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

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

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

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

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

立を目指す。 
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財団法人 地球環境産業技術研究機構 



(1) 

まえがき 

 

本報告書は、財団法人地球環境産業技術研究機構が実施した、平成１５年度「プログラム

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

定能の評価と利用技術の開発」の成果および平成１５年度が研究の最終年度であるので、平

成１３年度、平成１４年度分集約してとりまとめたものである。 

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

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

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

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

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

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

れ、研究開発が進められつつある。しかしながら、光合成に依存する二酸化炭素固定技術は

光照射面積という問題があり、大規模二酸化炭素発生源（火力発電所、化学プラント等）に

適用した場合、太陽光を効率よく照射する方法が課題となっている。一方、生物の中には光

合成によらない経路によって二酸化炭素の固定を行う化学独立栄養微生物の存在も知られ

ており、最近、還元的ＴＣＡ回路など、非カルビン型二酸化炭素固定経路が同定されている。

またThermococcus kodakaraensis KOD1をはじめとした超好熱始原菌内にも高い比活性を

持つRubiscoが存在することが明らかとなってきている。 

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

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

（生分解性高分子原材料等）を生成する点でも期待される。非光合成微生物による二酸化炭

素固定では、光に依存しない二酸化炭素固定プロセスの構築が可能であり、大規模二酸化炭

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

ては、一部の微生物（メタン菌）を除いては殆ど検討が行われていない。 

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

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

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

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

立するものである。 

 



(2) 

1. 研究実施場所 

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

〒619-0292 京都府相楽郡木津町木津川台九丁目2番地 

TEL：0774-75-2302、FAX：0774-75-2314 

 

財団法人地球環境産業技術研究機構プログラム研究推進室つくば分室 

（最寄り駅：ＪＲ常磐線牛久駅） 

〒305-0856 茨城県つくば市観音台1 丁目25 番地12 号 

（株式会社日本触媒基盤技術研究所筑波地区研究所内設置） 

TEL：0298-38-2565 FAX：0298-38-2566 

 

〔委託〕 

京都大学（国立） （最寄り駅：阪急電車 桂駅） 

〒606-8501 京都府京都市西京区京都大学桂 

TEL：075-383-2777 FAX：075-383-2779 

 

２．研究実施期間 

（１）実施期間 

平成１５年４月１日から平成１６ 年３ 月３１日まで 

（２）実施計画日程 

 

平成 15 年 平成 16 年            年 月 

 実施項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

  

①CO2 固定能を有する新規非光合成微

生物の探索 

   

②CO2 固定能を有する非光合成微生物

の固定機構の解明 

  

③研究推進委員会の開催 

 

④報告書作成 
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(3) 

３．研究体制 

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

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

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

に委託する。 

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

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

計画の立案・全体の取りまとめを行う。 

（１）研究組織及び管理体制 

イ．研究組織（全体） 

プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術 

非光合成菌による二酸化炭素固定能の評価と利用技術の開発 

研究推進委員会 

研究全般にわたる方針決定                    

財団法人地球環境産業技術研究機構        京都大学（国立） 

 

ロ．研究組織及び管理体制 

１）財団法人地球環境産業技術研究機構京都本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託 



 

(4) 

 

２）財団法人 地球環境産業技術研究機構 微生物研究グループつくば分室 

 

（株式会社 日本触媒 基盤技術研究所 つくば地区研究所内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委託先） 

京都大学（国立） 
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（２）研究者氏名及び人員（役職、研究項目担当別） 

 

氏名 所属 所属・役職 研究項目 

湯川 英明 地球環境産業技術研究所
微生物研究グループリーダ

ー 
統括管理 

松尾 清一 地球環境産業技術研究所 研究企画グループリーダー 進捗管理(H15/4-9) 

岡村 繁寛 地球環境産業技術研究所 研究企画グループリーダー 進捗管理(H15/9～) 

吉田 博 地球環境産業技術研究所

研究企画グループ   

プログラム研究チームリー

ダー 

研究調整 

渡辺 和光 地球環境産業技術研究所
研究企画グループ   

プログラム研究チーム主幹 
進捗管理・研究調整補助

矢口 時也 地球環境産業技術研究所
研究企画グループ   

プログラム研究チーム主幹 
進捗管理・研究調整補助

射場 毅 地球環境産業技術研究所
微生物研究グループ  

主任研究員 

事業のまとめ   

報告書の作成 

乾 将行 地球環境産業技術研究所
微生物研究グループ  

主任研究員 

研究項目    

① ② 

トーマス・ガル

ベ 
地球環境産業技術研究所

微生物研究グループ  

主任研究員 

研究項目    

①      

横山 益三 地球環境産業技術研究所
微生物研究グループ  

主任研究員 

研究項目    

①      

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

①      

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

①      

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

①      

 

 



 

(6) 

氏名 所属 所属・役職 研究項目 

向山 正治 地球環境産業技術研究所

RITE つくば分室長   

(株)日本触媒 基盤技術研究

所      主任研究員 

  研究管理・研究調

整     報告書作

成     

研究項目  ① 

安田 信三 地球環境産業技術研究所

RITE つくば分室主任研究員 

(株)日本触媒 基盤技術研究

所 研究員 

研究項目    

①     

 

（委託先） 

京都大学 （国立） 

氏名 所属 所属・役職 研究項目 

今中 忠行 京都大学 工学研究科 合成・生物化学 教授 
研究項目    

②     

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

②     

江崎 聡 京都大学 工学研究科 合成・生物化学 助手 
研究項目    

②    

福井 俊昭 京都大学 工学研究科 合成・生物化学 助手 
研究項目    

②     

金尾 忠芳 京都大学 工学研究科 研究生（ＮＥＤＯフェロー） 
研究項目    

②     

 

（３）他からの指導・協力者名及び指導・協力事項 

 

プログラム方式二酸化炭素固定・有効利用技術開発・非光合成菌による二酸化炭素固定能の

評価と利用技術の開発「研究推進委員会委員」 

氏名 所属・役職 

五十嵐 泰夫 東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻 教授 

今中 忠行 京都大学 工学研究科 合成・生物化学専攻 教授 

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

 

プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 

（基盤技術研究）非光合成菌による二酸化炭素固定能の評価と利用技術の開発 

 

 

１．目的 

 

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

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

質生産システム構築に必要な基礎技術の確率を目指す。 

 

 

２．実施内容 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

（１）ＣＯ2 固定能を有する新規非光合成微生物の探索 

（２）ＣＯ2 固定能を有する非光合成微生物の固定機構の解明と評価 

 

 

３．平成１５年度成果 

 

（１）   始原菌とメタン菌の共生による恒温高速メタン発酵の可能性の検討 

微生物を利用した二酸化炭素の固定には還元力などのエネルギー源が必要であり、このエネ

ルギーをどのようにして供給するかが一番大きな問題である。     
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二酸化炭素の固定効率の評価から、メタン発酵はエネルギー効率も高く、産業利用の観点か

ら大規模に実施可能と判断された。 

（ａ）メタン生成 

メタン菌は、二酸化炭素の酸素を使って水素を酸化するという、エネルギー代謝的な

二酸化炭素固定反応を行ってメタンを生成する。 

 このメタン生成には水素が還元力として必要であるが、超好熱始原菌による有機物からの

水素発生を利用した、高温条件下での高速メタン生成システムが構築可能であるか検討した。 

また、地球内部ガスに含まれる水素をエネルギー源としたメタン生成の検証として、自然界

で起こっている地球内部エネルギーに依存したメタン生成の実証もあわせて検討した。 

 

   （ｂ） 始原菌用培地を用いたメタン菌の培養 

有機性廃棄物から水素を生成する微生物として、Thermococcus kodakaraensis KOD-1 株

を用い、入手した超好熱メタン菌４株を用いて生育試験を行った。 

その結果、有機成分の多い培地ではメタン菌の生育が見られず、これらのメタン菌を超好熱

始原菌と共存状態で用いて使用することは困難と思われた。 

有機物の存在による生育阻害を除くには、始原菌の培養とメタン菌の培養を分けることによ

って、発生するガスのみを共有して培養する方法が考えられた。 

 

   （ｃ） 高温酢酸資化性メタン菌の分離 

有機性廃棄物からの高温下高速メタン発酵に用いるには、有機性成分が多い条件下でも生

育可能な新たなメタン菌の取得が必要であると思われたため、特に始原菌を用いた有機性廃

棄物からの水素生成の際に副生する酢酸を資化して生育可能な高温メタン菌の取得の検討

を行った。 

その結果、酢酸含有培地において６５℃で生育が見られたものが５０サンプル中、２９サ

ンプルあり、ガスクロマトグラフでの分析によって気相部ガス容積の０．５％以上の濃度でメタン

が生成していたサンプルを５個取得することができた。 

 

（２） Thermococcus kodakaraensis KOD 1 株の Rubisco（炭酸固定鍵酵素）の機能解析と

改変 

超好熱始原菌 T. kodakaraensis KOD1 株には炭酸固定回路の１つである Calvin 回路の鍵

となる炭酸固定酵素 Rubisco が存在しており、炭酸固定能や安定性において極めて優れた性

質を持っている。 この優れた Tk-Rubisco を植物に導入し、その炭酸固定能の向上をはか
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ることができれば、環境・食料・エネルギー問題に大きく貢献することが期待される。 

Tk-Rubisco は超好熱菌由来のため、植物が生育する常温域においては活性が低い。そこ

で、Tk-Rubisco に変異導入を行い、低温域でも高い活性を保持した改変 Tk-Rubisco を取得

するための検討を行った。 

 

   （ａ） Tk-rbc 発現ベクターの構築 

常温域活性型酵素を得るために最も重要になるのは、そのスクリーニング方法である。  

紅色非硫黄細菌 Rhodopseudomonas palustris No.7 株に選択圧無しで安定に保持される大腸

菌とのシャトルベクターを用い、Tk-rbc を導入したプラスミド pM3Rbcwt を得た。このプラ

スミドを Rhodopseudomonas palustris No.7 株に導入し発現を試みたところ、可溶性タンパ

クとして発現していることが確認された。 

 

（ｂ） 超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株由来 type III 新型

Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) の改変と応用  

 

R. palustris の染色体上ある３種類の Rubisco 遺伝子をカナマイシン、テトラサイクリ

ン、ゲンタマイシンの薬剤耐性マーカー遺伝子により全て破壊した R. palustris Triple 

mutantを宿主に用いてpM3Rbcwtに第四の薬剤耐性遺伝子としてゼオシン耐性遺伝子を挿入

した発現プラスミド pM3EZRbcwt を導入した。 

Tk-Rubisco を挿入した pM3EZRbcwt 導入株は、ゼオシンを添加した無機塩培地において独

立栄養生育し、その生育速度が R. palustris Wild type および Rubisco Double mutant よ

りも遅かった。 Tk-Rubisco の活性が R. palustris Triple mutant の生育に反映されたこ

とから、これを指標に常温域活性型変異 Tk-Rubisco をスクリーニングする方法を確立する

ことができた。 

これまで、超好熱菌由来の Rubisco が紅色非硫黄細菌 Rubisco 欠損変異株内でカルビン

回路の鍵酵素として生理的に機能することを報告した例はなく、今回の結果は、本研究の重

要な成果の一つである。 

また、従来 Type I Rubisco では非常に困難であった変異導入による高活性な Rubisco 作

成に対して、極めて有望なスクリーニング方法を確立したと言える。 

今後は error prone PCR によって、積極的な変異導入を行った Tk-rbc を Triple mutant

へ導入し、目的とする変異型 Tk-Rubisco 獲得のためのスクリーニングに活用する。 
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（ｃ）Tk-Rubisco 遺伝子の R. palustris Rubisco Double mutant 染色体 DNA への導入 

 

R. palustris が染色体上に持っている３種類の Rubisco 遺伝子の内、２つを破壊した R. 

palustris Rubisco Double mutant を宿主として利用し、残る１つの Rubisco 遺伝子を

Tk-Rubisco 遺伝子とマーカー遺伝子により破壊すると同時に組み込むことで、コピー数が

１である染色体ＤＮＡに Tk-Rubisco 遺伝子を導入した株を作成することを目的に、ダブル

クロスオーバーで破壊するための破壊カセットの構築を行った。 

染色体に組み込むことで、１コピーで安定に保持されるため、変異した Tk-Rubisco の性

質がそのまま反映されるスクリーニング系にすることができる。 
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Summary 

 

Evaluation of carbon dioxide fixing ability and development of the use technology of 

carbon dioxide fixing ability by the non-photoautotrophic microorganism 

 

1. Objectives of the project 

This project aims at the probability of the basic technology necessary for construction 

of high-efficient carbon dioxide fixation system by non-photoautotrophic 

microorganism and useful compound production system construction from carbon dioxide 

using carbon dioxide fixation gene cluster which the high-efficient 

non-photoautotrophic carbon dioxide fixation microorganism possesses. 

 

2. Content of Enforcement. 

The existence of chemi-autotrophs which fix the carbon dioxide by the route which does 

not base on the photosynthesis in the organism is also known, and non-Calvine types 

carbon dioxide fixation route such as the reductive ticarboxylic acid cycle are 

identified recently.  And, it becomes clear that Rubisco in hyper thermophilic 

archaebacteria such as Thermococcus kodakaraensis KOD1 with the high specific activity 

exists. 

It is sufficiently expected that high-efficient carbon dioxide fixation system and 

carbon dioxide fixation enzyme in these non- photoautotrophic microorganisms exist. 

