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

して、経済産業省からの資金をもとに、財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）が
主体で実施するものである。 
バイオマス資源由来の糖類より、バイオプロセスによる化学原料・燃料を製造する技術

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

とすることが課題とされてきた。RITE微生物研究グループでは、これまでに RITE独自に
開発したコリネ型細菌（RITE菌）を利用することで、糖類から高効率に乳酸、コハク酸へ
変換することに成功している。コリネ型細菌は、嫌気条件下で細胞増殖をほとんど行わな

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

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

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

イオプロセス開発を目標とした基盤技術の開発を行うものである。 
本成果報告書は上記技術課題を中心に、平成 14 年度から平成 15 年度までの二年間に実
施した研究の成果についてまとめたものである。以下に内容を要約する。 
 
第 1章は、緒言である。 
 
第 2章では、生物的糖化についてまとめた。 
本プログラム研究では、生物的糖化技術の糖化能力・糖化効率を大幅に高めるべく、マ

イルドな化学的前処理法と組み合わせた糖化プロセスの構築を念頭に基盤的研究開発を行

った。この基盤的研究開発は、全行程生物的糖化という木質系バイオマス有効利用の究極
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目標を実現するための礎である。 

これらの課題を達成するために、セルロース類の高効率分解、およびリグノセルロース

の分解に取り組んだ。セルロース類の高効率分解については、糸状菌のヘミセルラーゼ遺

伝子を遺伝子組換え技術により導入した麹菌の育種を行った。糸状菌由来ヘミセルラーゼ

の遺伝子のクローニングを行い、Aspergillus. oryzaeにおいて Aspergillus. aculeatusのβ
-マンノシダーゼ遺伝子manB高発現系の構築を行ったところ、野生株の約 60倍のβ-マン
ノシダーゼ生産性を得た。さらに、Aspergillus niger van Thiegem KF-267のβ-マンナナ
ーゼ遺伝子 galBを A. oryzaeにおいて高発現させ、小麦フスマを炭素源とする液体培地に
おいて、培養上清 1Lあたり 238mgのβ-マンナナーゼ生産性を得た。麹菌 A. oryzae以外
の宿主ベクター系についても検討を行い、Aspergillus aculeatus を宿主に用いて、
Aspergillus nidulas 由来 pyrG遺伝子をマーカーとすることで、自立複製型プラスミドで
50 cfu/μg DNAの効率で形質転換できる系を構築した。 
リグノセルロース分解については、米国におけるトウモロコシ伐採残（コーンストーバ

ー）からのエタノール生産開発において、重要な基盤技術開発として位置づけられている、

前処理技術開発について報告した。 
 
第 3章では、高効率バイオプロセス技術開発に関する成果をまとめた。 
コリネ型細菌が嫌気反応条件下で細胞増殖を停止する現象について、その制御機構を明

らかにするため、形態観察によるアプローチ、ゲノム情報解析、染色体 DNA上の遺伝子操
作等の分子生物学的アプローチを組み合わせて基盤技術開発を行った。 
先ず、嫌気反応条件で増殖を停止しているコリネ型細菌がどのような形態をしているの

か顕微鏡観察を行い、細胞内染色体 DNA局在を観察したところ、予想と異なって個々の細
胞が様々な細胞複製ステップで停止していることが分かった。この結果と DNAチップの解
析データから、コリネ型細菌の嫌気反応条件における細胞増殖抑制について、DNA複製伸
張反応の抑制（モデルⅠ）と、細胞壁合成阻害を伴った分裂装置の機能阻害（モデルⅡ）

とを可能性として示した。 
コリネ型細菌のゲノム情報より、データベース解析を行い、Corynebacterium. 

glutamicum R 株の細胞複製に機能が予想される遺伝子 17 種類を抽出した。これらの 17
種の遺伝子についてクローニングを行い、機能別ライブラリーを作成した。C. glutamicum 
R株を変異原処理することで温度感受性変異株を単離した。この温度感受性変異株に機能別
ライブラリーを導入し、温度感受性から復帰する株を選択することで、細胞複製に必須で

ある因子の温度感受性変異株を単離することができる。現在、機能別ライブラリー、温度

感受性変異株、遺伝子破壊法を用いることで、嫌気反応条件における細胞増殖抑制につい

て、モデルⅠ、モデルⅡの検証を行っている。 
 
第 4章では、本プログラム研究の成果をまとめるとともに、今後の課題を記した。 
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Research and Development of CO2 Fixing Green-process from Biomass 
 

Summary 
 

The Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE) is running this 
project as one of themes for “the Programmed Methods CO2 Fixation and Effective 
Utilization Technology Development” which supported by the Ministry of Economy,  
Trade and Industry (METI). 
New technologies for saccharification and production of fine-chemicals and fuels comes 
into the spotlight. Present challenges for biomass utilization technologies are (1) the 
establishment of a more efficient and environmental-friendly saccharification process, 
(2) the establishment of basic techniques for new bioprocesses to efficiently convert 
saccharides into chemicals, (3) the integration of the saccharification and bioprocess. 
As for the saccharification part, lignin degradation holds the key to reutilize wooden 
biomass. Chemical saccharification methods are improving, but they still have harmful 
environmental conseqences.  
For the bioprocess part, the RITE Microbiology Research Group has developed an 
efficient bioprocess (RITE process) which converts saccharides into organic acids using 
coryneform bacteria. Under the process the strictly aerobic coryneform bacteria function 
as whole cell catalysts producing useful substances under conditions of repressed 
growth. Particularly, anaerobiosis provides an attractive means to attain strict cell 
division control. The final goal for this part is the generalization of techniques which 
regulate cell growth.  
This report summarizes the results obtained within the framework of this study during 
the fiscal years 2002 and 2003. The report includes the following four chapters. 

 
Chapter 1: Introduction 
 
Chapter 2: Bio-Saccharification 
A) Overexpression of A. aculeatus β-mannosidase gene in A. oryzae 
The genomic gene of A. aculeatus manB was inserted in the expression vector, 
pNAN8142, for Aspergillus, and introduced to A. oryzae niaD300. On the ninth day, the 
mannosidase activity in culture supernatant reached a maximum of 662 units/l. The 
amount secreted by the transformant was estimated to be 270 mg/l. 
B) Overexpression of A. niger van Thiegem KF-267 β-galactanase gene in A. oryzae 

The genomic gene of galB gene derived from A. niger van Thiegem KF-267 was inserted 
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in the expression vector for Aspergillus, and introduced into A. oryzae niaD300. The 

production of GALB reached a maximum of 173 (on glucose background) and 238 (on 

wheat bran background) mg/l after incubation of 84 and 72 h, respectively. 
C) Development for transformation system of A. aculeatus 
To create a host strain for transformation by targeting homologous recombination, we 
tried to isolate a mutant deficient for the gene homologous to pyrG gene of A. nidulans. 
Transformation frequency of the strain by A. nidulans pyrG gene was 0.1 and 50 cfu/µg 
DNA, respectively, using integrative and autonomously replicating plasmids.  
D) Lignocellulose degradation (2003 AIChE annual meeting report) 
 
Chapter 3:  Highly Efficient Bioprocess 
As the first steps to approach the mechanism of growth arrest in the RITE process, 
coryneform bacteria cells were used under oxygen-deprivation conditions, and the 
morphology was observed under microscope. Using DAPI-staining methods, the 
localization of the chromosomal DNA showed that cell growth is arrested at random 
phase in cell replication cycle. New cell growth defective models were proposed (model I: 
defective in DNA polymerase elongation reactions, model II: defective in cell division 
and cell wall). 
Database analysis on corynebacteria could estimated 17 genes with roles in cell cycle 
control and mitosis. All 17 genes in C. glutamicum R were amplified with PCR and 
cloned as functional DNA library. To confirm the cell growth defective models, gene 
disruption and ts-mutant isolation are currently in progress. 
 
Chapter 4: Conclusions and Future Plans 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

本 編 
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第1章 緒言 
 
１．１ 研究概要 
 
資源の乏しい我が国では、生活の基盤となるエネルギーや化学原料物質の大部分を海外

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

う。 
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１．２ 研究開発の目的、方法及び実施体制 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

の実現を目的とする。 
 

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

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

質生産という一連のトータルバイオプロセスの構築を目指した基盤技術開発である。 
 研究開発項目として 

(1) セルロース類分解能を有する微生物の開発 
(2) 生物的糖化プロセスの開発 
(3) 細胞増殖制御を可能とする人為的制御法の開発 
(4) 人為的細胞増殖制御細胞を用いた新規バイオプロセスの開発 

以上 4項目が基本計画書に予定されており、平成 14年度、15年度の二年間で(1)、(3)の
項目についての研究開発を行った。 
 
①生物的糖化においては、ヘミセルロースの分解に目標を絞ってカビより分解酵素遺伝

子のクローニングを行い、高発現系の構築を行った。リグノセルロース成分の分解につい

ては研究実施には至らず、今後の基盤技術開発に向けた調査研究のみを行った。 
②高効率バイオプロセスについては、コリネ型細菌が嫌気条件下で細胞増殖が抑制され

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

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

情報の解析と DNAチップ解析の結果から、嫌気条件の細胞増殖制御機構についてモデルを
立て、モデルの検証を行った。 
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1.2.3 研究場所 
 
（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 
 〒619-0292 京都府相楽郡木津町木津川台 9-2 
 
（３） 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科 （研究委託） 
〒599-8532 大阪府堺市学園町 1-1 

 
 

1.2.4 実施期間 
 
自 平成１４年 ７月 １日 
至 平成１６年 ３月３１日 
 
 
1.2.5 実施状況 

 
平成１４年度の実施状況を表 1.2.5に示す。 
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表 1.2.5 平成１４年度および平成１５年度の実施状況 
平成 14年 平成 15年 平成 16年 

実 施 項 目 
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

＜生物的糖化技術＞ 

１．セルロース類分解能を有する

微生物の開発 

セルロース類分解遺伝子の A. 

oryzae高発現系の構築 

 

＜高効率バイオプロセス＞ 

２．細胞増殖制御を可能とする人

為的制御法の開発 

(1)コリネ型細菌の細胞増殖に関

与する遺伝子の解析 

①細胞複製に関与する遺伝子の

クローニング 

 

②遺伝子破壊、誘導プロモーター

導入による転写制御 

 

(2)コリネ型細菌の嫌気反応条件

における細胞周期制御機構につ

いての検討 

①嫌気反応条件下の細胞周期フ

ェーズ解析 

 

②染色体DNA複製期における細

胞周期制御機構の解析 

 

③細胞分裂期における細胞周期

制御機構の解析 
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1.2.6 実施体制 
（１） 研究開発実施体制 
 
 

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

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

   微生物研究グループ     主席研究員 
研究統括 

乾 将行    同 上           主任研究員 
 

研究統括補助 

射場 毅    同 上           主任研究員 
 

ａ） 

横山 益造    同 上           主任研究員 
 

  ｂ） 

浦上 雅行    同 上           主任研究員 
 

  ｂ） 

木原 誠    同 上           主任研究員 
 

     ｃ）ｄ） 

沖野 祥平    同 上             研究員 
 

ｄ） 

川口 秀夫    同 上             研究員 
 

      ｄ） 
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村上 賜希子    同 上             研究員 
 

    ｃ） 

田上 由美子    同 上             研究員 
 

    ｃ） 

柴田 寛子    同 上             研究員 
 

    ｃ） 

辰巳 奈美    同 上             研究員 
 

    ｃ） 

上田 麻景    同 上             研究員 
 

      ｄ） 

伊藤 弘次    同 上             研究員 
 

      ｄ） 

 
（研究委託先） 
大阪府立大学大学院農学生命科学研究科 

氏  名 所 属 ・ 役 職 担当項目 
荒井 基夫 応用生命科学専攻・ 

 微生物機能開発学研究室        教授 
ａ） 

川口 剛司    同 上 
                   助教授 

ａ） 

炭谷 順一    同 上 
                    講師 

ａ） 

 
担当項目：ａ）セルロース類分解微生物の開発 
     ｂ）生物学的糖化プロセスの開発 
     ｃ）細胞増殖人為的制御法の開発 
     ｄ）新規バイオプロセスの開発 
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第2章 生物的糖化 
 

２．１ 概要 

 

地球上のバイオマスの総量は、人類が現在消費している全エネルギー量の 10 倍であると

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

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

資源で最も有望視されているのが木質系バイオマスであり、木質系バイオマスを糖類に変

換することで、現在、化石資源から作られている様々な有用物質への有効利用法の道が開

ける。 

木質系バイオマスは、主要な構成成分として、セルロース、ヘミセルロース、リグニン

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

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

現状において、このリグニン分解には硫酸分解法が現実的な方法として考えられている。

しかし、環境問題の観点から、多量に発生する廃硫酸処理問題があると指摘されている。 

リグニンを生物的に分解できるものとして、白色腐朽菌による分解技術が挙げられるが、

産業的に有用な技術には至っていない。 

本プログラム研究では、生物的糖化技術の糖化能力・糖化効率を大幅に高めるべく、マ

イルドな化学的前処理法と組み合わせた糖化プロセスの構築を念頭に基盤的研究開発を行

った。この基盤的研究開発は、全行程生物的糖化という木質系バイオマス有効利用の究極

目標を実現するための礎である。 

これらの課題を達成するために、セルロース類の高効率分解、およびリグノセルロース

の分解に取り組んだ。セルロース類の高効率分解については、昨年度に引き続き糸状菌の

ヘミセルラーゼ遺伝子を遺伝子組換え技術により導入した麹菌の育種を行った。リグノセ

ルロース分解については、昨年度に引き続き調査研究を行い、米国におけるトウモロコシ

伐採残（コーンストーバー）からのエタノール生産開発で重要な基盤技術開発と考えてい

る、前処理技術開発（リグノセルロース分解）について報告する。 
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２．２ 糸状菌由来のヘミセルラーゼ遺伝子の Aspergillus oryzaeにおける高発現系の構築 

大阪府立大学大学院 農学生命科学研究科 

 

2.2.1 研究開発成果の概要 
(1)  平成 15年度成果の要約 
a. Aspergillus aculeatusのβ-マンノシダーゼ遺伝子 (manB) の A. oryzaeを宿主とした
高発現 

A. aculeatusの manB遺伝子を強力な改良プロモータである P-No.8142の下流に連結し

A. oryzae niaD300株にプロトプラスト-PEG法により導入した．得られた形質転換体をグ

ルコースを炭素源とする液体培地で培養した結果，培養 9日目に培養上清のマンノシダ

ーゼ活性は最高に達し，その値は 662 units/lであった．これは，生産された酵素の比活

性が A. aculeatusから精製されたものと同じであると仮定した場合，約 270 mg/lの生産

量であり，A. aculeatusの約 60倍の生産性であった．この高い生産性はただ 1コピーの

発現プラスミドが染色体に組み込まれたことにより達成されたことが，サザン解析や定

量 PCRによって示された． 

 

b.  Aspergillus niger van Thiegem KF-267のβ-ガラクタナーゼ遺伝子 (galB) の A. oryzaeを

宿主とした高発現 

A. niger van Thiegem KF-267の galB遺伝子を強力な改良プロモータである P-No.8142

の下流に連結し A. oryzae niaD300株にプロトプラスト-PEG法により導入した．得られ

た形質転換体をグルコースおよび小麦フスマを炭素源とする液体培地で培養した結果，

それぞれ 84時間，72時間で活性が最大に達し，オーセンティックな GALBの比活性値

から培養上清 1 l当たりそれぞれ 173 mg，238 mgであった．グルコースを炭素源とした

培養上清から組換え GALB を電気泳動的に均一に精製した．組換え GALB はオーセン

ティックなものと分子量が等しく，Ｎ末端アミノ酸配列も同じであったことから，A. 

aculeatusと同様の翻訳後修飾を受けたと考えられる．サザンハイブリダイゼーションや

PCRによる組換え体の染色体解析から，導入した発現プラスミドは期待したとおり niaD

部位における組換えによるものが明らかとなった． 

 

c.  A. aculeatusの宿主ベクター系の開発 

抗真菌抗生物質である aureobasidin (AbA) および pyrithiamine (PT) 耐性をマーカとし

て市販のプラスミドを用いた形質転換が可能かどうか試したところ，染色体組み込み型

ベクターで 0.1 cfu/µg DNA，自律複製型プラスミドで 50 cfu/µg DNAの効率で形質転換

できることが分かった．さらに，宿主として紫外線照射による変異処理でウリジン要求

性変異株を分離し，その中から A. nidulans 由来の pyrG 遺伝子 (orotidin-5’-phosphate 

decarboxylase) で相補できる株を選択した．これを宿主として A. nidulans pyrG遺伝子に

よる形質転換では，染色体組み込み型ベクターで 0.1 cfu/µg DNA，自律複製型プラスミ
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ドで 50 cfu/µg DNAの効率で形質転換できることが分かった．この効率は利用するに充

分であると考えられる． 

 

d. A. aculeatusのβ-キシロシダーゼ遺伝子のクローニング 

これまでにクローン化されている Aspergillus 属のβ-キシロシダーゼの間で高度に保

存されたアミノ酸配列を基にプライマーをデザインし，A. aculeatusの染色体 DNAを鋳

型として PCR を行った結果，全く異なる２種類の断片がクローン化された．両断片と

も塩基配列から予想されるアミノ酸配列は既存の Aspergillus 属のβ-キシロシダーゼと

有意な相同性を示すことから，両断片とも目的遺伝子の一部であると考えられた．両遺

伝子のクローン化を目指して，共通のライブラリーを構築した． 

 

(2)  Overview of the results achieved in fiscal 2003 

a. Overexpression of A. aculeatus β-mannosidase gene in A. oryzae. 

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

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

introduced to A. oryzae niaD300. A transformant obtained was grown in a liquid medium with 

glucose as a sole carbon source. On ninth day, the mannosidase activity in culture supernatant 

reached to a maximum of 662 units/l. The amount secreted by the transformant was estimated to 

be 270 mg/l based on the known specific activity of highly purified MANB from A. aculeatus, 

and it corresponded about 60 fold of that reported in A. aculeatus. Southern blot analysis and 

quantitative PCR showed that this productivity was derived from only one copy of manB gene 

integrated in the host chromosome. 

 

b. Overexpression of A. niger van Thiegem KF-267 β-galactanase gene in A. oryzae. 

The genomic gene of galB gene derived from A. niger van Thiegem KF-267 was ligated 

downstream of the improved promoter, P-No.8142 on the expression vector for Aspergillus, and 

introduced into A. oryzae niaD300. A transformant obtained was grown in a liquid medium with 

glucose or wheat bran as a carbon source. The production of GALB reached to a maximum of 

173 (on glucose background) and 238 (on wheat bran background) mg/l after incubation of 84 

and 72 h, respectively. The GALB was purified to homogeneity from the culture supernatant of 

the transformant grown in glucose medium. Since the molecular size and N-terminal amicno 

acid sequence of recombinant GALB were same as those of the enzyme purified from A. 

aculeatus, posttranslational modification of MANB in A. oryzae cell during secretion pathway 

could be same as that in A. aculeatus. Analyses of by PCR and Southern blotting method 

showed that the expression plasmid was inserted into the chromosome of the host strain by the 

homologous recombination at the niaD locus as expected. 
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c. Development for transformation system of A. aculeatus. 

