
 

 

 

 

 

 

平成１４年度 二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業 

 

 

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） 

光合成機能遺伝子と有用物質生産遺伝子を組み合わせ

た新たな代謝機能の発現制御技術の開発 

成 果 報 告 書 

 

 

 

 

平成１５年３月 

 

 

財団法人 地球環境産業技術研究機構 

委託先 株式会社海洋バイオテクノロジー研究所 



 

 1 

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）光合成機能遺伝子と有用物質生産遺伝子を組み合わせた新たな

代謝機能の発現制御技術の開発 

 

研究開発成果報告書目次  
 
研究開発成果報告書目次                   1 
要約               3 
１ . 目的              3 
２．実施内容              3 
３．平成１４年度成果             4 
Summary             6 
1. Objective of the project           6 
2. Action plan             6 
3. Results in the 2002 fiscal year          7 
第１章 緒言              9 
１．１ 実施計画の細目            9 
１．１．１ 研究開発の目的            9 
１．１．２ 研究開発の内容            9 
１．２ 平成１４年度の実施内容          10 
第２章  微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明        13 
２．１ はじめに            13 
２．２ 材料と方法            13 
２．２．１ 使用株及び培養方法          13 
２．２．２ Octadecanal の合成          13 
２．２．３ オープンカラムクロマトグラフィー        14 
２．２．４ Cosmid ゲノムライブラリー         14 
２．２．５ 油成分の抽出及びその解析          14 
２．２．６ GC-MS 分析           14 
２．２．７ 酵素活性測定法           15 
２．３ 結果と考察            16 
２．３．１ アルデヒド関連遺伝子クローニング戦略        16 
２．３．２ Cosmid を用いたゲノムライブラリーの調製       16 
２．３．３ 油成分に変化のあるクローンの単離        16 
２．３．４ アルデヒド脱カルボニル反応の検出        17 
２．３．５ Cosmid ベクター挿入配列の解析         18 
２．３．６ 活性関連領域の特定          19 
２．３．７ 活性関連領域のシークエンス         21 



 

 2 

２．４ 引用文献            27 
第３章  炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明         28 
３．１ 概要             28 
第４章  複数遺伝子の標的細胞への導入          29 
４．１ はじめに            29 
４．２ 材料と方法            30 
４．２．１ 使用株            30 
４．２．２ シアノバクテリア形質転換          31 
４．２．３ PCR           31 
４．２．４ クローニング           31 
４．２．５ シアノバクテリアでのルシフェラーゼ活性の検出       31 
４．２．６ 油成分の抽出及びその解析          32 
４．２．７ GC-MS 分析           32 
４．３ 結果と考察            33 
４．３．１ LuxAB の発現解析          33 
４．３．２ Thioesterase 遺伝子の Synechococcus sp. PCC 7002 への導入  35 
４．４ 引用文献            38 
第５章 実施期間全体のまとめ           40 
５．１ 平成１１年度の成果           40 
５．２ 平成１２年度の成果           41 
５．３ 平成１３年度の成果           42 
５．４ 平成１４年度の成果           43 
５．５ 時系列的に見た実施内容          44 
５．６ 特筆すべき成果           47 
５．６．１ 高効率で CO2を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明 47 
５．６．２ 高効率 CO2固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立      50 
５．６．３ 微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明       51 
第６章 おわりに            54 
６．１ 実用化、事業化の見通し          54 
６．２ 今後の展開            55 
６．３ 謝辞             55 
     



 

 3 

 
要約  
 
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）光合成機能遺伝子と有用物質生産遺伝子を組み合わせた新たな

代謝機能の発現制御技術の開発  
 
１. 目的 

温室効果ガスの１つである CO2 を微細藻類の高い光合成能力を利用して有機

物、特に炭化水素に変換し、エネルギー源として用いれば、化石燃料から大気へ

の一方的な炭素の移動ではなく、部分的な炭素循環が可能となる。緑藻ボツリオ

コッカス（Botryococcus braunii）は、細胞外に大量の炭化水素を蓄積すること
が知られており、石油代替の期待がもたれているが、屋外大量培養が難しい欠点

を有する。そこで、安価に大量培養できる高効率光合成微細藻類にボツリオコッ

カス等が有する炭化水素生産能力を付与することができれば、すなわち、高効率

な光合成と有用物質生産の組み合わせで新たな代謝機能を制御することができれ

ば、長期的な CO2排出削減に寄与できると期待される。本試験研究は、陸上植物

よりも CO2固定能力の高い微細藻類に炭化水素生産能力を付与し、CO2固定と石

油代替化合物生産を同時に可能とする新たな微細藻類を生み出すことを目的とす

る。  
 
２．実施内容 

 

 真核微細藻類における遺伝子操作技術はまだ開発途上にあり、有用形質の付与

は未検討の課題である。また、炭化水素生合成経路も未解明な部分が多く、上記

目的のために検討するべき課題は山積している。高効率な光合成能力と有用物質

生産能力を組み合わせた新たな代謝機能の制御という本研究開発の目的を達成す

るために、以下の具体的目標を掲げた。  
 
  a) 高効率でCO2を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明  
  b) 微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
  c) 炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  
  d) 高効率CO2固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立  
  e) 複数遺伝子の標的藻類細胞への導入  
 
 ただし、事業原簿にも示されているように、d) 高効率 CO2 固定微細藻類への

遺伝子導入技術の確立の項目は平成 13 年度までの検討で一応の成果が上がった
ので継続しないこととする。技術内容としてはより高度な e) 複数遺伝子の標的
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藻類細胞への導入に比重を移し、最終目標にアプローチする。さらに、既に実績

の上がった a)高効率で CO2 を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明の項

目も比重を軽減し、平成 14 年度中に具体的な成果を達成するために標的細胞に
おける炭化水素関連遺伝子の発現にターゲットを絞り込むこととする。  
 
３．平成１４年度成果  
 
a) 高効率で CO2を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明  
 平成 13 年度までの検討で、高効率光合成能力を示す緑藻 Chlorococcum 
littoraleが有する Rubisco activaseの発現調節部位がプロモーターとして使用可
能であることを示したので、本項目の実施は一区切りがついたものとする。  
 
b) 微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
 炭化水素生合成関連の遺伝子のクローニングを行った。具体的には、炭化水素

生産能力を有する細菌 Vibrio furnissii M1 のゲノム DNA を制限酵素 Sau3AI で
断片化し、コスミドベクターにつないで大腸菌で発現させ、約 1,000 株のクロー
ンを得た。すべてのコロニーをいくつかにグルーピングし、各グループの炭化水

素生産能を GC-MS で分析するというやり方を繰り返して、炭化水素生産能に変
化があるクローンを選抜した。炭化水素生産の基質としては octadecanal を用い
て、GC-MSチャート上で heptadecaneのピークが増大するものを追求した結果、
１クローンが得られた。コスミドに載っている塩基配列中にアルデヒド→アルカ

ンの反応を触媒する酵素（aldehyde decarbonylase)がコードされていると考えら
れる。まずコスミドの制限酵素地図を作製し、それに基づいてコスミドクローン

の一部を欠失させ、該当する領域を特定したところ、3kb 強のフラグメントが得
られた。この領域を解析したところ、cyanocobalamin（ビタミン B12）生合成に

関与する一部の遺伝子がアルデヒドの脱カルボニルを触媒している可能性が高い

ことが示された。  
 
c) 炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  
 １３年度は 2本のアフィニティーカラムを用いて acyl-CoA reductaseを精製し
SDS-PAGE 上で 3 本のバンドになるまで純化したが、N-末端が修飾を受けており
アミノ酸配列が読めなかった。そこで、平成 14 年度は内部アミノ酸配列を読む
ためにもう少し大量のタンパクを精製する目的で１種類のアフィニティーカラム

を使った精製を試みた。しかし、最終精製サンプルはごく微量しか得られなかっ

たので、配列決定には至らなかった。  
 
d) 高効率 CO2固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立  
 本項目は一応の成果が得られたので、複数遺伝子導入の検討へ重点を移すこと
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とする。  
 
e) 複数遺伝子の標的藻類細胞への導入  
 標的細胞としてシアノバクテリアの１種である Synechococcus sp. PCC7002 
を用いる形質転換系を導入することとした。まずルシフェラーゼ遺伝子である

luxAB 遺伝子を用いて系の確認を行った。平成 13 年度は導入の確認まで、平成
14 年度にアルデヒドを基質とした蛍光の確認までを行った。さらに、脂肪酸蓄積
量を増大させる目的で thioesterase (fatty acyl-CoA→ free fatty acid の反応を触
媒する )の遺伝子 (tesA)導入を検討した。tesA を導入した大腸菌では脂肪酸蓄積量
の増大が確認されたので、同じプラスミドをシアノバクテリアに導入した結果脂

肪酸組成の明らかな変化が観察された。  
 複数遺伝子を同時に発現させるには至らなかった。 
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Summary 
 
“Development of a novel metabolic engineering system in microalgae 
which assembles functional photosynthetic genes and useful 
substance producing genes” 
 
1. Objective of the project 
 

In order to absorb and cut down CO2 emissions from industrial point 
sources, highly efficient microalgal photosynthesis is one of the suitable 
candidates for biocatalyst that can convert CO2 into organic substances, 
especially hydrocarbons. If the produced hydrocarbons are available for 
energy source, one-way discharge of carbon from fossil fuel to the 
atmosphere will be reduced, which will lead to establish partially closed 
carbon cycle. A green alga, Botryococcus braumii, is well known to 
accumulate substantial amount of hydrocarbons around cells, and has been 
expected to become a substitution of petroleum. However, the outdoor 
mass-culture of this alga has faced to some difficulties due to its low 
capability of growth. If we could transfer the hydrocarbon-producing ability 
of B. braunii, by using genetic engineering technique, to other fast-growing 
microalgae, quite efficient conversion of CO2 into both biomass and 
hydrocarbons would be achieved. The objective of this project is to develop a 
novel genetic engineering procedure on eukaryotic unicellular microalgae, to 
create a new microalga which possess both abilities, highly efficient CO2 
fixation and production of alternative energy resource to oil, and to 
contribute to solve the CO2 problem.  
 
2. Action plan 
 

Recombinant DNA technology on eucaryotic microalgae is still under 
development, and transformation of eukaryotic microalgal cells is successful 
only in a few strains including Chlamydomonas reinhardtii. Furthermore, 
biosynthetic pathway of hydrocarbon in B. braunii is only partially 
understood. Hence, the following research plans are needed to construct a 
microalga which expresses hydrocarbon-producing ability of B. braumii: 
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a) Physiological and genetic characterization of fast-growing microalgae 
(recipient of B. braunii genes). 

b) The characterization of the hydrocarbon biosynthetic pathway in B. 
braunii. 

c) Cloning and characterization of B. braunii genes for the hydrocarbon 
production. 

d) Establishment of methods for genetic transformation in the 
fast-growing microalgae. 

e) Simultaneous or sequential introduction of a gene set into target 
algal cells.   
 

Based on the original project plan, we made an end to the terms a) and b) 
because we succeeded to yield results on these terms.   
 

 

3. Results in the 2002 fiscal year 
 

a) Physiological and genetic characterization of fast-growing microalgae 
(recipient of B. braunii genes). 

 
b) The characterization of the hydrocarbon biosynthetic pathway in B. 

braunii. 