And, it is also expected that same kinds of usufull product except usual microbial 

compound. 

It was noticed in respect of these, and the examination was started on following items. 

 

A) An investigation of new non-photoautotrophic microorganism with the CO2 fixation 

ability. 

B) Elucidation and evaluation of the CO2 fixation mechanism of non- photoautotrophic 

microorganism with CO2 fixation ability. 
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3. Result in 2003 Fiscal Year  

 

(1)Examination of possibility of the hot high-speed methane fermentation under 

high-temperature by the symbiosis of the Hyper-thermophilic Arhcaebacteria  and the 

methane bacteria 

 

Energy source such as reduction power is necessary for fixation of carbon dioxide by 

microbes.  The biggest problem is how to supply energy or reducing powerby some kind 

of method． 

From appraisal of fixed efficiency of carbon dioxide, energy efficiency of methane 

fermentation was judged high, as execution possibility on a large scale from viewpoint 

of industrial utilization. 

 

(a)  Methane formation 

The methane bacteria oxidizes hydrogen with the oxygen of carbon dioxide. 

The methane is formed by a kind of an energy metabolism with carbon dioxide fixation 

reactions. Hydrogen as a reducing power, it is necessary in methane formation. The 

Hyper thermophilic Archaebacteria generates hydrogen from an organic matter. 

Possibility of the utilization of this hydrogen as the reducing power under high 

temperature condition in high-speed methane formation system was examined. 

For verifying the methane formation which designates the hydrogen which is included 

in the gas inside the earth as energy source, it examined, and also the actual proof 

of the methane formation which depends on the energy inside the earth which has happened 

with the natural environment 

 

(b) Culture of methane bacteria with the medium for hyper thermophilic bacteria. 

We used Thermococcus kodakaraensis KOD-1 as the microbe which form hydrogen from 

organic waste. Growth test of 4 stocks of the hyper thermophilic methane bacteria which 

are procured with the medium for Thermococcus kodakaraensis KOD-1. As a result, in 

the medium where the organic component is rich hyper thermophilic methane bacteria 

could not be proliferated. 

It is thought to be difficult to co-culture Thermococcus kodakaraensis  KOD-1 and 
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hyper thermophilic methane bacteria. 

In order to exclude the growth inhibition by the organic ingredient, it thought to 

be better to use the culture method sharing only the gas which occurs from the culture 

of Thermococcus kodakaraensis KOD-1 and the culture of hyper thermophilic methane 

bacteria. 

 

(c)Separation of hyper thermophilic methane bacteria which utilize acetic acid as a 

carbon resource 

  

In order to examine high-speed methane fermentation from the organic waste under high 

temperature, new methane bacteria which can grow in the medium including organic 

component is necessary. 

When hyper thermophilic Archaea is cultured with the organic waste, hydrogen and 

acetic acid are formed.  Separation of the hyper thermophilic methane bacteria which 

can grow with acetic acid was performed. As a result, 29 sample in 50 samples which 

could grow at 65 ℃ were found. And 5 samples in which methane has formed by 0.5% 

or more in gas phase were found by the alnalysis using Gas Chromatography. 

 

 (2) Functional analysis and alteration of function of Rubisco from Thermococcus 

kodakaraensis KOD 1  (carbon dioxide fixation key enzyme)  

 

Hyper thermophilic Archaebacteria Thermococcus kodakaraensis KOD-1 has a 

Rubisco,which is the key enzyme of the Calvin cycle which is one of the carbon dioxide 

fixation route. It is quite superior characteristics in carbon dioxide fixation 

ability and stability. If we could introduce Tk-Rubisco into a plant, carbon dioxide 

fixation ability of the plant could be improved, it could contribute to environmental 

and food, energy problem largely. 

Because of Tk-Rubisco from hyper thermophile, its activity lower at the ambient 

temperature. The mutation introduction to Tk-Rubisco was examined in order to make 

the alteration Tk-Rubisco whose activity is high in low temperature. 

 

(a) Construction of Tk-rbc expression vector  
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In order to obtain a high activity mutant enzyme gene at ambient temperature , 

screening method is most important. Tk-rbc was inserted into plasmid pM3Rbcwt which 

is a shuttle vector of Escherichia coli and non-Sulfur purple bacteria 

Rhodopseudomonas palustris No.7 which could held stably in R. palustris No.7 without 

selection pressure.  

This plasmid was introduced into R． palustris No.7 and expressed, Tk-rbc protein was 

formed in R． palustris No.7 cells in soluble form. 

(b) Alteration and application of type III new class Ribulose 1,5-bisphosphate 

carboxylase/Oxygenase (Rubisco) from hyper thermophilic archaea Thermococcus 

kodakaraensis KOD1 

 

A plasmid pM3EZRbcwt which inserted the Zeocin resistance gene in pM3Rbcwt was 

introduced in R. palustris which disrupted 3 Rubisco gene on its chromosome with 

antibiotics resistance marker gene of kanamycin, tetracycline and Gentamycin. 

Transformant of R. palustris with pM3EZRbcwt plasmid inserted Tk-Rubisco grew in the 

inorganic salt medium which added with zeocin, and its growth rate was slower than 

parental strain and Rubisco double disruptant. 

The activity of Tk-Rubisco in R. palustris cells was reflected on the growth of R. 

palustris Rubisco triple mutant. 

It has established as a screening method of high activity mutant Tk-Rubisco  at ambient 

temperature using growth rate as an index. 

There is no reports that so far, Rubisco of hyper thermophilic origin functions 

physiologically in non-sulfur purple bacteria which deficient in Rubisco as a key 

enzyme of the Calvin cycle. 

 The latest result is one of the most important result of this research project. 

Until recently it was quite difficult to create a high activity Type I Rubisco by 

introducing mutation. This method is quite promising screening method for it.  

After mutation is introduced with error prone PCR to Tk-rbc, desired mutatant Tk-rbc 

might be isolated with this method. 

 

(c) Introduction of Tk-Rubisco to chromosomal DNA of R. palustris Rubisco Double mutant  
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Gene disruption cassette was constructed in order to disrupt remaining third Rubisco 

gene on chromosome of R. palustris  by double cross over homologous recombination with 

the set of Tk-Rubisco and third antibiotics resistance gene. 

Recombination to chromosomal DNA of R. palustris , the mutant Tk-Rubisco is held 

stability as single copy gene. It can be used for screening of desired mutant 

Tk-Rubisco. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

本 編 
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第１章 CO2 固定能を有する新規光合成微生物の探索 

はじめに 

近年の研究によれば、地球深部地下には、これまでに考えられていた微生物種

の多様性及び、その生物量よりもはるかに膨大な微生物が存在することが明ら

かになりつつある。これら、、深部地下において光に依存しない炭素循環を行っ

ている可能性も考えられ、海底熱水孔や温泉などの環境に加えて非常に有望な

微生物源と考えられる。これらの環境から、二酸化炭素を固定する能力の高い

新規な非光合成微生物を分離し、単離、同定することによって、高効率な二酸

化炭素固定能を有する非光合成独立栄養微生物の取得と、二酸化炭素から有用

物質を生産する新規非光合成微生物の取得について検討を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの環境から新規非光合成二酸化炭素固定微生物を取得するためのタイプ

ストレインを用いて、分離培養方法の確立を行った。メタン菌、始原菌を中心

に培地の調製方法を中心に条件を確認し、各種環境からの微生物源サンプルを

採取することによって、新規非光合成二酸化炭素固定微生物の取得を進めた。 

炭酸固定代謝反応に関わる
　　　　　　　　　有用遺伝子の探索

（例：KOD1 株由来
　　　　高活性 Rubisco）　 　

・CO2 固定に関する
　　　　　　有用菌株の単離・同定

　・生育の最適化

　　　微生物保存機関

ATCC, IFO, etc

種々の独立栄養微生物

自然界

温泉、油田、海底、地下 etc.

非光合成型独立栄養微生物
　　　　　の探索

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

有用物質生産
（アルカン、有機酸 etc.）

本研究の概念図
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第一節 新規非光合成微生物の探索 

１．１．１．分離培養方法の検討 

（１） タイプストレインを用いた培養条件の検討 

上記目標に沿って、まず微生物保存機関などから分譲いただいたタイプストレ

インを用いて、新規非光合成独立栄養微生物を取得するための、分離、培養条

件の検討を行い、新規非光合成微生物の分離について検討を行った。 

 

（２） 入手したタイプストレイン 

 理化学研究所系統保存施設、ATCC（American type culture collection） か

らメタン生成菌、硫酸還元菌、始原菌を中心に１６株のタイプストレインを取

り寄せた。 

 

メタン生成菌 

   Methanococcus jannaschii JCM10045 

      Methanococcus thermolithotrophicus JCM10549 

      Methanothermobacter thermoautotrophicus JCM10044 

      Methanopyrus kandleri JCM9639 

      Methanothermus fervidus JCM10308 

      Methanothermus sociabilis JCM10723 

始原菌 

   Thermococcus zilligii JCM10554 

      Thermococcus peptonophilus JCM9653 

      Thermococcus profundus JCM9378 

      Thermococcus kodakaraensis KOD1(今中研究室より分譲) 

   Sulfolobus solfataricus JCM8930 

      Pyrococcus friosus JCM8422 

      Pyrococcus horikoshii JCM9974 

硫酸還元菌 

   Desulfovibrio vulgalis ATCC29579 

     Desulfobacterium autotrophicum ATCC43914 

     Desulfotomaculum nigrificans ATCC19858 
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（３） 分離培養方法の確認 

前述の入手菌株を用いて、微生物保存機関からの指定の培地を用いて、復元培

養を行うとともに、培地の調製方法、特に嫌気状態と菌体生育について確認を

行った。 

ここでは、メタン菌のうち Methanococcus jannaschii JCM10045 と始原菌のう

ち Thermococcus profundus JCM9378 の培養について述べる。 

 

①メタン菌の培地調製と培養 

 

使用菌株 Methanococcus jannaschii JCM10045  

     http://www.jcm.riken.go.jp/cgi-bin/jcm/jcm_number?JCM=10045 

使用培地 

K2HPO4         0.14g 

CaCl2・2H2O       0.14g 

NH4Cl                0.25g 

MgSO4・7H2O           3.4g 

MgCl2・2H2O           2.7g 

KCl                  0.33g 

NiCl2・6H2O           0.75mg 

NaSeO3・5H2O          0.5mg 

NaCl                 30.0g 

微量金属溶液          10ml 

ビタミン混合液        10ml 

NaHCO3                           1.0g 

L-Cystein・HCl       0.5g 

Na2S・9H2O            0.5g 

レサズリン Na        1.0mg  

蒸留水         1L  

＊レサズリン Na は１％水溶液を 0.1ml 添加した。 

  http://www.jcm.riken.go.jp/cgi-bin/jcm/jcm_grmd?GRMD=232 

 

微量金属溶液(JCM151) 
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Nitrilotriacetic acid   1.5g 

MgSO4・7H2O         3.0g 

MnSO4・xH2O         0.5g 

NaCl             1.0g  

FeSO4・7H2O          0.1g 

CoSO4・7H2O              0.1g 

CaCl2・2H2O               0.1g 

ZnSO4・7H2O              0.1g 

CuSO4・5H2O             0.01g 

ALK(SO4)2                0.01g 

H3BO3                    0.01g 

NaMoO4・2H2O           0.01g 

蒸留水            1L  

＊注意 Nitrilotriacetic acid を水に溶解し KOH でｐＨを６．５に調節後、各

成分を投入して溶解させる。 溶解したらｐＨを７．０に調節する。 

 

ビタミン混合溶液(JCM197) 

Biotin          2.0mg 

Folic acid              2.0mg 

Pyridoxin HCl         10.0mg 

Thiamine HCl           5.0mg 

Riboflavin              5.0mg 

Nicotinic acid          5.0mg 

Calcium pantothenate   5.0mg 

Vitamin B12            0.1mg 

p-Aminobenzoic acid     5.0mg 

Lipoic acid             5.0mg 

蒸留水          1L  

 

② グローブボックスを用いたメタン菌培地調製 

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

し、電子レンジで１０分加熱した。この溶液を窒素で置換したグローブボック
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ス内に入れ、Na2HCO3 を加えて溶解させた。この溶液２０ｍｌを１００ｍｌ血清

ビンに入れブチルゴム栓をアルミキャップで固定した。 

この状態でグローブボックスから取り出し、真空ポンプ、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２

０の混合ガスボンベをつないだガス置換装置にシリンジを介して接続し、減圧、

解圧を２回行うことによって、血清ビン内部のガスをＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の

比率になるように置換した。ガス置換後、１２１℃、２０分、オートクレーブ

処理して滅菌した。 

滅菌後、培地の入った血清ビンを窒素置換したグローブボックスに入れ、10%Na2S

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

し、混合して１０分間放置した。 

嫌気になった培地入り血清ビンに、分譲を受けたライブストックカルチャー（液

体培養物）をシリンジで１ｍｌ抜き出し注入して接種した。 

接種後 、血清ビンにＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率のガスをディスポーサブル

シリンジを用いて３５ｍｌで２回注入し、８０℃のインキュベーターに入れて

２０時間培養した。 

 