A. aculeatus wild type could be transformed with a plasmid horboring AbA or PT resistance 

gene by the conventional transformation method for fungi. Transformation efficiencies by an 

integrative plasmid and an autonomously replicating plasmid were 0.1 and 50 cfu/µg DNA, 

respectively. To create a host strain for transformation by targeting homologous recombination, 

we tried to isolate a mutant deficient for the gene homologous to pyrG gene of A. nidulans. We 

isolated mutants resistant to 5-FOA and then selected the strain which could be complemented 

with pyrG gene derived from A. nidulans. Transformation frequency of the strain by A. nidulans 

pyrG gene was 0.1 and 50 cfu/µg DNA, respectively, using integrative and autonomously 

replicating plasmids. These efficiency values were enough high to be used. 

d.  Cloning of an A. aculeatus xylosidase gene. 

PCR primers were designed based on the highly conserved among xylosidases from 

Aspergilli and PCR experiments were done using chromosomal DNA of A. niger as a template. 

The amplified fragment clones were divided into two different groups which showed quite 

different restriction map and nucleotide sequences of both fragment showed considerable 

homology with those of other fungal xylosidases, suggesting that A. aculeatus carries two kinds 

of xylosidase genes though only one xylosidase was purified from culture supernatant of A. 

aculeatus in the previous study. We have just constructed the gene library for cloning both 

genes. 

 

(3)  研究担当者一覧表 

所  属 氏  名 役 職 

大阪府立大学大学院 荒井 基夫 教 授 

大阪府立大学大学院 川口 剛司 助教授 

大阪府立大学大学院 炭谷 順一 講 師 

 

2.2.2  緒言 

セルロース系バイオマスの構成成分はホロセルロースとリグニンに大別され，さらにホロ

セルロースはセルロース画分とヘミセルロース画分に分けられる．このうち，セルロースは，

グルコースのみがβ-1,4結合によって直鎖状に連結したホモ多糖であるが，ヘミセルロース

はキシロース，マンノース，ガラクトース，アラビノースを主要構成糖とするヘテロ多糖で

あり，種々の結合による枝分れや官能基の存在により極めて複雑な構造を有している．また，

植物種により糖の構成割合や構造が異なることも知られている．このような複雑な構造を持

つ高分子多糖を単糖にまで分解するには，ヘミセルラーゼと総称されるそれぞれ異なった作

用を有する多糖分解酵素群の働きが必要であり，それらが協同的に働くことで効率よく単糖

にまで分解されると考えられている．糸状菌は一般的にセルラーゼやヘミセルラーゼをはじ

めとする多種多様な糖質分解酵素を大量に菌体外に生産することが知られている．筆者らは，
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これまでにさまざまな糸状菌から多くのヘミセルラーゼ成分を単離・精製しその性質を明ら

かにしてきた (Table 1) [1-6]．さらに，A. aculeatus から２種のキシラナーゼ遺伝子 (xynIa, 

xynIb) と１種のβ-マンノシダーゼ遺伝子 (manB) を，A. niger van Tieghem KF-267から１種

Table 1  糸状菌から精製したヘミセルラーゼ成分の性質

Optimum Optimum pH Thermal
pH temperature stability stability MW

Aspergillus aculeatus

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

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

Acremonium sp. TM-28
Xylanase 9.0 50 6.0-10.0  < 40 20,000

Table 2  既にクローニングした糸状菌由来のヘミセルラーゼ遺伝子

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

A. aculeatus
FIa-Xylanase xynIa 981 9 32,694 10 AB013110
FIb-Xylanase xynIb 699 1 20,041 11 unregistered
β-Mannosidase manB 1,293 4 104,214 2 AB015509

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

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

a; Molecular weight of mature protein deduced from nucleotide sequence.
b; Glycosyl hydrolase family [9] of the gene product.
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のエンドガラクタナーゼ遺伝子 (galB) を，さらに Acremonium sp. TM-28から１種のキシラ

ナーゼ遺伝子 (xyn1) をクローニングしその構造も明らかにしている (Table 2) [7, 8]．本課題

では，これらの遺伝子を A. oryzaeを宿主とした高発現系を利用して大量発現することを目的

とする．また，まだ遺伝子を取得していないヘミセルラーゼ成分 (キシロシダーゼ，マンナ

ナーゼ等) の構造遺伝子をクローニングし，同様に大量発現を行う．一方，A. aculeatusは菌

体外に大量の酵素を分泌することから異種遺伝子の大量発現系の宿主として期待できる．こ

のため，A. aculeatusの宿主ベクター系の開発も同時に行うこととした．これらの目標を達成

するために，以下の項目について研究を行ったのでその成果について報告する． 

 

(1)  A. aculeatusのβ-マンノシダーゼ遺伝子の A. oryzaeを宿主とした高発現 

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

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

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

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

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

糖にまで完全に加水分解するために必須であり，マンナンを利用するための最終段階を担

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

その性質が明らかにされている [3]．本酵素の性質の中で注目すべき点は，マンナンに対

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

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

酵素の遺伝子は，筆者らによって当時糸状菌からの manB遺伝子として世界で初めてクロ

ーニングされ塩基配列が決定された．塩基配列から，構造遺伝子は４つのイントロンで分

断された 2811 bp のオープンリーディングフレームからなり，937アミノ酸残基をコード

していることが明らかとなった．アミノ酸配列から算出される成熟蛋白の分子量は

104,214であり，SDS-PAGEによる精製したMANBの分子量 (130,000) との比較から，A. 

aculeatus では糖鎖付加による修飾が起こっていることが明らかとなった．最近，同じ

Aspergillus属である A. nigerから manB遺伝子がクローニングされ [10]，両者のアミノ酸

Table 3  A. aculeatus由来MANBの基質特異性

Substrate Relative activity (%)

p-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside 100
Mannobiose 8.6
Mannotriose 14.1
Mannotetraose 9.6
Mannopentaose 10.9
Mannan 0
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配列に高い相同性が見いだされた．本項目では，A. aculeatus 由来の manB 遺伝子を A. 

oryzaeにおいて強力なプロモータ下で高発現し，大量の酵素を生産することを目的とした． 

 

(2)  A. niger van Thiegem KF-267のβ-ガラクタナーゼ遺伝子のA. oryzaeを宿主とした高発現 

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

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

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

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

１,４-ガラクトシド結合をエンド型で加水分解してガラクトオリゴ糖を生成するという性

質を持つ．筆者らによって，これをコードする galB 遺伝子がクローニングされた．構造

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

ムにコードされ，予想されるアミノ酸配列から算出した分子量は 37,049 であった．本項

目では，この遺伝子を A. aculeatus由来の manB遺伝子と同様に A. oryzaeにおいて強力な

プロモータ下で高発現し，大量の酵素を生産することを目的とした． 

 

(3)  A. aculeatusの宿主ベクター系の開発 

近年，A. nidulansをはじめとしてさまざまな糸状菌の形質転換系が開発され．糸状菌の

高い酵素分泌生産能を利用した物質生産が注目されつつある．なかでも，A. oryzae や A. 

niger は古くから発酵食品の製造に利用されており，その安全性が保証されている点で発

現産物の用途によっては大腸菌などによる生産より有利である．A. aculeatusはセルロース

系物質の分解に関与するセルラーゼやヘミセルラーゼ系の酵素以外にもさまざまなタン

パクを大量に分泌生産することから，異種タンパク生産系の宿主として大いに期待できる．

特に，本課題で大量生産させようと考えている酵素は A. aculeatus自身のものが多く，他

起源の酵素であっても極めて近縁の糸状菌由来のものであることから，A. oryzaeを宿主と

するよりもさらなる高発現が期待できる．これらの観点から，本項目では A. aculeatusを

宿主とした形質転換系および遺伝子発現系を構築し，それを利用したヘミセルラーゼ生産

を目的として研究を行った． 

 

(4)  A. aculeatusのβ-キシロシダーゼ遺伝子のクローニング 

A. aculeatusは多種のヘミセルラーゼを分泌生産するが，その中で既に遺伝子を取得して

いるのはβ-マンノシダーゼとキシラナーゼだけである．ヘミセルラーゼの完全分解には

その主要構成成分がマンナンとキシランであることから，少なくてもさらにマンナナーゼ

遺伝子とキシラナーゼ遺伝子が必須と思われる．本細目では，A. aculeatusのβ-キシロシ

ダーゼ遺伝子をクローン化することを目的として研究を行った． 

 

2.2.3  研究開発成果 

(1)  A. aculeatusのβ-マンノシダーゼ遺伝子の A. oryzaeを宿主とした高発現 
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a. 方法 

① 菌株，プラスミド，培養方法 

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

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

発された改良プロモータ P-No.8142 とα-グルコシダーゼのターミネータさらに組換

えの際の標的遺伝子であり選択マーカーである完全な niaD 遺伝子を持つ大腸菌と糸

状菌のシャトルベクターpNAN8142を用いた (Fig. 1)．改良プロモータは，A. oryzae

においてアミラーゼ関連遺伝子のプロモータ領域に見いだされた正の転写因子

AMYRの結合部位である Region IIIが 12コピー連続して挿入されたものであり，炭

素源や窒素源といった栄養源にかかわらず，下流に挿入した遺伝子を構成的に高発現

させることを可能にする [11, 12]．プラスミド pBMNは A. aculeatusの manBを含む

約 3.7 kbの染色体 DNA断片を pBluescriptにサブクローンしたものであり，発現プラ

スミド構築の際の manB遺伝子の供給源とした (Fig. 2)．A. oryzaeの培養には以下の

組成の培地を基本とし (0.3% NaNO3, 0.13% KCl, 0.13% MgSO4·7H2O, 0.38% KH2PO4, 

0.0001% Mo7O24·4H2O, 0.001% H3BO3, 0.0002% CoCl·6H2O, 0.0002% CuSO4·5H2O, 

0.005% EDTA, 0.0005% FeSO4·7H2O, 0.0005% MnCl2·4H2O, and 0.002% ZnSO4·7H2O, pH 

6.5)，特に断らない限り炭素源として 1% glucoseを加えた．形質転換体の酵素生産に

は窒素源として NaNO3の代わりに，1% Polypeptonおよび 0.3% 酒石酸アンモニウム

を用いた．A. oryzaeの培養は30˚Cで行い，液体培養はロータリーシェーカー上150 rpm

で振盪培養した． 

Figure 1  糸状菌高発現ベクター pNAN8142 の構造

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

RegionⅢa　RegionⅢb  

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

SmaI

niaD

EcoRI

BamHI

Amp

P-No8142

T-agdA
PstI

Tth111I
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② 発現プラスミドの構築 (Fig. 3) 

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

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

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

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

pBMN, 100 pmol each primer, 200 µmol dNTPs, 1.25 units LATaq polymeraseの反応溶液

を調製し，94˚C，30 sec; 63˚C，30 sec; 72˚C, 1 min (15サイクル) の条件で行った．増

幅された 442 bpの DNA断片を pBluescri pt II SK (+) にサブクローンし，目的の方向

に DNA 断片が挿入されたクローンを選択し，得られたプラスミドを pFBmn と命名

した．pBMNから BsiWI-HindIII断片を調製し，それを pFBmnの同じサイトに挿入し，

開始コドン直前に SalIサイトを持つ manB遺伝子全長をカバーする DNA断片を有す

る pSBmnを構築した．pSBmnを SalIおよび HindIIIで切断し生じた約 3.7 kbの DNA

断片を pNAN8142の同サイトに挿入し発現ベクターpNAN-Bmnを構築した． 

 

③ A. oryzaeの形質転換 

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

Arrows indicate positions of PCR primers.



 20

A. oryzaeの形質転換は五味らの方法 [13] を基本にして行った．約 12時間液体培養

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

0.2% Lysing enzymes, 0.8 M NaCl, 10 mM sodium phosphate buffer (pH 5.6) に懸濁し，

30˚C で 2 時間ゆっくりと振盪した．濾過によって細胞残渣を除いた後，遠心によっ

てプロトプラストを集めた．プロトプラストを transformation buffer (TB; 0.8 M NaCl, 

50 mM CaCl2, 10 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5) に２回洗浄し，最終的に適量の TBに懸

濁した．プラスミド溶液および 1/5容の PEG溶液 (50% polyethylene glycol 4000, 50 

mM CaCl2, 10 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5) をプロトプラスト懸濁液に加え，15分間氷

上に放置した．その後，1 ml の PEG 溶液を加え，20分間室温で放置した．10倍容

Figure 3  高発現ベクター pNAN-Bmn の構築

The niaD was used as a selectable marker gene. The manB was inserted into the SalI-
HindIII sites between the improved promoter, P-No8142, and the termination region of the
A. oryzae α-glucosidase gene, T-agdA.
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の TBで希釈し，遠心によってプロトプラストを集めた．プロトプラストを最少量の

TBに再懸濁し，再生プレート (最少培地，1% グルコース，1.2 M sorbitol) に塗布し

た．形質転換体は niaD 遺伝子が挿入された事による硝酸資化能の回復を指標に選択

した． 

 

④ プレートアッセイ法 

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

選択する際にプレート上の検定を行った．形質転換株を 4-methylumbelliferyl 

β-D-mannopyranoside (MU-Man) を含む最少培地に植菌し，30˚Cで 3日間培養した後

に紫外線照射下で蛍光を発するものをMANB生産株として選択した． 

 

⑤ 酵素活性測定法 

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

して用いた [3]．0.1 ml 酵素溶液，0.1 ml 3 mM pNp-Man (100 mM sodium acetate buffer, 

pH 5.0) からなる反応溶液を調製し，37˚C で 5 分間インキュベートした．2 ml 1M 

Na2CO3を反応液に加え反応を停止し，420 nmにおける吸光度を測定した．1 unitは 1

分間に 1 mmolの p-nitrophenolを生成する酵素量と定義した．MANB量は既に明らか

となっている比活性 (2.45 units/mg protein) から算出した． 

 

⑥ タンパク濃度の測定 

組換えMANB精製の各ステップでは 280 nmにおける吸収を測定してタンパク濃度

をモニターした． 

また，精製したタンパクの濃度は以下の式に基づいて計算した [14]． 

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

⑦ 生産された組換え manBの精製 

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

培地に接種し，30˚Cで 11日間振盪培養した．ミラクロスで濾過し得られた培養上清

に 80%飽和の硫酸アンモニウムを加え生じた沈殿を遠心によって集めた．沈殿を 20 

mlの 20 mM酢酸緩衝液 (pH 5.5) に溶解し，同緩衝液に対して透析を行った．透析後

の粗酵素液を同緩衝液で平衡化した DEAE-Toyopearl 650M カラムにチャージし 0～

0.3 M NaClで溶出した．得られた活性画分を同緩衝液で平衡化したMonoQ HR 5/5に

供し，同様に 0～0.3 M NaClで溶出した．溶出した活性画分を集め，精製酵素とした．

純度は SDS-PAGEによって確認した． 

 

⑧ 全 DNAの調製 

A. oryzaeの全 DNAは以下のように調製した．最少液体培地に接種し，30˚Cで 72

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

methodによって処理し，全 DNAを精製した．吸光度計によって純度および濃度を測

定し，最終的に 1 µg/µlとなるように希釈した． 

 

⑨ Southern blot analysis 

A. oryzae BMN1株の染色体 DNAを EcoRIで完全に消化し，生じた DNA断片をア

ガロースゲル電気泳動で分離した．20×SSCを用いたキャピラリー法 [15] によって

ナイロンメンブレンに転写した．プレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼ

ーションは 65˚Cでそれぞれ 3，15時間行った．メンブレンを 2×SSC-0.1% SDSで２

回洗浄した後，同溶液で 65˚Cにて２回洗浄した．さらに１回 0.1×SSC-0.1% SDSで

洗浄し，風乾した．pNAN-Bmnの EcoRI断片 (660 bp) を Dig Labeling Kitを用いて標

識したものをプローブとした．検出は，Dig Chemiluminescent Detectin Kitを用いた． 

 

⑩ Genomic PCR 

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

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

いたプライマー (Man-F, Man-R) と同じである．また，A. oryzaeの nucS遺伝子の一部

を 増 幅 す る た め に 一 組 の プ ラ イ マ ー を 設 計 し た ： Nuc-F 

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

(5’-CTGACTCGCAATCAGATCCAACCA/ 930～953; 23mer)．これらのプライマーはそ

れぞれほぼ等しい長さの DNA断片を増幅するよう (442と 443 bp) に設計した．250 

ng A. oryzae BMN1 genomic DNA, 100 pmol each primer, 200 µmol dNTPs, 1.25 units Gene 

Taq DNA polymeraseを含む反応液をそれぞれの遺伝子について調製し，同条件で増幅

反応を行った．反応終了後，1.2% アガロースによる電気泳動を行い，相当する増幅

DNAバンドの蛍光を Scion Image for Windows softwareにより定量した． 

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

を行った．pNAN8142 上にはない niaD の上流部分の塩基配列を基に設計したプライ

マー；NiaD-F (5’-ATCCTGCAAGGTTGAGCGGACAAATGGCTG/ -459～-429, 30mer) 

お よ び manB 内 部 配 列 を 基 に 新 た に 設 計 し た プ ラ イ マ ー ； Man-RR 

(5’-TGGGCAGTTCCGGCCCATGGCTGCA/ 3665-3690, 25mer) を作製した．これらの

プライマーにより，pNAN-Bmnが期待通りに niaD部位での組換えによって染色体に

組み込まれた場合は，5.5 kbの DNA断片が増幅されることになる． 

 

b. 結果と考察 

① MANB高生産株の取得 

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

株を形質転換した．その効率は 5～15 cfu/�g DNAであった．A. oryzaeは多核体であ
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ることから，得られた形質転換体を硝酸を単一窒素源とする最少培地で数回植え継ぐ

ことによって，セグレゲートしない安定なホモカリオンを選択した．こうして得られ

た形質転換株のMANB生産能をまずMU-Manを基質としたプレートアッセイで調べ

た．その結果，得られた形質転換株はすべて紫外線照射によって強い蛍光を発した．

中でも強い蛍光を発するものを A. oryzae BMN1株と命名し (Fig. 4)，以降の実験に用

いることとした．一方，manB遺伝子を挿入していない pNAN8142で形質転換した得

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

蛍光を発することがなかった (Fig. 4)．A. oryzaeも自身の manBを持っている可能性

は高いと考えられるが，このような多糖分解に関わる酵素の遺伝子は一般的に誘導物

質が存在しかつグルコースなどの容易に利用できる炭素源によるカタボライトリプ

レションを受けない環境下でのみ発現するものであるため，ここで培養した条件では

ほとんどのセルラーゼ・ヘミセルラーゼなどの遺伝子はその発現が抑制されているも

のと推測できる．いずれにせよ，ここで検出したMANB活性はプラスミド pNAN-Bmn

の導入によることは明らかである． 

 