Cloning of the hydrocarbon biosynthesis related genes was done. Genome 
DNA of hydrocarbon producing bacteria, Vibrio furnissii M1, was cleaved by 
restriction enzyme Sau3AI. Cosmid library of fragmented DNA was 
expressed in E. coli, and about 1,000 clones were obtained. All clones were 
separated into several groups, then hydrocarbon productivity of each group 
was analyzed by GC-MS analysis and the group containing hydrocarbon 
producer was picked up. Octadecanal was used as hydrocarbon production 
substrate, and the group which showed higher peak of heptadecane on 
GC-MS chart was selected. By repeating this process several times, we 
isolated one clone whose ability of hydrocarbon accumulation had been 
increased. It was likely that a part of nucleotide sequence in this cosmid 
encoded the aldehyde decarbonylase which catalyze the conversion of 
aldehyde into alkane. To confirm it, we made the deletion clones based on 
the restriction map information. One deletion clone with about 3,000 base 
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pairs of DNA contained a gene set for cyanocobalamin biosynthesis. This 
indicates that the genes involved in cyanocobalamin biosynthesis probably 
catalyze the decarbonylation of aldehyde.   

 
c) Cloning and characterization of B. braunii genes for the hydrocarbon 

production. 
Acyl-CoA reductase, that catalyzes reduction process of long chain fatty 

acids into aldehydes, is one of our targets to clone, to characterize, and to 
transfer to the other algae. In the last fiscal year, we established a method 
for activity measurement, and purified the enzyme. After two affinity 
columns purification, three bands were obtained on SDS-PAGE gel. 
N-terminal amino acid sequence analysis of these three bands was, however, 
unsuccessful probably due to some chemical modifications at N-terminal 
amino acid residues. To get larger amount of protein, we tried again the 
purification this year to read internal amino acid sequence, but only trace 
amount of the protein could be purified.  

 
d) Establishment of methods for genetic transformation in the 

fast-growing microalgae    
 
e) Simultaneous or sequential introduction of a gene set into target 

algal cells 
As a part of the effort to develop genetic engineering system on algae, we 

tried to introduce luxA and B genes into a blue-green alga, Synechococcus sp. 
PCC7002. Luminescence could be generated by transferring luxA and B 
genes into PCC7002 cells, followed by an addition of a fatty aldehyde, 
therefore, the lux system provided a good indication of transformation. 

To create a new alga which accumulates higher amount of fatty acid, we 
tried to introduce thioesterase gene (tesA) into PCC7002 cells. Fatty acids 
are starting material for building hydrocarbons. Thioesterase catalyzes the 
conversion of fatty acyl-CoA into free fatty acid, so that thioesterase can act 
to increase cellular level of free fatty acids. Elevated concentration of free 
fatty acids was found in thioesterase introduced E. coli, and composition 
change in fatty acids was confirmed in thioesterase introduced PCC7002.   
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第１章 緒言  
 

１．１ 実施計画の細目 

 

１．１．１ 研究開発の目的  
 気候変動（地球温暖化）問題の解決のためには、平成9年12月の気候変動枠組
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。  
 地球温暖化防止を実現するための抜本的な二酸化炭素排出削減に不可欠である

革新的な技術開発の効率的な推進を図るため、二酸化炭素固定化・有効利用技術

について、国内外の技術シーズの調査を踏まえた課題の探索と実験室規模の研究

を含む基盤技術研究により、効率的な二酸化炭素固定化・有効利用技術開発を行

う。  
 本研究開発は、こうした技術の中でも、注目をあびている環境負荷が低い生物

機能を利用した光合成による二酸化炭素の固定と、吸収・固定により生産される

バイオマスの有効利用を行う。具体的には、遺伝子レベルで「高効率の光合成」

機能と「有用物質生産」機能の組み合わせによって実現し、吸収源の拡大と炭素

循環を図る長期的視野な立った主要な温暖化抑制策の一つと位置付けられる。  
 具体的な研究開発としては、高効率な光合成機能を有する微細藻類への遺伝子

導入技術の確立、及び確立された遺伝子導入技術による炭化水素生産遺伝子の微

細藻類への遺伝子導入を行い、宿主とした高効率な光合成機能を有する微細藻類

に新たに導入された有用物質生産機能遺伝子の発現を目指す。すなわち、高効率

な光合成機能と有用物質（炭化水素）生産機能を兼ね備えた新規微細藻類の創生

を行う。  
 
１．１．２ 研究開発の内容  
 微細藻類が行う高効率な光合成機能（二酸化炭素固定機能）に着目し、当該機

能遺伝子と複数の有用物質生産遺伝子（特に炭化水素を生産する遺伝子群）との

組み合わせを試み、高効率な光合成機能と有用物質生産機能の両特性を兼ね備え

る新規微生物の開発可能性を検討するため、下記の a)項から e)項の研究開発を開
始する。  
 
 なお、本研究開発において使用する微細藻類としては、高効率な光合成機能を

有する微細藻類は、「細菌・藻類等利用炭素固定化・有効利用技術開発」（生物的

CO2 固定化プロジェクト）において、分離した微細藻類中より選択する。また、

炭化水素生産遺伝子群は炭化水素を細胞外に蓄積する Botryococcus （ボツリオ
コッカス）と呼ばれる微細藻類より取得する。  
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a)高効率で二酸化炭素を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明  
 効率よく稼働している光合成系全体の内、活性が高く発現量も多いためクロー

ニングしやすく、且つベクターを作製する際のプロモーターとして高発現が期待

できる遺伝子に的を絞って単離し、機能を解明する。  
 
b)微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
 炭化水素を細胞外に蓄積するBotryococcus （ボツリオコッカス）と呼ばれる微
細藻類を対象として、代謝マップなどから炭化水素代謝経路を推定し、キーとな

る酵素を特定する。すなわち、高等植物等における炭化水素代謝系に関する既知

の情報、論文、代謝マップなどに基づき、微細藻類における直鎖状炭化水素の代

謝経路の解明を行い、炭化水素代謝系において、重要な役割を担う酵素を特定し、

下記c)項の遺伝子群の探索及び機能解明に繋げる。  
 
c)炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  
  上記b)項で推定したBotryococcus における炭化水素代謝系に関与する酵素遺
伝子を高等植物の当該遺伝子の情報（相同性）を基に取得し、機能解明を行う。  
 
d)高効率な二酸化炭素固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立  
  標的藻類細胞となる高効率光合成微細藻類の抗生物質感受性を調べて感受性の
ある抗生物質を特定し、その抗生物質に対する耐性を付与する遺伝子を用いてベ

クターを構築する。更に、炭化水素生産に関わる遺伝子群を高発現プロモーター

に組み込んだベクターとし、種々の方法で宿主細胞に遺伝子導入を行う。導入後、

宿主細胞との抗生物質感受性の差を利用して組み換え細胞のみを選抜する。  
 
e) 複数遺伝子の標的藻類細胞への導入  
  Botryococcus をはじめ微細藻類の炭化水素生合成経路は複数のステップから
成っており、単独の遺伝子導入だけでは宿主細胞が炭化水素生産能を獲得できる

可能性は低い。こうしたことから、複数遺伝子を順次或いは同時に導入できるよ

うなプラスミドの構築及び高発現を可能とさせるプロモーターの検討などを行う。

これにより、高効率な光合成機能と有用物質（炭化水素）生産機能を兼ね備えた

新規微細藻類の創生を目指す。  
 

１．２ 平成１４年度の実施内容 

 
平成 14 年度も、本研究開発の最終目標である「高効率な光合成と有用物質の生

産性を兼ね備えた新規光合成微生物の開発と代謝制御技術開発」を達成するため

に、以下の細分化された研究内容を実施する。  
 

a) 高効率で CO2を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明  
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b) 微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
c) 炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  
d) 高効率 CO2固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立  
e) 複数遺伝子の標的藻類細胞への導入  
 
 ただし、事業原簿にも示されているように、d) 高効率 CO2 固定微細藻類への

遺伝子導入技術の確立の項目は平成 13 年度までの検討で一応の成果が上がった
ので継続しないこととする。技術内容としてはより高度な e) 複数遺伝子の標的
藻類細胞への導入に比重を移し、最終目標にアプローチする。さらに、既に実績

の上がった a)高効率で CO2 を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明の項

目も比重を軽減し、平成 14 年度中に具体的な成果を達成するために標的細胞に
おける炭化水素関連遺伝子の発現にターゲットを絞り込むこととする。  
 
a) 高効率で CO2を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明  
 平成 13 年度までの検討で、高効率光合成能力を示す緑藻 Chlorococcum 
littoraleが有する Rubisco activaseの発現調節部位がプロモーターとして使用可
能であることを示したので、本項目の実施は一区切りがついたものとする。  
 
b) 微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
 これまで、fatty acid elongase、aldehyde decarbonylase、acyl-CoA reductase
の精製と遺伝子のクローニングに取り組んできた。 fatty acid elongase について
は、クローニング、酵素活性の確認まで行い、acyl-CoA reductase については、
タンパクの精製まで行なった。しかし、aldehyde decarbonylase は活性測定系の
構築には成功したが、タンパク質自身が持つ不安定性のため、いまだ精製にいた

っていない。そこで、平成 14 年度はタンパク質よりも取り扱いの容易な DNA に
狙いを絞って、炭化水素生合成関連の遺伝子のクローニングに取り組む。  
 具体的には、炭化水素生産微生物のゲノムからコスミドクローンライブラリー

を作製し、大腸菌で発現させ、炭化水素生産能力が増大した株をスクリーニング

する。その株には炭化水素生合成経路関連遺伝子が組み込まれているはずであり、

コスミドを解析することで、目的の遺伝子がえられる。  
 
c) 炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  
 平成 13 年度は acyl-CoA reductase に取り組み、2 本のアフィニティーカラム
を使って精製した結果、SDS-PAGE上で 3本のバンドを得ることができた。次に、
N-末端のアミノ酸配列を解読し、遺伝子のクローニングに取りかかる予定であっ
たが、アミノ酸配列を解析できなかった。おそらく化学修飾を受けており、通常

の方法では配列を読めなかったものと思われる。そこで、平成 14 年度は、これ
ら 3 本のバンドの内部アミノ酸配列を解析することとする。そのためには、もう
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少し大量のタンパク質を精製する必要があるので、１種類のアフィニティーカラ

ムのみで精製する方法を検討する。内部配列のマップが得られれば、その配列を

基に遺伝子のクローニングを行う。  
 
d) 高効率 CO2固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立  
 本項目は一応の成果が得られたので、複数遺伝子導入の検討へ重点を移すこと

とする。  
 
e) 複数遺伝子の標的藻類細胞への導入  
 シアノバクテリア Synechococcus sp. PCC7002 への遺伝子導入技術が得られ
たので、luxAB 遺伝子を導入した細胞に関しては、遺伝子の確認、タンパクの確
認、活性の確認を行うこととする。  
 さらに、組み換え光合成微生物による二酸化炭素固定と有用物質生産の並立の

可能性を示すため、シアノバクテリアにおける thioesterase の組み換えを実施す
る。この酵素は fatty acyl-CoA のチオエステル結合を切断して脂肪酸を生成する
機能を有する。大腸菌におけるクローニングによって大腸菌の脂肪酸蓄積量が増

大することが報告されており、シアノバクテリアにおいても活性発現が期待でき

る。脂肪酸量の増大は最終目標である炭化水素蓄積量の増大につながる重要なス

テップである。  
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第２章  微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
 

２．１ はじめに 

 
 長鎖脂肪族アルデヒドは生物界のなかでは広く見受けられる。それらはフリー

のアルデヒドの場合もあれば、化合物の形で存在することもある。有名なもので

は、ワックス類がある。このワックス類は植物や動物の表面を覆っている成分の

中に存在することがあり、乾燥や病原体の攻撃から生物を保護している。

Acinetobacter sp.、 Euglena gracilis やいくつかの微細藻類のように、エネルギ
ー源としてワックス類を貯蔵する微生物が存在することが知られている。脂肪族