③ グローブボックスを用いないメタン菌培地調製 

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

し、電子レンジで１０分加熱した。この溶液に Na2HCO3 を加えて溶解させた。

この溶液２０ｍｌを１００ｍｌ血清ビンに入れブチルゴム栓をアルミキャップ

で固定した。 

この状態で真空ポンプ、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合ガスボンベをつないだガ

ス置換装置にシリンジを介して接続し、減圧、解圧を２回行うことによって、

血清ビン内部のガスをＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率になるように置換した。ガ

ス置換後、１２１℃、２０分、オートクレーブ処理して滅菌した。減圧時間は

１分、１０分で行った。 

滅菌後、培地の入った血清ビンに 10%Na2S 溶液(pH7.3)0.1ml、10% L-Cystein・

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

要に応じて 10%Na2S 溶液(pH7.3)溶液を追加注入し血清ビン内部を十分に嫌気状

態にした。 

嫌気になった培地入り血清ビンに、分譲を受けたライブストックカルチャー（液

体培養物）をシリンジで１ｍｌ抜き出し注入して接種した。 
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接種後 、血清ビンにＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率のガスをディスポーサブル

シリンジを用いて３５ｍｌで２回注入し、８０℃のインキュベーターに入れて

２０時間培養した。 

 

④ グローブボックスを用いたメタン菌培地での菌体生育 

血清ビンに入れブチルゴム栓をアルミキャップで固定後、気相部をＨ２：ＣＯ2

＝８０：２０の比率のガスで置換した後も培地の色は青色であった。オートク

レーブ処理後はピンク色となった。グローブボックス内で、10%Na2S 溶液

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

混合して１０分間放置すると培地の色がピンクから無色に変化し、血清ビン内

が嫌気状態になったことが確認できた。 

この培地で８０℃、２０時間すると明らかに培地に濁りが認められ、生育の確

認ができた。 

このときの OD660 値は０．２１であった。 

 

⑤ グローブボックスを用いないメタン菌培地での菌体生育 

空気雰囲気下で培地を血清ビンに入れた場合、減圧時間を１分で行った場合に

は、放置によって培地の色がピンクから無色に変化したが、血清ビンを振り混

ぜると培地がピンク色になり、血清ビン内部が十分に嫌気状態になっていない

ことが示された。10%Na2S 溶液(pH7.3)0.1ml を追加注入し、１０分放置したと

ころ、培地の色が無色となったが、血清ビンを振り混ぜると再び培地がピンク

色になり、減圧１分では血清ビン内部のガス置換が十分に行えていないと思わ

れた。減圧時間を１０分にした場合には 10%Na2S 溶液(pH7.3)0.1ml、10% 

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

置することによって培地の色がピンクから無色に変化し、血清ビンを振り混ぜ

ても培地は無色のままであり十分にガス置換が行えていることがわかった。 

減圧時間１分で調製した培地は若干ピンク色が残っていたが、そのまま接種し

て８０℃で２０時間培養したところ、培地の色は無色となっていたが、菌体生

育は認められなかった。 

減圧時間を１０分にしたものでは、８０℃、２０時間の培養で明らかに培地に

濁りが認められ、生育の確認ができた。 

このときの OD660 値は０．２０であり、グローブボックスを用いて調製した場



 

                17

合と遜色ない生育を得ることができた。 

 

⑥ その他のメタン菌の培養 

 

     菌 株 名              JCM No.  生育温度（℃） 

      Methanococcus thermolithotrophicus     10549   ６０  

      Methanothermobacter thermoautotrophicus   10044   ６０ 

      Methanopyrus kandleri            9639   ９５ 

      Methanothermus fervidus           10308    ８０  

      Methanothermus sociabilis                  10723   ８０ 

 

上記５株の培養についても検討した。 

培地は理化学研究所系統保存施設のホームページに記載されているものを用い

た。 

http://www.jcm.riken.go.jp/JCM/JCM_Home_J.html 

培地の調製はグローブボックスを用いた方法で行い、血清ビン内を嫌気状態と

してからライブストックカルチャーを接種して各温度で２０時間培養した。 

 

⑦ その他のメタン菌生育結果 

 

     菌 株 名              JCM No.    生育(OD660nm) 

  Methanococcus thermolithotrophicus        10549     ０．１５  

  Methanothermobacter thermoautotrophicus   10044      ０．１０ 

  Methanopyrus kandleri                      9639    生育せず 

  Methanothermus fervidus                   10308      ０．１０  

  Methanothermus sociabilis                 10723    ０．１６ 

 

メタン菌の培養にあたっては、培地の嫌気条件が非常に重要であり、血清ビン

など密閉できる容器に培地を充填するときに、十分酸素を除去しておかないと、

還元剤（Na2S）での脱酸素が不完全になり、菌の生育が損なわれる傾向がみら

れた。 

グローブボックスを用いない方法でも、ガス置換時の減圧時間を長くすること
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で比較的酸素除去の程度をあげることができ、培養することができた。しかし

ながら、安定的に培養を行うためにはグローブボックスを使用した培地調製が

好ましいと思われた。 

 

⑧ 始原菌の培地調製と培養 

使用菌株 

      Thermococcus peptonophilus JCM9653 

       http://www.jcm.riken.go.jp/cgi-bin/jcm/jcm_number?JCM=9653 

使用培地(JCM280)  

KCl         0.33g 

MgCl2・6H2O         2.8g  

NH4Cl          0.25g 

NaCl          25.0g 

K2HPO4            0.3g 

Yeast extract(Difco) 3.0g 

Tryptone(Difco)       3.0g 

FeSO4・7H2O          25mg 

微量金属溶液      10ml 

ビタミン混合液     10ml 

イオウ（粉末）     10.0g 

Na2S・９H2O         0.5g 

レサズリン        1.0mg 

蒸留水           1L 

   http://www.jcm.riken.go.jp/cgi-bin/jcm/jcm_grmd?GRMD=280 

微量金属溶液はメタン菌と同じ JCM151、ビタミン混合液もメタン菌と同じ

JCM197 を用いた。 
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⑨ グローブボックスを使用した始原菌培地の調製と培養 

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

分注し、１２１℃、２０分オートクレーブ処理して滅菌した。 

滅菌後、窒素置換したグローブボックス内に入れ、放冷した。 

５０℃程度になってから、１０％Na2S・９H2O 溶液(pH7.3)を１ml、イオウ粉末

1.0g を添加してからライブストックカルチャーを１ｍｌ接種した。 

８５℃インキュベーターに入れて２０時間培養した。 

 

⑩ グローブボックスを使用しない始原菌培地の調製と培養 

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

分注し、１２１℃、２０分オートクレーブ処理して滅菌した。 

オートクレーブから取り出してすぐに１０％Na2S・９H2O 溶液(pH7.3)を１ml、イ

オウ粉末 1.0g を手早く加え、ライブストックカルチャーを１ｍｌ接種し、窒素

ガスをブローしてからねじ口ビンのフタを閉めて密栓した。８５℃インキュベ

ーターに入れて２０時間培養した。 

 

⑪ グローブボックスを使用した始原菌培地での培養 

グローブボックス内で１０％Na2S・９H2O 溶液を加えると、レザズリンンのピン

ク色が消え嫌気状態になった。培養２０時間後に菌体生育は OD660nm２．３に達

していた。 

 

⑫ グローブボックスを使用しない始原菌培地での培養 

８０℃でのねじ口ビンの取り扱いは耐熱手袋で行った。 

オートクレーブから取り出した時のねじ口ビンの温度は８０℃程度であった。 

培地の色は水面付近が若干ピンク色をしていた。 

１０％Na2S・９H2O 溶液とイオウ粉末、ライブストックカルチャーを加えた後、

軽く窒素ガスをブローしてガス交換して密栓して混合すると、若干ピンク色に

なったが、すぐに色が消失し、嫌気状態となった。培養２０時間後の菌体生育

は OD660nm２．４であった。 
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⑬ その他の始原菌の培養 

     菌 株 名              JCM No.      生育温度(℃) 

   Thermococcus zilligii          10554              ７５   

      Thermococcus profundus            9378               ８０ 

      Thermococcus kodakaraensis KOD (今中研究室より分譲)   ８５ 

   Sulfolobus solfataricus            8930        ８０  

      Pyrococcus friosus                 8422        ９５ 

      Pyrococcus horikoshii              9974        ９５ 

 

上記６株の培養についても検討した。 

培地は理化学研究所系統保存施設のホームページに記載されているものを用い

た。 

http://www.jcm.riken.go.jp/JCM/JCM_Home_J.html 

培地の調製はグローブボックスを用いた方法、用いない方法の両方で行ったが、

各温度で２０時間培養した状態には大きな差は見られなかった。 

 

⑭ その他の始原菌生育結果 

     菌 株 名              JCM No.      生育(OD660nm) 

   Thermococcus zilligii           10554        １．５   

      Thermococcus profundus            9378              ２．２ 

      Thermococcus kodakaraensis KOD１(今中研究室より分譲)  ２．２ 

   Sulfolobus solfataricus            8930        １．０  

      Pyrococcus friosus                 8422        ２．５ 

      Pyrococcus horikoshii              9974        ２．８ 

 

超好熱始原菌の培養にあたっては、培養の際の気相部が窒素でよいので、接種

時に還元剤を添加して嫌気状態になれば、問題なく培養することができた。 
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１．１．２． 温泉泉源ほかからの始原菌、硫酸還元菌、イオウ酸化微生物の

分離 

自然界には光合成に加えて、下記に示した化学合成独立栄養微生物による二酸

化炭素固定系が存在しており、これら微生物が担っている二酸化炭素固定は地

上の光合成にも匹敵する量であると推定されている。 今期は、各種環境から

新規非光合成独立栄養微生物を取得することを目的として、微生物源の採取と

微生物の分離のための培養を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 微生物源の採取 

 深部地下環境に生息する新規微生物の取得には、地下から湧出する温泉泉源

での微生物源採取が有効であると考え、微生物源サンプルの採取を行った。 

 

ａ．採取場所    

① 栃木県日光市湯元 日光湯元温泉の泉源湯たまりの熱水  

② 栃木県日光市湯元 日光湯元温泉の源湯たまりの堆積物 

炭酸固定代謝経路

メタン菌 ( Methanobacterium )

緑色非硫黄細菌
(Chloroflexus )

硫酸還元菌
(Desulfobacter )

(RTCA cycle)

生物の炭酸固定代謝経路と代表的な生物種

光合成 化学合成

カルビン回路

Acetyl-CoA 経路

3-HP 回路

還元的 TCA 回路

植物・藻類

（全ての真核独立栄養生物）

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

紅色硫黄細菌
(Chromatium )

水素酸化細菌

(Ralstonia, Hydrogenovibrio )

硫黄(鉄)酸化細菌
(Thiobacillus )

アンモニア酸化細菌
(Nitrosomonas )

硝酸酸化細菌
(Nitrobacter )

酢酸菌 (Clostridium )

好熱性好酸性始原菌
(Acidianus, Sulfolobus )

緑色硫黄細菌
(Chlorobium )

水素酸化細菌
(Hydrogenobacter )

(3-hydroxypropionate cycle)
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③ 栃木県那須郡那須町大字湯本 殺生石の噴気口周辺土壌 

④ 栃木県那須郡那須町 那須湯本温泉温泉水 

⑤ 栃木県那須郡塩原町湯本塩原 奥塩原温泉新湯温泉水 

 

ｂ．採取サンプルの性状 

サンプルＮｏ．   採取地      採取地温度  サンプル性状    

①－１    日光湯本温泉     ６５℃    泉源温泉水 

    ①－２    日光湯本温泉     ６８℃    泉源温泉水 

    ①－３    日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

    ①－４    日光湯本温泉     ５８℃    泉源温泉水 

    ①－５    日光湯本温泉     ４５℃    泉源温泉水 

    ①－６    日光湯本温泉     ６７℃    泉源温泉水 

    ①－７    日光湯本温泉     ６１℃    泉源温泉水 

    ①－８    日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

①－９    日光湯本温泉     ６５℃    泉源温泉水 

①－１０   日光湯本温泉     ６５℃    泉源温泉水 

①－１１   日光湯本温泉     ６１℃    泉源温泉水 

①－１２   日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

①－１３   日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

①－１４   日光湯本温泉     ５８℃    泉源温泉水 

①－１５   日光湯本温泉     ４３℃    泉源温泉水 

①－１６   日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

①－１７   日光湯本温泉     ６５℃    泉源温泉水 

①－１８   日光湯本温泉     ６１℃    泉源温泉水 

①－１９   日光湯本温泉     ６８℃    泉源温泉水 

①－２０   日光湯本温泉     ６８℃    泉源温泉水 

①－２１   日光湯本温泉     ６４℃    泉源温泉水 

①－２２   日光湯本温泉     ４３℃    泉源温泉水 

①－２３   日光湯本温泉     ６７℃    泉源温泉水 

①－２４   日光湯本温泉     ５８℃    泉源温泉水 

①－２５   日光湯本温泉     ６３℃    泉源温泉水 

②－１    日光湯本温泉     ６８℃    泉源堆積物 
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サンプルＮｏ．   採取地      採取地温度  サンプル性状    