② A. oryzaeにおける組換えMANBの生産性 

MANBを高生産する形質転換株として選択した A. oryzae BMN1株を炭素源および

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

培養上清のMANB活性とタンパク濃度を測定した．その培養経過を Fig. 5Aに示す．

MANB 活性は培養時間とともに上昇し，培養 9 日目で最高に達した．そのときの活

性は 662 units/lであり，それ以後徐々に活性は下降した．また，SDS-PAGEによる分

析でも A. aculeatusから精製したMANBと同じ分子量に相当する 130,000のタンパク

バンドが培養時間とともに強くなっていることが観察された (Fig. 5B)．精製した

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

Secretions of active MANB from A. oryzae strain NAN (left) and strain BMN1 (right) were
examined by fluorescence under UV irradiation.
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MANBの比活性から換算すると，BMN1によるMANBの生産量は 270 mg/lと算出さ

れ，これは A. aculeatusの約 60倍の生産性に当たる．この生産性は，最近 Ichishima

らによって報告された同じ系を用いてA. saitoiの 1,2-α-mannosidaseを生産させたとき

の値 (320 mg/l culture filtrate) とほぼ同等の生産量である [16]．BMN1株の生産性は

炭素源などの培養条件を検討することでさらに増大する可能性がある．ここで用いた

大量発現系は異種タンパク特に真核細胞由来のタンパクを生産させる場合に細菌や

酵母を宿主とした発現系よりはるかに有利であると考えられる． 

 

③ MANBの生産性におよぼす炭素源の影響 

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

本最少培地にグルコース，マルトース，デキストリン，小麦フスマ，デンプンを最終

濃度 0.5～4%加え 4日間振盪培養し，培養上清のMANB活性を pNp-Manを基質とし

て測定した (Fig. 6)．最も高い生産性は小麦フスマを炭素源としたときに得られたが，

これは速い生育速度によるものであると思われる (Data not shown)．また，炭素源を

マルトースにしたときにグルコースより高い生産性が認められた．これは，P-No.8142

の基となったプロモータである P-No.8ANがマルトースによって顕著に誘導されると

いう報告 [12] と一致する．予想に反してデンプンやデキストリンで高い生産性は得

られなかったが，これは誘導基質として働かなかったというより，P-No.8142の Region 

III とアミラーゼ関連遺伝子との間で正の転写因子の競合が起こりこれらの炭素源を

有効に利用できる遺伝子が十分に発現しなかったため，生育が十分でなかったためと

B)

Figure 5  BMN1 株による組み換え MANB 生産の培養経過

(A) The amount of MANB secreted into the medium was estimated
from the activity, quantified using p-nitrophenyl β-D-mannopyranoside
as a substrate. (B) SDS-PAGE of secreted MANB. Aliquots (10 µl) of
the culture filtrate of NAN (lane 1) and BMN1 (lane 2, 3 days; lane 3, 9
days; lane 4, 11 days) were examined.
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考えられる．ここで試したどの炭素源でも NAN 株では MANB 活性は検出できなか

った． 

 

④ A. oryzae BMN1株が生産した組換えMANBの精製 

BMN1株が分泌生産した MANBを電気泳動的に均一まで精製した．生産性は小麦

フスマを炭素源としたときに最も高かったが，培養液中に目的タンパク以外の夾雑物

が多く含まれていると予想されたため，炭素源はマルトースで培養することとした．

濃度による生産量への影響を調べた結果 (Fig. 6B) から，濃度は 2% に設定した．

BMN1株を基本最少培地に 1% Polypepton，0.3% 酒石酸アンモニウム，2% マルトー

スを加えた液体培地に接種し，30˚Cで 10日間培養した．培養上清から方法の欄で示

したように，2ステップで電気泳動的に均一な酵素標品を収率 68%で得ることができ

た．そのときの精製表を Table 4に示す．SDS-PAGEで見るように (Fig. 7)，菌体外タ

ンパクのうち少なく見積もっても 80%以上が目的タンパク質であり，容易に精製する
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Figure 6  炭素源による BMN1 株の MANB 生産性におよぼす影響

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

(A)
(B)

Table 4  MANBの精製（まとめ）

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

Crude enzyme 156 4,330 0.036 100
Ammonium sulfate (1st) 130 263 0.49 83
Ammonium sulfate (2nd) 121 200 0.61 77
DEAE-Toyopearl 650M 114 65 1.8 73
MonoQ 106 34 3.2 68
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ことが可能であった．最終精製標品はFig, 7に示すように電気泳動的に均一であった．

SDS-PAGEによれば分子量は約 130,000であり，これは A. aculeatusによって生産され

たMANBとほとんど同じであったことから，A. oryzaeにおいても同様の翻訳後修飾

が起こっているものと考えられた．ここで用いた培地での生産性は 90.5 mg/lとなり，

前述の生産性よりかなり低いものになったが，これはおそらく培地量がフラスコに対

して多すぎたために通気量が少なかったのが理由としてあげられる． 

 

⑤ サザン解析による manBが染色体に組み込まれたことの確認 

200,000

116,248

66,267

(Da)

1 2 3 4

Figure 7  各精製ステップの SDS-PAGE

Aliquots (10 µl) of enzyme solution at each purification step
were electropheresed and stained with Coonassie brilliant
blue R250.  Lane 1, culture supernatant; lane 2, after
ammonium sulfate precipitation; lane 3, after DEAE-
Toyopearl 650M; lane 4, after MonoQ.  The arrow shows the
position of the MANB.
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manB遺伝子が BMN1株の染色体に組み込まれているかどうかを，サザンブロット

解析により確認した (Fig. 8)．BMN1株の染色体 DNAを制限酵素 EcoRIで完全に消

化し，pNAN-Bmnの 660 bpの EcoRI断片をプローブとしてサザンハイブリダイゼー

ションを行ったか結果，約 660 bp の位置にハイブリダイズバンドが観察された．一

方，NAN株ではハイブリダイズするバンドは観察されなかった．このことから，manB

遺伝子が確かに染色体内に挿入されたことが証明された．また，NAN 株ではいかな

るハイブリダイズバンドが認められなかったことから，A. oryzaeには manBが存在し

ないか，あるいは存在しても A. aculeatusの manBとはそれほど相同性が高くないも

のと考えられる． 

 

⑥ BMN1株における manB遺伝子のコピー数 

糸状菌では，組み換え標的遺伝子部位におけるタンデムリピートや非相同領域にお

ける組み換えなどにより，2コピー以上のプラスミドが挿入される可能性があること

が知られている．本実験での MANB 生産性と挿入された manB 遺伝子のコピー数の

関係を明らかにする目的で，定量 PCR 法によるコピー数の決定を試みた．A. oryzae

にシングルコピー存在する nuclease S1遺伝子 (nucS) [17] を標準として，manB遺伝

子の PCRによる増幅をモニターした (Fig. 9)． DNA断片の増幅効率は，22～28サイ

クルの間でほぼ直線性があることが分かった．manB特異的な増幅断片量の nucSの増

947
831

564

(bp)

Approx.
660 bp

1 2 3

Figure 8  挿入された manB 遺伝子のサザンブロット解析

Lane 1, the genomic DNA from the strain NAN; lane 2 and 3,
genomic DNAs from the strain BMN1.  Each sample was digested
by EcoRI.
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幅断片量に対する割合は，このサイクル数の間でほぼ 1 であった．一方，NAN 株の

染色体 DNAを鋳型としたときには，manB特異的な増幅バンドは観察されなかった．

これらの結果から，BMN1株中の manB遺伝子は 1コピーであることが強く示唆され

た．したがって，ここで得られた組み換え MANBの高い生産量はただ 1コピーの遺

伝子の挿入により達成されたものであることが示された． 

 

⑦ 発現ベクター pNAN-Bmn の挿入部位の解析 

外来遺伝子を導入した場合その発現量はコピー数だけでなくその染色体への挿入

部位によっても影響されることが知られている．前述のように，発現プラスミドは 1

コピー挿入されたことが明らかとなったが，その挿入部位が標的遺伝子である niaD

遺伝子部位で起こっていることを確かめる必要があると考えられる．そのため，niaD

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

列を基に作製したプライマーとの間でPCRを行い，増幅断片の有無を調べた (Fig. 10)．

その結果，NAN株から調製した染色体 DNAを鋳型としたときには増幅断片は認めら

れなかったが，BMN1株の染色体 DNAを鋳型にしたときには予想される約 5.5 kbの

DNA 断片が特異的に増幅された．このことから，導入した発現ベクターは期待通り

niaD部位における組み換えにより染色体上に挿入されたことが確認できた． 

 

(2) A. niger van Thiegem KF-267のβ-ガラクタナーゼ遺伝子のA. oryzaeを宿主とした高発現 

a. 方法 
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Figure 9  挿入された manB 遺伝子のコピー数の決定

Partial DNA of manB (solid) or nucS (open) was amplified with templates of
genomic DNA from the strain NAN 8 (square) and BMN1 (circle).  The
percentages of the amounts of amplified products were plotted, taking the
amount amplified from nucS at 30 cycles in each case as 100%.
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① 菌株，プラスミド，培養 

A. oryzaeの宿主，糸状菌用発現ベクターは前述と同じものを利用し，培養方法も前

述と同様である．プラスミド pANGは，約 4 kbの galB遺伝子を含む A. nigerの染色

体DNA断片を pUC118にクローン化したものであり，発現プラスミド構築の際の galB

遺伝子供給源とした (Fig. 11)． 

 

② 発現プラスミドの構築 (Fig. 12) 

発現ベクターpNAN8142のマルチクローニングサイト上の XhoI部位に galB遺伝子

の 5’-末端側，SpeI部位に 3’-末端側を挿入した．まず，galB遺伝子の翻訳開始点直前

に XhoI 部 位 が 作 製 さ れ る よ う に PCR プ ラ イ マ ー の セ ッ ト ， gal-F 

(5’-TCACTCGAGATGATCTACCCTCT ACTTCTTTCTGC-3’/ -9 ～ 26 ， 35mer) ，

gal-R(5’-TCCGCGAAGGTGTTGCAGACTTCG-3’/ 464～488，25mer) を設計した．PCR

A)

B)

Figure 10  発現ベクターの挿入部位

A) Schematic representation of the niaD locus of the transformant.  Small arrows indicate
the positions of the primers.  The distance between Primer 5 and Primer 6 is thought to be
approximately 5.5 kb.  B) Determination of the integrated locus of the manB gene by PCR.
The PCR was performed with genomic DNA of NAN (lane 1) nad BMN1 (lane 2)
followed by electorophoresis.  A GeneRuler 1 kb Ladder was used as the size standard
(lane M).



 30

は 200 ng pANG, 30 pmol each primer, 200 µmol dNTPs, 1 units KOD DNA polymeraseの

反応溶液を調製し，94˚C，30 sec; 65˚C，40 sec; 74˚C, 15 sec (25サイクル) の条件で行

い，特異的に増幅された 497 bpの DNA断片を得た．これを XhoIおよび EcoRVで消

化して得られる約 80 bpの断片を，pBluescript II SK+ の XhoIおよび EcoRV部位に挿

入した．(pGL1) 次に pGL1を EcoRV および BamHI で消化し，ここに pANG 由来の

EcoRV部位から BglII部位までの断片を挿入した．(pANG-X) pANG由来 BglII部位の

少し上流には SpeI部位があるので，最後は XhoI および SpeI で pANG-X を消化し，

galB遺伝子を pNAN8142のマルチクローニングサイト上の XhoI部位および SpeI部位

に挿入した．(pNAN-GAL) こうした方法を用いることにより，PCR による増幅断片

の利用を最小限にすることができ，Taqポリメラーゼによる変異が入る危険性を極力

小さくできた． 

 

③ プレートアッセイ法 

Azurine-cross-linked potato galactan (AZCL-Galactan， Megazyme社製) は，ポテト由

来のガラクタンに青色色素である Remazolbrilliant Blue Rを結合させた不溶性の基質

であり，低分子化され可溶化することで青色を呈する．このガラクタンは，アラビノ

ガラクタンをα-L-arabinofuranosidase 処理することでアラビノースを除去してガラク

タンのみとしており，しかも D-galactoseがβ-1,4結合したガラクタンであるので，こ

の基質によって Endo-β-D-1,4-galactanase活性のみを検定することができる． 

galB 遺伝子を導入した形質転換体の GALB 発現を確認するために，最少培地に

gal-F

gal-R

Figure 11  A. niger van Tieghem KF-267 の galB 遺伝子

Arrows indicate positions of PCR primers.
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0.1% AZCL-Galactanを加えたプレートに形質転換体シングルコロニーを植菌した．数

日後，コロニー周辺が青く発色するかによって GALB 活性の有無を判断し，形質転

換体の選択を行った (Fig. 13)． 

 

④ 酵素活性測定法 

AZCL-Galactanは分解されて低分子化することで可溶化し，青色を呈する呈色性の

基質であり，基質過剰下では酵素活性に比例して呈色度合いが増す．したがって，

AZCL-Galactanを用いた活性測定も可能であると考えられる．まず，粗酵素液および

基質懸濁液 (2% AZCL-Galactan酢酸緩衝液 pH 4.0) をそれぞれ 40˚Cで 5分間プレイ

ンキュベートした．それから，粗酵素液 100 µlに基質懸濁液 100 µlを混合し，40˚C

で 10分間反応させた．その後，4 mlの 2% Trisを加えて反応を停止させ，反応液を

濾紙で濾過してから，590 nmの吸光度を測定した．また，水 100 µlに基質懸濁液 100 

µlを加えて，そこへ Trisを 4 ml加えたものをブランクとした．ここでは 1分間に 590 

nmの吸光度を 1上昇させる酵素活性を 1 unitと定義し活性測定を行った． 

 

⑤ 組換え GALBの精製 

まず，硫安沈澱によって粗酵素液を濃縮した．粗酵素液に硫酸アンモニウムを 80%

飽和となるように加え，4˚Cで一晩放置した後，4˚C，12,000 rpmで 30分間遠心分離

し，沈澱を回収した．得られた沈澱を 20 mM酢酸緩衝液 (pH 5.0) に溶解させ，透析

pANG
(cloned in pUC118)

gal-F

gal-R SpeIBglIIPCR

pBluescript II SK+
XhoI + EcoRV

digest

XhoI
497 bp

EcoRV

XhoI EcoRV BamHI

pANG 

SpeI BglIIEcoRV

EcoR V + Bgl II
digest

EcoRV + BamHI
digest

SpeI BamHI EcoRVXhoIpNAN8142

XhoI + SpeI 
digest

AmpR Promoter galB   Terminator niaD  

pNAN-GAL
( 10.7 kb )

pGL1

pANG-X

Figure 12  高発現ベクター pNAN-GAL の構築
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用セルロースチューブ (VISKASE SALES社製) を用いて，同様の緩衝液を透析外液

として 4˚Cで外液を数回交換して透析した．次に，イオン交換クロマトグラフィーに

よって GALBのみを分画した．DEAE-TOYOPEARL 650Mを 0.2 M NaOHおよび 1 M 

NaClで洗浄，再生化した後，カラムに充填し，20 mM酢酸緩衝液 (pH 5.0) で平衡化

した．それから酵素液をカラムに吸着させ，同様の緩衝液で洗浄後，0～0.5 M NaCl

を含む同様の緩衝液 1 lのグラジェントで溶出し，10 mlずつ分画した．以上の操作に

よって得られた活性画分を GALB酵素溶液とした． 

 

⑥ エレクトロブロッティングおよびＮ末端アミノ酸配列の決定 

SDS-PAGE を行ったアクリルアミドゲルを 200 ml のブロッティング緩衝液 C (25 

mM Tris，25 mM boric acid，20% methanol，0.02% SDS) 中で 5分間軽く振盪した．ゲ

ルの大きさに切った濾紙 (ADVANTEC TOYO NO.526) を 6枚用意し，ブロッティン

グ緩衝液 A (300 mM Tris，20% Methanol， 0.02% SDS)，B (25 mM Tris，20% methanol，

0.02% SDS)，および Cにそれぞれ 2枚ずつ浸した．PVDF膜はゲルの大きさに切った

ものを 1枚用意し，軽くメタノールで湿らせた後，100 mlのブロッティング緩衝液 C

に浸して前処理を行った．セミドライ式ブロッティング装置 (バイオクラフト社製) 

のマイナス電極側から順に，ブロッティング緩衝液 C に浸した濾紙 2 枚，ブロッテ

ィング緩衝液 C 中で振盪したゲル，前処理した PVDF 膜，ブロッティング緩衝液 B

に浸した濾紙 2 枚，最後にブロッティング緩衝液 A に浸した濾紙 2 枚を気泡が入ら

ないように重ねて，プラス電極にのせた．ゲル 1 cm2あたり 2 mAの定電流で 50分間

通電し，PVDF膜に転写した．転写終了後，PVDF膜を 100 mlのフィルター洗浄用緩

衝液 (25 mM NaCl，20 mM boric acid，pH 8.0 with NaOH) 中で 5分間軽く振盪し，さ

らに 100 mlの蒸留水で５分間軽く振盪して塩を除去した．その後，染色液 (0.1% CBB，

60% methanol) に浸して 5分間染色した後，脱色液 (20% methanol，100 mM acetic acid) 

に浸してバックグラウンドの色が薄くなるまで脱色した． 

エレクトロブロッティング終了後，目的とするタンパク質がブロットされている膜

画分を切り出し，エッペンドルフチューブに移した．これに適量の 0.5% 

polyvinylpyrolide (PVP)-40を含む 100 mM酢酸に浸し，37˚Cで数分間反応させた．そ

の後，膜を 1 mlの蒸留水で 10回洗浄し，100 mlの 5 mM DTT，10 mM EDTAを含む

0.1 Mリン酸ナトリウム緩衝液に浸した．膜を蒸留水で十分に洗浄した後，乾燥させ

てシークエンスのサンプルとした．Ｎ末端アミノ酸配列の決定は，プロテインシーク

エンサー491 (Applied Biosystems社製) を用いて行った． 

 

⑦ プローブの調製 

galB遺伝子発現用プラスミド pNAN-GALを構築した際に用いたプライマーgal-Fお

よび gal-Rを用いて，pNAN-GALを鋳型として 1st PCRを行った．増幅された約 500 bp

の断片を回収し，精製した．次に，この増幅した断片を鋳型として，DIG DNA Labeling 
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Mix (ロシュ・ダイアグノスティックス社製) を加えて 2nd PCRを行うことで，断片