のアルコールやアルデヒドはこれらの生物の中で重要な役割を果たしている。フ

リーなまたはエステル化された脂肪族アルコールは海洋生物中に多く含まれてい

ることがあることからも、脂肪族アルコールはエネルギー貯蔵様式として重要で

あることが示唆されている。また発光細菌の中には、脂肪族アルデヒドを基質と

して発光反応を行っているものが存在する。  
 今回、炭化水素を合成する海洋性細菌である Vibrio furnissii M1 を材料に、ア
ルデヒドのカルボニル基を取り除く酵素 aldehyde decarbonylase の遺伝子の単
離を試みた。  
 
 
２．２ 材料と方法 

 
２．２．１ 使用株及び培養方法   
 大阪大学薬学部宮本研究室より分譲された、海洋性細菌 Vibrio furnissii M1 株
1)を用いることとした。この株は直鎖炭化水素を生産する株であることがわかっ

ている。培養は LB 培地に 3% NaCl となるように NaCl 濃度を変更した培地を用
いた。温度は 37℃を保ち、連続的に振とう培養を行なった。また、プレートで培
養する場合には、上の培地にアガロースを 1.5%となるように加えて使用した。こ
れらの培地はオートクレーブにより滅菌を行った。  
 
２．２．２ Octadecanal の合成  
 aldehyde decarbonylaseの基質となる octadecanalの化学合成法は以下の通り
である。ナス型フラスコ中で、ピリジニウム  クロロクロメート (PCC)を 326 mg
量りとり、10 ml のジクロロメタンに懸濁した。また、octadecanol 281 mg を 8 ml
ジクロロメタンに溶解させ、スターラーで攪拌しながら PCC 懸濁液に滴下して
加えた。2 ml ジクロロメタンで 2 回洗浄し、すべて PCC 懸濁液に加え、室温で
攪拌しながら 90 分反応させ、octadecanal を合成した。反応生成物質を TLC で
確認後、ジエチルエーテル 20 ml、無水硫酸マグネシウム 3 g を加え、さらに室
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温で 10 分攪拌した。濾過後、濾液を 40℃にて蒸発させた。その後オープンカラ
ムクロマトグラフィーにて octadecanal の精製を行なった。精製物質は、初回は
NMR、以後は GC-MS にて確認した。  
 
２．２．３ オープンカラムクロマトグラフィー  
 silicagel 60 (MERCK)  20 g をヘキサンを用いて湿式によりカラムに充填し
た。サンプルをのせた後、ヘキサン 20 ml で 2 回、ヘキサン :酢酸エチル＝3：1
溶液 20 mlで 5回カラムに加えることにより、展開した。5 mlずつ分画を行ない、
TLC を用いてそれぞれの画分をチェックした。  
 
２．２．４ Cosmid ゲノムライブラリー  
 Cosmid ゲノムライブラリーは、Stratagene 社から SuperCos 1 Cosmid Vector 
Kit を用いて作製した。作製方法は、添付の instruction manual を遵守した。
Cosmid クローンは 1000 クローンほど分離し、９６穴プレートにて３７℃で静
置培養を行った。それらのクローンで、成長の悪いものを目視により５６株ほど

選択した。その株を８株ずつまとめて培養し、その培養液から油成分を抽出しコ

ントロールの株と比較した。油成分の変化が観察された組に含まれる 8 株を１株
ずつ培養し、培養液から油成分を抽出、油成分の変化がみとめられたクローンを

分離した。  
 
２．２．５ 油成分の抽出及びその解析  
 Bligh and Dyer２）の方法を用いて菌培養液中の油成分の抽出を行った。具体的
には以下のとおりである。培養液 1ml に対し、メタノール：クロロホルム=2:1 を
3.75 ml 加えて激しく振とう後 20 分静置した。1.25 ml 水 1.25 ml クロロホルム
を加えて激しく振とう後、遠心分離を行い、水層と有機層を分離した。水層を除

いた後、メタノール：水＝１０：９を 2.5 ml 加えて再度激しく振とう後遠心分離
を行い、有機層と水槽に分離した。有機層を窒素ガスで乾燥させたものをヘキサ

ンに溶解させ、これを GC-MS 用サンプルとした。  
 
２．２．６ GC-MS 分析  
 GC-MS 分析用カラムは  DB-5ms (J&W、30m X 0.25mm)を用いた。機器は、
GCMS-QP5000 (SHIMADZU)を用いた。ピークの同定は NMR によって測定した
サンプルまたは購入した標準物質を用いた。  column flow は 100 kPa、carrier 
gas flow は、 50.0 ml/min で使用した。Oven temperature 50℃、 injector 
temperature 250℃、 interface temperature 250℃で使用した。測定は、oven 
temperature を 50℃で２分保持後、15℃ /min で 280℃まで昇温を行ない、280℃
で 10 分保持した。また、split Rate 27、SIM モードで測定を行なった。  
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２．２．７ 酵素活性測定法  
 菌培養液に octadecanal を最終濃度 1 mM となるように加え、３７℃で１時間
振とう培養を行った。上に示した油成分の抽出及びその解析方法により油成分を

抽出し、GC-MS によりその生産物となる heptadecane を検出した。  
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２．３ 結果と考察 

 
２．３．１ アルデヒド関連遺伝子クローニング戦略  
 遺伝子の発現には、蛋白質部分をコードする構造遺伝子部分と、遺伝子の発現

に関係する発現調節部分が必要である（図２．１）。つまり、遺伝子をある菌に形

質転換を行う場合、実際にその菌内で働く発現調節部分が必要である。発現調節

にかかわる一連の機構は、原核生物と真核生物との間では大きな違いがあるが、

原核生物の間では違いが比較的小さい。Vibrio furnissii は原核生物であり、比較
的 E. coli に近いと考えられる。そこで V. furnissii の遺伝子を E. coli に形質転
換し、E. coli の油成分に変化の見られる遺伝子をクローニングすることとした。 
 
 
 
 

発現調節部分    構造遺伝子部分  
 
図２．１ 遺伝子の一般的構造  
 遺伝子は蛋白質をコードする構造遺伝子部分とその細胞内での発現を制御する

発現調節部分を持っている。発現調節部分は DNAから RNAへの遺伝情報の転写、
RNA から蛋白質への翻訳の両方の発現制御情報を含む。  
 
 
２．３．２ Cosmid を用いたゲノムライブラリーの調製  
 ゲノム DNA を調製し、Sau3AI 制限酵素により処理することにより部分消化を
行い、ゲノムライブラリーを作製した。作製したゲノムライブラリーのコスミド

クローンを 960 クローン（９６ウェルマイクロプレート１０枚分）単離し、マイ
クロプレート上で、カルベニシリン 50 μg/mlの濃度の LB液体培地で３日３７℃
静置培養を行った。その後、目視により、明らかに成長の悪い、またはコロニー

の形状に特徴のあるクローンを５０単離し、再度３７℃静置培養し、４℃で保存

した。  
 
２．３．３ 油成分に変化のあるクローンの単離  
 次にここで単離した株を８株ずつまとめ、培養を行い、そこから油成分を分離

し解析した。ここでコントロールと比較して、油成分に変化の見られた群をさら

に１株毎に培養し、最終的に１株を特定、単離した。この株の油成分は、炭化水

素である heptadecane（炭素鎖１７のアルカン）にあたるピークに特徴が見られ
た。しかし、実験の結果に安定性が認められなかったため、活性測定に次の方法

を試みた。  
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２．３．４ アルデヒド脱カルボニル反応の検出  
 heptadecane が菌により生産されているとすると、生化学的な反応としては基
質としての aldehyde からの脱カルボニル反応の存在が推定される。そこで、
heptadecane を生産するための基質として octadecanal（炭素鎖１８のアルデヒ
ド）を用いて活性を検出することを試みた。その結果を図２．２に示す。この結

果より、実際に heptadecane の生産量が増加していることが確認された。ここで、
コントロールにおいても比較的多くの heptadecane が観察されているが、これは
基質である octadecanal 自体に含まれている不純物であると考えられる。実際に
octadecanal 単独で GC-MS 分析を行うと、heptadecane が観察された。より正
確な活性測定には、octadecanal の精製をするべきであるが、今回は時間の都合
上割愛した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２．２  脱カルボニル反応活性の測定  
 単離した株より、脱カルボニル反応を測定した。縦軸は GC-MS でのクロマト
グラフのピーク面積を表す。コントロールとして、cosmid ゲノムライブラリー作
製時にホストとして使用した、XL-Blue MR を使用した。  
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２．３．５ Cosmid ベクター挿入配列の解析  
 本研究で使用した cosmid SuerCos-1 は、32kbp-40kbp の DNA を挿入するこ
とができる。しかし、この挿入配列すべての解析をすることは非効率である。そ

こで活性に関連のある領域を調べることとした。挿入配列の deletion を行い、活
性を同時に調べることにより、活性に必要な領域の特定を行った。複数の制限酵

素を試みた結果、BglII と KpnI を以後の deletion 作製に用いた。BglII と KpnI
による消化物を電気泳動したものを図２．３に示す。このように、これら制限酵

素で消化したものは生成されるフラグメントの数か少なく、また大きさも比較的

大きいものが現れることから、以後の deletion作製に用いることとした。ここで、
各遺伝子断片をクローニングして、その末端部分のシークエンスを解析すること

により、制限酵素地図を作製した。それを図２．４に示す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２．３  単離した cosmid DNA の制限酵素消化  
 単離した株より cosmid を調製し、制限酵素 BglII、KpnI で消化を行った。電
気泳動は、TAE の 1% agarose を使用した。BglII では４本、KpnI では２本のフ
ラグメントが観察された。  
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図２．４  cosmid の制限酵素地図  
 図２．３で得られたフラグメントの末端部分をシークエンスすることにより、

制限酵素地図を作製した。ここで NotI は cosmid の保持している制限酵素認識部
位である。また、作製した deletion クローンの構造を同時に示す。KB は KpnI
制限酵素認識部位で欠失、B4 は BglII 制限酵素認識部位で欠失させたクローンを
表す。  
 
２．３．６ 活性関連領域の特定  
 元の Cosmid クローンより、制限酵素 BglII、KpnI を用いることによりそれぞ
れデリーションクローンを作製した。それぞれ株 B4、KB とし、材料と方法の項
目に従い、活性の測定を行った。その結果を図２．５に示す。この結果より、B4、
KB 両株において、活性は保持されていることが確認された。図２．４での制限

酵素地図を考慮し、B4 をさらに deletion することとした。  
 図２．４の制限酵素地図より、B4 クローン中には、KpnI サイトが１つ存在す
ることが示唆された。そこでさらに領域を特定するため、BglII-KpnI deletion、
KpnI-NotI deletion の二つを作製し、それぞれ活性測定を行った。その結果を図
２．５に示す。この結果から、活性に関連のある領域は KpnI-Not フラグメント
内に存在することが示唆された。  
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KBKBKBKB    
B4B4B4B4 



 

 

 
 
図２．５ 作製した欠失クローンの脱カルボニル反応活性  
 作製した欠失クローンに対する脱カルボニル反応を測定した。縦軸は GC-MS で
のクロマトグラフのピーク面積を表す。コントロールとして cosmid ゲノムライ
ブラリー作製時にホストとして使用した XL-Blue MR を使用した。また、A は
deletion 処理をしていない cosmid、B4 と KB は図２．４のように作製したクロ
ーンを表す。  
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図２．６ B4 クローンの制限酵素地図  
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図２．７ B4 クローンをさらに欠失させたクローンの脱カルボニル反応活性  
 
 
 B4 クローンについて、さらに欠失クローンを作製した（図２．６）。コントロ
ールとして、Cosmidゲノムライブラリー作製時にホストとして使用した XL-Blue 
MR を使用した。コントロールとして cosmid ゲノムライブラリー作製時にホス
トとして使用した XL-Blue MR を使用した。KN と KB は図２．６のように作製
したクローンを表す。クローン KB に脱カルボニル反応活性が認められた（図２．
７）。  
 