②－２    日光湯本温泉     ６８℃    泉源堆積物 

②－３    日光湯本温泉     ６３℃    泉源堆積物 

②－４    日光湯本温泉     ７２℃    泉源堆積物 

②－５    日光湯本温泉     ５８℃    泉源堆積物 

②－６     日光湯本温泉     ６２℃    泉源堆積物 

②－７     日光湯本温泉     ６５℃    泉源堆積物 

②－８     日光湯本温泉     ４３℃    泉源堆積物 

②－９     日光湯本温泉     ６８℃    泉源堆積物 

②－１０    日光湯本温泉     ５２℃    泉源堆積物 

③－１     那須殺生石噴気口   ６８℃    土壌  

③－２     那須殺生石噴気口   ５４℃    土壌  

③－３     那須殺生石噴気口   ６２℃    土壌  

③－４     那須殺生石噴気口   ６０℃    土壌  

③－５     那須殺生石噴気口   ４５℃    土壌  

③－６     那須殺生石噴気口   ５８℃    土壌  

③－７     那須殺生石噴気口   ８７℃    土壌  

③－８     那須殺生石噴気口   ６２℃    土壌  

③－９     那須殺生石噴気口   ５３℃    土壌  

③－１０    那須殺生石噴気口   ４３℃    土壌  

③－１１    那須殺生石噴気口   ５５℃    土壌  

③－１２    那須殺生石噴気口   ７２℃    土壌  

③－１３    那須殺生石噴気口   ６７℃    土壌  

③－１４    那須殺生石噴気口   ３８℃    土壌  

③－１５    那須殺生石噴気口   ６２℃    土壌  

③－１６    那須殺生石噴気口   ６１℃    土壌  

③－１７    那須殺生石噴気口   ５７℃    土壌  

③－１８    那須殺生石噴気口   ４９℃    土壌  

③－１９    那須殺生石噴気口   ５６℃    土壌  

③－２０    那須殺生石噴気口   ４８℃    土壌  

③－２１    那須殺生石噴気口   ５２℃    土壌  

③－２２    那須殺生石噴気口   ６３℃    土壌  
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サンプルＮｏ．   採取地      採取地温度  サンプル性状    

③－２３    那須殺生石噴気口   ７３℃    土壌  

③－２４    那須殺生石噴気口   ４９℃    土壌  

③－２４    那須殺生石噴気口   ５５℃    土壌  

④－１     那須湯本温泉温泉水  ６５℃    温泉水 

④－２     那須湯本温泉温泉水  ６７℃    温泉水 

④－３     那須湯本温泉温泉水  ６８℃    温泉水 

④－４     那須湯本温泉温泉水  ６５℃    温泉水 

④－５     那須湯本温泉温泉水  ５０℃    温泉水 

⑤－１     奥塩原新湯温泉水   ６８℃    温泉水 

⑤－２     奥塩原新湯温泉水   ７２℃    温泉水 

⑤－３     奥塩原新湯温泉水   ５９℃    温泉水 

⑤－４     奥塩原新湯温泉水   ６８℃    温泉水 

⑤－５     奥塩原新湯温泉水   ６８℃    温泉水 

 

ｃ．採取方法 

各サンプルの採取方法は以下の方法を基準に行った。 

 

○温泉水  

泉源からのサンプリング ねじ口試験管を泉源に沈めて、内部を温泉水で満た

したのち、キャップをして密栓した。 

配管からのサンプリングは、バルブから排出される温泉水を直接ねじ口試験管

に受けて内部を満たし、キャップで密栓した。  

 

○泉源沈殿物 

ねじ口試験管を泉源に沈め、ピペットで沈殿物を吸い上げてケンダクしてから

ねじ口試験管内部に入れて密栓した。 

 

○噴気口土壌サンプル（固形サンプル） 

噴気口の土壌にアルミパイプを差込み、内部に入った土壌サンプルを、木製の

棒で押し出して耐熱ビンに入れ、ドライアイスをひとかけらいれてゆるく栓を

し、ドライアイスがなくなったときに密栓した。 
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（２） 使用培地の調製方法と培養 

 

ａ． メタン菌の培地組成 

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

   

○使用培地組成 

K2HPO4        0.14g 

CaCl2・2H2O      0.14g 

NH4Cl               0.25g 

MgSO4・7H2O         3.4g 

MgCl2・2H2O         2.7g 

KCl                 0.33g 

NiCl2・6H2O          0.75mg 

NaSeO3・5H2O        0.5mg 

NaCl               30.0g 

微量金属溶液     10ml 

ビタミン混合液    10ml 

NaHCO3         1.0g 

L-Cystein・HCl    0.5g 

Na2S・9H2O      0.5g 

レサズリン Na      1.0mg  

蒸留水       1L  

＊レサズリン Na は１％水溶液を 0.1ml 添加した。 

   

微量金属溶液(JCM151) 

Nitrilotriacetic acid  1.5g 

MgSO4・7H2O         3.0g 

MnSO4・xH2O         0.5g 

NaCl           1.0g  

FeSO4・7H2O         0.1g 

CoSO4・7H2O             0.1g 

CaCl2・2H2O             0.1g 
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ZnSO4・7H2O             0.1g 

CuSO4・5H2O             0.01g 

ALK(SO4)2               0.01g 

H3BO3                   0.01g 

NaMoO4・2H2O            0.01g 

蒸留水         1L  

＊注意 Nitrilotriacetic acid を水に溶解し KOH でｐＨを６．５に調節後、各

成分を投入して溶解させた。 溶解後ｐＨを７．０に調節した。 

 

ビタミン混合溶液(JCM197) 

Biotin         2.0mg 

Folic acid             2.0mg 

Pyridoxin HCl         10.0mg 

Thiamine HCl           5.0mg 

Riboflavin             5.0mg 

Nicotinic acid         5.0mg 

Calcium pantothenate  5.0mg 

Vitamin B12           0.1mg 

p-Aminobenzoic acid   5.0mg 

Lipoic acid           5.0mg 

蒸留水         1L  

 

○メタン菌培地調製 

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

し、電子レンジで１０分加熱した。１００ｍｌバイアルビンに２０ｍｌづつ分

注し、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合ガスを１分間バブリングしてからブチルゴ

ム栓をつけ、アルミキャップで固定した。これを１２１℃、２０分オートクレ

ーブ処理して滅菌した。 

滅菌後、培地の入ったバイアルビンを窒素置換したグローブボックスに入れ、

10%Na2S 溶液(pH7.3)0.1ml、10% L-Cystein・HCl 溶液（pH7.3）0.1ml をシリン

ジで注入し、混合して１０分間放置した。 

嫌気になった培地入りバイアルビンに、採取した微生物源サンプルを 1ｍｌ、シ
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リンジで注入して接種した。 

固形サンプルの場合には、一度、アルミキャップをはずし、固形物サンプルを

バイアルビンに投入後、再度、ブチルゴム栓とアルミキャップで固定した。 

接種後 、グローブボックス内で、真空ポンプ、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合

ガスボンベをつないだガス置換装置にシリンジを介して接続し、減圧、解圧を

２回行うことによって、バイアルビン内部のガスをＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比

率になるように置換し、さらに、バイアルビンにＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比

率のガスをディスポーサブルシリンジを用いて３５ｍｌで２回注入し、８０℃

のインキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物０．５ｍｌを新しい培地２０ｍｌに接種して培養を継続

した。 

 

 

ｂ．始原菌用培地の調製と培養 

 

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

  

KCl          0.33g 

MgCl2・6H2O         2.8g  

NH4Cl          0.25g 

NaCl           25.0g 

K2HPO4           0.3g 

Yeast extract(Difco) 3.0g 

Tryptone(Difco)      3.0g 

FeSO4・7H2O  25mg 

微量金属溶液    10ml 

ビタミン混合液   10ml 

イオウ（粉末）   10.0g 

Na2S・９H2O   0.5g 

レサズリン     1.0mg 

蒸留水       1L 
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微量金属溶液はメタン菌と同じ JCM151、ビタミン混合液もメタン菌と同じ

JCM197 を用いた。 

 

○始原菌培地の調製と培養 

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

分注し、１２１℃、２０分オートクレーブ処理して滅菌した。 

滅菌後、窒素置換したグローブボックス内に入れた。 

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

レザズリンの赤色が消えた後、イオウ粉末１．０gを添加した。  

この培地に微生物源サンプルを 1ｍｌ、ピペットで添加して接種した。 

固形サンプルの場合には、スパチュラで一さじの微生物源を加えた。 

８５℃インキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物１ｍｌを新しい培地１００ｍｌに接種して培養を継続し

た。 

 

 

 

ｃ．硫酸還元菌用培地の調製と培養 

 

○使用培地組成  硫酸還元菌用の培地を使用した。  (土壌微生物実験法 古

坂澄石 土壌微生物研究会編 （1975）) 

 

溶液Ａ  

K2HPO4       0.5g 

NH4Cl       1.0g 

Na2 SO4      1.0g 

CaCl2・2H2O    0.1ｇ 

Mg SO4・7H2O    2.0g  

乳酸ナトリウム  3.0ｇ 

酵母エキス    1.0ｇ 

蒸留水      980ｍｌ 

    ｐH 7.4 
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溶液Ｂ 

FeSO4・7H2O    0.5g （硫酸酸性） 

蒸留水      10ｍｌ 

 

溶液Ｃ 

アスコルビン酸  0.1ｇ 

チオグリコール Na 0.1ｇ 

蒸留水      10ｍｌ 

       ｐH7.4 

 

○硫酸還元菌用培地の調製と培養 

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

ーブ処理して滅菌した。 

溶液Ｂ、Ｃを個別に滅菌後、窒素置換したグローブボックス内に入れた。 

グローブボックス内で、溶液Ａに溶液Ｂ、溶液Ｃを無菌的に 1ｍｌずつ入れて培

地を調製し、た。 

この培地に微生物源サンプルを 1ｍｌ、ピペットで添加して接種した。 

固形サンプルの場合には、スパチュラで一さじの微生物源を加えた。 

８５℃インキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物１ｍｌを新しい培地１００ｍｌに接種して培養を継続し

た。 

 

 

ｄ．イオウ酸化微生物用培地の調製と培養 

 

○使用培地  イオウ酸化菌用の培地を使用した。 （Ｋ培地） 

溶液Ａ 

(NH2) SO4     30.0g 

KCl        1.0g 

K2HPO4       5.0g 

Mg SO4・7H2O    5.0g  

Ca(NO3)      0.1ｇ 
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イオウ      3.0ｇ 

蒸留水     980ｍｌ 

    ｐH 7.2 

溶液Ｂ 

NaHCO3       2.5ｇ 

蒸留水      20ｍｌ 

 

○イオウ酸化菌用培地の調製と培養 

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

ーブ処理して滅菌した。 

溶液Ｂはろ過滅菌した。 

溶液Ａに溶液Ｂを無菌的に２ｍｌずつ入れで培地を調製した。 

この培地に微生物源サンプルを 1ｍｌ、ピペットで添加して接種した。 

固形サンプルの場合には、スパチュラで一さじの微生物源を加えた。 

８５℃インキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物１ｍｌを新しい培地１００ｍｌに接種して培養を継続し

た。 
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１．１．３.  温泉泉源ほかからの始原菌、硫酸還元菌、イオウ酸化細菌の生

育状況 

（１）メタン菌用培地での生育 

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

①－１        ±        －       － 

    ①－２        ±        －       － 

    ①－３        ±        －       － 

    ①－４        ±        －       － 

    ①－５        ±        －       － 

    ①－６        ±        －       － 

    ①－７        ±        ±       － 

    ①－８        ±        －       － 

①－９        ±        －       － 

①－１０       ±        －       － 

①－１１       ±        －       － 

①－１２       ±        －       － 

①－１３       ±        ±       － 

①－１４       ±        －       － 

①－１５       ±        －       － 

①－１６       ±        －       － 

①－１７       ±        ±       － 

①－１８       ±        －       － 

①－１９       ±        －       － 

①－２０       ±        －       － 

①－２１       ±        －       － 

①－２２       ±        －       － 

①－２３       ±        －       － 

①－２４       ±        ±       － 

①－２５       ±        －       － 

②－１        ±        ±       － 

②－２        ±        ±       － 

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

   ②－４        ±        ±       － 

②－５        ±        －       － 

②－６        ±        ±       － 

②－７        ±        －       － 

②－８        ±        －       － 

②－９        ±        ±       － 

②－１０       ±        ±       － 

③－１        ±        ±       －  

③－２        ±        ±       － 

③－３        ±        ±       －  

③－４        ±        ±       －  

③－５        ±        ±       －  

③－６        ±        ±       －  

③－７        ±        ±       － 

③－８        ±        ±       －  

③－９        ±        ±       －  

③－１０       ±        ±       －  

③－１１       ±        ±       －  

③－１２       ±        ±       － 

③－１３       ±        ±       －  

③－１４       ±        ±       －  

③－１５       ±        ±       － 

③－１６       ±        ±       －  

③－１７       ±        ±       －  

③－１８       ±        ±       －  

③－１９       ±        ±       －  

③－２０       ±        ±       －  

③－２１       ±        ±       －  

③－２２       ±        ±       －   

③－２３       ±        ±       －  

③－２４       ±        ±       －   
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サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目 

   ③－２４       ±        ±       －   

④－１        ±        －       －  

④－２        ±        －       －  

④－３        ±        －       －  

④－４        ±        －       －  

④－５        ±        －       －  

⑤－１        ±        －       －  

⑤－２        ±        －       －  

⑤－３        ±        －       －  

⑤－４        ±        －       －  

⑤－５        ±        －       －  

 

メタン菌用培地での培養では、接種後、培地の濁りがあったものも、２回の植

え継ぎを経ると、明確な濁りが確認できなくなった。 

温泉水を微生物源に用いたものは、２回目の植え継ぎ培養後にそのほとんどが

濁りなしとなった。 また、沈殿物や土壌を接種したものも、３回目の植え継

ぎ後には濁りが認められなくなった。 今回、用いた微生物源は有機物などが

少ないところがほとんどであり、水素をエネルギー源とする超好熱メタン菌を

イメージした集積培養を行ったが、水素と無機塩で生育可能なものを得ること

はできなかった。 超好熱環境からのメタン菌の取得は後述するように、メタ

ン菌の取得にあたっては、有機物、有機酸存在下で生育可能なメタン菌を取得

する方向で進めることになったため、この方法での取得検討は中断することに

した。 

 