を DIG (ジゴキシゲニン－11－dUTP) ラベルした．2nd PCR終了後の反応液をそのまま

プローブとして用いた． 

 

b. 結果 

①GALB高生産株の取得 

Fig. 12に示したように構築した galB発現ベクターpNAN-GALで A. oryzae niaD300株を形質転

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

セグレゲートしない安定なホモカリオンを選択した．こうして得られた形質転換株の MANB

生産能をまず AZCL-Galactanを基質としたプレートアッセイで調べた．その結果，得られた形

質転換株はすべてコロニー周辺が青色を呈した．中でも広い範囲が青色を呈するものを A. 

oryzae GAL株と命名し (Fig. 13 a, GAL)，以降の実験に用いることとした．一方，galB遺伝子

を挿入していない pNAN8142で形質転換した得られた形質転換体 (A. oryzae NANと命名) は

同様のプレートアッセイにおいてほとんど青色を呈することはなかった (Fig. 13 a, NAN)．さ

らに，小スケールで液体培養を行い，その培養上清を粗酵素液として活性を測定したところ，

同様の結果を得た (Fig. 13 b)．A. oryzaeも自身の galBを持っている可能性は高いと考えられる

が，このような多糖分解に関わる酵素の遺伝子は一般的に誘導物質が存在しかつグルコースな

どの容易に利用できる炭素源によるカタボライトリプレションを受けない環境下でのみ発現

するものであるため，ここで培養した条件ではほとんどのセルラーゼ・ヘミセルラーゼなどの

遺伝子はその発現が抑制されているものと推測できる．いずれにせよ，ここで検出した GALB

a)

NAN GAL
b)

NAN GAL

Figure 13  AZCL-Galactan を用いた GALB 活性の検出

a), プレートアッセイ法; b), 液体培養
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活性はプラスミド pNAN-GALの導入によることは明らかである． 

 

② A. oryzae GAL株による組換え GALB生産性におよぼす炭素源の影響 

GAL株による GALB生産におよぼす炭素源の影響について調べた．GAL株を基本

最少培地に炭素源としてグルコース，マルトース，フスマを最終濃度 1，2，4%加え

3日間振盪培養したときの培養上清の活性を測定した．その結果，フスマではいずれ

の濃度においても高い活性を示し，特に 2%の場合に 39.9 units/mg proteinと最も高い

活性を示した．グルコースにおいても比較的高い活性を示し，2%の場合に 36.4 

units/mg proteinとなった．また，マルトースではいずれの濃度においても活性は低か

った (Fig. 14)． 

 

③ A. oryzae GAL株による組換え GALBの生産性 

GALB活性が高かった 2%のグルコースおよびフスマを炭素源として，GALB生産

能を調べた．GAL株の GALB活性の経時変化を調べたところ，2%グルコース培地で

は 84時間で活性が最大となり，2%フスマ培地では 72時間で最大となった (Fig. 15)．

一方，NAN 株ではいずれの培地においても，GALB 活性を示さなかった．オーセン

ティックな GALB の AZCL-Galactan に対する比活性の値 (185 units/mg) を用いて，

GAL株が生産した GALB量を推定したところ，培養上清 1 lあたり，グルコース培地

では 173 mg，フスマ培地では 238 mgの GALBが得られることが分かった． 

 

④ A. oryzae GAL株が生産した組換え GALBの精製 

GAL株が分泌生産した GALBを電気泳動的に均一にまで精製した．生産性は小麦

フスマを炭素源としたときに最も高かったが，フスマ自身の部分分解物やフスマの成

分によって他の酵素類の分泌生産が誘導されることにより，精製が困難になると予想
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Figure  14  GALB 生産性におよぼす炭素源の影響

Black bar, glucose; gray bar, maltose; dotted bar, wheat bran.
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されたため，炭素源は 2%グルコースとした．Table 5に示すように，DEAE-Toyopearl

によるイオン交換クロマトグラフィーの１ステップという極めて容易に電気泳動的

に均一に精製が可能であり，そのときの回収率は 21%であった．得られた精製酵素を

SDS-PAGEに供したところ，オーセンティックな GALBと同様に約 42,000 Daの単一

なバンドが確認できた (Fig. 16)．また，精製した組換え GALBの N末端アミノ酸配

列を調べた．その結果，決定した 9 残基 (ALTYRGADI) ともオーセンティックなも

のと完全に一致していた． 

 

⑤ サザンハイブリダイゼーションによる染色体解析 

サザンハイブリダイゼーションによる染色体解析を行うために，A. oryzae GAL株

および NAN株の染色体 DNAを調製し，それぞれ制限酵素 PstIにより消化した．プ

ローブは，プライマーに gal-Fおよび gal-Rを用いて，pNAN-GALを鋳型として 1st PCR

を行い，次いで，その産物を鋳型として DIG DNA Labeling Mix.を加えて 2nd PCRを

行うことで DIG ラベルした．これらを用いてサザントランスファーおよびサザンハ

イブリダイゼーションを行い，化学発光によって検出した結果，GAL 株においては
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Figure 15  液体培養による GALB 生産の培養経過

Circle, 2% wheat bran; square, 2% glucose.

Table 5  GALBの精製（まとめ）

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

Crude enzyme 8,250 88 93.8 100
Ammonium sulfate 4,050 37 110 49
DEAE-Toyopearl 650M 1,700 9.0 189 21
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約 2.2 kbの位置にバンドが認められたが，NAN株ではバンドは見られなかった (Fig. 

17)． 

 

⑥ PCRによる pNAN-GALの挿入位置の確認 

導入したプラスミドの相同組換えが，染色体の niaD 部位で起こったかどうかを

PCR法によって確認した．GAL株および NAN株の染色体 DNAを鋳型として，一方

は染色体の niaD 上流域，他方は導入した galB 遺伝子全体をターゲットとしたプラ

イマーを用いて PCRを行った．アガロースゲル電気泳動に供した結果，GAL株にお

いては約 6.2 kbの増幅断片が確認されたが，NAN株では増幅断片は見られなかった 

(Fig. 18)． 

 

c. 考察 

1 2 3 4(kDa)

66.2
45.0

31.0

200

M M

21.5

Figure 16  各精製ステップの SDS-PAGE

Lane 1, culture supernatant; lane 2, after ammonium sulfate
precipitation; lane 3, after DEAE-Toyopearl; lane 4, authentic GALB

M 1 2
(kb)

6.0
8.0 Approx.

6.2 kbniaD galB niaD

niaD-F 

galB-F6.2 kb

pNAN-GAL 
10.7 kb

A. oryzae GAL
chromosome

a) b)

Figure 18  pNAN-GAL の挿入位置の確認

a) プライマーの位置; b) 増幅断片のアガロース電気泳動
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① GALB高発現株の作製 

発現ベクターの構築では，pNAN8142 のマルチクローニングサイトに galB 遺伝子

を挿入するための適当な制限酵素部位が存在しなかったため，PCRによって翻訳開始

点の直前に XhoI部位を作製した．PCRで増幅したDNA断片は約 500 bpであったが，

実際に発現ベクターに利用したのはそのうちの 80 bpだけであり増幅過程において変

異が入る恐れを最小限にした． 

pNAN8142および pNAN-GALを A. oryzaeに導入し，A. oryzae NAN株および galB

遺伝子を導入した形質転換体を得た．AZCL-Galactanを基質としたプレートアッセイ

において，galB遺伝子を導入した形質転換体の多くはコロニー周辺が青く発色した．

これらを液体培養して得た培養上清に AZCL-Galactanを加えて，短時間で分解したも

のを選択し，それらの培養上清を SDS-PAGE に供した．その結果，いずれもオーセ

ンティックな GALBと同じく約 4,2000 Da付近にバンドが確認され，その中でも特に

濃いバンドが見られたものを A. oryzae GAL株とした．一方，NAN株のプレートアッ

セイにおいて，コロニーの真下だけはわずかに青く発色した．これは，元の A. oryzae

もわずかではあるが GALB を発現しているためであると考えられる．しかし，培養

上清中に AZCL-Galactanを加えて反応させたが，短時間では全く青く発色しなかった．

また，SDS-PAGE においてもバンドは見られなかった．このことから，導入された

galB遺伝子が GAL株において正しく発現し，活性を有する GALBが分泌されている

ことが確認された．したがって，galB遺伝子のクローニングから発現系の構築および

A. oryzaeの形質転換まで，間違いなく行われたと結論した． 

 

② 組換え GALBの生産と精製 

AZCL-Galactanを用いた検定および SDS-PAGEにおいて，A. oryzae GAL株が GALB

を生産・分泌していることを確認したため，次に GAL 株の GALB 最大生産能を

AZCL-Galactan を用いて測定した．まず，GAL 株が出来るだけ GALB のみを生産す

る条件を検討した．炭素源をグルコース，マルトースおよびフスマとした発現用培地

で 2日間培養後，GALB活性およびタンパク質濃度を測定した．比活性が最も高かっ

たのは 2%フスマを用いた場合で，39.9 units/mg proteinであった．また，グルコース

においても比較的比活性が高く，2%の場合に 36.4 units/mg proteinとなった．次に，

これらの条件で GALB活性の経時変化を調べた．その結果，グルコースでは 84時間

で活性が最大となり，フスマでは 72時間で最大となった．オーセンティックな GALB

の AZCL-Galactanに対する比活性値 (185 units/mg) から，培養上清 1 lあたり最大で

グルコースでは 173 mg，フスマでは 238 mgの GALBが得られるものと推定した．今

回用いたプロモータは，いくつかのアミラーゼ系遺伝子のプロモータに存在する共通

配列 Region IIIを用いているため，マルトースを炭素源とした時に誘導高発現が促進

されると予想された．ここでは示さなかったが，マルトースを炭素源としても GALB

活性の経時変化を調べてみた．その結果，4%マルトースの場合で最大 35.5 units/ml
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まで活性が上昇した．マルトースでの比活性値が低くなる理由としては，窒素源に硝

酸塩を用いたことが挙げられる．以前の報告 [12] によると，今回用いた p-No.8142

のオリジナルプロモータ p-No.8ANは，窒素源にアンモニウムを用いた時は，マルト

ースによって強く誘導されるとある．また，GAL 株に導入されているプロモータ

p-No.8142 と A. oryzae のアミラーゼ系遺伝子のプロモータの両方に存在する Region 

III が競合して，そこに作用すると考えられる正の調節因子を奪い合うということも

考えられる．その結果，アミラーゼ系酵素も誘導され，比活性が低下すると思われる．

実際，フスマとマルトースを炭素源とした場合の培養上清の SDS-PAGE では，グル

コースと比べて他のタンパク質のバンドが多かった． 

今後さらなるは発現量の増加を同一のプラスミドを用いる前提で計画するならば，

宿主への導入遺伝子のコピー数を増加させる，あるいは発現用培地組成および培養条

件などの検討が可能であると思われる．コピー数に関しては，導入される遺伝子のコ

ピー数に応じて発現量が増加するという報告がある．また，培地に関しては，今回炭

素源についてのみ検討したが，窒素源により利用しやすく，発現タンパク質のアミノ

酸組成をも考慮することで若干発現量の増加が期待出来る．培養条件に関しては，よ

り発現に適した培養条件，すなわち培地量や植菌量，振盪速度や方法，容器の形状な

どに検討の余地があると思われる． 

GAL株が生産する組換え GALBとオーセンティックな GALBの諸性質を比較する

ために，組換え GALB の精製を行った．グルコースを炭素源とした場合には，主に

GALBが分泌されており，容易に精製が可能であると考え，これを選択して培養を行

ったところ，硫安沈澱，イオン交換クロマトグラフィーの 2 ステップのみで，

SDS-PAGEにおいて単一なバンドを検出した．分子量は約 42 kDaであり，オーセン

ティックなものと同様の移動度を示した．さらに，組換え GALB のＮ末端アミノ酸

配列を確認したところ，決定した 9 残基 (ALTYRGADI) ともオーセンティックのも

のと一致していた．これらのことから，A. oryzaeにおける GALB発現では，分泌過

程での翻訳後修飾が A. aculeatusと同様に行われていることが示された． 

 

③ 形質転換体の染色体に組み込まれたプラスミドの解析 

相同組換えによる染色体への導入は、その原理によりマルチコピーのベクターが挿

入される可能性があり、GAL 株が複数のプラスミドが挿入した形質転換体である可

能性は否定できない。導入遺伝子のコピー数の増加に伴って発現量が増加することが

予想され、実際に糸状菌における異種タンパク質の発現において、そのような報告も

なされている。したがって、コピー数を明らかにしない限り、導入遺伝子による発現

量を評価できない。本研究においても galB遺伝子を導入した形質転換体を 30株作製

したが、それぞれの GALB 発現量は異なっており、なかには活性が非常に弱いもの

もあった。可能性として、組換えが染色体またはベクターのどちらか、あるいは両方

の niaD遺伝子で間違いなく起こらなかったことが考えられる。すなわち、niaD遺伝
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子と関係のない領域で非相同組換えが起こったために、染色体またはベクターの遺伝

子がそれによって破壊されたのかも知れない。あるいは、AZCL-Galactanを用いたプ

レートアッセイにおいて A. oryzae NAN株もわずかながらGALBを発現していたこと

から、A. oryzae 野生株も galB 遺伝子に相当する遺伝子を持ち、それを標的とした組

換えによってキメラの galB 遺伝子が作られた可能性も考えられる。これらを明らか

にするためにも、サザンハイブリダイゼーションや定量 PCR 法によってコピー数を

調べ、発現量との関係を調べたいと考えている。 

 

(3) A. aculeatusの宿主ベクター系の開発 

a. 方法 

① 菌株，プラスミド，培養方法 

筆者らが土壌から分離した A. aculeatus野性株および本研究で作製した A. aculeatus 

PyrG株 (orothidine-5’-phosphate decarboxylase欠損変異株) を宿主として使用した．抗

真菌抗生物質である aureobasidin A (AbA) 耐性遺伝子を持つプラスミド pAUR316お

よび pyrithiamine (PT) 耐性遺伝子を持つプラスミド pPTRI，pPTRIIは Takara Bio inc.

から購入した (Fig. 19)．プラスミド pPL6 (Fig. 20) [18] は Fungal Genetic Stock Center

から購入し，クローン化されている A. nidulansの pyrG遺伝子をプラスミド構築の材

料とした．プラスミドに自律複製能を付与する AMA1配列と A. nidulans 由来の pyrG

遺伝子を持つシャトルベクターpAMA1-pyrG (10.1 kb, Fig. 20) は本研究で新たに構築

したものである．培地は前述の A. oryzaeの最少培地と同様であり，培養は 30˚Cで行

った．ウリジンと 5-fluoroorotic acid (5-FOA) はそれぞれ 20 mM，1.2 g/lの濃度で培地

に添加した． 

 

② プロトプラストの調製およびプロトプラストの再生率 

Figure 19  用いたプラスミドの構造

pAUR316, AbA耐性遺伝子 (aurAR) および AMA1 配列を持つ自律複製型
ベクター; pPTRI, PT 耐性遺伝子 (ptrA) を持つ染色体組み込み型ベク
ター; pPTRII, PT 耐性遺伝子 (ptrA) を持つ自律複製型ベクター
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プロトプラストの調製は基本的に A. oryzae と同様に行ったが，細胞壁溶解酵素と

して 0.4% Yatalase，0.3% Lysing enzymes，0.3% Glucanexの混合物を用いた．プロトプ

ラスの再生率は以下のように測定した．調製したプロトプラストを顕微鏡下でトーマ

の血球計数板を用いて計測し，1000 個または 10000 個のプロトプラストを再生プレ

ートに塗布し，出現したコロニーの数を数えた． 

 

③ A. aculeatus野性株の抗真菌抗生物質に対する感受性の決定 

A. aculeatus野性株を種々の濃度 (1.0，1.5，2.0，2.5，3.0，4.0，5.0 µg/ml for AbA；

0.05，0.1，0.2，0.3 µg/ml for PT) の薬剤を含む最少培地に食菌し，最少生育阻害濃度 

(MIC) を決定した． 

 

④ A. aculeatusの形質転換 

A. aculeatusの形質転換は A. oryzaeと同様プロトプラスト-PEG法によって行った．

薬剤耐性マーカとして用いた AbBと PTの濃度は，決定した MICからそれぞれ 3.5，

0.2 µg/mlとした． 

 

⑤ ウリジン要求性変異株の取得 

ウリジン要求性変異株はウリジンのアナログである 5-FOA に対する抵抗性を指標

としたポジティブスクリーニングで取得した [19]．A. aculeatus の分生胞子を集め

Saline/Tween溶液 (0.9% NaCl, 0.01% Tween 80) に懸濁し，紫外線 (253.7 nm) を照射

した．変異処理した胞子をウリジンと 5-FOA を含む最少培地に塗布し，出現したコ

ロニーを数回同様の培地で単胞子分離を繰り返し，表現型が安定なホモカリオンを取

得し 5-FOA 耐性変異株とした．その中で，ウリジンを含まない最少培地で生育しな

い株を再度選択し，ウリジン要求性変異株とした． 

 

Figure 20  A. aculeatus PyrG の形質転換に用いたプラスミド

(Left) 組み込み型プラスミド，(Right) 自律複製型プラスミド
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⑥ pyrG遺伝子欠損変異株の選択 

ウリジン要求性変異株の中から A. nidulans pyrG遺伝子のホモログが欠損した株を

選択した．ウリジン要求性変異株を宿主として A. nidulans pyrG遺伝子を含むプラス

ミド pPL6で形質転換し相補された株を選択し，A. aculeatus PyrG株とした． 

 

b. 結果 

① プロトプラストの調製および再生率 

Aspergillusi属で用いられている一般的な方法でプロトプラスト化した．細胞壁溶解

酵素の混合物として 0.4% Yatalase，0.3% Lysing enzyme，0.3% Glucanexを用いたとき

に最も効率よく品質の高いプロトプラストを調製することができた．その再生プレー

トにおける再生率は，10～20%であり，プロトプラスト-PEG 法による形質転換に充

分であると判断した． 

 

② AbAおよび PTに対する感受性の決定 

抗真菌抗生物質 AbAおよび PTに対する MICは，それぞれ 1.0-3.0，0.05 µg/mlと

決定した．PTに対する MICは非常に安定であったが，AbAに対する MICは実験に

よるばらつきが大きく，1.5 µg/mlの範囲で変動した． 

 

③ A. aculeatusの形質転換 

A. aculeatus野性株を AbA耐性 (pAUR316)，PT耐性 (pPTI，pPTII) を選択マーカ

として形質転換を行った．AbA 耐性による形質転換系では，形質転換体の表現型が

はっきりせず，１週間培養してもコロニーの直径が 2 cm以上にまで生育することは

なかった (Fig. 21A)．より低濃度の薬剤を用いても生育の程度は改善せず，バックグ

ラウンドが高くなるだけであった．これに対して，pPTIおよび pPTIIで形質転換した

形質転換体の PT耐性表現型は安定であり，形質転換体は野性株の薬剤を含まない最

少培地での生育速度と同程度の生育を示した (Fig. 21B)．形質転換効率は pPTIで 0.1 

cfu/µg，pPTIIで 50 cfu/µg程度であった． 

a

a
b

b

A) B)