２．３．７ 活性関連領域のシークエンス  
BglII-NotI フラグメントを pZero-1 ベクターへクローニングし、シークエンスを
行った。その結果を図２．８、２．９に示す。  
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1    GCGGCCGCAATTAACCCTCACTAAAGGGATCTGATATGACAGAAATTGCCTGCTCGATAG  60      

61   AAGCCACGATTCTACAAGATGGCGATACGTCTTCGGTGATGTTGGCGGTGCAAGATATCA  120     

121  GTGAGCAAAAGCAGCAGGCGGAATTGATTCAAACGCTGACGCAATACGATCCAATTTCCG  180     

181  GCTTACTCAATCGTCCCACACTCATTCATTGTGTTCGCCGCCTGTTTCGTCATCAGTCCG  240     

241  AAGGGCTTGAATTTTCAGTCATCTACTTTAACGCGACCCGGCTCAAAGAGATTGATGAAG  300     

301  TGTATGGTCATGAACTCTACGATGCGTGCGTGCGCCACATCGCCGACAGTTTGAAGCGTT  360     

361  ATTTTAGCCGCGAAGATGTAGGGCGGATCAGTGAGCATGAGTTTATCGTCTGCTGCACTG  420     

421  GCCCGCTGAATCGCGTGGAGTCGATGGGCAGCCACATTCTGTCAGCGTATCGCGCGAAGA  480     

481  TCAGTTTGGCGGAGATGGAGCTCGACCTTGGGCTTAAAGGTGCGTTGCTGCCGTCTTCCA  540     

541  TCGATTTCGAGAACTTTGAAAATATCGTCCATTGTGGTTACTACACCGTCATGAATCGGT  600     

601  CGTCGTCGGTGGCACATTCGCTGAACGTCGTGACGCCAGAACAGTTTGAGCAAACCCAAG  660     

661  AAGTGCAGATCCTCAATCGCGACATTGTGGCTGCGCTGAAAAATCGCGAAATCATTGCTC  720     

721  ATTATCAACCGATTGTGAAAGCCGCATCCGGCCAGTTAGTTGGCTTTGAAGCCTTGGCGC  780     

781  GCTGGAAACATTCGCAATTTGGAATGGTGTCGCCTGCCGTGTTTGTGCCACTGGCCGAAC  840     

841  AGCGAAAACTGATAGTGGAACTCGGCGAGCAAATTCTTGACCAAGCGTGTGCATTTTTGC  900     

901  AAACGTTTCAACAAGCGCAAGGCCACAACAAACAAATGGTGAGCATTCACGTCAATATCT  960     

961 CCAGCCCGCATTTTTACCACAGCAGTTTGGTCGATACGCTGCGTAACGTGATCGCGCAGT 1020   

1021 ATCAACTTGAAGCCGGGCAATTGGTGCTGGAGCTGACGGAAAGCATTCTGATGGGGGTTG  1080   

1081 AAGAAGAGACGCAGCAGCGCATGGATGCCATTAAAGCGCTTGGCGTTCAATTGGCGCTGG  1140    
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1141 ATGATTTTGGTACGGGTTACTCATCGTTTAGTTCGTTGTGTAATTTTCCACTGGATATTG  1200    

1201 TCAAATTGGACAAGTCGTACATCGATGGTTTAGACACCAATGAGAAAGCCAAATCGCTGA  1260    

1261 TTCGCAATATCATCAACATGTCACAAGAACTCGGCTTAACCACGGTGGCCGAAGGGGTTG  1320    

1321 AAAACGCGTCACAGCTGAGAAAGCTTAACGTGTGGAACGTGGATGAAATTCAAGGTTATT  1380    

1381 ACTTCTACAAACCGATGGATGCAGCGCTGGCGTTGGAAACGTTTCGTCATTGAAAGGAAC  1440    

1441 GTCGGCAAAAAGGTAAGAGCGAAAAGAAAAAAGCCAGACGGTGTCTGGCTTTTTCGTGGA  1500    

1501 TATCATTCTTTGGGGCACCGAGCGTTACAGTGACAGATACGACAGTGGGAATGTCCGGGA  1560    

1561 TTAATGGCTTCCAGTGTGGATTGGGTATCGGCACAA-TGACTG-TTGCTGCCTTCGGCC-  1620    

1621 TTTCAGCCGCGCGGCACTTTCGATGGTGTCGAATGTTTCACCCGCCATACGCAATTGAAT  1680    

1681 CAAAGCCACTTGCAATGGGGGCAAGCTTGGGTTGAACGCTGCGTTTTCCGCGTACGCACC  1740    

1741 CAGATACTGCTGACCGCTGGTGGTTTGCAGCGCTACGCCGCTCAGGTTAGCGGTGTATGG  1800    

1801 CGCGTGGCTGCGGTTCAGGGCAACTAGTGCTTTCTGCACCAATGGTTCTTCATCGTCGCT  1860    

1861 GGTTTTGCCATGATTGACGTTGGCCATCAGCGCCGATTCAATGCCTAAATCTGCTGGGCC  1920    

1921 AAACGATTCTGGCAAGTAGTATTGCAACGACTTTTCTTCACGCTGTGGCAGTTGAATTGA  1980    

1981 CAGCGTTTTCGATGTGTTCAATTCATTCATGAACTGACGGCAGTGACCACATGGGCTGTA  2040    

2041 GTTAACGGTAATATCCGCCAAACCTTCTTCGCCCTTCATCCAAGCATGGCTGATGGCCGC  2100    

2101 TTGTTCAGCGTGAATGGTTTGACCCAGTTGCACCCCAGAAAACTCCATGTTGCCGCCGAA  2160    

2161 GTAGAGGCGACCCGACAGGCCACGCACGATGGCGCCGACATAAAACTTGGAGATAGGCAC  2220    

2221 ATAGGCGTAGGCCGCTGCCAAAGGAAGCAAAGTCACACGCAGATCAGCATCACTCATTTC  2280    
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2281 CGAAATGGAAAGCAGTTGGTTGAACTGGTCGGGAGAAAGGTAGCGTCAAAATCATCAGCC  2340    

2341 AAGGTGATCGGAGTCAGAAAACTCTGCGATTGGCTTCGGCATGCCCGCTAGCGCCTGTTC  2400    

2401 AATACGGCTTTTCATAAAGAATCCTTAATAATGTATTGAACTTCATTTTAAGCAACCGAT  2460    

2461 GCAGCTTTACTGAGATTTTTGTCACATAAATGAATGTAACGACATTTNAGATTTTCATAA  2520    

2521 TTNGAGTGNAGGNCNCACANGTCATCNATTGCACAAAGGCGAAAGAGNGAANTCCGTCGA  2580    

2581 TGATCGCGTCACGATCATCGACAGGAGGCCCACGAAGTTTNCATGAGTTTANAGGGCGGA  2640    

2641 GAGCCAGANTCGCGAATCCAAATAAAGCTTGGTGCGAGAATCGAGGGGATGACGCCGGAC  2700    

2701 ANTACCANCGCCCAGAAGAACTNNANGGCGCATTCGCGCGGGTTCTCTTTTTTGCGCAAC  2760    

2761 TNGGGGGGGCCCNAATAGCGTGGGGANACAGAAGGCCCNCCCNTCCAGGCCGCGGAGCAA  2820    

2821 TNCAGGACNTGNTNACGTTGGNCCACTTTTNTAANATTGGGNNAGGCGGAGAATTCGCGC  2880    

2881 CCAAACAGAGCCCAACCCATGGANTCCCNGAATGGGCGGCCCACCGGTTGGCTCNCCGCC  2940    

2941 CAAGGTTACTGGGCGACTTTNCNTGGGCAATACGGGGGTGGNGACGGGATTTTGCCCATC  3000    

3001 AAGGNGGNGATNCAANCTNGATTTTNGNTTTTATTGCTTCCCCN      3044   

 

 

図２．８  NotI-KpnI フラグメントシークエンス NotI 側  
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1    CGCCAGCTATTTAGGTNACACTATAGAATACTCAAGCTATGCATCAAGCTTGGTACCGNC  60      

61   AAGCGTGAGAAAAAGCTCACCGCCAGTAAAAAGAGTTGCCATTGATACAAAAGCGCCGCA  120     

121  GGCATTACACCGTCACTCCAGCTTCGGCAAAACTTGCCATGGTGTTATAAAACTCCGCCG  180     

181  CAGCGCGCAGCAGCGGGACCGCCAAGACCGCGCCGGTTCCTTCGCCAAGGCGCAATCCCA  240     

241  AATCCAGCAGCGGNTTATCATCTAACAAATTCAGAACCGCGCGATGACCCGATTCGTGTG  300     

301  AGCGATGCGCAAAAATCATGACATCACGCGCCTTCGGCTCCAGCAACGTGGCCACATACG  360     

361  CTGCGACCGTCACGATAAAACCATCGACCAGCACAGGCGTGTTGCGATGTGATGCGCCCA  420     

421  AGAACGCGCCCACCATCTGGACGATTTCAAAGCCGCCCACTTCCGCCAATATAGCTTCCA  480     

481  CATCAAGGCCGTCGCAGCGCGCAACCGCCTGCGCCACCAACTGACGTTTTTTCTCAAACT  540     

541  GCTGCTCAGAAATCCCAGTGCCCATCCCCACACATTGCTCAGCAGACAACCCACTCAGCG  600     

601  CCGCCAGCAACGCCGCCGCACTGCTGGTATTGGCAATGCCCATCTCACCAAACATCACCA  660     

661  GATTGGACCCGCCATCAATGACGCGTTCGGTCAGAGCCTGCCCCAGCGCCAACCCTTGCG  720     

721  TGACCTGCTCAGCGCTCATTGCCGCTTGATGGGCAAAGTTTTCGGTGCGCTCCCCTAAAC  780     

781  GCTGCACCACGAAGTCCGGGTGTTGTGCGTCGATGGGCAGCAGAATACCGGTATCCACTA  840     

841  CTTTCATCGCCACTTGGTTGGCACGACAAAAACAGTTGATGGGCGGCACCACCAGCGAGG  900     

901  AAGTTGAGCACCATTTGTTGGGTCACCGCACTCGGCGCAATGCTGACGCCTTCATNGGGG  960     

961  ATGCCATGAATCGCCCGCAAAACCAANAACCGGNTGGGTTGCTCTATATNCAATGNGGCG 1020    
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1021 TGACGGGCGCTGCTTTTGGCCTNTGGCTTTTNNATTAAAGGNCAATTGANTAAACCACCC  1080   

1081 TGCTNCAGTTGTNCCTAAAANAACCAANACGGNTTGGGGTTTTTTTGNTCGATACCCCTG  1140   

1141 CCTGANGGGCATCCTGGAATGAACGGGCCTATACCATAAAAANGTTCTTGTTTANTGTGG  1200   

1201 GCGGTNGAAGAGTAAAAAGNNTTTTTTAGCGNGGGGGAATTNTCCGCCCCCCNANAAAGA  1260   

1261 GAAAANGNGATCCAGGCNTCACCGCATCNCCTGTCAGGGGAATCGTCCTTGCACCTTGAA  1320   

1321 GNAGNGGGGCATCTAAANACACCTCGTTCGACCTTTACNAAAAGAAAAGTTTGNNGGGGG  1380   

1381 CGGGCCCTTCTTCTTG           1396    

 
図２．９  NotI-KpnI フラグメントシークエンス KpnI 側  
 
 この図２．８、２．９に示したシークエンスは、不完全ではあるが、ほぼ NotI-KpnI
領域全体をカバーしている。これらのシークエンスを Blast によりデータベース
検索を行ったところ、相同性のある遺伝子として３つの遺伝子が少なくともコー