（２） 始原菌用培地での生育 

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

①－１        ＋        ＋       ＋ 

    ①－２        ＋        ＋       ＋ 

    ①－３        ＋        ＋       ＋ 

    ①－４        ＋        ＋       ＋ 

    ①－５        ±        －       － 
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サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目    

    ①－６        ±        －       － 

    ①－７        ±        ±       － 

    ①－８        ±        －       － 

①－９        ＋        ＋       ＋ 

①－１０       ＋        ＋       ＋ 

①－１１       ＋        ＋       ＋ 

①－１２       ±        －       － 

①－１３       ＋        ＋       ＋ 

①－１４       ±        －       － 

①－１５       ±        －       － 

①－１６       ＋        ＋       ＋ 

①－１７       ＋        ＋       ＋ 

①－１８       ＋        ＋       ＋ 

①－１９       ＋        ＋       ＋ 

①－２０       ＋        ＋       ＋ 

①－２１       ＋        ＋       ＋ 

①－２２       ±        －       － 

①－２３       ±        －       － 

①－２４       ±        ±       － 

①－２５       ±        －       － 

②－１        ＋        ＋       ＋ 

②－２        ＋        ＋       ＋ 

②－３        ＋        ＋       ＋ 

②－４        ＋        ＋       ＋ 

②－５        ＋        ＋       ＋ 

②－６        ＋        ＋       ＋ 

②－７        ＋        ＋       ＋ 

②－８        ±        ±       － 

②－９        ＋        ＋       ＋ 

②－１０       ±        ±       － 
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サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目 

   ③－１        ＋        ＋       ＋ 

③－２        ±        ±       － 

③－３        ±        ±       －  

③－４        ±        ±       －  

③－５        ±        ±       －  

③－６        ±        ±       －  

③－７        ＋        ＋       ＋ 

③－８        ＋        ＋       ＋  

③－９        ±        ±       －  

③－１０       ±        ±       －  

③－１１       ±        ±       －  

③－１２       ±        ±       － 

③－１３       ＋        ＋       ＋  

③－１４       ±        ±       －  

③－１５       ±        ±       － 

③－１６       ±        ±       －  

③－１７       ±        ±       －  

③－１８       ±        ±       －  

③－１９       ±        ±       －  

③－２０       ±        ±       －  

③－２１       ±        ±       －  

③－２２       ±        ±       －   

③－２３       ±        ±       －  

③－２４       ±        ±       －   

③－２４       ±        ±       －   

④－１        ±        ±       －    

④－２        ±        ±       －  

④－３        ＋        ＋       ＋   

④－４        ±        ±       －    

④－５        ±        ±       －    

⑤－１        ±        －       －  
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サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目 

   ⑤－２        ＋        ＋       ＋   

⑤－３        ＋        ＋       ＋    

⑤－４        ±        －       －  

⑤－５        ±        －       －  

 

始原菌用培地での生育は、日光湯本温泉の泉源温泉水と沈殿物で生育が見られ

た。日光湯元温泉泉源、沈殿物では２２サンプルで３回の植え継ぎ後も培地の

濁りが認められた。 

水メタン菌用培地での培養では、接種後、培地の濁りがあったものも、２回の

植え継ぎを経ると、明確な濁りが確認できなくなった。那須殺生石噴気口サン

プルでは２５点中、４点で生育がみられた。また奥塩原新湯サンプルでは５点

中、２点で生育が見られた。 

これら生育が見られたサンプルを用いて、菌株の分離作業へ進めた。 

 

（３） 硫酸還元菌用培地での生育 

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

③－１        ±        ±       ± 

③－２        ±        ±       － 

③－３        ±        ±       －  

③－４        ±        ±       －  

③－５        ±        ±       －  

③－６        ±        ±       －  

③－７        ±        ±       ± 

③－８        ±        ±       ±  

③－９        ±        ±       －  

③－１０       ±        ±       －  

③－１１       ±        ±       －  

③－１２       ±        ±       － 

③－１３       ±        ±       ＋  

③－１４       ±        ±       －  

③－１５       ±        ±       － 
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サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目 

   ③－１６       ±        ±       －  

③－１７       ±        ±       －  

③－１８       ±        ±       －  

③－１９       ±        ±       －  

③－２０       ±        ±       －  

③－２１       ±        ±       －  

③－２２       ±        ±       －   

③－２３       ±        ±       －  

③－２４       ±        ±       －   

③－２４       ±        ±       －   

④－１        ±        ±       ±    

④－２        ±        ±       －  

④－３        ±        ±       ＋   

④－４        ±        ±       ＋  

④－５        ±        ±       －    

⑤－１        ±        －       －  

⑤－２        ±        ±       ± 

⑤－３        ±        ±       ＋    

⑤－４        ±        －       －  

⑤－５        ±        －       ±  

 

硫酸還元菌用培地では、３回の植え継ぎ後に生育が認められたものが４サンプ

ルあった。 

（③－１３、④－３、⑤－３） 

殺生石噴気口から採取したサンプルは、土壌サンプルであったため、固形分が

多く、３回の植え継ぎ後も固形分由来の濁りが若干あったが、明らかに生育が

認められたのものは１点しかなかった。 また、那須湯本温泉温泉水、奥塩原

新湯温泉水では、半数のサンプルが若干の濁りを示したが、明らかに生育が認

められたのは、それぞれ、サンプル５点中、２点、１点であった。 この生育

が認められた培養物を用いて、菌株の分離に進めた。 
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（４） イオウ酸化菌用培地での生育 

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

③－１        ＋        ＋       ＋ 

③－２        ±        ±       － 

③－３        ±        ±       －  

③－４        ±        ±       －  

③－５        ±        ±       －  

③－６        ±        ±       －  

③－７        ＋        ＋       ＋ 

③－８        ＋        ＋       ＋  

③－９        ±        ±       －  

③－１０       ±        ±       －  

③－１１       ±        ±       －  

③－１２       ±        ±       － 

③－１３       ＋        ＋       ＋  

③－１４       ±        ±       －  

③－１５       ±        ±       － 

③－１６       ±        ±       －  

③－１７       ±        ±       －  

③－１８       ±        ±       －  

③－１９       ±        ±       －  

③－２０       ±        ±       －  

③－２１       ±        ±       －  

③－２２       ±        ±       －   

③－２３       ±        ±       －  

③－２４       ±        ±       －   

③－２４       ±        ±       －   

④－１        ±        ±       －    

④－２        ±        ±       －  

④－３        ＋        ＋       ＋   

④－４        ±        ±       －    

④－５        ±        ±       －    
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サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目 

   ⑤－１        ±        －       －  

⑤－２        ＋        ＋       ＋   

⑤－３        ＋        ＋       ＋    

⑤－４        ±        －       －  

⑤－５        ±        －       －  

 

イオウ酸化菌用培地では、３回の植え継ぎ後に生育が認められたものが７サン

プルあった。 

殺生石噴気口から採取したサンプルからは４サンプルで成育が認めら、比較的

好気的な土壌サンプルであったことから、成育するものが出てきたものと思わ

れた。 また、那須湯本温泉温泉水からは１点、奥塩原新湯温泉水では、２点

のサンプルで生育が認められた。 この生育が認められた培養物を用いて、菌

株の分離に進めた。 
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１．１．４．培養サンプルからの菌株の単離の試み 

１．１．３．で示したように、各培地で生育する微生物の存在が確認されたの

で、これらの培養物から、単一コロニーの分離を試みた。 

 

○使用培地 ａ．ｂ．ｃ．ｄ．に示した培地調製を一部改変して用いた。 

１００ｍｌ培地ビンに５０ｍｌの２倍濃度の培地を入れ、別に５０ｍｌの蒸留

水にゲルライト ２ｇをケンダクしたものを入れたものとあわせてオートクレ

ーブ滅菌し、８０℃に保温する。 グローブボックスに入れて、ゲルライトと

混合し、滅菌済みガラスシャーレ５枚に広げて固まるまで放置する。 

る。 

始原菌用培地、イオウ酸化菌用培地では、２倍濃度の培地をオートクレーブ後、

Polysulfides 溶液０．２ｍｌ加えて用いた。 

 

○培養液の接種 

植え継ぎ集積培養した微生物培養物を滅菌培地で１０1から１０6まで希釈し、そ

の１００μｌを固化した培地上にコンラージで広げた。 表面の水分がなくな

ったら嫌気ジャーに入れてグローブボックスから取り出し、集積培養と同じ温

度で３～７日間培養し、コロニーの形成を観察した。 

イオウ酸化菌用培地の場合は、通常のクリーンベンチ内で作業した。 

 

 

（１） 始原菌用培地で生育した微生物の単離 

 

ａ．プレートでのコロニー形成 

日光湯元温泉のサンプルで培養したものを中心に、単離を試みた。 

特に生育の良かった①－４を中心に述べる。 
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①－４培養物のプレートでの生育状況 

   希釈段階       プレートの状態 

    １０1      プレート全面にうすく生育 複数存在 

１０2       プレート全面にうすく生育 複数存在 

 １０3          プレート全面にうすく生育 複数存在 

１０4      コロニー形成は見られるが、うすく広がって生育し 

個々のコロニーが分離していない 複数存在 

１０5        コロニー形成が見られない 

 

 １０4希釈まではコロニーが広がっているが、生育が認められたので、

この条件でコロニー形成させることを目的に検討を行った。 

 コロニーが広がった原因として、プレートのゲルからの水分の分離が考えら

れたので、プレートに広げる前に、プレートを開けた状態で１時間放置し、プ

レート表面を少し乾燥させてから接種したが、コロニーの状態に大きな差はな

く単一のコロニーは形成されなかった。  

 

ｂ．限界希釈法での単離の試み 

プレートでのコロニー形成がうまくできなかったので、限界希釈法での単離を

試みた。 限界希釈法は、培養液を１０1から１０9程度の範囲で培地を用いて希

釈し、各希釈ごとに５本の培養を行い、生育した最大希釈の培養物を単一の微

生物由来の培養物とみなすことで、単離する方法である。 

① －４の培養物を限界希釈し、２週間培養することによって生育する希釈段

階を確認した。 

限界希釈での生育 

希釈段階     生育 

１０1      ＋ 

           １０2      ＋ 

１０3      ＋ 

１０4      ＋ 

１０5      － 

１０6      － 

１０7      － 
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１０4までは、生育が見られたが、それ以上の希釈では生育が認められなかった。 

この１０4の培養液をプレートに広げて培養してみたが、プレートではうすく広

がって生育した。 

複数の株が存在し、また個々のコロニーが分離しなかった。  

 

①－４以外の①－１３、①－２０、②－２の３株についても①－４株と同様の

結果となり、単離に至っていない。 

今後、単離の方法を工夫することにして、混合状態のままグリセロールで凍結

保存した。 

 

（２） 硫酸還元菌用培地で生育した微生物の単離 

 

ａ．プレートでのコロニー形成 

集積培養で生育の見られた③－１３、④－４、⑤－３を用いて、プレートでの

コロニー形成を検討した。プレートの状態を観察しながら、培養を２８日間継

続した。 

 

硫酸還元菌用培地培養物のプレートでの生育状況 

   希釈段階     ③－１３  ④－４  ⑤－３ 

    １０1                        ―         ―    ― 

１０2                        ―         ―    ― 

 １０3                        ―         ―        ― 

１０4                         ―         ―       ― 

１０5                      ―         ―       ― 

 

１０1希釈においても、プレートでのコロニー形成が見られず、なかった。 

２８日後にはゲルライトで固化した培地が乾燥して薄くなっていた。 

硫酸還元菌は液体培地での生育状態から、生育が遅いと考えられ、培養に伴っ

て培地中の水分が減少し、成育に影響が出たのではないかと思われた。また、

硫酸還元菌は生育に高い還元状態が必要であるので、培養時に酸素の混入など

があった可能性も考えられた。 



 

                43

ｂ．限界希釈法での単離の試み 

プレートでのコロニー形成ができなかったので、限界希釈法での単離を試みた。 

③―１３の培養物を限界希釈し、２週間培養することによって生育する希釈段

階を確認した。 

限界希釈での生育 

希釈段階     生育 

１０1      ＋ 

           １０2      ＋ 

１０3      ＋ 

１０4      － 

１０5      － 

１０6      － 

１０7      － 

１０8      － 

 

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

この１０3の培養液を顕微鏡で観察したところ、弧状のものと短カン状のものが

混在していた。また、これらの菌体がからまってような塊状物も見出されたこ

とから、単一の株からなっているのではないと思われた。 

 

③－１３以外の④－４、⑤－３についても同様の結果となり、単離に至ってい

ない。 

硫酸還元菌についても、今後、単離の方法を工夫することにし、混合状態でグ

リセロールで凍結保存した。 
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（３） イオウ酸化菌用培地で生育した微生物の単離 

ａ．プレートでのコロニー形成 

集積培養で生育の見られた７サンプルを用いて、プレートでのコロニー形成を

検討した。プレートの状態を観察しながら、培養を２８日間継続した。 

殺生石噴気口サンプルを培養したものを中心に、単離を試みた。 

安定して濁りが生じた③－１を中心に述べる。 

 

