合成微生物の中には高効率な二酸化炭素固定系、二酸化炭素固定酵素が

存在することが十分に期待される。また、二酸化炭素固定産物が通常の菌体成分以外に、

有用物質（生分解性高分子原材料等）を生成する点でも期待される。非光合成微生物によ

る二酸化炭素固定では、光に依存しない二酸化炭素固定プロセスの構築が可能であり、大

規模二酸化炭素発生源への適用の可能性がある。 

非光合成微生物が行う二酸化炭素固定反応・経路については、一部の微生物（メタン菌）

を除いては殆ど検討が行われていない。そこで、本研究では、種々の非光合成微生物の二

酸化炭素固定経路、及び二酸化炭素固定酵素、遺伝子を網羅的に同定、解析し、評価する

ことにより、非光合成微生物の持つ二酸化炭素固定経路の機能を解明し、エネルギー利用

効率の評価を行う。あわせて二酸化炭素固定微生物の代謝系を利用した二酸化炭素からの

有用物質生産システムの構築に必要な基礎技術を確立することをめざし研究開発を開始し

た。 

 

平成 14 年度は、CO2 固定能を有する新規非光合成微生物の探索として、自然界のさまざ

まな環境から CO2 固定能を有する新規非光合成微生物の分離を継続して実施した。 また、

有用物質の生産に関しては、メタン菌をはじめとする始原菌に存在するポリエーテル膜脂

質の組成、構造についての調査、さらに、有機廃棄物からの高温条件下、高速メタン生成

システム構築の可能性について検討を進めた。  
また、超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株のゲノム解析を進めることによ

り、炭酸固定反応を触媒する酵素遺伝子（Rubisco, Biotin carboxylase, Formate 

dehydrogenase）を中心に検索を進めた。 

具体的には、次のような成果を得ることができた。 
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① CO2 固定能を有する新規非光合成微生物の探索 
ａ．新規非光合成微生物の探索 

自然界のさまざまな環境から CO2 固定能を有する新規非光合成微生物の分離を継続

して実施した。 各種環境下の 70 個のサンプルから、70～80℃で独立栄養的に生育す

る非光合成微生物の分離、取得をすすめたところ、メタン菌用培地では生育が認められ

なかったが、始原菌用培地、硫酸還元菌用培地、イオウ酸化菌用培地では生育するもの

が得られた。 
ｂ．有用物質の生産の検討 

メタン菌をはじめとする始原菌に存在するポリエーテル膜脂質の組成、構造について

調査を進めた。始原菌のうち Sulfolobus solfataricus には、メバロン酸からイソペン

テニル２リン酸を経てポリエーテル膜脂質の前駆体であるゲラニルゲラニル２リン酸ま

での生合成経路を構成する遺伝子が確認された。 
また、有機廃棄物からの高温条件下、高速メタン生成システム構築の可能性について

も検討を進めた。 超好熱始原菌による有機廃棄物からの水素生成と超高温メタン菌に

よる水素と CO2 からのメタン生成をくみ合わせることにより、低濃度水素、高温下での

高速メタン生成が可能であるか検討を行った。超好熱メタン菌は有機物の存在で生育が

阻害されたため、始原菌用の培地では生育しなかった。ガス共用培養などの方法が必要

であると推定された。 
 

② CO2 固定能を有する非光合成微生物の固定機構の解明 
（ａ）Thermococcus kodakaraensis KOD1 株のゲノム、炭酸固定及び脱炭酸酵素の解析 

超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株のゲノム解析を継続して進めた。 

KOD1 株の遺伝子は 2000 個と推定され、この中には相同性検索からいくつかの炭酸固

定酵素、および炭素代謝関連酵素が確認できた。 

pyrF欠損株を宿主とした相同的組み換えによるKOD1株の遺伝子破壊系を構築した。 

要求性を相補するpyrF 遺伝子を選択マーカーとして用い、5-fluoroorotic acidに耐

性を持ち、uracil 要求性を示す株を単離することに成功した。 

炭酸固定反応を触媒する酵素として Rubisco、 Formate dehydrogenase を中心に機能

解析を進めた。 

    

（ｂ）炭酸固定微生物の新規分離株における炭酸固定経路の特定と炭酸固定能の評価 

(ⅰ)新規独立栄養微生物の探索。 

相良油田地下掘削試料サンプルから独立栄養微生物の分離を試みたところ、硫酸還元

菌と思われる菌株が分離された。 

   

（ｃ）ＫＯＤ１株の有用酵素の改変と他生物への当該遺伝子導入 

Tk-Rubiscoは高温下で非常に高い非活性を示す。 このTk-Rubiscoを植物に導入して

その炭酸固定能の向上をはかることを目的として、常温域でも活性の高い酵素に改変す

る手法の開発を行った。 

Calvin 回路で嫌気的に光合成独立栄養生育をし、好気的には化学合成従属栄養生育も
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可能な紅色非硫黄細菌を宿主としたRubisco 有用変異酵素のスクリーニング系を考案し

た。 

 