Figure 20  形質転換体の表現型

A) 野性株 (a) およびその pAUR316 による形質転換体 (b);
B) 野性株 (left) およびその pPTII による形質転換体 (right)
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④ A. aculeatusの pyrG欠損変異株の取得 

pyrG 欠損変異株を取得するために，まず紫外線照射によりスクリーニングが容易

な 5-FOA耐性変異株を取得した．取得した約 200コロニーの 5-FOA耐性変異株から

30 コロニーを選択し，さらにウリジン要求性を調べた結果，20 コロニーがウリジン

を含まない培地で生育しなかった．さらに，A. nidulans由来の pyrG遺伝子でウリジ

ン要求性が相補される株を選択し，最もクリアーな表現型を示す株を A. aculeatus 

PyrG 株とした．この菌株の表現型は継代培養しても極めて安定であり復帰変異は認

められなかった． 

 

⑤ A. aculeatus PyrG株の形質転換 

A. aculeatus PyrG株を宿主として pyrGを選択マーカ遺伝子とした形質転換を行っ

た．pPL6および pAMA1-pyrGで形質転換した結果，それぞれ効率は 0.1，50 cfu/µg DNA

であった (Fig. 22)．これらの値は，PT耐性をマーカとした形質転換とほぼ同等であ

った．これらの結果から，A. nidulansで見出された AMA1配列は A. aculeatusにおい

ても機能することが強く示唆された． 

 

⑥ A. aculeatusに導入した AMA1型プラスミドの性状 

AMA1配列を有するプラスミドはA. nidulansでは細胞内で染色体外に維持され自律

的に複製されることが知られているので，A. aculeatus 中でも染色体に組み込まれる

(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 22  A. aculeatus PyrG 株とその形質転換体

(A), 宿主のプロトプラストをそのまま最少培地に塗布 (negative control);
(B), 宿主のプロトプラストをそのままウリジンを添加した最少培地に塗
布; (C), pPL6 による形質転換; (D), pAMA1-pyrG による形質転換
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ことなしに存在しているかを調べた．pAMA1-pyrGを導入した形質転換体から全DNA

を調製し，プラスミド内のユニークサイトである PstIで消化後，サザンブロット解析

を行った (Fig. 23)．調べた５つの形質転換体について，pAMA1-pyrGのサイズと等し

い 10.1 kbの DNA断片にハイブリダイズしたことから，A. aculeatusにおいても染色

体外にプラスミドとして存在することが明らかとなった． 

 

c. 考察 

ここで行った A. aculeatusを宿主とした形質転換系は世界で初めての試みである．ま

ず，第一段階として，糸状菌で一般的に利用されている AbAと PTに対する薬剤耐性を

マーカとしてプロトプラストの調製から形質転換にいたる方法が応用可能かどうかを

検討した．その結果，A. aculeatusでも A. nidulansや A. oryzaeで行われている方法が適

用できることが分かった．しかしながら，AbA耐性で選択した形質転換体はその表現型

が不安定であり，利用しにくいと思われる．PT 耐性をマーカとした形質転換ではその

効率は染色体組み込み型ベクターで 0.1 cfu/µg DNA，自律複製型ベクターで 50 cfu/µg 

DNA であり，これらの値はこれまで報告されている Aspergillus 属の形質転換での値 

[20] より若干低い値を示したが，十分に利用可能なレベルだと考えられる．また，AMA1

配列が A. aculeatusにおいても機能することが明らかとなり，ここで開発した形質転換

システムは A. aculeatusを宿主としたさまざまな分子生物学的研究の有効な道具を提供

するものである． 

A. aculeatusを宿主とした有用酵素生産という観点では，前述の自律複製型プラスミド

よりも染色体組み込み型ベクターを用いた形質転換の方が表現型の安定性という点で

有用性が高い．したがって，まず A. aculeatusの宿主として栄養要求性変異株を取得し

た．まず，5-FOAによるポジティブスクリーニングが可能なウリジン要求性変異株を分

離し，その中で A. nidulans の pyrG 遺伝子で相補される変異株を選択した．作製した

Figure 23   AMA1 タイプのプラスミドの形質転換体中の性状

Lane 1, PstI 消化した pAMA1-pyrG; lane 2-5, 異なった独立し
た４種の形質転換体
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AMA1型のプラスミドを導入すると Aspergillus属の株では時折染色体への組み込みが起

こり，プラスミドとして回収できない場合があることが報告されているが [21]，A. 

aculeatus PyrG株を宿主とした系では調べた限りプラスミドとして安定に保持されてい

ることが示され，ショットガンクローニングなどの道具として有用であることが明らか

となった． 

 

(4) A. aculeatusのβ-キシロシダーゼ遺伝子のクローニング 

a. 方法 

① PCRプライマーのデザイン 

これまでに同じ Aspergillus属である A. nidulans，A. oryzae，A. nigerからβ-キシロ

シダーゼ遺伝子がクローン化されている．したがって，それらの間でアミノ酸が高度

に保存されている領域を基に以下の PCRプライマーを作製した． 

<Forward primer> 

  F1; 5’-CARGARACNCCNGGNGARGA-3’ 

  F2; 5’-AARCAYTAYGCNGGNTAYGAYAT-3’ 

  F3; 5’ -CAYTAYGCNGGNTAYGAYATHGA-3’ 

<Reverse primer> 

  R1; 5’-ACYTGNCCNCCNCCCATYTG-3’ 

  R2; 5’-TGNCCNGGRTANCCNCCCCA-3’ 

  R3; 5’-GTRTACCAYWTRTANGTYTGNCC-3’ 

  R4; 5’-CCRTGNCCRAAYTCRTANAC-3’ 

 

② PCRによる部分遺伝子断片のクローニング 

上で作製したプライマーを全ての組み合わせで PCR を行ったが特異的に増幅され

る DNA 断片はなかった．その中でスメアな増幅断片が見られた F1・R2、F1・R3、

F1・R4の 1kb付近の断片を回収し、それぞれその内側のプライマーである F2・R1、

F2・R2、F2・R3を用いて 2nd PCRを行った。その結果、F2・R1プライマーで、予

想される約 1 kb の断片が特異的に増幅されたので、この断片を pBluescriptの EcoRV

サイトにサブクローニングした． 

 

③ サザンブロット解析 

A. aculeatusの染色体 DNAを調製し，種々の制限酵素で処理した後，PCRクローニ

ングした断片をプローブとしてサザンブロット解析を行った． 

 

b. 結果 

① PCRによりクローン化した部分遺伝子断片の解析 

PCRによってクローン化した遺伝子の一部と思われるDNA断片の制限酵素地図を
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作成した．その結果，Fig. 24に示すように，明らかに異なる２種類の断片がクローン

化されていることが分かった．さらに，それぞれの部分塩基配列を決定した結果，両

者とも既にクローン化されている他の Aspergillus 属のβ-キシロシダーゼ遺伝子と有

意の相同性が見出されることが明らかとなった． 

 

② サザンブロット解析による遺伝子全長をカバーするクローン化断片の決定 

クローン化した遺伝子の一部と思われる断片をプローブとして，種々の制限酵素処

理した染色体 DNAに対してサザンブロット解析を行った (Fig. 25)．その結果，用い

たプローブによって全く異なったパターンを示した．この中で，偶然両プローブにお

いてほぼ同じサイズである約4 kbのBamHI断片に強くハイブリダイズしたことから，

この断片を目標とした両遺伝子に共通のライブラリーを構築することとした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
XhoI

EcoRV

EcoRV
EcoRV

StuI

B
XhoI BglII

PstISalI

SalI

Figure 24  クローン化した PCR 増幅断片の制限酵素地図

Figure 25  Southern hybridaization によるクローン化断片の決定 
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③ 遺伝子ライブラリーの構築 

A. aculeatusの染色体DNAをBamHIで完全に消化後アガロース電気泳動で分離し，

4 kb付近のDNA断片を回収した．回収した断片を pUC118の同サイトに連結し，E. coli 

DH5αを形質転換してライブラリーを構築した． 

 

c. 考察 

これまでにクローン化されている近縁種のβ-キシロシダーゼの間で高度に保存され

ている領域のアミノ酸配列を基にプライマーをデザインし，A. aculeatusの染色体 DNA

を鋳型とした PCR を行った結果，全く異なる断片が２種類得られた．これらの塩基配

列は両方とも Aspergillus 属のβ-キシロシダーゼと同程度の相同性を示すことから，ど

ちらも目的遺伝子の一部であると推察された．A. aculeatusの培養液から精製されたβ-

キシロシダーゼは１種類であったが，本菌株は，発現しているかどうかは不明であるが，

少なくとも遺伝子レベルでは２種類のβ-キシロシダーゼを持っていることが強く示唆

された．現在，構築したライブラリーからポジティブクローンをスクリーニングしてい

る． 

 

2.2.4 結語 

これまでにβ-マンノシダーゼとエンドガラクタナーゼの糸状菌による高生産は達成でき

た．しかし，ヘミセルロース画分の主要な構成成分は，ヘテロマンナンやヘテロキシランで

ありこれらを単糖にまで完全に分解するには他に少なくともキシラナーゼ，β-キシロシダ

ーゼ，マンナナーゼを高生産させることが重要課題として残っている．ヘミセルロースはさ

まざまなヘテロ糖を側鎖に有していることから，さらにアラビノフラノシダーゼなどの作用

の異なる酵素も必要となると考えられる．したがって，これからも他の酵素遺伝のクローニ

ングおよび大量発現を続けていきたいと考えている． 

一方，今回開発した A. aculeatusの宿主ベクター系を利用した遺伝子発現を試みたいと考

えている．少なくともβ-マンノシダーゼ派自分自身の遺伝子であるから，A. oryzae を宿主

としたときよりもさらなる大量生産が可能であると期待している． 

 

2.2.5 対外発表 

a. 口頭発表 

・「Aspergillus aculeatus由来 creA 遺伝子の発現、およびセロビオハイドロラーゼ I 遺伝子 

(cbhI) 上流域における結合部位の解析」日本農芸化学会 2002年度大会 

・「Aspergillus aculeatusにおける２種類のセロビオハイドロラーゼ遺伝子(cbhI) の発現制御

について」日本農芸化学会 2002年度大会 

・「Aspergillus niger van Tieghem KF-267 由来 endo-β-D-1,4-galactanase遺伝子のクローニング

および Aspergillus oryzae における発現」日本農芸化学会 2002年度大会 

・「Effect of carbon sources on the expression of two cellobiohydrolase genes of Aspergillus 
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aculeatus.」第 17回セルラーゼ研究会 

・「Aspergillus niger由来の galactanase遺伝子のクローニングおよび Aspergillus oryzaeにお

ける高発現」第 17回セルラーゼ研究会 

・「Aspergillus aculeatus由来 FIb-キシラナーゼ遺伝子のクローニングおよび Saccharomyces 

cerevisiaeにおける発現」平成 14年度日本生物工学会 

・「セルロース分解酵素の開発と活用」平成 14年度日本生物工学会 

・「Aspergillus aculeatusの形質転換系の開発」第２回糸状菌分子生物学コンファレンス 

 

b. 論文発表 

・Yasuya Fujita, Shouji Takahashi, Mitsuyoshi Ueda, Atsuo Tanaka, Hirofumi Okada, Yasushi 

Morikawa, Takashi Kawaguchi, Motoo Arai, Hideki Fukuda, Akihiko Kondo. “Direct and 

efficient production of ethanol from cellulosic material with a yeast strain displaying cellulolytic 

enzymes.” Appl. Environ. Microbiol., 68, 5136-5141, 2002. 

・Goro Takada, Masatoshi Kawasaki, Maki Kitawaki, Takashi Kawaguchi, Jun-ichi Sumitani, 

Motoo Arai. “Cloning and transcription analysis of the Aspergillus aculeatus No. F-50 

endoglucanase 2 (cmc2) gene.” J. Biosci. Bioeng., 94, 482-485, 2002. 

・ Shin Kanamasa, Kana Yamaoka, Takashi Kawaguchi, Jun-ichi Sumitani, Motoo Arai. 

“Transformation of Aspergillus aculeatus using the drug resistance gene of Aspergillus oryzae 

and the pyrG gene of Aspergillus nidulans.” Biosci. Biotechnol. Biochem., 67, 2661-2663 

(2003). 
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２．３ リグノセルロース分解 

 

2.3.1 はじめに 
日本に比べて国外エネルギー源依存度の低い米国でも、バイオマスの有効利用は重要課題

である．米国政府は 1999 年 8 月、バイオ政策の強力な推進のため、「バイオ製品とバイオ
エネルギーに関する開発と促進」と題する大統領令を発表し、短期目標と長期目標を提示

した。 
 短期目標：2010年までにバイオマス資源の利用量を現在の３倍にする 
 長期目標：2020年以降の化学製品の需要増加分を全てバイオマス資源由来で対応する 
米国では、1970 年代の石油危機以来、中西部コーンベルト地帯を中心としてトウモロコ
シを原料としたエタノール生産が行われており、現在約 1,000万 KL程度生産されている。
バイオマスエタノールの用途は、自動車の燃料（E10：エタノール 10%含有）である。 
米国で現在 DOE (NREL)が中心となって先導的研究開発を行っているエタノール製造技
術としては、同国の資源優位性が発揮できるトウモロコシ伐採残（コーンストーバー）を

使用し、簡単な前処理の後、酵素的糖化を行う製造法である。 
NREL では、前処理技術開発を最も重要な課題として捉え、NREL 指導の下に５大学の
研究機関から成る競争的コンソーシアムを組織し2005年に最良の前処理技術の選択を行う
としている。これら５つの前処理について報告する。 

 

表 2.3.1-1. NREL指導の競争的コンソーシアム 
 
（１）AFEX 法   Bruce E. Dale  Michigan State Univ. 

（２）Ammonia 法  Y. Y. Lee  Aubum Univ. 

（３）Lime (Ca(OH)2)法  Mark Holzapple  Texas A and M Univ. 

（４）Hot Water-pH neutral 法 Michael Ladish  Purdue Univ. 

（５）Hot Water 法  Charles Wyman  Dartmouth College 

 

 

2.3.2 リグノセルロース前処理 
 2003 年 11 月、サンフランシスコで行われた AIChE Annual Meetingでの発表内容につ
いて報告する。 

 

（１）AFEX（Ammonia Fiber Explosion）法 
 

［概要］ 

・高圧アンモニア水溶液によるリグノセルロースの前処理法 
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・化学法の利点（セルロースの非結晶化、ヘミセルロースの加水分解前処理）と物理法の

利点（表面積の増加）を併せ持つ組み合わせ法。 

 

［まとめ］ 

・AFEX 処理によるグルカンとキシランの最高変換効率を得た反応条件 

  乾燥コーンストーバー：アンモニア ＝ １：１ 

  反応温度  ９０℃ 

  処理時間  ５分間 

・９０℃以上の条件で酵素の加水分解による糖の回収率は高くなるが、エタノールの高回

収率（SSF: simultaneous saccharification and fermentation）には繋がらない。おそらく
醗酵時の阻害物質形成によるものと思われる。 

・AFEX処理後のコーンストーバー酵素加水分解（セルラーゼ処理） 
  15 FPU/g 添加で約 96%の効率でグルカンを変換した。 
・AFEX 処理したコーンストーバーのエタノール生成量は、未処理の場合と比べて２倍以
上に増加した。 
 

［実施計画］ 
・AFEX 処理は高温処理や酸処理と異なり、多量のキシロースを回収できることが明らか
となった。酵素処理にセルラーゼのみならずキシラナーゼを加えることで、単糖生成能の

向上が予想される。グルコース資化と同様に、キシロース資化によるエタノール生産が可

能なバクテリアの利用でエタノール生産量の向上が期待できる。 
 
 
（２）Ammonia法 
 
［概要］ 
・アンモニア水溶液法の改良法 
  薬剤    30%アンモニア水溶液 
  反応時間  10～60日 
  圧力    大気圧 
  撹拌    なし 
ほとんどのヘミセルロース成分を保持でき、プロセスに必要とするエネルギーが少量であ

る。 
 

［結果］ 

・リグニン除去効率 
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  １０日間処理： 55.8 % 
  ６０日間処理： 73.5 % 
・キシラン成分の保持 
  １０日間処理： 11.3 % 消失 
  １０日以降：  13 % 消失で安定 
・酵素分解（セルラーゼ処理） 
  15 FPU/g ：  72-75 % 
  60 FPU/g ：  80-85 % 
・SEM走査型電子顕微鏡によるアンモニア水溶液前処理後のコーンストーバーを観察 
  未処理試料：固く秩序だった繊維構造 
  処理後資料：元の繊維構造から剥離した断片が多く観られる 
 アンモニア水溶液処理による、試料表面積の増加と多孔性が認められた。 
  
［まとめ］ 
・室温でのアンモニア水溶液処理は、コーンストーバーの前処理法として適用可能であり、

そのプロセスは単純で、プロセスエネルギーをほとんど使うことなくキシラン成分を保持

できる。アンモニア消費量も既存の ARP法より少なく見積もられている。 
・１０日間以上の処理はリグニン成分の除去と酵素加水分解の感受性との両方に効果がみ

られた。 
・バイオマスリグノセルロースの室温アルカリ処理の最大の作用は、セルロースの膨潤で

ある。アンモニア水溶液の長期間処理は、単にセルロースを膨潤させるだけでなくリグニ

ン除去効果があり、二つの要因が酵素の加水分解効率を高めることに貢献している。  
 
 
（３）Lime（Ca(OH)2）法 
 
［利点］ 
・Ca(OH)2 水酸化カルシウムは最も安価なアルカリで、リグノセルロースのセルラーゼに

よる酵素加水分解能を増大させる働きがある。 
・既存の水酸化カルシウム法は、高圧酸素（>7.1bar）下、高温（>140℃）下 
  Lime法： 空気、低温（25-55℃）下 
 
［結果］ 
・コーンストーバーを Lime（水酸化カルシウム）を用いた非酸化的、および酸化的条件下、
25, 35, 45, 55℃において処理した。 
・至適反応条件 55℃、４週間振盪条件で処理した後、 
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 15 FPU/gセルラーゼ処理： 
  グルカン 95.2%がグルコースに変換 
  キシラン 76.4%がキシロースに変換 
 60 FPU/gセルラーゼ処理： 
  グルカン 99.7 %がグルコースに変換 
  キシラン 80 %がキシロースに変換 
・非酸化条件と酸化条件 
  非酸化条件： >82 %のグルカンおよびキシランを回収 
  酸化条件：  76-92%のグルカンおよびキシランを回収 
グルカンとキシランの単糖への変換効率は、非酸化条件、25℃、15 FPU/gセルラーゼ 
 １週間： 57.6 % 
 16週間： 80.9 % 
・リグニン成分の除去、およびアセチル基の消失（55℃、4週間） 
  リグニン除去効率： 32.3 % 
  アセチル基消失率： 95.9 % 
・水酸化カルシウムの消費量 
  乾燥コーンストーバー1gあたり 0.1g 
 