③－１培養物のプレートでの生育状況 

   希釈段階       プレートの状態 

    １０1      プレート全面にうすく生育 複数存在 

１０2       プレート全面にうすく生育 複数存在 

 １０3          プレート全面に小さいコロニー形成  

１０4      コロニー形成は小さくまばら 

１０5        コロニー形成が見られない 

 

 １０4希釈までは非常に小さいコロニーが形成された。 このコロニーを用い

て単離を試みた。 

 

コロニーを接種して培養したプレートでの生育状況 

   希釈段階    ③－１－Ａ  ③－１－Ｂ  ③－１－Ｃ 

    １０1      プレート全面にうすく生育 複数存在 

１０2       プレート全面にうすく生育 微小コロニー 

 １０3          プレート全面に小さいコロニー形成  

１０4      コロニー形成は小さくまばら 

１０5        コロニー形成が見られない 

 

各希釈段階のプレートの状態は、コロニーを分離したプレートと同様となった。 

イオウ酸化菌と思われるコロニーの周辺に異なる性状の菌が生育しており、こ

れを分離するのが困難であった。 
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ｂ．限界希釈法での単離の試み 

プレートでのコロニー分離ができなかったので、限界希釈法での単離を試みた。 

③―１の培養物を限界希釈し、２週間培養することによって生育する希釈段階

を確認した。 

限界希釈での生育 

希釈段階     生育 

１０1      ＋ 

           １０2      ＋ 

１０3      ＋ 

１０4      ＋ 

１０5      － 

１０6      － 

１０7      － 

１０8      － 

 

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

③－１以外に③－７、③－８、③－１３についても検討したが、単離に至って

おらず、今後、単離の方法を工夫することにして、混合状態でグリセロールで

凍結保存した。 
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１．１．５．酢酸資化性高温メタン菌の分離 

 

後述の２節で述べる、超好熱始原菌とメタン菌の共生による高速メタン生成の

可能性を探るための検討として、酢酸資化性高温メタン菌の分離取得検討を進

めることにした。 

 

ａ．微生物源 

有機物がある程度含まれており、かつ高温になっている環境として、大分県別

府温泉の鉄輪温泉市街、および地獄でサンプリングを行った。特に落ち葉や生

活廃水が入っているところを中心にサンプルの採取を行った。 

  

サンプルＮｏ．   採取地      採取地温度  サンプル性状    

⑥－１    地獄原温泉バス付近   ６４℃   配湯管たまり 

⑥－２    地獄原温泉バス付近   ８１℃   排水管たまり 

⑥－３    鉄輪温泉下 川の堤防  ７３℃   排水出口 

⑥－４    鉄輪温泉        ３０℃   排水出口 

⑥－５    鉄輪温泉        ６０℃   排水管たまり 

⑥－６    鉄輪温泉        ８０℃   排水管たまり 

⑥－７    鉄輪温泉        ８０℃   排水管たまり 

⑥－８    鉄輪温泉        ９４℃   配湯管たまり 

⑥－９    鉄輪温泉        ９４℃   配湯管たまり 

⑥－１０   鉄輪温泉        ９２℃   配湯管たまり 

⑥－１１   鉄輪温泉        ５４℃   配湯管たまり 

    ⑥－１２   龍巻地獄        ４５℃   ケイ酸たまり 

    ⑥－１３   畑の中の泉源      ７４℃   排水路付着物 

    ⑥－１４   畑の中の泉源      ６１℃   排水路付着物 

    ⑥－１５   畑の中の泉源      ８１℃   排水路付着物 

    ⑥－１６   海地獄         ６５℃   落ち葉堆積物 

    ⑥－１７   山地獄         ６５℃   落ち葉堆積物 

    ⑥－１８   龍巻地獄        ６３℃   熱泥 

    ⑥－１９   かまど地獄       ４０℃   落ち葉堆積物 

    ⑥－２０   かまど地獄       ９０℃   落ち葉堆積物 
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サンプルＮｏ．   採取地      採取地温度  サンプル性状    

    ⑥－２１   血の池地獄       ５０℃   落ち葉堆積物 

    ⑥－２２   血の池地獄       ６４℃   落ち葉堆積物 

 

今回のサンプリングでは、有機物が入っているところを重点的に採取したが、

配湯管、排水管のたまり部分や土壌、落ち葉の堆積物のサンプルから生育する

ものが出てきている。 

これら、生育の見られたサンプルについては、気相部のガス分析を行い、メタ

ンの発生植え継ぎ、分離の作業を進めた。 

 

 

ｂ．使用培地組成 

KCl          0.355ｇ 

MgCl2・6H2O      4.0ｇ 

MgSO4・7H2O      3.45ｇ 

NH4Cl         0.25ｇ 

CaCl2・2H2O      0.14ｇ 

KH2PO4         0.14ｇ 

NaCl                6ｇ  

微量金属溶液      10ｍｌ 

ビタミン溶液      10ｍｌ 

Fe(NH4)2(SO4)2・6H2O  2.0 mg 

NaHCO3                  5.0g 

酢酸ナトリウム         1.0g 

酵母エキス       2.0ｇ 

Trypticase peptone   2.0g 

L-Cystein・HCl・H2O   0.5g 

 

Na2S・9H2O       0.5g 

レサズリン       1.0mg 

蒸留水         980ｍｌ 
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微量金属溶液 

Nitrilotriacetic acid  1.5g 

MgSO4・7H2O         3.0g 

MnSO4・xH2O         0.5g 

NaCl           1.0g  

FeSO4・7H2O         0.1g 

CoSO4・7H2O             0.1g 

CaCl2・2H2O             0.1g 

ZnSO4・7H2O             0.1g 

CuSO4・5H2O             0.01g 

ALK(SO4)2               0.01g 

H3BO3                   0.01g 

NaMoO4・2H2O            0.01g 

NiCl2・6H2O      0.025g 

NaSeO3・5H2O      0.3g 

(NH4)2Ni(SO4)2・6H2O  2.0g 

NaWO4・2H2O       10mg 

蒸留水         1L  

＊注意 Nitrilotriacetic acid を水に溶解し KOH でｐＨを６．５に調節後、各

成分を投入して溶解させる。 溶解したらｐＨを７．０に調節する。 

 

ビタミン混合溶液(JCM197) 

Biotin         2.0mg 

Folic acid             2.0mg 

Pyridoxin HCl         10.0mg 

Thiamine HCl           5.0mg 

Riboflavin             5.0mg 

Nicotinic acid         5.0mg 

Calcium pantothenate  5.0mg 

Vitamin B12           0.1mg 

p-Aminobenzoic acid   5.0mg 

Lipoic acid           5.0mg 
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蒸留水         1L  

 

ｃ．酢酸資化性メタン菌培地調製 

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

し、電子レンジで１０分加熱した。１００ｍｌバイアルビンに２０ｍｌづつ分

注し、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合ガスを１分間バブリングしてからブチルゴ

ム栓をつけ、アルミキャップで固定した。これを１２１℃、２０分オートクレ

ーブ処理して滅菌した。 

滅菌後、培地の入ったバイアルビンを窒素置換したグローブボックスに入れ、

10%Na2S 溶液(pH7.3)0.1ml、10% L-Cystein・HCl 溶液（pH7.3）0.1ml をシリン

ジで注入し、混合して１０分間放置した。 

嫌気になった培地入りバイアルビンに、採取した微生物源サンプルを 1ｍｌ、シ

リンジで注入して接種した。 

固形サンプルの場合には、一度、アルミキャップをはずし、固形物サンプルを

バイアルビンに投入後、再度、ブチルゴム栓とアルミキャップで固定した。 

接種後 、グローブボックス内で、真空ポンプ、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合

ガスボンベをつないだガス置換装置にシリンジを介して接続し、減圧、解圧を

２回行うことによって、バイアルビン内部のガスをＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比

率になるように置換し、さらに、バイアルビンにＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比

率のガスをディスポーサブルシリンジを用いて３５ｍｌで２回注入し、８０℃

のインキュベーターに入れて培養した。 

接種一週間後に培養物０．５ｍｌを新しい培地２０ｍｌに接種して培養を継続

した。 

 

ｄ．酢酸含有メタン菌培地での生育 

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

⑥－１        ＋        ±       ＋ 

⑥－２        ±        ±       ± 

⑥－３        ±        ±       ＋ 

⑥－４        ＋        ＋       ＋ 

⑥－５        ＋        ＋       － 

⑥－６        －        －       － 
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サンプルＮｏ．  植え継ぎ１回    植え継ぎ２回  植え継ぎ３回目    

⑥－７        ±        －       － 

⑥－８        ±        ±       ± 

⑥－９        ±        ±       ± 

⑥－１０       ＋        ±       ＋ 

⑥－１１       －        ±       － 

⑥－１２       ±        ±       － 

⑥－１３       ±        ±       ±  

⑥－１４       ＋        ＋       ＋  

⑥－１５       ＋        －       ±  

⑥－１６       ＋        ±       ＋  

⑥－１７       －        －       － 

⑥－１８       －        －       －  

⑥－１９       ±        ±       ±  

⑥－２０       －        ±       ＋  

⑥－２１       ±        ±       ＋  

⑥－２２       －        ±       － 

  

 

全体に、ケンダク物、固定分の入ったサンプルを接種したものは、３回の植え

継ぎ後も濁りが見られた。 植え継ぎ１回後は、ケンダク物が多いものでは生

育が判定しがたいが、３回目にはもとのケンダク物は少量になり、明らかな生

育を確認することでができた。 

今後、培養物の一部を凍結保存するとともに、植え継ぎ培養を行い、気相部の

ガス分析を実施した。  
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１．１．６ 深部地下の微生物に関する文献調査 
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Abstract 

 

Subsurface life has been found at depths of several thousand meters in deep 

sub-sea floor sediments and in the basement crust beneath the sediments. 

It has also been found at up to 2800-m depth in continental sedimentary 

rocks, 5300-m depth in igneous rock aquifers and in fluid inclusions in 

ancient salt deposits from salt mines. The biomass of these 

intraterrestrial organisms may be equal to the total weight of all marine 

and terrestrial plants.  

 The deep terrestrial microbes generally seem to be active at very 

low but significant rates and several investigations indicate 

chemolithoautotrophs to form a chemosynthetic base. Hydrogen, methane and 

carbon dioxide gases are continuously generated in the interior of our 

planet and probably constitute sustainable sources of carbon and energy 

for deep intraterrestrial biosphere ecosystems (1).  

 Subsurface bacteria are the active agents in the bioremediation of 

groundwater and other subsurface areas, and have thus a very high economic 

potential (2). The sub-surface prokaryotes overlap with the more accessible 

extremophiles from hot springs and hydrothermal vents (3-5). 

Subsurface Microbial Communities 
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Controversy surrounds the origin, diversity, evolution, and extent of deep 

subsurface communities. 

 One of the most significant challenges facing investigators of deep 

subsurface microbiology is the acquisition of rock material uncontaminated 

by surface organisms. It is almost impossible to completely avoid 

contamination of subsurface samples. The contamination is not just 

biological in nature, and it occurs during drilling, coring, retrieval, 

and sample processing.  

 Consequently, sampling procedures and other quality control 

techniques were developed to minimize contamination. These procedures 

include decontamination of the drilling and coring equipment, enclosing 

the drilling fluid system, and the introduction of physical and chemical 

tracers to the drilling circulation system.  

 To preserve more sensitive anaerobic microorganisms, all sampling 

of deep subsurface environments where anaerobic conditions prevail 

requires sterile and non-oxidizing containment of the recovered samples 

followed by rapid transport to microbiology labs. For this reason, nitrogen 

or argon gas is used in some drilling operations, and an argon-filled glove 

bag encloses all sample-paring tools, sample labeling, and packaging 

operations, in a core-receiving lab. These extensive quality control 

procedures increase the confidence that the numbers and diversity of the 

microorganisms present are reflective of the physical and chemical 

environment existing at depth.  

 Using surgical rubber gloves attached to the interior of these bags, 

members of the team used sterile tools to pare away the outermost rind of 

each core sample, leaving only the part that was least likely to have been 

exposed to bacterial contaminants in the drilling fluid. If seepage of the 

tracer chemical indicated that a particular specimen might have been 

tainted, the scientist dissecting it noted that the core from which it came 

was very possibly contaminated.  

Pristine inner core samples recovered in this way were then placed 
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in sterile containers filled with nitrogen, which were packed in ice and 

shipped to research laboratories across North America. Within 72 hours 

after the removal of the rocks from the subsurface, other members of the 

research group based at many different institutions were subjecting the 

samples to a battery of tests designed to evaluate the rocks and the 

microorganisms they harbored. After these initial experiments, researchers 

sent the microbes they had extracted from the subsurface samples to special 

repositories in Florida and Oregon to be stored in liquid nitrogen at -96 

OC. 

              Images: George Retseck 

 

 

Subsurface exploration (above, left) requires a great length of 

rotating steel pipe to snake downward from a drilling derrick to an 
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underground target. As the pipe rotates, a diamond-studded drill bit at 

the bottom of the borehole (detail, right, bottom) cuts away at the 

underlying rock and surrounds a cylindrical sample that is later extracted 

when the pipe is withdrawn. Lubricating fluid with a special tracer 

substance is pumped down the center of the pipe (detail, right, top) and 

out through holes in the bit (arrows). The cylindrical rock sample remains 

in place as the pipe and bit rotate because it sits within a stationary 

inner barrel that is supported by a bearing. As a core of rock fills the 

inner barrel, a bag of concentrated tracer material above it breaks open 

and coats the outer surface of the sample (yellow). Cores recovered in this 

way are cut into short segments from which the outer rind marked by the 

tracer is removed to avoid contamination (above, right).  