平成 15 年度は本研究の最終目的である、「高効率な二酸化炭素システムの構築、および

二酸化炭素からの有用物質の生産システム構築」を目指して、引き続き以下の項目につい

て研究開発を継続する。 

 

① CO2 固定能を有する新規非光合成微生物の探索 
今年度は、研究テーマを絞り込んだ結果、「有機廃棄物からの高温条件下、高速メタン生

成システム構築」という具体的なテーマで探索を実施する。 
有機性廃棄物を原料とした、65～70℃付近で、酢酸存在下、メタン生成できる微生物の探

索、取得を目標として検討を進める。メタン発酵の温度を 10℃あげることができれば、メ

タン発酵の速度は２倍近くに上げることができると予想され、65℃以上の温度で生育する

酢酸資化性メタン菌を取得することにより、高温下、有機性廃棄物からメタンを高速で生

成するシステムの構築が期待される。 
また、始原菌とメタン菌の共生による、有機性廃棄物、水素などをエネルギー源としたメ

タン生成についても検証する。 

 

② CO2 固定能を有する非光合成微生物の固定機構の解明 
今年度は、具体的な研究テーマとして「Thermococcus kodakaraensis KOD1 株の Rubisco

（炭酸固定鍵酵素）の機能解析と改変」を行う。 

Thermococcus kodakaraensis KOD1 株の Rubisco （Tk-rbc）は至適条件においてはホウレ

ンソウの Rubisco の実に４０倍の比活性を有している。 今年度は、Rubisco を欠損させ

た紅色非イオウ細菌に Tk-rbc を導入し、Tk-rbc の発現状態を調べることにより、組み換

え体の炭酸固定能を評価し、Tk-rbc の機能解析を進める。 
また、Tk-rbc をエラープローン PCR などの方法によってランダム変異処理し、増殖速度

や CO2 濃度などの選択圧によって目的変異 Rubisco を取得する。得られた目的変異

Rubisco をラン藻、植物の細胞内に導入することで、光合成能を高めたハイブリッド生物

創製のための基礎技術を確立する。 
 
 

実施内容 

① ＣＯ2 固定能を有する新規非光合成微生物の探索：有機廃棄物からの高温条件下、高速

メタン生成システム構築 
有機性廃棄物からメタンが生成する際には、有機性廃棄物から水素、酢酸を生成する微

生物、生成した水素、酢酸からメタンを生成する微生物が働いていることが知られている

が、酢酸からメタンを生成できるメタン菌の生育上限温度は 55℃付近であり、これより高

い温度範囲では有機性廃棄物をリソースとしたメタン発酵は行われていない。 一方、水

素と CO2 からメタンを生成する微生物としては、70℃以上の温度で生育する超好熱メタ

ン菌が知られているが、これらの微生物は有機性物質、特に酢酸が存在すると非常に生育
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が阻害される。 
今年度は特に有機性廃棄物を原料とした、65～70℃付近で、酢酸存在下、メタン生成で

きる微生物の取得を目標とする。 
メタン発酵の温度を 10℃あげることができれば、メタン発酵の速度は２倍近くに上げる

ことができると予想され、65℃以上の温度で生育する酢酸資化性メタン菌を取得すること

により、高温下、有機性廃棄物からメタンを高速で生成するシステムの構築が期待される。 
あわせて、地球内部環境で行われているであろう、始原菌とメタン菌の共生による、有

機性廃棄物、水素などをエネルギー源としたメタン生成についても検証したい。 
 
② CO2 固定能を有する非光合成微生物の固定機構の解明：Thermococcus kodakaraensis 

KOD1 株の Rubisco（炭酸固定鍵酵素）の機能解析と改変 
Thermococcus kodakaraensis KOD1 株の Rubisco （Tk-rbc）は非常に活性が高く、また

カルボキシラーゼ特異性が高い特徴を有している。 至適条件においてはホウレンソウの

Rubisco の実に４０倍の比活性を有している。Tk-rbc の機能解析を引き続き進めるととも

に、超好熱菌酵素である Tk-rbc を常温下でも高活性な酵素に改変することによって、常

温生物細胞内で高活性を発現することができれば、現在の Rubisco に依存した炭酸ガス固

定の速度を大幅にアップさせることが期待される。 
今年度は、Rubisco を欠損させた紅色非イオウ細菌に Tk-rbc を導入し、Tk-rbc の発現状

態を調べることにより、組み換え体の炭酸固定能を評価し、Tk-rbc の機能解析を進める。 
また、Tk-rbc をエラープローン PCR などの方法によってランダム変異処理し、増殖速

度や CO2 濃度などの選択圧によって目的変異 Rubisco を取得する。得られた目的変異

Rubisco をラン藻、植物の細胞内に導入することで、光合成能を高めたハイブリッド生物

創製のための基礎技術を確立する。 

 

最後に、本年度の研究開発にご協力いただきました、地球環境産業技術研究機構微生物研

究室、京都大学大学院工学研究科今中研究室、株式会社日本触媒をはじめ多くの関係各位

の方々に対しまして、心から感謝申し上げます。 
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