ドされていることがわかった。  
 
nicotinate-nucleotide-dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase 
 Vibrio cholerae と identities=53% 
cytidine deaminase 

Vibrio vulnificus と identities=62% 
GGDEF family protein 

Vibrio parahaemolyticus と identities=48% 
である。  
 
 ここで特に炭化水素の合成と関係のある可能性のある遺伝子は nicotinate- 
nucleotide-dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase である。この遺
伝子は、コバルトを配位するビタミン B12（コバラミン）における生合成に関係

がある。このビタミン B12はコバルトを持ったポルフィリン構造をしている。  
Co-protoporphyrin IX は実際にそれ自体に aldehyde の脱カルボニル反応を触媒
する。炭化水素を合成することで知られる Botryococcus braunii の aldehyde 脱
カルボニル酵素も、その中に Co-protoporphyrin IX の存在が示唆されている。ま
た、この領域近辺には、ビタミン B12合成関連遺伝子が多数隣接していることが
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確認された。また、遺伝子の構造もやや特殊である。他種の nicotinate-nucleotide- 
dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase と比較すると欠失部分が大
きくかなり短くなっている。  
 今回、脱カルボニル反応が検出された DNA 領域を単離した。実際に単離した
DNA がその反応を触媒するかは、さらなる検討が必要であろう。今回単離した脱
カルボニル反応関連遺伝子は、脱カルボニル酵素自体ではないかもしれない。し

かし、ビタミン B12かその関連物質が脱カルボニル反応に影響を与えているとい

うことは十分考えられる現象である。もしそうならば、他の炭化水素を合成しな

い多くの種との比較が興味深い。そのような研究より、炭化水素の生合成に関す

る理解が深まるであろう。  
 
２．４ 引用文献 

 
1) Park MO, Tanabe M, Hirata K, Miyamoto K. Isolation and 
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which are equivalent to light oil. Appl Microbiol Biotechnol 
56(3-4):448-52,2001 
 
2) Bligh E and Dyer W. "A rapid method of total lipid extraction and 
purification." Can J Biochem Physiol 37(8): 911-917,1959 
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第３章  炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  
 
３．１ 概要  
 
 脂肪族アルデヒドは、炭化水素合成過程において重要な化合物である。この脂

肪酸アルデヒドは、一般的に、脂肪酸が還元反応により変化して生成すると考え

られている。昨年度は、この反応を触媒する酵素、acyl-CoA reductase を単離す
る目的で、この酵素反応の測定系を構築した。また、炭化水素を合成する海洋性

細菌である Vibrio furnissii M1を材料に acyl-CoA reductase の粗精製を行った。 
 まず、活性測定系を構築し、電子供与体として必要な補酵素を決定し、タンパ

クの可溶化に適した界面活性剤を調べ、アフィニティークロマトの種類と条件を

検討し、溶出条件を決め、Blue A agarose カラムと palmitoyl-CoA カラムを使っ
て生成を試みたところ、SDS-PAGE 上で 3 本のバンドがえられた。これらのタン
パクに対し N 末端のアミノ酸配列を決めようとしたが、配列決定は不可能であっ
た。おそらく、N 末端に何らかの科学修飾が施されており解析不能であったと考
えられる。  
 そこで、今年度は内部配列解析用にもう少し大量のタンパクを精製する目的で、

1 種のアフィニティーカラムのみ（Blue A agarose カラムか palmitoyl-CoA カラ
ムのどちらか１種のみ）で精製を試みた。方法、条件は昨年度の報告書に記載し

たとおりである。  
 しかしながら、最終精製サンプルのタンパク濃度はごく微量（0.1 pmol 程度）
しかえられず、高感度アミノ酸配列解析装置による分析でも内部配列の情報を得

ることはできなかった。  
 現状ではこの酵素の活性測定法が精製のネックになっている。放射性同位体を

基質として酵素反応を行わせ、TLC を用いて反応生成物を分離し、分離した各フ
ラクションの放射活性を測定して酵素活性を決めるという煩わしい手順でしか酵

素活性を求められない。このようにして測定された活性を指標としてタンパクを

精製しているため、精製操作の正確さ、手早さの点で問題があり、精製中に活性

を有するタンパクが失われていき、高い再現性がえられなかった。  
 これらの問題点を解決するには、蛍光基質の合成と利用、あるいは発色基質の

利用など、もっと手堅くかつ簡便な酵素活性法の開発が必要である。  
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第４章  複数遺伝子の標的細胞への導入  
 

４．１ はじめに 

 
 本研究ではこれまでに等の真核生物の微細藻類である  Porphyridium 
purpureum、Dunaliella salina、Chlorococcum littorale についての遺伝子導入
技術を開発してきた。  
 これら真核生物の微細藻類における形質転換の研究は、近年、淡水性単細胞緑

藻 Chlamydomonas reinhardtii において急速に発展してきた。C. reinhardtii に
おいては核、葉緑体、ミトコンドリアの各ゲノムにおいて形質転換の手法が確立

しつつあり、それらの手法を用いた分子生物学的レベルでの研究が盛んに行われ

ている 1)。しかし、その他の藻類については Chlorella2)、珪藻 3)、Volvox4)等に

ついて報告されているのみであり、ほとんど研究が進んでいないのが現状である。

そこでより遺伝子操作の容易であり、成長が速く取り扱いやすいホストが望まれ

た。  
 今回、海洋性の単細胞シアノバクテリアの Synechococcus sp. PCC 7002 をホ
ストとして、遺伝子導入の系を構築した。シアノバクテリアは原核生物であり、

一般的に成長が早く取扱いやすいことで知られている。また、いくつかのシアノ

バクテリアではゲノムプロジェクトも進められており、その遺伝子操作も比較的

容易に行われている。  
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４．２ 材料と方法 

 
４．２．１ 使用株  
 海洋性シアノバクテリア Synechococcus sp. PCC7002 を関西電力総合研究
所より分譲してもらい、それをホストとして使用した。培養には、medium A-2
を使用した。その成分を以下に示す。 

 
medium A-2 各成分の数値は g/l を示す。  
Na2EDTA 0.03 
NaCl  18.0 
MgSO47H2O 5.0 
KCl  0.6 
CaCl22H2O 0.37 
KH2PO4 0.05 
Trizma base 1.0 
NaNO3  1.0 
NaHCO3 1.0 
 
Trace element composition of culture media (mg/l) 
Vitamin B12 0.004 
boric acid 34.3 
MnCl2・4H2O 4.3 
ZnCl2  0.315 
MoO3  0.03 
CuSO4・5H2O 0.003 
CoCl2・6H2O 0.0122 
FeCl3  8.0 
 
 
 この培地はオートクレーブ滅菌はせず、0.2µm フィルターを通して滅菌する。

また寒天培地は、フィルター滅菌したｘ２medium A-2 培地とオートクレーブ滅
菌したｘ２agar を半分ずつ加えて作製、使用した。  
 培養は 32℃で 5％CO2を通気し、光照射下で行った。  
 また、大腸菌は TAKARA より competent cell ＪＭ109 を購入し、使用した。  
 ベ クタ ー は 東 レ リ サ ーチ セ ン タ ー の 秋 山氏 が 作 製 し た 発 現ベ ク ター

pAQ-EX1(DDBJ accession number AB071392)5-7)を関西電力総合研究所より分

譲していだだき、使用した。  
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４．２．２ シアノバクテリア形質転換  
 シアノバクテリア PCC7002 (OD550=0.8)  900µl 
 プラスミド DNA (0.4pmol/ml)   100µl 
を試験管内で混合し、39℃で 1-1.5 時間、光照射下、5％CO2 でバブリングしな
がら、培養した。その後培養液を適当な濃度に medium A-2 により希釈を行い、 
medium A-2 培地を含む 3 ml の 0.8% 軟寒天 (42℃ )を加え、1.5％寒天 medium 
A-2 プレートに広げた。このまま 32℃で弱光照射下 48 時間培養した。その後
medium A-2 0.6％軟寒天培地に選択用抗生物質であるカルベニシリンを最終濃
度 4 µg/ml となるように加えたものを 2.5 ml 重層し、32℃光照射下で培養した。 
 
４．２．３ PCR 
 大腸菌 XL-1Blue MR をテンプレートとして、AAA ACT GCA GGG CGG ACA 
CGT TAT TGA TTC TG primertesAN プライマーと  AAA ACT GCA GTT ATG 
AGT CAT GAT TTA CTA primertesAC プライマーで PCR を行なった。プライマ
ーは反応 buffer 1X、センス primer 40 pmol/ml、アンチセンス primer 40 pmol/ml、
dNTP 0.25 mM、AmpliTaq Gold DNA polymerase(perkin-elmer) 2.5 U に水を
加え、総量 50 µl PCR 反応溶液を作製した。94℃  30 秒、50℃  1 分、72℃  1
分を１サイクルとし、30 サイクルのプログラムによって、PCR を行なった。  
 
４．２．４ クローニング  
 PCR 産物を精製後、制限酵素 BamHI と KpnI により処理し、pAQ-EX1 ベク
ターの BamHI—KpnI サイトに挿入した。 luxAB 遺伝子の発現の確認は

dodecanal を用いて生物発光をさせることにより行った。  
 
４．２．５ シアノバクテリアでのルシフェラーゼ活性の検出  
 プレート上にコロニーが十分に視認することができる程度に培養を行ったもの

を使用した。Dodecanal を円盤状のろ紙に十分に染み込ませたものを、プレート
蓋部分に固定した。プレート内に dodecanal の蒸気が充満するように密閉をし、
暗室にて X 線フィルムに 5 min 感光させた（図４．１）。  
 



 

 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４．１  ルシフェラーゼ活性の測定方法  
 
 
４．２．６ 油成分の抽出及びその解析  
 methanolic HCl は 3 M solution (Supelco)を methanol で 5% (v/v) 2,2- 
dimethoxypropane (Aldrich)となるように加え、1 M solution を作製した。乾燥
させたサンプルに 1 ml methanolic HCl を加え、窒素ガスによりパージした。密
閉後 80℃で 1 時間インキュベートした。サンプルを室温に戻した後 0.5 ml 
hexane、 1 ml 0.9% NaClを加えはげしく vortexを 1分行なった。試験管を 1,000 
X g 1分遠心、上清を回収した。この hexane抽出上清を GC-MS により測定した。  
 
４．２．７ GC-MS 分析  
 GC-MS 分析用カラムは  DB-5ms (J&W、30m X 0.25mm)を用いた。機器は、
GCMS-QP5000 (SHIMADZU)を用いた。ピークの同定は NMR によって測定した
サンプルまたは購入した標準物質を用いた。Column flow は 100 kPa、carrier 
gas flow は、 50.0 ml/min で使用した。Oven temperature 50℃、 injector 
temperature 250℃、 interface temperature 250℃で使用した。測定は、oven 
temperature を 50℃で２分保持後、15℃ /min で 280℃まで昇温を行ない、280℃
で 10 分保持した。また、split Rate 27、SIM モードで測定を行なった。  
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 transformant colony on the 
1.5% agarose medium 

developing 



 

 

４．３ 結果と考察 

 
４．３．１ LuxAB の発現解析  
 前年度は、 Synechococcus sp. PCC7002 にルシフェラーゼ遺伝子である
luxAB を形質転換するところまで報告した。前回の操作で作製したシアノバクテ
リア用発現ベクターを図４．２に示す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４．２   pAQ-EX1 ベクターへの V
 