［試算］ 
・単糖からエタノールへの変換率を 0.5とし、理論上のエタノール収率 SSFを 0.9とすれ
ば、Lime前処理法を用いたプロセスで 
  100ポンド（45.36 kg）のコーンストーバーから 
  3.53ガロン（13.36 L）のエタノールが生成できる 
 
 
（４）pH制御-高温水法 
 
［背景］ 
・pH制御-高温水処理は、ステンレスチュープを反応容器に用いたコーンストーバーの前処
理法として開発された。 
・ ステンレス反応チューブ内に、0.25インチメッシュ濾過コーンストーバースラリーと脱
イオン水を満たし、135-200℃、５分間程度加熱する。 
・反応条件の至適化は、酵素反応によるセルロースの分解率を指標に行った。 
 
［結果］ 

・前処理の間にコーンストーバーの 60%程度が可溶化した。 
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・至適条件 190℃、15分間、48時間の酵素処理で 
  セルロース： 80 %近くがグルコースへ変換 
  ヘミセルロース： 70 %以下の回収率 
 ヘミセルロースの回収率は、200℃で 10分間以上処理すると急激に低下する。 
 
［試算］ 
・仮想コーンストーバー-エタノール生産ファクトリー（図：2.3.1-1） 
   

 
 水 30 lb  pH制御-高温水処理 
 乾燥ストーバー100 lb  処理：62.9 lb非可溶化固形分 
    グルカン 34.1 lb  ストーバー：37.1 lb溶解固形分 
    キシラン 27.2 lb  スラリー：30 lb水 
 
 酵素     加水分解     エタノール醗酵 
    加水分解産物 
     グルコース 27.7 lb 
     キシロース 19.2 lb 
 
      残渣（固形分）41.5 lb   エタノール 2.54 gal 
 現状： 
 グルカン変換効率 73 % 
 キシラン変換効率 62 % 
 グルコース+キシロースからエタノールへの理論上変換率 88 %    
 

図 2.3.2-1：pH制御-高温水前処理法におけるMass Balance 
 

 

 
（５）Hot Water法 
 
[背景] 

・Hot Water 法は、少ない設備投資、低い操作コストの面で優れており、グルコース、ヘ
ミセルロースの回収率を高めるための条件設定が求められている。 
・バイオマスの前処理として、希酸（希硫酸）で処理することで、ヘミセルロースの回収

率が上がるとともに、セルラーゼの反応効率を高めることが出来る。 



 55

 
[方法] 
・ヘミセルロース加水分解の至適条件を検討するにあたり、SEVERITY PARAMETER（R0）

に基づいて、時間、温度の設定を行った。 
 R0 = t・exp [ ( TH - TR ) / 14.75 ] 
  t：反応時間(分)、TH：加水分解温度（℃）、TR：参照温度（℃）（通常は 100℃） 
・希酸の効果を SEVERITY PARAMETER（R0）に反映させる式を導入した。 

CS = [ aH+ ] R0 
・反応容器には、直径 1/2インチ、長さ 4インチのハステロイチュービングを用い、テフロ
ン栓と 304ステンレス材をエンドキャップに使用した。 
・前処理反応は 140℃～200℃、0%～1.0% w/w 硫酸、1min.～180min.で行った。 
 
[結果] 
・グルコースの最高収率を得る条件と、ヘミセルロースの最高収率を得る条件は異なるこ

とが明らかとなった。 
・0.5％硫酸処理で、温度の上昇に伴ってキシロースの溶出が高まるが、最大収率を得る時
間は減少する。 
・キシロースの高収率を得る条件： log10(CS) = 2～2.5  
・グルコースの高収率を得る条件： log10(CS) = 2.3～3.0  
・グルコースとキシロースの両方の高収率を得る条件： log10(CS) = 2.3 
・前処理後の加水分解酵素による糖の回収率は、反応温度 140℃、log10(CS) = 2.3で理論値
の約 95％であった。 
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第3章 高効率バイオプロセス 
 
３．１ 概要 
 

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

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

系の活性を保持しているという性質を持つ。この RITE プロセスでは、菌体を反応槽に高
密度に充填して反応を行うことで単位容積あたりの収量を著しく増大させることに成功し、

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

能としている{乾 将行、湯川 英明, 2000 #1}。 
本章の研究は、RITEプロセスとしてコリネ型細菌で見られる細胞増殖を抑制する機構を
普遍化し、コリネ型細菌にとらわれることなく、あらゆるバクテリアで物質生産を可能と

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

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

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

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

質変換法へと大きくシフトすることが期待される。 
この変換プロセスの普遍化を実現するためには、コリネ型細菌を用いた RITE プロセス
の細胞増殖制御機構について基盤的研究開発を強く推進し、その制御機構を明らかにする

必要がある。 
３．２項では、コリネ型細菌が嫌気反応条件下で細胞増殖を抑制する現象について、前

年に引き続き形態観察を行い、好気培養条件下の細胞形態と比較した。嫌気反応条件下で

細胞増殖が抑制されているコリネ型細菌は、細胞複製における様々なステップで増殖を停

止していることが強く示唆される結果となった。この事実は、特定の細胞複製ステップに

おける増殖抑制であるという当初の予想と異なっており、他の細胞複製の制御機構による

ものと考えられた。これらの顕微鏡観察による知見と、嫌気反応条件と好気培養条件のDNA
チップ解析の結果より、新たな細胞増殖抑制モデルを提示した。 
３．３項では、コリネ型細菌の細胞増殖に関与する遺伝子についてのアプローチをまと

めた。ゲノムデータベースを用いて細胞増殖に関与が推定される遺伝子を抽出し、それら

の遺伝子をクローニングすることで機能別遺伝子ライブラリーの構築を行った。３．２項

で提示した細胞増殖抑制モデルを検証するため、遺伝子破壊株の作成を開始した。 
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３．２ コリネ型細菌 Corynebacterium glutamicum R株の嫌気反応条件における細胞増
殖制御機構についての検討 
 

3.2.1 好気培養条件における細胞形態と細胞内染色体 DNAの局在 
  

(1) はじめに 
 
 コリネ型細菌 Corynebacterium glutamicumで認められている、主要代謝系の活性を保
持しつつ細胞複製が抑制されている状態について、染色体 DNAレベルでどのような制御が
行われているかを明らかにすることができれば、同手法を広くバクテリアに適用すること

で、様々な物質生産を高効率で行うための基盤技術となる。コリネ型細菌の細胞複製の制

御機構を分子生物学的、および生化学的に解析するアプローチとしては、①細胞の形態観

察、②細胞複製に異常のある変異株の解析、③mRNA の転写誘導解析（トランスクリプト
ーム解析）、④細胞内の全タンパク質を比較するプロテオーム解析、が有力である。 
分子生物学的に最もよく解析が行われている大腸菌 Escherichia coliでは、ゲノム上の全
遺伝子について破壊株の作製が試みられている{Mori, 2004 #2}。また、得られた破壊株に
ついて顕微鏡による細胞形態の観察が行われており、細胞の形態異常と変異遺伝子の関連

づけが網羅的に行われている。コリネ型細菌の細胞複製の制御機構を明らかにする上で、

光学顕微鏡による形態観察と遺伝情報の相関は重要である。コリネ型細菌はその細胞分裂

様式において、スナッピングフォームと呼ばれる独特の様式をもち、この細胞分裂様式が

アミノ酸生産に関与しているともいわれている{和知 正明、永井 和夫, 1998 #3}。コリネ
型細菌は、大腸菌等の変異株でよく見られる、繊維状に長く伸びた形態を示さないことか

ら、細胞の形態を維持する機構の存在が予見されている{和知 正明、永井 和夫, 1998 #3}。 
先ず初めにコリネ型細菌を好気栄養条件で培養し、その形態的特徴について光学顕微鏡

を用いて観察を行った。また DAPI（4’.6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride 
n-Hydrate）染色を行うことにより、細胞内の染色体 DNAの局在を明らかにし、細胞形態
とともに個々の細胞が細胞増殖のどのステップにあるのかを推測することが可能となる。 
個々の細胞について、細胞増殖のステップを解析するためには、染色体 DNAの局在を調
べるだけでは十分とはいえない。FtsZ タンパク質は、広くバクテリアで保存されており、
FtsZ 分子間の重合、あるいは他のサブユニットタンパク質と複合体を形成し、Z リングと
よばれる構造体を形成することが知られている。この Z リングがバクテリアの細胞分裂に
必須の機能をもつものと考えられている。コリネ型細菌の FtsZタンパク質にクラゲ由来の
蛍光タンパク質である GFP（green fluorescence protein）を融合させることで、生細胞に
おいて FtsZ-GFP の局在を観察でき、個々の細胞の細胞増殖ステップを詳細に知ることが
できる。 
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(2) 実験材料と実験方法 
 
①実験材料 
 コリネ型細菌には、Corynebacterium glutamicum R株を用いた。コリネ型細菌の
培養には、BT培地、A培地（表 3.2.1-1）を用い、液体培地については、三角コルベン
を用いて 33℃で振盪培養を行った。寒天培地については、プラスティックシャーレ中
で 33℃静置培養を行った。コリネ型細菌の顕微鏡観察には微分干渉法と位相差法を用
いた。 

（表 3.2.1-1 培地組成） 
 
BT液体培地（最少培地）：     １L中  終濃度 
 
 尿素     2g （0.2%） 
 硫酸アンモニウム   7g （0.7%） 
 リン酸二水素カリウム        0.5g 
 リン酸水素二カリウム             0.5g （6.5mM、pH7.1） 
 硫酸マグネシウム・7水和物      0.5g （2mM） 
 金属イオン水溶液   1ml 

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

 ビオチン水溶液（200μg/ml）  1ml （0.8μM） 
 チアミン水溶液（100μg/ml）  1ml （0.6μM） 
 グルコース水溶液（50%）          80ml （4%） 
 
 
A液体培地（富栄養培地）：     １L中  終濃度 
 
 BT液体培地（グルコースなし） 
 Yeast extract    2g （0.2%） 
 Vitamin assay Casamino acid  7g （0.7%） 
 グルコース水溶液（50%）          80ml （4%） 
 
寒天培地： 
 BT液体培地、A液体培地にそれぞれ１．５％の寒天を加えたもの。 
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 形態観察に使用した光学顕微鏡システムには、オリンパス AX70を使用した。 
 接眼レンズ：SWH 10x –H /26.5 
 対物レンズ：UPlanApo 100x /1.35  微分干渉法観察用 
      UPlanFl 100x /1.30  位相差法観察用 
 CCDカメラユニット：Photometrics CoolSNAP HQ 
 解析ソフトウェア：MetaMorph ver5.0 

 
落射蛍光観察については、蛍光顕微鏡として、オリンパス AX70 を使用し、目的に応
じた蛍光ミラーユニットを使用した。 
 DAPI染色： U-MWU  U励起（広帯域）蛍光ミラーユニット 
 GFP： U-MGFPHQ GFP専用蛍光ミラーユニット 
蛍光観察用スライドグラスには、 
 MATSUNAMI Microslide Glass Thickness 0.9-1.2mm 
 Pre-cleaned 76 x 26mm 水研磨フロスト S-2215 を使用した。 
DAPI染色で用いた試薬として、 
DAPI（4’.6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride n-Hydrate）（和光純薬） 
ポリリジン（和光純薬） 
以上を用いた。 
 

ftsZ-GFPの構築には、invitrogen社、pcDNA3.1/CT-GFP-TOPOを用いた。PCR反応
には、耐熱 DNAポリメラーゼに TaKaRa-bio社の TaKaRa LA Taqを用い、サーマル
サイクラーには Applied Biosystem社の GeneAmp PCR System 9700を使用した。 
PCR用のプライマーには、  
 f/ftsZ-EcoRI 5’-gtggctggggaattccggttcac-3’ 23mer 
 r/ftsZ  5’-actggaggaagctgggtacatcc-3’ 23mer 
 f/d.2105-SmaI 5’-gaaccgccgcccgggcatctcag-3’ 23mer 
 r/d.2105-SmaI 5’-gctgggtacacccgggtcgtctcc-3’ 24mer 
以上を用いた。 
 
その他の一般試薬については、試薬特級を使用した。 
 
 
②実験方法 
a. 光学顕微鏡によるコリネ型細菌の形態観察 

1) BT 液体培地、A 液体培地をそれぞれ 100ml、三角コルベン（500ml）に入れ滅
菌（120℃、20分間）した後、33℃に放置。 
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2) オーバーナイトカルチャーをそれぞれ 1ml（1/100量）植菌する。 
3) インキュベーター内で 33℃、振盪培養を行う。 
4) 60分毎に 1mlづつサンプリングを行い、分光光度計で OD610nmの吸光度を測
定し、成長曲線を描く。 

5) サンプリングしたサンプルの一部、8μlをスライドグラスに載せカバーグラスで
覆い、気泡を除いてから光学顕微鏡で観察を行う。 

6) 微分干渉法、または位相差法による観察を行い、CCD カメラユニットにより画
像を取り込む。 

7) 取り込んだ画像について、解析ソフトウェアによる解析を行う。 
 

b. 菌体内染色体 DNAの DAPI染色法{Hiraga, 1989 #11} 
1)  菌体培養液、約 0.2mlを遠心回収し、0.1ml生理的食塩水（0.9% NaCl）に懸濁
する。 

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

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

 
c. 組換え体作製用プラスミドの作製 

ftsZ-GFP 遺伝子を菌体内に安定に保持させるため、抗生物質（カナマイシン）耐性
遺伝子をマーカーに持たせ、相同的組換えによる二回組換え体を得ることで、野生型の

ftsZ遺伝子を ftsZ-GFP遺伝子に置換した株を得ることができる。 
この組換え体作製用プラスミドを作製するにあたり、ftsZ遺伝子断片を PCR法で増
幅した。プライマーDNA は、f/ftsZ-EcoRI と r./ftsZ を使用し、テンプレート DNA に
は、C. glutamicum R株から調整した染色体 DNA画分を使用した。PCR反応によって
増幅した DNA断片を、pcDNA3.1/CT-GFP-TOPOを用いてクローニングした。 
さらに、相同性二回組換えを行うために、プラスミド内にカナマイシン耐性遺伝子を

はさんで、ftsZ遺伝子の C末端コーディング領域 310塩基対を PCR反応によって増幅
し（プライマー：f/d.2105-SmaI、r/d.2105-SmaI）、ftsZ-pcDNA3.1/CT-GFP-TOPOプ
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ラスミド内に挿入した（図 3.2.1-1）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.1-1. 二回組換え体作製用プラスミドの構築 
 
d. ftsZ-GFP相同性組換え体の作製 
 上で得られたプラスミドで、大腸菌 JM110 株を形質転換し、得られた形質転換体か
らプラスミド DNAを回収することでメチル化を受けていないプラスミドを得た。この
非メチル化プラスミド DNAをコリネ型細菌に電気パルス法で導入した。 
 このプラスミド DNAは、コリネ型細菌の複製開始起点（oriC）をもたないので、コ
リネ型細菌菌体内で自己複製は起こらない。つまりプラスミド DNA上のマーカー遺伝
子を安定して発現させるには、染色体 DNA と組換えを起こす必要がある。プラスミド
DNAと染色体 DNA間で一回相同性組換えを起こすことにより、プラスミド DNAの全
長が染色体上に組み込まれる。この場合、野生型の ftsZ 遺伝子はそのままの形で染色
体上に存在する。プラスミド DNAと染色体 DNA間で二回相同性組換えを起こすこと
により、野生型の ftsZ遺伝子と ftsZ-GFP遺伝子が置換し、カナマイシン耐性遺伝を保
持した組換え体を得ることができる。 
 電気パルス法で処理した菌体をカナマイシンプレートを用いて組換え体を選別し、染
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色体 DNA上に組み込まれた DNA断片について、PCR法で確認し、一回相同組換え体
および二回相同組換え体を得た。 
 
e. ftsZ-GFP相同性組換え体の蛍光顕微鏡観察 
一回相同組換え体および二回相同組換え体について、A液体培地、A固形培地を用い

て、25℃及び 33℃で培養し、蛍光顕微鏡で観察を行った。 
 
 
(3) 実験結果 
 
① 好気条件下、栄養培地における形態観察と細胞内染色体 DNAの局在 
上に記した方法で培養したコリネ型細菌を光学顕微鏡で形態を観察した（図 3.2.1-2）。ま
た同じサンプルについて、落射型蛍光顕微鏡で細胞内染色体 DNA の局在を観察した（図
3.2.1-3）。これら両方の写真をコンピュータ上で重ねあわせを行い（図 3.2.1-4）、細胞の形
態と細胞内染色体 DNAの局在について明らかにした。 

図 3.2.1-2. 液体培地定常期、微分干渉法による光学顕微鏡像 
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図 3.2.1-3. 液体培地定常期、DAPI染色による蛍光顕微鏡像 

図 3.2.1-4. 微分干渉像と DAPI染色像の重ね合わせ 
 DAPI染色像を擬似カラー（青色）で着色し、微分干渉像と重ね合わせた。 
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② C. glutamicum R株の ftsZ相同遺伝子の同定 
コリネ型細菌 C. glutamicum R株における、ftsZ相同遺伝子の同定を行うため、大腸菌

ftsZ 遺伝子との相同性検索を行った。データベース検索の結果、コードするアミノ酸レベ
ルで４６％の相同性を示し、C. glutamicum R株における ftsZ相同遺伝子と同定した。 

 
③ 二回組換え体の FtsZ-GFP細胞内局在観察 
 一般に GFP組換え蛋白質は、30℃以上では GFPのフォールディングが正常に起きず、
強い蛍光強度が得られない。二回組換え体を 25℃で培養し、蛍光顕微鏡観察を行った（図
3.2.1-5）。強い蛍光を発する細胞については、細胞全体が発光していた。その他の細胞では
蛍光強度が弱いながら、細胞内に FtsZ-GFP のフィラメント構造を確認した。組換え体を
33℃で培養し、蛍光顕微鏡で観察を行ったところ、FtsZ-GFPの発現は確認できなかった（デ
ータは示さず）。 
 

図 3.2.1-5. #43株の FtsZ-GFP細胞内局在（重ね合わせ） 
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(4) 考察 
 
コリネ型細菌 C. glutamicum R株を用いて、好気条件下で栄養培養を行い、その形態を

観察するとともに、DAPI染色を行うことで細胞内染色体 DNAの局在を明らかにした。 
A 液体培地（図 3.2.1-2）では、スナッピングフォームとよばれる成長した細胞が分裂時
に折れ曲がるコリネ型細菌特有の形状が観察された。DAPI 染色像（図 3.2.1-3）では、暗
視野中で染色体 DNAの存在する部分が強く蛍光を発している。細胞内の染色体 DNAを染
色することで、個々の細胞がどの細胞複製ステップであるかを推定することができる。新