 The first results of this quest for deep-seated life-forms were 

extraordinary. The scientists involved quickly learned that diverse types 

of microorganisms lived beneath the Savannah River site at depths extending 

at least as far as 500 meters beneath the surface, the deepest core taken. 

Although the extent of subsurface fungi or protozoa is still uncertain, 

it is clear that subsurface bacteria are ubiquitous. These organisms have 

been recovered from formations with temperatures as high as 75 O C and from 

depths extending to 2.8 km below the surface.  

 What determines the maximum depth at which subsurface microbes can 

exist? Mounting pressure exerts little direct effect on microorganisms even 

several kilometers below ground level. It is the increasing temperature 

that limits the depth of subsurface life. The maximum temperature that such 

organisms can tolerate remains something of a mystery, but biological 

oceanographers have found bacteria that are capable of growing at 110 OC 

in deep-sea volcanic vents, and some scientists estimate that subsurface 

microorganisms might be able to withstand temperatures as high as 140 

degrees C, at least for short periods.  

 For oceanic crust, where the temperature rises about 15 OC per 

kilometer of depth, tolerance of 110 OC allows microbial life to extend (on 

average) about seven kilometers below the seafloor. For continental crust, 
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where the temperature is often near 20 OC at the surface and typically 

increases by about 25 OC per kilometer, microscopic life should, on average, 

reach almost four kilometers downward into the earth.  

 The abundance of microbes will, however, vary considerably from 

place to place, even at the same depth in the earth. For example, samples 

obtained from 400 meters below the surface of the ground can contain as 

few as 100 to as many as 10 million bacteria in each gram of rock. By 

comparison, agricultural topsoil typically contains more than one billion 

bacteria in each gram of dirt.  

   

 

 

 

It seems that the richness of life in the deep subsurface depends not only 

on tolerable temperatures but also on the capacity of the local environment 

to support growth and proliferation. Crucial prerequisites include the 

presence of water and the sheer availability of space in the pores of the 

rock. The region hosting the microbes must also contain the nutrients, such 

as carbon, nitrogen, phosphorous and various trace metals, that 

microorganisms need to synthesize their cellular constituents, including 

DNA and proteins. The environment also has to offer some form of energy 

Image: George Retseck 
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to provide the energy required for this ongoing activity.  

           

 Subsurface environments vary considerably in the composition of the 

surrounding rock. Deep-living microbes pervade both oceanic and 

continental crust and are especially abundant in sedimentary formations. 

Such microorganisms fail to survive only where the temperature exceeds 

about 110 OC (orange areas). The nature of the population does, however, 

change from place to place. For example, a porous sedimentary layer that 

acts as a conduit for groundwater may contain both oxygen-rich (light blue)  

and oxygen-poor (dark blue) zones, and the bacteria found within its 

different regimes will vary according to the chemical reactions they use 

for energy (blue bar, above).   

 

 

 The types of microbes found in the earth's deep realms depend on 

the particulars of the local subsurface environment. Diverse bacterial 

communities thrive in most sedimentary rocks, which commonly contain a rich 

supply of organic compounds to nourish microorganisms. These nutrients were 

originally produced by plants at the earth's surface before the loose sands, 

silts or clays that constitute most sedimentary formations were buried and 

consolidated into solid rock. As long as these nutrients remain available, 

microorganisms living within the pores of the sediments can continue to 

survive and grow. Sedimentary rocks also supply oxidized forms of sulfur, 

iron and manganese that can provide the energy these microbes need. The 

chemical power sources here are so-called reduction reactions (processes 

that involve the gain of electrons).  

Subsurface lithoautotrophic microbial ecosystems exist in the 

pores between interlocking mineral grains of many igneous 

rocks. Autotrophic microbes (green) derive nutrients and 

energy from inorganic chemicals in their surroundings, and 

many other microbes (red), in turn, feed on organics created 
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 As sediments become more deeply buried over geologic time, they are 

increasingly compacted. Much of the dwindling pore space eventually becomes 

cemented with minerals that precipitate from fluids passing through the 

rock. Consequently, as depth and pressure increase, the opportunity for 

obtaining life-sustaining materials declines, and the overall rate of 

metabolism of microbial communities gradually diminishes, except in those 

spots that directly surround rich concentrations of nutrients. The 

distribution of microorganisms in sediments ultimately becomes quite 

patchy. Small colonies, or even individual cells, live well separated from 

one another within the rock. Not surprisingly, then, searching for 

microorganisms living in these settings proves to be a hit-or-miss affair. 

It has been found, for example, that with sediment collected near the DOE's 

Hanford facility in Washington State, the larger the sample tested, the 

better the chances of finding microbial activity.  

 Although quite inhospitable, such hardened sedimentary rock is not 

the most challenging environment for subsurface microbes: some 

environments appear far more hostile. The bulk of the continental crust 

is composed of igneous rock (that is, rock solidified from molten magma), 

which contains little organic carbon. Nevertheless, Stevens and McKinley 

discovered bacteria living within igneous formations that are composed of 

layers of basalt (a dark, fine-grained type of rock).  

 Microorganisms thrive in other igneous rock as well. Karsten 

Pedersen of the University of Göteborg in Sweden detected bacteria in water 

flowing through deep fractures in granite--a light-colored, coarse-grained 

variety of igneous rock. Because igneous rock is too hot to support life 

when it is first formed, the microbes found within such rock must have been 

carried there by the flow of groundwater sometime after the parent magma 

cooled and solidified.  

 Little buried organic matter is available within igneous formations, 

and so Stevens and McKinley were surprised to find that microbes could 

flourish in basalt. They eventually discovered the secret. The bacterial 

communities living there include so-called autotrophs, organisms that 
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synthesize organic compounds (proteins, fats and other biological 

molecules rich in carbon) from inorganic sources. Many types of autotrophic 

bacteria capture energy from inorganic chemical reactions involving iron 

or sulfur. The autotrophs living in these basalts use hydrogen gas for 

energy and derive carbon from inorganic carbon dioxide. These "acetogens" 

then excrete simple organic compounds that other bacteria can in turn 

consume. In these basalts the hydrogen gas is produced by the reaction of 

oxygen-poor water with iron-bearing minerals. Many of us call such 

environments "SLiMEs," for subsurface lithoautotrophic microbial 

ecosystems. Amazingly, SLiME microorganisms can persist indefinitely 

without any supply of carbon from the surface.  

 

 

 

Old as the Hills?  

 

Do subsurface bacterial colonies survive for as long as the rocks that host 

them? Such longevity is clearly not always possible. The continuing burial 

of sediments can ultimately raise temperatures sufficiently to purge an 

entire rock formation of live bacteria. More local sterilization may also 

occur where fiery hot magma impinges on sedimentary strata, leaving a body 

of igneous rock with some well-baked sediments surrounding it. Once such 

newly solidified rock cools, or tectonic forces lift hot, deeply buried 

sedimentary layers to a cooler position closer to the surface, bacteria 

carried by groundwater will then colonize the formerly sterile zones.  

 Yet that process of infiltration can be exceedingly slow. Ellyn M. 

Murphy of Battelle, Pacific Northwest National Laboratory has determined, 

for example, that the groundwater now present deep beneath the Savannah 

River facility has not been in contact with the surface for thousands of 

years. In the deepest sites measurements and computer modeling indicate 

that the groundwater has been isolated from the surface for millions of 

years. Because microorganisms could not have traveled downward from the 
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surface faster than the groundwater descended, some subsurface microbial 

communities must be at least several million years old.  

 How do microorganisms manage to persevere for so long? In some cases 

(for example, SLiMEs), bacteria can survive because the essential nutrients 

are constantly renewed; although in most other sorts of formations, food 

and energy sources are relatively scarce. 

Nevertheless, the resident bacteria appear to have adapted to these rather 

spartan living conditions. Bacteria must rely on internal reserves during 

periods of long-term starvation (as do higher organisms), and most types 

of bacteria shrink from a healthy size of a few microns to less than a 

thousandth of their normal volume as they use up their stores. Thomas L. 

Kieft of the New Mexico Institute of Mining and Technology has found that 

such tiny, starved microbes (called dwarf bacteria or 

"ultramicro-bacteria", perhaps better: nanobacteria) commonly inhabit the 

subsurface (6).  

 The metabolic rate of such starved bacteria is probably much lower 

than when they are well fed. As a result, the average frequency of cell 

division for a subsurface microbe may be once a century, or even less, 

whereas surface microorganisms reproduce in a matter of minutes, hours, 

days or, at most, months. Microorganisms living in the deep subsurface limit 

their metabolism in order to endure starvation for geologically significant 

lengths of time. These bacteria can remain viable at little or no metabolic 

cost.  

 The sluggish pace of microbial metabolism in the subsurface makes 

it difficult to define just how many of the bacteria found entombed in these 

rocks are truly alive. One approach is to count only those microbes that 

can be grown in the laboratory. More than 10 percent of the cells extracted 

from sandy sediments where water and nutrients can generally flow freely 

will proliferate when given a supply of nutrients in the laboratory. In 

contrast, less than one tenth of 1 percent of the cells drawn from sediments 

in the arid western U.S. (where the flux of water is minimal) will grow 

in a culture dish.  
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 It may be that failure to culture most subsurface bacteria is the 

result of inappropriate growth conditions in the laboratory. Or perhaps 

these organisms are simply no longer alive. In rocks where the flux of 

nutrients and water is low, dead cells decompose exceedingly slowly, and 

so some of our biochemical assays would count them along with the few living 

cells. Alternatively, most of the organisms could be functioning but may 

have lost the ability to replicate.  

 

 

 

The Prospects Underground  

 

So far David L. Bulkwill of Florida State University has catalogued and 

preserved more than 9,000 strains of microorganisms from diverse subsurface 

environments. These isolates, containing a vast assortment of bacteria and 

about 100 types of fungi, are a source of novel microbial life that have 

not yet been fully tested for commercially applicable properties.  

 Characterization of these isolates revealed the presence of aerobic 

and anaerobic bacteria. Some bacteria were growing and thriving in a 

moderate environment (mesophilic), whereas others thrived in a hotter 

environment (thermophilic); some preferred nonsaline media, while others 

were saline-tolerant. Mesophilic aerobes were concentrated at higher 

levels in the drilling muds, while the thermophilic anaerobes appeared 

below 7000 feet in the drilling mud.  

 These thermophilic anaerobic microbes were present in the drilling 

muds at concentrations 100 times greater than in the rock samples. Yet, 

evidence indicates that the thermophilic anaerobes isolated from the pared 

sidewall cores are indigenous and not from the drilling mud. First, those 

same drilling muds still yielded 10 times as many aerobes as anaerobes, 

but no aerobes were detected in the pared cores. If the anaerobes extracted 

from the pared cores were derived from drilling mud, then a correspondingly 

larger number of aerobes also should have been present.  
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 Next, the nutrient requirements of bacterial cultures extracted 

from drilling muds were compared to those from the pared sidewall core 

samples through a process that tests bacterial growth in 96 inorganic and 

organic media. The microorganisms from the pared cores could metabolize 

amino acids, whereas those in the drilling muds, soils, and waters could 

only metabolize simple carbohydrates.  

 Finally, some of the thermophilic anaerobes exhibit a tolerance to 

high salinity and rely upon the reduction of Fe and Mn, such as strain TH-23. 

This combination of physiological characteristics helps them survive in 

deep subsurface environments and is not a combination normally associated 

with soil-dwelling microorganisms.  

 The anaerobic thermophiles cultured from the pared cores are 

probably indigenous to the Triassic sediments. Some of the organisms 

exhibit a combination of physiological traits never before reported. The 

cultures also reveal unusual lipid and lipopolysaccharide components. 

Sequencing of their 16S rRNA is underway to ascertain whether or not some 

of the isolates represent new bacteria.  

 

 

 

Questions, Directions for Future Investigations 

 

Are the microorganisms observed in these samples the progeny of ancestral 

microorganisms laid down at the time of deposition? Certainly, the Triassic 

lake-derived sediments would have had abundant microbial communities when 

deposited. Initial fluid inclusion data suggests that hydrothermal fluids 

with temperatures of 160°-220°C migrated through this portion of the 

Taylorsville basin sometime early in the basin's history. Such fluids would 

probably have eradicated the microorganisms originally deposited with the 

sediments. Analyses of phosphate minerals indicate that these strata cooled 

sufficiently to permit rehabitation by the present microorganisms by 

approximately 140 Ma.  
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 Have the present organisms been metabolically active in the 

subsurface at this depth over this time interval? If so, petrographic, 

geochemical, and isotopic evidence of their activity should exist in the 

rock samples. Does such evidence elucidate the conditions under which they 

survived, and whether or not those conditions changed over time? Does 

long-term survival in the deep subsurface incur detectable variations in 

bacterial DNA? Further work is necessary to identify the specific 

physiological mechanisms and environmental conditions that enabled these 

microorganisms to remain metabolically active or to exist over geological 

timescales.  

 Possible sites for future sampling of the deep subsurface biosphere 

are being sought, but because deep drilling is quite expensive, sites that 

can be drilled with cooperating public or private sector partners are highly 

desirable. The Thorn Hill #1 operation demonstrated that microbial sampling 

methods can be adapted to commercial operations, paving the way for more 

extensive collection of deep subsurface microbial communities. 