 
 前回報告したルシフェラーゼ発現用
ベクターをそれぞれ BamHI、Kp
pAQ-EX1、 luxAB のライゲーション
 
 次にえられたこのプラスミドを Sy
その形質転換株を得た。実際に細胞

ているかを確かめるため、材料と方

を行った（図４．３）。LuxAB 形質
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. harveyi luxAB 遺伝子のクローニング  

プラスミドの構造を上図に示す。pAQ-EX1
nI で消化しそれぞれの断片を調製した。
を行ったものを pAQ-EX1 luxAB とした。  

nechococcus sp. PCC 7002 に形質転換し、
内で酵素が活性の保持された状態で発現をし

法の項目に従い、ルシフェラーゼ活性の検出

転換株のみ、発光が観察された。しかし、こ
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の発光は大腸菌でのそれと比べると弱く、１つのコロニーからの発光を捉えるの

は困難であった。コロニーの塊（図４．３ colony）としてようやく発光現象を
捉えることが容易になった。実際に発光の位置とコロニーの塊の位置は一致して

観察された。このように、pAQ-EX1 ベクターを用いた Synechococcus sp. PCC 
7002 の形質転換が利用できうることが示された。  
 
 
                luxAB transformant   PCC7002           
                                                   control 
 
 
 
 
X ray 
film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
colony 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４．３ ルシフェラーゼ活性検出  
 LuxAB transformant は pAQ-EX1 luxAB を導入した形質転換株、PCC7002 
control はホストの株を示す。Xray film は X 線フィルムへ感光を行ったもので、
colony は酵素活性検出に使用したプレートの状態を示す。  
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                      thioesterase 
 
 
fatty acyl CoA       fatty acid 
 
 
図４．４  チオエステラーゼの役割  
 
 
４．３．２ Thioesterase 遺伝子の Synechococcus sp. PCC 7002 へ
の導入  
 次にシアノバクテリア内の脂肪酸生産を改変するために、 thioesterase 遺伝子
をシアノバクテリアに導入することを試みた。ここで、 thioesterase 酵素の役割
を図４．４に示す。この酵素は、アシル CoA のチオエステルを切断して脂肪酸を
生成する機能を持つ。この酵素は大腸菌内で発現させたとき、細胞内での脂肪酸

生産を大きく改変することが報告されている。そこで同じ原核生物であるシアノ

バクテリアでも同じ結果が期待できたため、この thioesterase 遺伝子をシアノバ
クテリアに形質転換をこころみた（図４．５）。  
 ここで用いる thioesterase は大腸菌のものを使用した。thioesterase は膜結合
部位が N 末端に存在するが、この N 末端を欠失させた形で大腸菌で発現させる
と細胞内での脂肪酸組成を大きく変化することが報告されている。また、大腸菌

はシアノバクテリアと同じ原核生物であり、大腸菌の thioesterase もシアノバク
テリア内で活性のある状態で発現することが期待できる。そこで比較的よく研究

されている大腸菌の thioesterase を用いることとした。  
 PCR により大腸菌の tesA を増幅し、図４．５のようにシアノバクテリア用発
現ベクターpAQ-EX1 に挿入した。  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４．５  pAQ-EX1 ベクターへの t
 tesA 発現用プラスミドを上図のよう
れ PstI で消化しそれぞれの断片を調
を行ったものを pAQ-EX1 tesA とした
 
 
 この発現ベクターである pAQ-EX1
が知られている。そこで、構築したベ

換を行い、大腸菌内での脂肪酸組成の

では、炭素鎖 16 の脂肪酸が主に生産
鎖 14、12 等、比較的炭素鎖の短い脂
 

pAQ-EX1 
(6188bp) 

tesA 

PstI 
digest 
ligation 
pAQ-EX1 tesA 
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esA 遺伝子のクローニング  
に構築した。pAQ-EX1 ベクターをそれぞ

製した。pAQ-EX1、tesA のライゲーション
。  

のプロモーターは、大腸菌内でも働くこと

クターを確認する意味で、大腸菌に形質転

変化を観察した（図４．６）。コントロール

されているが、tesA 形質転換株では、炭素
肪酸も多く観察された。  
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control 
 
 
 
 
 
 
 
 
tesA 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４．６ 大腸菌での tesA 形質転換による脂肪酸組成の変化  
 GC-MS 分析での GC チャートを示す。上が control のホスト大腸菌、下が
pAQ-EX1 tesA プラスミドを形質転換した株を示す。  
 
 
 大腸菌での実験結果により、ベクターの構造に問題のないことが確認できた。

そこで次に、このプラスミドをシアノバクテリア Synechococcus sp. PCC 7002
に形質転換を行い、脂肪酸組成の変化を観察した（表４．１）。  
 ここでの脂肪酸組成の変化は、大腸菌での結果よりかなり少ないが、同様に

tesA 形質転換株の脂肪酸組成では、炭素鎖 14、12 等、比較的炭素鎖の短い脂肪
酸の増加が観察された。  
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表４．１  形質転換したシアノバクテリアでの脂肪酸組成の変化  
％は GC-MS 時に検出された成分中の割合を示す。  
 
 

 control(%) tesA(%) 
炭素鎖 12 0.41 3.3 
炭素鎖 14 1.29 3.16 
炭素鎖 16 80.08 78.93 

 
 
 
 
 
 今回、シアノバクテリアでの形質転換系を用いて脂肪酸組成を改変した。大腸

菌では、thioesterase と同時に acetyl-CoA carboxylase を形質転換することによ
り、脂肪酸生産能が飛躍的に増大することが報告されている。時間的な制約によ

り今回は行わなかったが、acetyl-CoA carboxylase を形質転換することができれ
ば、脂肪酸を量的にも増大させることができると考えられる。脂肪酸は、炭化水

素等、様々な油成分を合成する上で必要とされており、この部分の能力を高める

ことで各種の油の生合成能を高めることができるであろう。また、今回は大腸菌

の遺伝子をシアノバクテリア内で発現させたが、たとえばシアノバクテリア由来

の遺伝子の方がより機能的な蛋白質を合成することができるかもしれない。  
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第５章 実施期間全体のまとめ  
 

５．１ 平成１１年度の成果 

a) 高効率で CO2を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明  
真核微細藻類の遺伝子組換え系は単細胞緑藻 Chlamydomonas reinhardtii にお
いてほぼ確立されているが、大量培養可能な産業的利用の進んでいる高効率株に

ついてはほとんど手がつけられていない。そこで、本研究では、緑藻 Dunaliella 
salina（高度耐塩性、β -カロテンやグリセロールの生産）と紅藻 Porphyridium 
purpureum（細胞外多糖の生産）を採り上げることとした。  
 
b) Botryococcus の炭化水素代謝経路の解明  
炭化水素関連の成果としては、B. braunii 株の候補として「生物的二酸化炭素固
定・有効利用プロジェクト」で探索された B. braunii SI-30（A 系統） を採り上
げた。本株は長鎖炭化水素を生合成するが、脂肪酸からアルデヒドへの変換酵素

活性、アルデヒドから炭化水素への変換酵素活性が知られているのみで、遺伝子

は特定されていない。  
 
c) 炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  

B. braunii SI-30 の脂肪酸炭素鎖伸長酵素（ fatty acid elongase）の遺伝子 fae
をクローニングし、塩基配列を決定した。微細藻類における脂肪酸の炭素鎖は通

常長くとも 22程度だが、B. brauniiでは 30 以上の炭化水素が多く含まれている。
fae 遺伝子は、この生物に特有の長鎖炭化水素合成に不可欠であると考えられる
ため、最初のターゲットとした。炭素鎖伸長反応は 4 つのステップから構成され
ているが、 fatty acid elongase は key step である縮合反応を触媒する。  
 また、遺伝子組換え系のベクターとして利用可能な rbcS 遺伝子のクローニン
グを行った。  
 
d) 高効率 CO2固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立  
D. salina において遺伝子導入プロモーター候補である rbcS 遺伝子をクローニン
グした。これは、CO2固定反応の入り口である RubisCO の small subunit の遺伝
子である。さらに、抗生物質耐性遺伝子を組込んだベクターの設計、コロニー形

成条件の検討、エレクトロポーレーション条件の検討を行った。  
当研究所で単離した P. purpureum の  carbonic anhydrase 遺伝子の上流域に、
抗生物質 Zeocin 耐性遺伝子を連結し、キメラ遺伝子を作製した。このプラスミド
をパーティクルガンで P. purpureum に打ち込んだ結果、Zeocin 耐性コロニーが
得られた。C. reinhardtii 以外の真核微細藻類における遺伝子導入の成功例とい
える。  
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５．２ 平成１２年度の成果 

a) 高効率で CO2を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明  
 通常の藻類が増殖阻害を受けるような高濃度 CO2 条件下で生育する

Chlorococcum littorale （単細胞の海産性緑藻）において、高濃度 CO2条件下

で発現が誘導されている RubisCO activase 遺伝子（rca）のプロモーター領域の
単離及び機能解明を検討した。これらの遺伝子は空気条件よりも高濃度 CO2条件

下での発現量が多く、CO2濃度がプロモーターとしての活性に関与しているもの

と推測される。今年度は特に rca の上流領域を採り上げて、制限酵素 PstI で切断
したゲノムから inverse PCRにより -1092bp までの上流域の塩基配列を決定した。
なお、当該プロモーター領域は d)項で開発される選択マーカーのプロモーターと
しての利用を図り、抗生物質耐性遺伝子を発現するプラスミドの作製に繋げる。  
 
b) 微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
 平成１１年度には B. braunii SI-30 の脂肪酸炭素鎖伸長酵素（ fatty acid 
elongase）の遺伝子 fae をクローニングし、塩基配列を決定した。平成１２年度
は、この酵素の活性を in vitro で測定する系を構築すべく、 fae を酵母
Saccharomyces cerevisiae へ導入し、発現させた。発現は確認されたが、放射性
同位元素でラベルされた基質の変換を調べたところ有意な活性は認められなかっ

た。  
 また、新たな炭化水素代謝経路の酵素としてアルデヒド脱カルボニル酵素

（aldehyde decarbonylase）を採り上げて機能解明に取り組んだ。炭化水素生合
成経路として脂肪酸→アルデヒド→炭化水素という流れを想定しているが、本酵

素はアルデヒド→炭化水素という反応を触媒する。この酵素に関しては報告が少

なく、精製を目的としてまず活性測定法を確立するところから始めた。その結果、

B. braunii の細胞破砕液中に本酵素の活性を見出すことができた。  
 
c) 炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  
  fae 遺伝子の機能解明の一貫として、アイソザイムの検討を行った。まず、
サザンハイブリダイゼーションを行ないゲノム上での fae 遺伝子の存在を確認し
た。異なる条件でのサザンハイブリダイゼーションで複数の fae アイソザイムの
存在が示唆されたので、新たに探索を行ない 4 つの fae アイソザイム遺伝子を単
離した。それぞれの遺伝子について、ノーザンハイブリダイゼーションを行い、

mRNA レベルでの発現を確認した。また、RACE 法により、それぞれの cDNA
の全塩基配列を決定した。  
 
d) 高効率 CO2固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立  
 通常の藻類が増殖阻害を受けるような高濃度の CO2 条件下においても高い増

殖能を示す C. littorale の形質転換系の開発を中心に検討を行った。具体的には、
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選択マーカーの開発、プラスミドの作製、遺伝子導入法の検討である。まず、形