生細胞では、染色体 DNAは細胞中央付近に存在しているのに対し、細胞分裂直前の細胞で
は、複製を終えた染色体 DNAが両極方向へと移動している像が観察される。（図 3.2.1-4）
は、（図 3.2.1-3）の DAPI染色像を擬似カラーで青色に着色した後、（図 3.2.1-2）の微分干
渉像と重ね合わせたものである。重ね合わせにより、個々の細胞形態と細胞内染色体 DNA
の局在が明確となった。A液体培地での培養では、細胞複製の様々なステップの細胞が観察
された。 
 
 
 

3.2.2 嫌気反応条件における細胞形態と細胞内染色体 DNAの局在 
 
(1) はじめに 
 
 RITE微生物研究グループでは、これまでにコリネ型細菌 C. glutamimcum R株が嫌気条
件下で細胞増殖が停止しているにもかかわらず、糖類からのエネルギー生成系の活性は維

持することを見出し、この現象を利用することで、糖類から乳酸、コハク酸等の有機酸へ

の高効率物質変換を実現する RITE プロセスの構築を行ってきた{乾 将行、湯川 英明, 
2000 #1}。 
この嫌気反応条件下のコリネ型細菌は、どの状態の細胞複製ステップで増殖を停止して

いるのか、その形態的特徴について光学顕微鏡を用いて観察を行った。また DAPI 染色を
行うことにより、細胞内の染色体 DNAの局在を明らかにし、細胞形態とともに好気培養条
件下のデータの比較することで個々の細胞が細胞複製のどのステップにあるのかを解析を

行った。 
 
(2) 実験材料と実験方法 
 
① 実験材料 
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3.2.1項、(1) ①を参照。 
 

② 実験方法 
a. 嫌気反応条件（増殖抑制細胞の調製） 
 好気的な培養は、500mlの三角コルベンに 100mlの A培地を入れ、33℃のロータリ
ーシェーカーで 200rpm、33℃で振盪培養を行った。12 時間好気培養を行った後、細
胞を集菌し BT液体培地で洗菌した後、質重量 5% w/v の細胞懸濁液を BT液体培地で
調整し、ジャーファーメンターを用いて穏やかに攪拌しながら、無通気状態で 33℃で
反応させた。pHは 5Mのアンモニア水溶液で 7.0に制御した。反応開始後 3時間経過
したものについて観察を行った。 
 
b. 蛍光顕微鏡観察 
 3.2.1項、(1) ②を参照。 

 
 
(3) 実験結果 
 
① 嫌気反応条件における形態観察と細胞内染色体 DNAの局在 

図 3.2.2-1. 嫌気反応 BT液体培地、微分干渉法による光学顕微鏡像 
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図 3.2.2-2. 嫌気反応 BT液体培地、DAPI染色による蛍光顕微鏡像 
 

図 3.2.2-3. 微分干渉像と DAPI染色像の重ね合わせ 
 DAPI染色像を擬似カラー（青色）で着色し、微分干渉像と重ね合わせた。 
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(4) 考察 
 
コリネ型細菌が、嫌気反応条件下において主要な代謝経路を保持しながら細胞増殖を停

止する現象について、それぞれの細胞が細胞複製のどのステップで停止しているかを調べ

るために、顕微鏡による形態観察を行った。ジャーファーメンターを用いて、通常の A 液
体培地培養後 BT 液体培地に移し、無通気状態で 3 時間反応後、形態観察と細胞内染色体
DNAの局在を行った（図 3.2.2-1,-2）。ビオチン欠乏培地とは異なり、嫌気反応条件下の微
分干渉像からは特に目立った形態変化はみられなかった。また DAPI 染色像からは、個々
の細胞が細胞複製の特定のステップで止まっているようには観察されなかった。 
ビオチン欠如培地での細胞増殖の抑制が、染色体 DNAの分配に不都合を生じためと推測
されるのに対して、嫌気状態での細胞増殖の抑制は、現状においては、細胞の形態変化か

らその原因を推測するのは困難である。この嫌気反応条件での細胞増殖の抑制状態につい

て、さらなる解析を必要とするが、現時点においては、これら二つのビオチン欠乏条件と、

嫌気反応条件の細胞増殖抑制機構は、別の制御系によるものと推測される。 
 
 
 

3.2.3 嫌気反応条件における細胞増殖抑制モデル 
 

(1) はじめに 
 
 これまで述べたように、RITE微生物研究グループでは、コリネ型細菌 C. glutamimcum 
R株が嫌気条件下で細胞増殖が停止しているにもかかわらず、糖類からのエネルギー生成系
の活性は維持することを見出し、この現象を利用することで、糖類から乳酸、コハク酸等

の有機酸への高効率物質変換を実現する RITE プロセスの構築を行ってきた{乾 将行、湯
川 英明, 2000 #1}。 
この嫌気反応条件下のコリネ型細菌が、どの状態の細胞複製ステップで増殖を停止して

いるのか、その形態的特徴を光学顕微鏡を用いて観察し、DAPI染色を行うことで細胞内の
染色体 DNAの局在を観察したところ、様々な細胞複製のステップにある細胞が観察された。
この結果は、嫌気反応条件での細胞増殖の停止が、特定の細胞複製ステップにおける制御

（例えば、染色体 DNA複製開始時における DnaAイニシエーターによる制御）であるとす
る当初の予想とは異なるものであった。つまり嫌気反応条件の細胞増殖抑制は、細胞複製

時のある特定のステップにおける制御ではなく、一つの細胞が二つの細胞に細胞複製を完

了するまでのほとんどの期間に関与する因子の機能阻害（あるいは制御）を強く示唆する

結果である。 
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コリネ型細菌の嫌気反応条件の細胞増殖抑制について、分子生物学的知見の集積のある

大腸菌の細胞増殖のステップを参照することで、細胞複製のほとんどの期間に進行する重

大な３つのイベント（下記 A～C）に区分した。嫌気反応条件での転写量の変化について、
DNAチップを用いた解析から嫌気反応条件の細胞増殖制御モデルを構築した。 
 

A. 染色体 DNA複製伸張反応における抑制 
B. 染色体 DNAの分配装置における抑制 
C. 細胞壁合成阻害による抑制 

 
 
(2) コリネ型細菌の染色体 DNA複製および分配に関与する因子 
 
 分子生物学的知見の集積がある大腸菌について、一つの細胞から二つの細胞に細胞複製

が完了するまで、どのような因子がどのような順序で関与するのか、図 3.2.3-1 に示した
{Donachie, 2001 #12}。 

 

図 3.2.3-1. 大腸菌の染色体 DNA複製および分配に関する因子{Donachie, 2001 #12} 
赤文字の因子はコリネ型細菌にも相同因子が存在する。 

 
 図 3.2.3-1 a) 染色体 DNA複製に関与する因子、b) DNA分配に関与する因子を挙げ、そ
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れらの大部分についてコリネ型細菌においても相同蛋白質の存在が確認されている。 
ここで示した大腸菌のモデル{Donachie, 2001 #12}では、低温度下で生育させることで一

世代あたり必要とする時間を約 80分間とし、一回の細胞分裂において DNA複製が一回の
み起きるよう条件を設定している。分裂を終えた細胞は、生存可能な細胞長の 2 倍を超え
るまで生育すると染色体DNAの複製を開始する。この染色体DNA複製は、染色体上の oriC
と呼ばれる特定の DNA配列に DnaAイニシエーター蛋白質が結合することから始まる。染
色体 DNA複製反応は、主に DNAポリメラーゼⅢの働きによって新生鎖の合成が行われる
{Kelman, 1995 #15}。このイベントには図中 a)の因子が関与する。 
新たに複製された染色体 DNA領域は、染色体全体の複製が完了する前に、細胞の両極方
向へ移動を開始し、細胞の中央部分には FtsZが重合した Zリングを中心にセプタム形成に
関与する因子が複合体を形成する。このイベントには図中 b) の因子が関与する。 
これら染色体DNA複製の特にDNA鎖伸張反応と、複製した染色体DNAの分配反応は、
どちらも染色体 DNA複製の開始直後から、細胞分裂が完全に終了するまで行われるイベン
トである。コリネ型細菌の嫌気条件下における細胞増殖制御が、これらの因子の機能阻害

であるとするならば、嫌気反応条件下の細胞が様々な細胞複製のステップで増殖を停止し

ている現象を説明できる。 
 
① DNAポリメラーゼⅢホロ酵素 
 
 染色体 DNA複製を担う DNAポリメラーゼⅢは、図 3.2.3-2 に示すように多数のサブユ
ニット蛋白質で構成されている{川崎 泰生、杉野 明雄, 2002 #13}。 

 

図 3.2.3-2. 大腸菌 DNAポリメラーゼⅢホロ酵素{川崎 泰生、杉野 明雄, 2002 #13} 
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 大腸菌 DNA ポリメラーゼⅢホロ酵素は、ポリメラーゼの触媒部位である PolⅢ*（スタ
ー）とスライディングクランプであるβ-サブユニットに分けられる{川崎 泰生、杉野 明
雄, 2002 #13}。大腸菌体内の DNAポリメラーゼ活性は、スライディングクランプとクラン
プローダー（γ-complex）によって制御されている（図 3.2.3-3）。これらの働きは DNAポ
リメラーゼを鋳型 DNAと安定に結合させることにより、長い DNA鎖を合成させることで
ある。これらの長い DNA鎖を合成させる働きをプロセッシビティーと呼ぶ。特に複製フォ
ークが進行する過程で、クランプとクランプローダーは必須の因子である{釣本 敏樹, 
2002 #14}。 
 

 
 

図 3.2.3-3. DNAポリメラーゼのクランプとクランプローダー 
 
 
 ここで示したクランプ、クランプローダーは大腸菌のみならず、コリネ型細菌や広い生

物種おいて、その存在が知られている。 
 RITE微生物研究グループでは、コリネ型細菌の嫌気反応条件における mRNA量につい
て、DNAチップを用いた解析を行っている。その解析結果として、嫌気反応条件下で DNA
ポリメラーゼⅢのスライディングクランプの転写量が低下していることが明らかとなった。

さらに複製フォークの解離に必須である DNAヘリカーゼ、解離した一本鎖 DNAに結合す
る Ssbについても転写量の低下が認められた。 
 これらの結果を元に、コリネ型細菌の嫌気反応条件における細胞増殖抑制モデルを提示

した。 
 
 モデルⅠ：DNAポリメラーゼⅢのサブユニット解離による 
   DNA複製伸張反応の抑制 
 
 大腸菌には、SOS 応答という DNA 損傷チェックポイントが存在する{Katayama, 2001 
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#8}。損傷を受けた DNA鎖上で DNAポリメラーゼⅢはサブユニットが解離し、DNA複製
を停止する{Pham, 2001 #7}。DNA損傷によって RecA蛋白質が活性化され、一連の SOS
遺伝子群が発現する{Fernandez De Henestrosa, 2000 #4}。この中の SulA蛋白質は、細胞
分裂に必須の因子である FtsZ蛋白質に直接結合し、細胞分裂を阻害することが知られてい
る{Nogales, 1998 #6}。 
コリネ型細菌において SOS応答の存在は知られていないが、嫌気反応条件下の細胞複製
の停止が、大腸菌で見られる SOS 応答と似かよった、DNA ポリメラーゼⅢサブユニット
の解離によって制御されている可能性が考えられる。 
 
 
② DCW（Division and Cell Wall）クラスター 
 
バクテリアの特にグラム陽性菌において、バクテリアゲノム上の特定の部位に、細胞分

裂と細胞壁の合成酵素をコードする遺伝子群がクラスターを形成することが明らかになっ

てきた。このクラスターは、DCW（Division and Cell Wall）クラスターと呼ばれており、
広くバクテリアの種間で保存している（図 3.2.3-4）{Massidda, 1998 #5}。ここでは大腸菌、
枯草菌等のグラム陽性菌、およびコリネ型細菌の DCWクラスターの遺伝子群を示した。 
細胞が増殖する上で細胞壁の合成は必須であり、常に行われている。ペプチドグリカン

の合成酵素として知られる PBP（ペニシリン結合蛋白質）は膜蛋白質であり、グラム陽性
菌に広く用いられる抗生物質であるペニシリンは、大腸菌細胞膜の PBP3 と結合すること
でグラム陽性菌のペプチドグリカンの合成を阻害し、増殖を止め、溶菌させる。DNA複製
後の染色体 DNAの分配に関与する蛋白質の多くが複合体として機能し、その一部は膜蛋白
質であることが知られている。大腸菌 PBP3は細胞分裂に機能する FtsI蛋白質と同一であ
ることが明らかとなっている{Weiss, 1999 #10}。バクテリアのアクチン分子としての機能
が指摘されている FtsZ蛋白質は、細胞分裂に必須の因子で、他の多くの染色体 DNA分配
に関与する因子と複合体を形成することが明らかとなっている{Errington, 2003 #9}。細胞
分裂時にセプタムを形成する FtsZ蛋白質が重合した Zリング、その Zリングの形成をモニ
ターする因子等多くの因子が相互作用することで、細胞分裂のイベントが完了する。 
コリネ型細菌 C. glutamicum R株において、嫌気反応条件で DCWクラスターに存在す
る遺伝群の多数で発現低下が見られた。細胞壁の合成制御を伴った細胞分裂装置の機能制

御による細胞複製の制御をもう一つのモデルとして提示した。 
 
 

モデルⅡ：細胞壁合成阻害を伴った分裂装置の機能阻害 
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図 3.2.3-4. DCWクラスター{Massidda, 1998 #5} 

Escherichia coli (Ec), Bacullus subtilis (Bs), Staphylococcus aureus (Sa), 
Enterococcus faecalis (Ef), Enterococcus hirae (Eh), Streptococcus pyogenes (Spy), 

and Streptococcus pneumoniae (Spn) 
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３．３ コリネ型細菌の細胞増殖に関する遺伝子の解析 
 

3.3.1 温度感受性変異（ts）株の単離 
 
(1) はじめに 
 
コリネ型細菌で実現している、主要代謝系の活性を保持しつつ細胞複製が抑制されてい

る状態を明らかにしていく有力な方法の一つとして、細胞複製に異常のある変異株の解析

がある。コリネ型細菌の細胞複製の制御機構を明らかにするために、低温度（30℃）で正
常に生育し、高温度（38℃）で生育できなくなる温度感受性変異（ts）株の単離を行った。
ここで単離される ts株は、菌体の生育に必須な遺伝子に変異を起こすことによって ts性が
出ている可能性が高い。これらの多種多様な ts 株を単離・解析することで、細胞複製の制
御機構について明らかにすることができ、コリネ型細菌以外のバクテリアについても適用

が可能となる。 
 
 

(2) 実験材料と実験方法 
 
①実験材料 
温度感受性変異(ts)株を得るための DNA 変異原として、シグマ社のエチルメタンスルフ
ォン酸（EMS：Ethyl methanesulfonate）を用いた。 

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

cells/ml）の細胞、100μl（9 x 108  cells）を分取し、PBS溶液を用いて洗菌後、0.12% EMS, 
BT液体培地 1mlに懸濁し、33℃で 60分間変異原処理をおこなった。遠心分離で菌体を回
収、PBS溶液で洗菌後、PBS溶液で 1/50,000倍に希釈し、100μl（1,700 cells）を BTプ
レート上にまき、30℃2日間静置培養後、出現したコロニー数をカウントした。 

BTプレートに生じたコロニーを、プレートレプリカ法によって 2枚の BTプレートにス
タンプし、それぞれ 30℃と 38℃で静置培養を行った。一日後、30℃のプレート上で生育し、
38℃のプレート上で生育が悪いものを選択した。 
 得られた ts 候補株について、BT 液体培地を用いて培養後 PBS 溶液で希釈列を作製し、
BTプレート上にそれぞれスポットしたものを 30℃、および 38℃で静置培養した。 
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(3) 実験結果 
 
① EMS変異原処理と ts株のスクリーニング 
 

EMS未処理のものでは、プレートあたり平均 1,007個のコロニーがカウントされた（回
収率 59%）のに対して、EMS処理を行ったものでは平均 180.7個で、生存率は 18%であっ
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.1-1. ts株のスクリーニング 
変異株#52, #64, #76は野生株と比べて 38℃において生育が悪いことから 
ts株であると同定した。 

 
 
 
(4) 考察 

 
生育に必須である遺伝子の破壊株は、その遺伝子の機能が生育に必須であるがゆえに単

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

なわず ts性を示すものはこれまでに数多く報告されている。これらの ts株を解析すること
で、当該必須遺伝子の機能を明らかにすることができるとともに、その遺伝子が関与して

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

野生株（WT） 

変異株 #52 

#64 

#76 

1 10-1 10-2 10-3 

30℃ 

1 10-1 10-2 10-3 

38℃ 
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は、未知の制御経路を明らかにするうえで重要なアプローチである。 
コリネ型細菌 C. glutamicum R株を DNA変異原である EMSで処理することにより、

30℃で生育し 38℃で生育できない ts 株を単離した。この方法を用いた ts 候補株の詳細な
スクリーニングにより、さらに効率よく ts 株を単離できるものと考えられる。コリネ型細
菌では、形態の変化から変異株を同定するのは困難であり、この方法を繰り返し用いるこ

とで 100～200 程度の ts 変異株を単離できる目処がたったことは有意義である。これらの
ts 株では、生育に必須な遺伝子に変異をもつ可能性が高く、100～200 程度の ts 株を集め
ることで、コリネ型細菌の ts株バンクとしての利用が可能となる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.3.2 細胞複製に関与する遺伝子の抽出 

 
(1) コリネ型細菌 C. glutamicum ATCC13032株の細胞増殖に関与する遺伝子の抽出 
  

RITE微生物研究グループでは、コリネ型細菌 C. glutamicum R株のゲノム DNA配列分
析をすでに完了しており、ORF（open reading frame）2,990個を同定している。各遺伝子
のコードする蛋白質の機能について、米国 NCBI（National Center for Biotechnology 
Information）に登録されている Corynebacterium glutamicum ATCC13032株のデータを
参照し、アノテーションを終了している。コリネ型細菌 C. glutamicum R株の細胞複製に
関与する遺伝子の抽出を行う目的で、先ずコリネ型細菌 C. glutamicum ATCC13032株の
細胞増殖に関与する遺伝子の抽出を行った。 