質転換体の選択に適する抗生物質を探索するため、9 種類の抗生物質について C. 
littorale の抗生物質感受性を調べた。その結果から、選択に用いる抗生物質とし
て G418 を選んだ。G418 の耐性遺伝子である neo 遺伝子に rca のプロモーター
領域及び 3'末端領域を結合させて C. littorale 形質転換用プラスミドを作製し、
パーティクルガン法で C. littorale に導入したところ G418 耐性のコロニーが得
られた。neo の全長を増幅させるプライマーでこれらのコロニーの PCR を行った
ところ、形質転換体では neo の全長と一致するサイズのバンドが検出されたが、
wild type ではバンドは検出されなかった。このことから、neo 遺伝子は形質転換
体のゲノム中に導入されその結果として G418 耐性となったことが示唆された。  
 また、昨年度に引き続き Porphyridium purpureum と Dunaliella salina につ
いては、選択マーカーとして zeocin 耐性遺伝子 ble を用いて形質転換系の検討を
行ったが、zeocin に耐性を持つクローンは得られなかった。そこで、選択マーカ
ーとして ble 以外の遺伝子を検討するため、数種の抗生物質に対する感受性試験
を行った。その結果、P. purpureum も D. salina も blastcisinS に対する感受性
が最も高く、次いで puromycin に対する感受性が高かった。したがって、これら
の抗生物質に対する耐性遺伝子は選択マーカーとして使用できる可能性が示され

た。  
 

５．３ 平成１３年度の成果 

a) 高効率で CO2を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解明  
 昨年度は高効率で CO2を固定する海産緑藻 Chlorococcum littoraleの RubisCO 
activase 遺伝子（rca）の上流域の塩基配列を決定し、その部分をプロモーターと
して抗生物質 G418 耐性遺伝子 (neo)をつないでプラスミドを作り C. littorale の
形質転換を行った。今年度は、rca-neo 遺伝子がゲノムに存在するかを調べるた
めにサザンハイブリダイゼーションを行なった。その結果、野生株ではバンドが

確認できなかったが 3 種の転換体ではバンドが見られたので、遺伝子が確実に組
み込まれていることが示された。光合成関連の機能遺伝子である rca の有用性が
実証され、また、C. littorale における形質転換の方法が確立されたといえる。  
 
b) 微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
昨年度クローニングした B. braunii SI-30 の脂肪酸炭素鎖伸長酵素（ fatty acid 
elongase）の遺伝子が本当に酵素タンパクに対応しているかどうかを確認するた
めに、その遺伝子を大腸菌で大量発現させてタンパクを精製し、そのタンパクに

対する抗体 (anti-FAE 抗体 )を作製した。この抗体を用いて B. braunii の細胞破砕
液から免疫沈降を行なうことにより、FAE 蛋白質を調製した。この酵素をもちい

て、脂肪酸伸長酵素アッセイをおこなったところ、活性を確認することができた。

すなわち、得られた fae 遺伝子は fatty acid elongase をコードしていることを証
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明した（この成果は特許出願中）。  
また、細胞外に炭化水素を蓄積する細菌 Vibrio furnissii M-1 について、その炭
化水素生産経路の解明を行うべくトランスポゾン導入による変異株の作製につい

て検討した。その結果、生産性の向上した株が得られたが、生合成経路の欠損株

は得られなかった。  
 
c) 炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  
 脂肪酸をアルデヒドへ還元する acyl-CoA reductase（アシル CoA 還元酵素）の
遺伝子探索を最終目的として、まず活性測定系の構築とタンパク質の精製を行な

った。このタンパクの供給源としては、V. furnissii M-1 を用いた。活性測定系は、
14C ラベルした基質を用いて反応を行い、反応産物を TLC で分離して、スポット
の放射活性を測定することにより確立した。次いで、アフィニティーカラムを 2
種類使うことにより活性を指標にタンパクを精製した。最終的に SDS-PAGE 上
で 3 本のバンドが得られたので、それらを切り出して N 末端アミノ酸配列を解読
しようとしたが読めなかった。何らかの化学修飾を受けていると考えられる。内

部アミノ酸配列を読んでから遺伝子のクローニングを行う予定である。  
 
d) 高効率 CO2固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立  
 細菌 Vibrio harveyi由来の luxAタンパクと luxBタンパクが共存するとアルデ
ヒドを基質として化学発光が惹起される。つまり、遺伝子導入の指標となる。そ

こで、これらの遺伝子を同時にシアノバクテリア Synechocystis sp.に導入し発現
させることを試みた。  
 
e) 複数遺伝子の標的藻類細胞への導入  
標的微細藻類細胞に炭化水素を生産させるためには、少なくとも 3 種の酵素タン
パク質の遺伝子を発現させる必要がある。平成 14 年度から本格的に複数遺伝子
導入の検討を行うが、上記 d)で実施した luxA と B のシアノバクテリアへの導入
は本項目の実質的な出発点である。  
 

５．４ 平成１４年度の成果 

b) 微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
 炭化水素生合成関連の遺伝子のクローニングを行った。具体的には、炭化水素

生産能力を有する細菌 Vibrio furnissii M1 のゲノム DNA を制限酵素 Sau3AI で
断片化し、コスミドベクターにつないで大腸菌で発現させ、約 1,000 株のクロー
ンを得た。すべてのコロニーをいくつかにグルーピングし、各グループの炭化水

素生産能を GC-MS で分析するというやり方を繰り返して、炭化水素生産能に変
化があるクローンを選抜した。炭化水素生産の基質としては octadecanal を用い
て、GC-MSチャート上で heptadecaneのピークが増大するものを追求した結果、
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１クローンが得られた。コスミドに載っている塩基配列中にアルデヒド→アルカ

ンの反応を触媒する酵素（aldehyde decarbonylase)がコードされていると考えら
れる。まずコスミドの制限酵素地図を作製し、それに基づいてコスミドクローン

の一部を欠失させ、該当する領域を特定したところ、3kb 強のフラグメントが得
られた。この領域を解析したところ、cyanocobalamin（ビタミン B12）生合成に

関与する一部の遺伝子がアルデヒドの脱カルボニルを触媒している可能性が高い

ことが示された。  
 
c) 炭化水素生産遺伝子群の探索、機能解明  
 2本のアフィニティーカラムを用いて acyl-CoA reductaseを精製し SDS-PAGE
上で 3 本のバンドになるまで純化したが、N-末端が修飾を受けておりアミノ酸配
列が読めなかった。そこで、平成 14 年度は内部アミノ酸配列を読むためにもう
少し大量のタンパクを精製する目的で１種類のアフィニティーカラムを使った精

製を試みた。しかし、最終精製サンプルはごく微量しか得られなかったので、配

列決定には至らなかった。  
 
e) 複数遺伝子の標的藻類細胞への導入  
 標的細胞としてシアノバクテリアの１種である Synechococcus sp. PCC7002 
を用いる形質転換系を導入することとした。まずルシフェラーゼ遺伝子である

luxAB 遺伝子を用いて系の確認を行った。平成 13 年度は導入の確認まで、平成
14 年度にアルデヒドを基質とした蛍光の確認までを行った。さらに、脂肪酸蓄積
量を増大させる目的で thioesterase (fatty acyl-CoA→ free fatty acid の反応を触
媒する )の遺伝子 (tesA)導入を検討した。tesA を導入した大腸菌では脂肪酸蓄積量
の増大が確認されたので、同じプラスミドをシアノバクテリアに導入した結果脂

肪酸組成の明らかな変化が観察された。  
 複数遺伝子を同時に発現させるには至らなかった。 

 

５．５ 時系列的に見た実施内容 

 表５．１に上記の内容を時系列的に表したものを示す。 
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表５．１ 各年度における成果一覧表  
中項目   小項目   H11 H12 H13 H14 

a)光合成関

連遺伝子  
→ 藻類の選択  → 

Dunaliella 

Porphyridium 
Chlorococcum cyanobacteria cyanobacteria 

 → 

選ばれた藻類

の遺伝子の検

討  

→ 

rbcS（ルビスコ

の小サブユニ

ット遺伝子 ) 

rca(ルビスコ活

性化酵素の遺

伝子 ) 

rca 発現の

CO2濃度によ

る制御機構検

討  

 

        

d)遺伝子導

入技術  
→ 

遺伝子導入法

の検討  
→ 

エレクトロポレ

ーション法  
   

   → 
パーティクル

ガン法  

導入が終わる

までいずれも継

続  

導入が終わる

までいずれも継

続  

導入が終わる

までいずれも

継続  

 → 
ベクターの開

発  
→ 

rbcS をプロモ

ータとしたベク

ター 

rca をプロモータ

としたベクター 

cyanobacteria

用ベクターの

開発  

cyanobacteria

用ベクターの

利用  

 → 
抗生物質耐性

遺伝子の導入  
→ 

上記候補藻

類の抗生物

質感受性調

査  

上記候補藻類

の抗生物質感

受性調査  

上記候補藻類

の抗生物質感

受性調査  

 

   → 

上記ベクター

の導入と抗生

物質培地での

選抜  

上記ベクターの

導入と抗生物

質培地での選

抜  

上記ベクター

の導入と抗生

物質培地での

選抜  

上記ベクター

の導入と抗生

物質培地での

選抜  

   → 
抗生物質  

zeocin 

抗生物質  

zeocin, 

puromycin, 

blasticinS, 

neomycin, 

hygromycin, 

kanamycin, 

spectinomycin, 

G418 等  

抗生物質  

gentamycin, 

blasticinS, 

neomycin, 

hygromycin, 

spectinomycin 

G418 等  
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表５．１  続き      

中項目   小項目   H11 H12 H13 H14 

e)複数遺伝

子導入技術  
→  →  → 

luxAB 遺伝子

cyanobacteria

への導入  

luxAB 遺伝子 ,  

thioesterase

遺伝子の導入  

        

b)炭化水素

代謝経路  
→ 

候補微生物の

選択  
→ Botryococcus Botryococcus 

ボツリオ+新規

炭化水素生産

菌  

 

 → 

直鎖状炭化水

素生産経路の

解明  

→ 

fatty acid 

elongase=キ

ーステップの

解明  

fatty acid 

elongase 活性

を他の微生物

で発現  

  

    → 

aldehyde 

decarbonylase

の活性測定系

構築  

活性測定に基

づいた酵素タ

ンパクの部分

精製  

酵素学的検討  

     → 

acyl-CoA 

reductase の

酵素活性測

定、部分アミノ

酸配列の取得  

酵素タンパク

精製  

        

c)炭化水素

関連遺伝子

群  

→ 
①fatty acid 

elongase 
→ 

クローニング、

塩基配列決

定  

サザンハイブリ

によるゲノム上

での存在確認  

活性の確認   

    → isozymeの単離    

 → 
②aldehyde 

decarbonylase 
→  → 

部分精製酵素

に基づき遺伝

子をクローニン

グ 

Botryococcus

あるいは新規

細菌からの遺

伝子のクロー

ニング 

 → 
③acyl-CoA 

reductase 
→  → 

Botryococcus

あるいは新規

細菌からの遺

伝子のクロー

ニング 
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５．６ 特筆すべき成果 

 
５．６．１ 高効率で CO2を固定する微細藻類の光合成遺伝子の機能解

明  
 通常の藻類が増殖阻害を受けるような高濃度 CO2 条件下で生育する

Chlorococcum littorale （単細胞の海産性緑藻、図５．１）は、倍加時間が約８
時間弱で、真核の微細藻類としては非常に生育が速い部類に属しており、また、

人工光照射条件で 0.7 g CO2 l-1 h-1という高い CO2固定能力を示す。この株の高

濃度 CO2条件下で発現が誘導されている RubisCO activase 遺伝子（rca）のプロ
モーター領域の単離及び機能解明を検討した。これらの遺伝子は空気条件よりも

高濃度 CO2条件下での発現量が多く、CO2濃度がプロモーターとしての活性に関

与しているものと推測される。特に rca の上流領域を採り上げて、制限酵素 PstI
で切断したゲノムから inverse PCRにより -1092bpまでの上流域の塩基配列を決
定した（図５．２）。  
 

図５．１海産緑藻 Chlorococcum 
littorale  
高濃度二酸化炭素（60％）含有雰
囲気下でも成育可能な緑藻。 

「生物的 CO2固定プロジェクト」

における微細藻探索の成果。 

最適条件下での CO2 固定速度は

0.74 g-CO2 l-1 h-1である。また、

最大細胞濃度は 84 g-dry cell l-1

に達する。 
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      -1082     -1072     -1062     -1052     -1042     -1032 

  

CTGCAGCGACCCGGATTCGAACGACGGGGCCGCCGGGCTGACAGCTGCCCCTGGGGAGTG 

 

       -1022     -1012     -1002      -992      -982      -972 

  

CGAGCGGGTGACGGCCAAGGTGGCCGACTTTGGCATGAGCCAGAACATCAGGAACCACTC 

 

        -962      -952      -942      -932      -922      -912 

  

GCACATCAGTGGCGTGCGACACGGCACGCCGCTGTACATCTCGCCCGAGATCTTGAAGTC 

 

        -902      -892      -882      -872      -862      -852 

  

CGGCACGGCCACCAAGAGTGCCGACGTCTACTCGTTCGGGGTCATCCTGTGGGAGCTCTA 

 

        -842      -832      -822      -812      -802      -792 

  

CCATGGCCGCTCTGCCTGGGAACACCTGAyGAGCGTGTCGGCyTCAGCCCCGCAGAAGGC 

 

        -782      -772      -762      -752      -742      -732 

  

CAACCGCCATGCCGCCTTCTACCCGGGCCTGTTCACCTACCAAGCGGACGAAAGGTCGGA 

 

        -722      -712      -702      -692      -682      -672 

  

GGCCCTGCCAACATGGGTCGAGCTCGGCACTGCCTGCCTCCAGGAGGACCCCGCGGCACG 

 

        -662      -652      -642      -632      -622      -612 

  

GCCGAGCTTTGAGGAGGTTGTGGCCCGGCTCGGTGAGATGCGGGCGGGGCTGATGGCGGA 

 

        -602      -592      -582      -572      -562      -552 

  

CGGGGCAGGCCTGCCGTTGCTGCCCGTGGCATCGCCTGCGGACATGTTCCCTGGTGTAGC 

PstⅠ 

SacⅠ 

SacⅠ 
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        -542      -532      -522      -512      -502      -492 

  

TATGTTTGACCAAGCGGACGGAGCTAAGCAGCAGCTGGCACCGGCATCCGGCCAGATCGG 

 

        -482      -472      -462      -452      -442      -432 

  

ATGGTCTGCATTGTGATGGACGGATGCCTGAAGTGGAAGGAGTCTGAGCTCTGGCTCTGG 

 

        -422      -412      -402      -392      -382      -372 

  

CGGTGGCATTGTCGTTGCTAGACGGTTGTGGTGTGATGATTTGGTGCCATTCCAACCCAA 

 

        -362      -352      -342      -332      -322      -312 

  

TCACACACACTCATTTGTGCTTGATATCTATTTATGCTATTACTTGACGATATGAAACAT 

 

        -302      -292      -282      -272      -262      -252 

  

GATTAAGATGTCATTCAAAAGCTTTCTGATCAACATGGGCCCATTCAACTTCAACAGGAT 

 

        -242      -232      -222      -212      -202      -192 

  

AAACTGTATGTGAATGTGCATTCGCATGCTTGCAAAATCCAACATGTGCGTTATTAGCAG 

 

        -182      -172      -162      -152      -142      -132 

  

ACACGTGGAGGCGTGGTTGTAACACAGTGACAAAGTAAAAAACATTGGACAAGGCGTCAC 

 

        -122      -112      -102       -92       -82       -72 

  

AGCATGAGGGGCCACGTGAGGCGATCATCGCGTTTGACACGGGCCATTTTTTGAGCACCT 

 

         -62       -52       -42       -32       -22       -12 

  

CACGTTCGTGGTCATACCTCTTTCCGGCGTTTGGAAAGCCGCACTTGTCTGCATTGCATT 

SacⅠ 



 

 

 

          -2         9        19        29 

  CGCGTTGAG AAGCCTTGATCTTTCACC 

 

 
図５．２ In
 

 
５．６．２ 

 C. littorale
った。具体的

討である。ま

抗生物質につ

に用いる抗生

に rca のプロ
プラスミドを

ところ G418
これらのコロ

るサイズのバ

このことから

G418 耐性とな
 
 
 
 
 
 

図５．３ C.
 

 
 
 
 

BamHBamHⅠⅠ

 

TGCCACTTTTC
+1：転写開始位置
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verse PCR により決定された rca5’上流領域の配列 

高効率 CO2固定微細藻類への遺伝子導入技術の確立  
 の増殖能に注目し、この株の形質転換系の開発を中心に検討を行
には、選択マーカーの開発、プラスミドの作製、遺伝子導入法の検

ず、形質転換体の選択に適する抗生物質を探索するため、9 種類の
いて C. littorale の抗生物質感受性を調べた。その結果から、選択
物質として G418 を選んだ。G418 の耐性遺伝子である neo 遺伝子
モーター領域及び 3'末端領域を結合させて C. littorale 形質転換用
作製し（図５．３）、パーティクルガン法で C. littorale に導入した
耐性のコロニーが得られた。neo の全長を増幅させるプライマーで
ニーの PCR を行ったところ、形質転換体では neo の全長と一致す
ンドが検出されたが、wild type ではバンドは検出されなかった。
、neo 遺伝子は形質転換体のゲノム中に導入されその結果として
ったことが示された（図５．４）。  

 littorale に G418 耐性を付与するために導入されたプラスミド 

neo5’ rca 3’ rca pUC119pUC119

500500bpbpSalSalⅠⅠ

885885bpbp 810810bpbp 565565bpbp

PstPstⅠⅠSalSalⅠⅠ
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図５．４ G418 耐性株のサザンハイブリダイゼーション解析  
 rca プローブを用いた場合には、wild type（WT）に 1 本のバンドが検出され、
これが C. littorale が元々持つ rca5’断片であると思われた。このバンドは、G418
耐性形質転換株でも検出された。WT ではこのバンド 1 本しか検出されなかった
のに対し、G418 耐性株の 3 と 4 ではこのバンドの他にもバンドが検出された。
したがって、これらのバンドは、形質転換によって導入された rca5’断片であると
思われた。  
 
５．６．３ 微細藻類等の微生物の炭化水素代謝経路の解明  
 まず、細胞外に大量に炭化水素を蓄積する緑藻 Botryococcus braunii SI-30（図
５．５）の脂肪酸炭素鎖伸長酵素（ fatty acid elongase）の遺伝子 fae をクロー
ニングし、塩基配列を決定した。その遺伝子を大腸菌で大量発現させて、タンパ
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クを精製し、そのタンパクに対する抗体 (anti-fae 抗体 )を作製した。この抗体を
用いて B. braunii の細胞破砕液から免疫沈降を行なうことにより、 fae 蛋白質を
調製した。この酵素をもちいて、脂肪酸伸長酵素アッセイをおこなったところ、

活性を確認することができた（図５．６）。すなわち、得られた fae 遺伝子は fatty 
acid elongase をコードしていることを証明した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５．５ 淡水産緑藻 Botryococcus braunii SI-30 細胞外に多量の炭化水素を分
泌する。写真は細胞外の油滴を示している。緑藻 Chlorococcum littorale よりも
生育速度が遅い。最大 CO2固定速度は 0.15 g-CO2 l-1 h-1である。  
 
 
 
 
 fae 遺伝子の機能解明の一貫として、アイソザイムの検討を行った。まず、サ
ザンハイブリダイゼーションを行ないゲノム上での fae 遺伝子の存在を確認した。
異なる条件でのサザンハイブリダイゼーションで複数の fae アイソザイムの存在
が示唆されたので、新たに探索を行ない 4 つの fae アイソザイム遺伝子を単離し
た。それぞれの遺伝子について、ノーザンハイブリダイゼーションを行い、mRNA
レベルでの発現を確認した。また、RACE 法により、それぞれの cDNA の全塩基
配列を決定した。  
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C20

C22

1 2
 

図５．６ Fatty acid elongase の活性確認（薄層オートラジオグラフィー）  
 Botryococcus braunii SI-30 の fatty acid elongase と思われる遺伝子を大腸菌
で発現させて遺伝子産物を大量に作製した。そのタンパク質に対する抗体を作り、

B. braunii の細胞破砕液と反応させて、免疫沈降を行わせた。得られたタンパク
質に対して脂肪酸を伸長させる活性を測定したところ、図の第 2 レーンに示すよ
うに、炭素鎖 20 と 22 のバンドが検出された。基質にはステアロイル -CoA（C18）
と 14C-マロニル -CoA を用いて、TLC で反応産物を分離しているので、炭素鎖の
伸長反応が確認されたことを意味する。また、レーン 1 は対照として免疫されて
いないウサギの血清を使った。以上の結果より、当該遺伝子は fatty acid elongase
をコードしていることが立証された。  
 
 



 

 54 

第６章 おわりに  

６．１ 実用化、事業化の見通し  
 基盤技術研究は基礎的な研究であり、実用化事業化に直結するものではない。

長期的な展望としては、次のようなことが想定できる。 

 

 最終的なターゲットは、高効率の光合成機能、言い換えれば高い増殖能と有用

物質生産能を兼備した微細藻類細胞の創製であり、この目標に到達した際には、

集中発生源、たとえば 100万 kW級の LNG火力発電所から排出される CO2の 0.5%
を直接炭化水素へ変換できると試算されている。炭化水素は現在化石資源から供

給されており、ハンドリング技術も確立されているので非常に安価だが、推定埋

蔵量は減少しており枯渇は確実視されている。  
 化学工業の原材料確保や、エネルギー安全保障の観点からみて、化石資源以外

の炭化水素供給源を準備しておく必要性は非常に高いといえる。現時点では、太

陽エネルギーを用いた CO2 固定と炭化水素生産では経済的には成り立ちにくい。

すなわち即効性にはかける。  
 しかし、プログラム方式の特徴である「長期的な展望」の上では実用化へのハ

ードルは決して高くはないと思われる。  
 

CO2

CO2固定化バイオリアクター
(パネル型リアクターシステム)

微細藻
ﾘｻﾞｰﾌﾞ棟

培
養
調
整
棟

炭化水素
回収棟

CO2固定化ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ

燃　焼

(排気) 発　電

CO2分離・供給

LNG

太　陽　光

海水/栄養塩

発電量： 1 0 0万 k W
CO2発生量： 1.74×106 t/年
有効利用面積： 1.0km 2

微細藻CO2固定量：50g/m2/日
C O 2固定寄与率： 4 . 6％
省 エ ネ 効 果 ： 1 ％
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６．２ 今後の展開  
 
 微細藻類における遺伝子組み換え技術の確立が目指すもの、遠い先の狙いは根

本的な光合成効率の改善である。現在の光合成の全体像に関する知識からすると、

生物は太陽エネルギーを実に巧みに化学エネルギーに変換していることが示され

ているが、一方、実は光エネルギーのポテンシャルを無駄に捨てていることもわ

かっている。また、呼吸等によるエネルギーロスも無視できない。これらの問題

を改善すれば、海水中の微細藻類だけではなく、陸上高等植物の光合成の効率向

上へも寄与できるものと考えられる。すなわち、酸素発生型の光合成を営む生物

に共通のメカニズムを効率化することが最終目標である。 

 その目標へ向かって進むためにクリアーしなければならない種々の難関を小さ

くブレイクダウンし、その一歩として陸上植物よりも高い光合成能力を示す微細

藻類の遺伝子操作技術の確立を行っている。 

 次の展開としては、得られた技術を用いて微細藻類の効率の高い光合成の機構

を解明していくことが必要である。 
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