NCBIのバクテリアゲノムデータベースでは、遺伝子配列から推定される蛋白質の機能に
ついて、25のカテゴリーに分類している（COGｓ）。C. glutamicum  ATCC 13032株の
COGs を表 3.3.2-1. に示した。細胞増殖、つまり細胞の複製装置として直接的に分裂に関
与するものは、コード D（Cell cycle control, mitosis and meiosis）に分類され、C. 
glutamicum  ATCC 13032株において、18の遺伝子が存在する。個々の遺伝子について、
表 3.3.2-2. に示した。 
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表 3.3.2-1 C.glutamicum ATCC 13032株の蛋白質機能別分類 

Code COGs Description 

 J 133  Translation 

 A 1  RNA processing and modification 

 K 159  Transcription 

 L 112  Replication, recombination and repair 

 B 0  Chromatin structure and dynamics 

 D 18  Cell cycle control, mitosis and meiosis 

 Y 0  Nuclear structure 

 V 39  Defense mechanisms 

 T 54  Signal transduction mechanisms 

 M 81  Cell wall/membrane biogenesis 

 N 2  Cell motility 

 Z 0  Cytoskeleton 

 W 0  Extracellular structures 

 U 16  Intracellular trafficking and secretion 

 O 78  Posttranslational modification, protein turnover, chaperones 

 C 109  Energy production and conversion 

 G 155  Carbohydrate transport and metabolism 

 E 184  Amino acid transport and metabolism 

 F 66  Nucleotide transport and metabolism 

 H 97  Coenzyme transport and metabolism 

 I 62  Lipid transport and metabolism 

 P 150  Inorganic ion transport and metabolism 

 Q 45  Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism 

 R 225  General function prediction only 

 S 169  Function unknown 

 - 1038  not in COGs  
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表 3.3.2-2 C. glutamicum ATCC 13032株 

Cell cycle control, mitosis and meiosis genes （Code: D） 

Location strand Length PID Gene Synonym Code COG Product 

45344..46669  - 441 19551294 - NCgl0043 D COG0772 
bacterial cell 
division 
membrane protein 

363824..365260  + 478 19551593 - NCgl0337 D COG0489 

putative ATPase 
involved in 
chromosome 
partitioning  

589251..592865  + 1204 19551811 - NCgl0552 D COG1674 

DNA segregation 
ATPase 
FtsK/SpoIIIE 
family protein  

725869..726462  - 197 19551935 - NCgl0675 D COG0424 
nucleotide-binding 
protein  

844495..845184  + 229 19552029 - NCgl0768 D COG2884 
cell-division 
ATP-binding 
protein  

845198..846100  + 300 19552030 - NCgl0769 D COG2177 
cell division 
protein  

1036316..1036858 + 180 19552200 - NCgl0936 D COG2919 
hypothetical 
protein  

1167584..1168708 - 374 19552349 - NCgl1078 D COG0489 ATPase  

1498776..1499648 + 290 19552637 - NCgl1366 D COG1192 
ATPase involved 
in chromosome 
partitioning  

2073291..2076170 - 959 19553172 - NCgl1893 D COG1674 
DNA translocase 
spoIIIE-like 
protein  

2179625..2183092 - 1155 19553265 - NCgl1986 D COG1196 
chromosome 
segregation 
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ATPase  

2190537..2191328 - 263 19553274 - NCgl1996 D COG3599 
hypothetical 
protein  

2274765..2275862 - 365 19553350 - NCgl2070 D COG3599 
cell division 
initiation protein 

2278888..2280216 - 442 19553355 - NCgl2075 D COG0206 
cell division 
GTPase  

2283780..2285432 - 550 19553359 - NCgl2079 D COG0772 
bacterial cell 
division 
membrane protein 

2690438..2690764 + 108 19553741 - NCgl2455 D COG0239 
hypothetical 
membrane protein 

2870497..2871441 - 314 19553892 - NCgl2605 D COG0037 
predicted ATPase 
of the PP-loop 
superfamily  

3304833..3305756 - 307 19554285 - NCgl2989 D COG1192 
putative cell 
division protein 
ParA  

 
 
 
(2) コリネ型細菌 C. glutamicum R株の細胞増殖に関与する遺伝子の抽出 
 
上記のように、C. glutamicum ATCC13032 株から、細胞複製に機能が予想される遺伝子

１８種を抽出した。これら１８遺伝子の各 DNA 配列と C. glutamicum R 株のゲノムデータ
ベース解析を行い、C. glutamicum R 株の相同蛋白質を検索した。 

 
① 検索方法 
BLASTによる相同性蛋白質の検索： 

C. glutamicum ATCC13032株のアミノ酸配列を入力し、C. glutamicum R 株の相同蛋
白質を検索した。 
Database: CglRORFv11_protein  
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② 検索結果 
C. glutamicum ATCC13032 株の細胞複製に機能が予想される１８遺伝子について C. 

glutamicum R 株の相同性蛋白質を検索したところ、１７種の遺伝子がコードする蛋白質
全長間 96～ 100%の同一性を得、相同遺伝子として抽出した。NCgl0337 遺伝子
(ATCC13032 株)については、最も相同性の高い遺伝子が部分配列の相同性で 22％に過ぎ
ないことから、相同蛋白質は同定しなかった。以上データベース解析により、C. 
glutamicum R 株の細胞複製に機能が予想される１７遺伝子の抽出を終えた。 
 
 
 
3.3.3 細胞複製に関与する遺伝子のクローニングと遺伝子破壊株の作成 

 
(1) コリネ型細菌 C. glutamicum R株の細胞複製に関与する遺伝子のクローニング 
 

3.2.2 (2)で抽出した C. glutamicum R 株の細胞複製に機能が予想される１７遺伝子につい
て、ゲノム DNA 配列情報を基にプライマーを合成し、PCR 反応を行った。得られた DNA
断片を大腸菌用ベクターに組み込んだ。 
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図 3.3.3-1. クローニング及び遺伝子破壊用ベクターの構築 

 
 
 
 

 
図 3.3.3-2. pCRA601 マルチクローニングサイト挿入配列 
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3.2.2 (2)で抽出した C. glutamicum R 株の細胞複製に機能が予想される１７遺伝子につい

て、pCRA601 ベクターへクローニングを行い、細胞複製に機能が予想される遺伝子群を集
めた機能別ライブラリーとした。 

 
 

(2) コリネ型細菌 C. glutamicum R株の細胞複製に関与する遺伝子の破壊株の作成 
  
コリネ型細菌 C. glutamicum R株の細胞複製に関与が予想される遺伝子群について、個々

の遺伝子の破壊株を作成し、各遺伝子の機能を推定する。3.2.3項で示した細胞増殖抑制モデ
ル（モデルⅠ、およびモデルⅡ）を検証するために、モデルを構成する因子の遺伝子をター

ゲットとして破壊株の作成を行う。 
遺伝子破壊の方法については、図 3.3.3-1.に示したように、破壊する遺伝子の中央部にカ

ナマイシン耐性遺伝子を導入し、その両端の相同 DNA 領域と染色体 DNA の 2 回組換え体
の選択を行う。 

 
 

(3) 考察 
 

3.3.1項で述べたように、コリネ型細菌 C. glutamicum R株の温度感受性（ts）株を単離
し、3.3.2項で述べたように、細胞複製に関与が予想される機能別ライブラリーの構築を行っ
た。今後このライブラリーのベクターに、コリネ型細菌の複製開始起点（ori）を持たせるこ
とで、多数の ts 変異株を集めた ts 株バンクにベクターを導入し、温度感受性を抑圧する遺
伝子のスクリーニングが可能となる。これはランダムに変異を与えて温度感受性を示す変異

株の中から、細胞複製に機能を絞り込んだ変異株のスクリーニングが行えるという面で画期

的である。さらに、特定の遺伝子の破壊株を作成することで目的遺伝子産物の機能について、

より詳細に解析することが出来る。 
3.2.3項で示した細胞増殖抑制モデル（モデルⅠ、およびモデルⅡ）を検証するために、遺

伝子破壊株の作成を開始した。大腸菌の知見によると、この細胞増殖抑制モデルの構成因子

は成育に必須であるものが多く、それらの遺伝子破壊株については、単離されない可能性が

ある。3.3.2 項で述べたクローニングした遺伝子を別途導入する等、機能別遺伝子ライブラリ
ーや ts株バンクを組合わせて用いることで、ターゲット因子の機能を解析し、モデルの検証
を行う。 
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第4章 結言 
 
４．１ 研究成果まとめ 
 

(1) 生物的糖化 

 

木質系バイオマスの主成分はセルロース、ヘミセルロース、およびリグニンであり、こ

れらをまとめてリグノセルロースと呼ぶ。本プログラム研究では、リグノセルロースを出

発物質とした微生物機能による糖化技術の開発を最終目標に設定し、生物的糖化技術の糖

化能力・糖化効率を大幅に高めるべく、マイルドな化学的前処理法と組み合わせた糖化プ

ロセスの構築を念頭に基盤研究を行った。 

木質系バイオマス（リグノセルロース）の生物的糖化において、課題解決のポイントと

なるのがリグニン成分の分解である。リグニンを生物的に分解できるものとして、白色腐

朽菌による分解技術が挙げられるが、産業的に有用な技術に至っていない。リグノセルロ

ース分解については調査研究報告を行い、米国におけるエタノール生産開発における前処

理技術のリグノセルロース分解について報告した。 

セルロース類の糖化能力開発については、ヘミセルロースの分解に焦点を絞って、糸状

菌のヘミセルロース分解酵素をクローニングするとともに、分解酵素の高発現株の育種に

ついて基盤技術開発を行った。 

 

[セルロース類分解酵素の高発現系構築] 

① Aspergillus aculeatusのβ-マンノシダーゼ遺伝子 (manB) の A. oryzaeを宿主とし

た高発現 

A. aculeatusのmanB遺伝子を強力な改良プロモータである P-No.8142の下流に連結

し A. oryzae niaD300株にプロトプラスト-PEG法により導入した。得られた形質転換体

をグルコースを炭素源とする液体培地で培養した結果、培養 9日目に培養上清のマンノシ

ダーゼ活性は最高に達し、その値は 662 units/lであった。これは、生産された酵素の比

活性が A. aculeatusから精製されたものと同じであると仮定した場合、約 270 mg/lの生

産量であり、A. aculeatusの約 60倍の生産性であった。 

② Aspergillus niger van Thiegem KF-267 のβ-ガラクタナーゼ遺伝子 (galB) の A. 

oryzaeを宿主とした高発現 

A. niger van Thiegem KF-267 の galB 遺伝子を強力な改良プロモータである

P-No.8142の下流に連結し A. oryzae niaD300株にプロトプラスト-PEG法により導入し
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た。得られた形質転換体をグルコースおよび小麦フスマを炭素源とする液体培地で培養し

た結果、それぞれ 84 時間、72 時間で活性が最大に達し、オーセンティックな GALB の

比活性値から培養上清 1 l当たりそれぞれ 173 mg、238 mgであった。グルコースを炭素

源とした培養上清から組換え GALBを電気泳動的に均一に精製した。 

③ A. aculeatusの宿主ベクター系の開発 

 抗真菌抗生物質である aureobasidin (AbA) および pyrithiamine (PT) 耐性をマーカと

して市販のプラスミドを用いた形質転換が可能かどうか試したところ、染色体組み込み型

ベクターで 0.1 cfu/µg DNA、自律複製型プラスミドで 50 cfu/µg DNAの効率で形質転換

できることが分かった。さらに、宿主として紫外線照射による変異処理でウリジン要求性

変異株を分離し、その中から A. nidulans 由来の pyrG 遺伝子 (orotidin-5’-phosphate 

decarboxylase) で相補できる株を選択した。これを宿主として A. nidulans pyrG遺伝子

による形質転換では、染色体組み込み型ベクターで 0.1 cfu/µg DNA、自律複製型プラス

ミドで 50 cfu/µg DNAの効率で形質転換できることが分かった。この効率は利用するに

充分であると考えられる。 

④ A. aculeatusのβ-キシロシダーゼ遺伝子のクローニング 
これまでにクローン化されている Aspergillus 属のβ-キシロシダーゼの間で高度に保

存されたアミノ酸配列を基にプライマーをデザインし、A. aculeatusの染色体 DNAを鋳
型として PCRを行った結果、全く異なる２種類の断片がクローン化された。両断片とも
塩基配列から予想されるアミノ酸配列は既存の Aspergillus 属のβ-キシロシダーゼと有
意な相同性を示すことから、両断片とも目的遺伝子の一部であると考えられた。両遺伝子

のクローン化を目指して、共通のライブラリーを構築した。 

 

 

(2) 高効率バイオプロセス 

 

コリネ型細菌 C. glutamicum R株は、嫌気反応条件下において細胞増殖が停止するにも

かかわらず、糖類からのエネルギー生成系の活性は維持する。この細胞複製が抑制された

条件では、細胞複製を行う機能タンパク質群に対してどのような制御を行うことで複製を

停止させるのか、また、その複製制御が起きるステップは染色体 DNA複製時の制御なのか、

細胞分裂装置の関与する細胞分裂時の制御なのか、これらの課題を明らかにするために二

つの異なるアプローチを行った。 

① 細胞複製が抑制されている条件（嫌気状態）の解析 

② 細胞複製に関与する遺伝子の解析 
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①のアプローチとして、顕微鏡による細胞形態と染色体 DNAの局在を観察した。嫌気反

応条件下で細胞複製が抑制されている個々の細胞について、細胞複製のどのステップにあ

るのか調べたところ、嫌気反応条件下の細胞では、目立った細胞形態の変化は認められな

かった。細胞内の染色体 DNAの局在観察においても、特定の細胞複製のステップで停止し

ているようには観察されなかった。 
この結果は、嫌気反応条件での細胞増殖の停止が、特定の細胞複製ステップにおける制

御（例えば、染色体 DNA複製開始時における DnaAイニシエーターによる制御）であると
する当初の予想とは異なるものであった。嫌気反応条件下の細胞複製の抑制機構が、特定

の細胞複製のステップに起こるイベントの制御ではない可能性を示唆する結果である。こ

の現象を理解する最も合理的な説は、嫌気反応条件下の細胞複製の抑制制御が、細胞複製

のほとんどのステップで関与する因子の機能阻害（あるいは調節）である。 
RITE 微生物研究グループでは、コリネ型細菌の嫌気反応条件下の転写調節について、

DNA チップを用いて全遺伝子の mRNA の増減を解析している。その解析結果として、嫌
気反応条件下では DNA ポリメラーゼⅢの生体内機能に必須であるスライディングクラン
プの転写量が低下していることが明らかとなった。さらに複製フォークの解離に必須であ

る DNAヘリカーゼ、解離した一本鎖 DNAに結合する Ssbについても転写量の低下が認め
られた。これらの結果を元に、コリネ型細菌の嫌気反応条件における細胞増殖抑制モデル

を提示した。 
  モデルⅠ：DNAポリメラーゼⅢのサブユニット解離による DNA複製伸張反応の抑制 
  
細胞分裂に関する遺伝子群と細胞壁の合成酵素をコードする遺伝子群がゲノム上にクラ

スターを形成し、（DCW クラスター）バクテリア間で広く保存されている。細胞が増殖す

る上で、細胞壁の合成は常に行われている。DNA複製後の染色体 DNAの分配に関与する
蛋白質の多くが複合体を形成し、その複合体の一部は膜蛋白質であることから、細胞壁の

合成と染色体 DNAの分配は密接な関係にあることが知られている。 
コリネ型細菌の嫌気反応条件下 DNAチップ解析の結果として、DCWクラスター中に存

在する多くの遺伝子で転写量の低下が認められた。これらの結果を元に、もう一つのコリ

ネ型細菌の嫌気反応条件における細胞増殖抑制モデルを提示した。 
 モデルⅡ：細胞壁合成阻害を伴った分裂装置の機能阻害 

 

 ②のアプローチとして、コリネ型細菌の温度感受性変異（ts）株の単離を行った。細胞複

製に関与する遺伝子は、必須遺伝子である可能性が高く、遺伝子に変異を受けた場合、低

温度下でのみ生育できる ts株として単離できる可能性がある。ts株の解析は、温度変化に

よって当該遺伝子の機能をコントロールできることから、遺伝子破壊法では解析できない
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必須遺伝子の制御機構を解析することが可能である。コリネ型細菌を変異原処理し、30℃

で生育でき 38℃で生育できない、希釈法を用いた ts株のスクリーニング方法により、多数

の ts変異株を単離した。 
RITE微生物研究グループでは、コリネ型細菌 C. glutamicum R株のゲノム DNA配列分
析をすでに完了しており、ORF（open reading frame）2,990 個を同定している。NCBI
のデータベース解析を行うことで、C. glutamicum R株の細胞複製に機能が予想される１
７遺伝子を抽出した。これらの１７種の遺伝子についてクローニングを行い、細胞複製に

機能が予想される遺伝子群を集めた機能別ライブラリーの構築を行った。このライブラリ

ーを ts 変異株に導入し、温度感受性から復帰する株を選択することで、細胞複製に機能す
る遺伝子の ts変異株をスクリーニングすることが可能となる。 
コリネ型細菌 C. glutamicum R 株の細胞複製に関与が予想される遺伝子群について、
個々の遺伝子について破壊株の作成を開始した。上で述べた嫌気反応条件における細胞増

殖抑制モデルを検証するために、モデルⅠ、モデルⅡを構成する遺伝子について破壊株の

作成を開始した。 

 

 

 

４．２ 今後の課題 

 

 生物的糖化技術、高効率バイオプロセス技術について、以下に今後の課題を挙げる。 

 

(1) 生物的糖化 

 

 リグノセルロースの成分利用において、難分解性物質であるリグニンをいかに取り除く

かが重要課題として残されている。本プログラム研究では、生物的糖化技術の糖化能力・

糖化効率を大幅に高めるべく、マイルドな化学的前処理法と組み合わせた糖化プロセスの

構築を念頭に基盤的研究開発を行った。全工程生物的糖化という究極目標のためには、リ

グニン成分を高効率に分解できる白色腐朽菌のスクリーニングが重要である。 

 様々なヘミセルロース分解酵素を高濃度に産生する菌株の育種を引き続き行い、それら

を組合わせて用いることで、セルロース類に対する分解能が相乗的に高くなる組み合わせ

を検討する。組換え株を用いた安価な糖化プロセスの構築を目指す。 
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(2) 高効率バイオプロセス 

 

コリネ型細菌の嫌気反応条件における細胞増殖抑制について、DNAポリメラーゼⅢのサ

ブユニット解離による DNA複製伸張反応の抑制（モデルⅠ）と、細胞壁合成阻害を伴った

分裂装置の機能阻害（モデルⅡ）とを可能性として示した。それぞれのモデルについて、

遺伝子破壊法、あるいはモデルを構成する因子の温度感受性変異株を単離し、解析するこ

とでモデルの検証を行う。 

この細胞増殖抑制機構を明らかにすることで、コリネ型細菌にとらわれず、目的とする

化学品の産生に適するバクテリアで染色体 DNAレベルでの改変を行い、細胞増殖の制御を

可能とし、糖類からの高効率物質変換を実現する。 
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