 

  

 

Research Interest in Subsurface Bacteria, Applications 

 

i) Bioremediation. Extensive and continuously increasing groundwater 

pollution by persistent chlorinated lipophils at depths greater than 50 

m demands strategies on how to clean-up the present contamination and how 

to avoid future contamination. Whilst the latter strategy can only mean 

a phasing-out of chlorine chemistry, strategies for efficient clean-up 

procedures are oriented at the spontaneous but efficient bioremediation 

of petrol spills. Spontaneous and efficient bioremediation of petrol spills 

is the reason why petrol, despite its decades-long widespread use, has not 

become an environmental problem.  

 An understanding of the ecology of these subsurface communities is 

necessary to successfully (i.e. reproducibly) implement bio-cleanup for 
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problematic pollutants such as the persistent organic pollutants (2).  

 

ii) Underground nuclear waste repositories. A second motivation for 

research in subsurface microbes are the plans by many countries to store 

significant quantities of nuclear waste in deep subsurface repositories. 

The long-term containment of this waste may be affected by its interaction 

with either the indigenous microbial communities, or with those transported 

to the site (7).  

 

iii) Biotechnology. Subsurface and other extremophile microorganisms also 

hold promise for biotechnology. Those microbes may have developed unique 

enzymes or metabolites that may prove to be of medical or biotechnological 

benefit (8).  
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１．１．７ 探索結果と今後の課題 

今回のプロジェクトでは、自然界のさまざまな環境からＣＯ2固定能を有する

新規非光合成微生物の分離を実施した。 

 各種環境下の多くのサンプルから、７０～８０℃で独立栄養的に生育する

非光合成微生物の分離、取得をすすめたところ、メタン菌用培地では生育が認

められなかったが、始原菌用培地、硫酸還元菌用培地、イオウ酸化菌用培地で

は生育するものが複数得られた。 

 メタン菌については、有機性廃棄物を原料とした高温高速メタン生成の可能

性を検討するため、有機性廃棄物から始原菌によって排出される酢酸を炭素源

としてメタンを生成する酢酸資化性メタン菌の取得に努めた。 

その結果、酢酸を含む培地を用いて６５℃の温度条件下でメタンを生成する

微生物群を取得することができた。 

二酸化炭素の固定には、還元力など何らかのエネルギー源が必要であり、微

生物を利用したものであっても、これを逃れることはできない。 

自然界においては、光以外に化学的エネルギー源として利用できるものとし

て、イオウ、鉄、マンガン、アンモニア、亜硝酸、水素などの無機物があり、

地表、地球内部、土壌中では、これらのエネルギー源に依存して多くの微生物

が二酸化炭素の固定を行っている。 

地球規模のレベルで考えると、これらの微生物が二酸化炭素固定に果たして

いる役割は非常に大きいと考えられる。 

しかしながら、産業として二酸化炭素の固定を利用するためには、エネルギ

ー源の負担が非常に大きい。 

その中で唯一大規模に利用できる可能性のあるのがメタン発酵である。 

有機系廃棄物を原料としたメタン発酵は、廃棄物からのエネルギー生産の方

法として非常に有用であり、特に小さな装置で大量の処理が行えるシステムが

構築できれば地域分散型のエネルギー生産システムになりうる可能性がある。 

本研究においても、高温高速メタン発酵の可能性を探るために、酢酸資化性

高温メタン菌の探索を行った。 これについては第２節で詳述する。  

メタン菌は地球内部から供給されると考えられる水素と二酸化炭素からメタ

ンを生成している可能性があると考えられていることから、地球内部エネルギ

ーに依存したメタン菌による、地中注入二酸化炭素のメタンへの変換ができれ

ば、大規模に実施しうるシステムになる可能性が考えられる。 
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第二節 有用物質の生産 

 

はじめに   

微生物菌体によって固定されたCO2は、その固定経路から、有機酸、糖などを

経て、菌体成分を含め二次代謝産物などへと変換される。 またメタン菌の場

合は、二酸化炭素の酸素を使って水素を酸化するという、エネルギー代謝的な

二酸化炭素固定反応に伴ってメタンが生成する。 

いずれの場合も、“固定された二酸化炭素は、何らかの物質に変換されて保持

される”。 

この保持される物質として何が適当かは非常に大きな問題である。  バイオ

マスとしての菌体、あるいは菌体成分、二次代謝産物である化合物などが対象

となるが、ここでは、菌体成分として特に、始原菌に特徴的なポリエーテル型

膜脂質、とメタン菌の生成するメタンに注目して検討を行うことにした。 

 

１．２．１． 始原菌の膜脂質 

             

ａ．始原菌の膜脂質に関する生合成酵素遺伝子を中心とした解析 

メタン菌をはじめとする始原菌の膜脂質は、グリセロールとＣ２０、あるいは

Ｃ４０のイソプレノイドアルコールとのジエーテル構造（Archaeol）、あるいは、

テトラエーテル構造（Caldarchaeol）をとっており、このような脂質は始原菌

と一部の真性細菌に存在している。 通常の真性細菌や真核生物のエステル型

脂質に比べて、エーテル構造は酸、アルカリに対して安定である。 また、エ

ステル構造の脂質は２分子膜構造をとるが、エーテル型では１分子膜構造をと

ることから、膜構造自体が１分子の安定構造をとっていることになり、膜自体

が強固になっている。 このように、始原菌のエーテル型膜脂質と、真性細菌

のエステル型膜脂質の大きな違いは、グリセロールと結合している炭化水素鎖

にある。 地球上の温和な環境では、細胞が生きていくためには、エステル型

膜脂質の場合には適当な不飽和脂肪酸を含むことによって相転移温度が低くな

っていなければならない。 一方、高度に分岐した飽和イソプレノイド鎖は嵩

高い構造をしており、そのままで相転移温度が低い性質を有している。 

真性細菌では不飽和脂肪酸を生成するのに、飽和脂肪酸を不飽和化するのに酸

素を利用しているが、原始環境では、酸素がない環境下でイソプレノイドアル
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コールがグリセロール、あるいは、そのリン酸エステルとの間で脱水縮合する

ことによって、エーテル結合を生成したのではないかと考えられている。 

このような性質を持つエーテル型膜脂質は、イソプレノイド構造をもつことか

ら、ポリイソプレン構造材料として、また強固な人工リポソームの材料として

の利用も期待される。 

このエーテル型膜脂質の生合成経路を整理することによって、その後のエーテ

ル型膜脂質の利用につなげることを目的に、始原菌のゲノムから、エーテル型

膜脂質の生合成経路を遺伝子側から整理することにした。 

（Y. Koga, H. Morii, M. Akagawa-Matsushita, M. Ohga, Biosci. Biotechnol. 

Biochem., 62(2),230-236(1998)） 

 

 

            図－１ テトラエーテル膜脂質 

 

 

 

 

 

ｂ．テトラエーテル脂質の生合成経路 

テトラエーテル脂質の生合成経路と対応する酵素を図－２、表－１に示した。 

メバロン酸が２段階でリン酸化され、メバロン酸２リン酸となり、これが脱炭

酸することによって、イソペンテニル２リン酸が生成する。 このイソペンテ

ニル２リン酸がテトラエーテル合成の重要な中間体で、これが異性化すること

でジメチルアリル２リン酸となり、テトラエーテル構造の末端が形成される。 

次いでこれに順次、イソペンテニル２リン酸が付加していくことでゲラニル２

リン酸、ファルネシル２リン酸となり、さらにもう１分子のイソペンテニル２

リン酸が付加することで、ゲラニルゲラニル２リン酸が生じる。 

この反応で特徴的なことは、イソペンテニル２リン酸を付加していく３段階の

反応が一つの酵素で行われている可能性があることで、ジメチルアリルトラン
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スフェラーゼがファルネシルトランスフェラーゼに相当する酵素反応を触媒す

るとすれば、一つの酵素で３段階の反応が起こっている可能性も考えられる。 
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ｃ．始原菌ゲノムからのテトラエーテル脂質生合成遺伝子の検索 

 

微生物ゲノムデータベースを利用して、下記の始原菌のテトラエーテル脂質生

合成遺伝子の検索を行った。 

超好熱始原菌 

 Sulfolobus sorfataricus  

Sulfolobus tokodaii  

Pyrococcus friosus  

 メタン菌 

Methanobacterium thermoautotrophicum  

Methanococcus jannaschii  

Methanobacteriu acetivorans  

 

上記の菌株のメバロン酸からゲラニルゲラニル２リン酸に至る生合成に関わ

る遺伝子を検索した。 

 

その結果、ほとんどの超好熱始原菌、メタン菌にこの酵素系が存在しており、

特に Sulfolobus sorfataricus ,Sulfolobus tokodaii には、これらテトラエ

ーテル脂質生合成酵素遺伝子が全てそろっていることが推定された。  (図－

３)（表－２） 

 

また、ジメチルアリルトランスフェラーゼがファルネシルトランスフェラーゼ

に相当する酵素反応を触媒するなら、イソペンテニル２リン酸以降の生合成に

関与する酵素は大部分の始原菌に存在するということになる。 
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また、ゲノム上の各遺伝子の位置を Sulfolobus sorfataricus ,Sulfolobus 

tokodaii で調べてみたところ、メバロン酸キナーゼは単独で存在するのに対し

て、ホスホメバロン酸キナーゼ、ジホスホメバロン酸デカルボキシラーゼが逆

向きのＯＲＦで隣り合って存在すること、イソペンテニル２リン酸イソメラー

ゼとジメチルアリルトランスフェラーゼは同じ向きのＯＲＦで隣り合って存在

することがわかった。  （図－４） 

それ以外の始原菌では、ホスホメバロン酸キナーゼ、ジホスホメバロン酸デカ

ルボキシラーゼが見出されていないが、これらの菌株においてもイソペンテニ

ルリン酸イソメラーゼとジメチルアリルトランスフェラーゼが隣接して存在す

ることなどから、ホスホメバロン酸キナーゼ、ジホスホメバロン酸デカルボキ

シラーゼについても隣接して存在するのではないかと思われた。 

ゲラニルゲラニル２リン酸からグリセロールとの間でエーテル結合してアーケ

オールを生成する反応、アーケオールが２量化することによってカルドアーケ

オールが生成する反応は、脂質を形成する最終の反応になるが、この経路につ

いては解析が進んでおらず、まだ明らかとなっていない。 
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１．２．２． 始原菌とメタン菌の共生による高温高速メタン発酵の可能性の

検討 

（１）メタン生成 

微生物菌体によって固定されたCO2は、その固定経路から、有機酸、糖などを経

て、菌体成分を含め二次代謝産物などへと変換される。 メタン菌の場合は、

二酸化炭素の酸素を使って水素を酸化するという、エネルギー代謝的な二酸化

炭素固定反応に伴ってメタンが生成する。 このメタン生成には水素が還元力

として必要であり、この水素をどのようにして供給するかということが一番の

課題となるが、嫌気条件下での有機物分解に由来する水素発生が十分に期待さ

れる。 また、地球内部ガスに含まれる水素をエネルギー源とし、深部地下に

二酸化炭素を注入し、メタン菌の作用によってメタンに変えることも可能では

ないかと考えられる。 通常、地表付近でのメタン発酵においては、有機物を

嫌気分解する微生物によって、水素が生成し、その水素を利用してメタン菌が

メタンを生成している。 今回は特にメタン発酵を、現在行われている常温の

ものから超好熱菌などの生育温度範囲である８０℃付近にすることで、高速有

機物分解、高速メタン発酵を行うことができるシステムが構築できるか可能性

を検討した。また、自然界で起こっている地球内部エネルギーに依存したメタ

ン生成の実証もあわせて検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図－５ 始原菌とメタン菌によるメタン生成 
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（２） 始原菌用培地を用いたメタン菌の培養 

８０℃付近での有機性廃棄物からの高速メタン発酵には、高温下で有機物を分

解して、水素を供給する微生物と、同じ環境下で水素や有機酸と二酸化炭素か

らメタンを生成するメタン菌の組み合わせが必要である。 

有機性廃棄物から水素を生成する微生物としては、超好熱始原菌の一つである

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

可能なメタン菌の検索として、始原菌用培養でのメタン菌の培養を検討した。 

 

 

使用培地組成 

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

ピルビン酸を５％添加して用いた。  

  

KCl          0.33g 

MgCl2・6H2O         2.8g  

NH4Cl          0.25g 

NaCl           25.0g 

K2HPO4           0.3g 

ピルビン酸 Na     50g  

Yeast extract(Difco) 3.0g 

Tryptone(Difco)      3.0g 

FeSO4・7H2O  25mg 

微量金属溶液      10ml 

ビタミン混合液     10ml 

Na2S・９H2O        0.5g 

レサズリン      1.0mg 

蒸留水        1L 

 

微量金属溶液はメタン菌と同じ JCM151、ビタミン混合液もメタン菌と同じ

JCM197 を用いた。 



 

                74

○始原菌用改変培地の調製と培養 

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

スをＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合ガスに変更した。 

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

イアルビンに２０ｍｌづつ分注し、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の混合ガスを１分間

バブリングしてからブチルゴム栓をつけ、アルミキャップで固定した。これを

１２１℃、２０分オートクレーブ処理して滅菌した。 

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

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

間放置した。 

嫌気になった培地入りバイアルビンに、メタン菌ライブストックカルチャーを 1

ｍｌ、シリンジで注入して接種した。 

接種後 、バイアルビンにＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率のガスをディスポーサ

ブルシリンジを用いて３５ｍｌで２回注入し、各メタン菌の培養温度で培養し

た。 

 接種してから１週間後に、新しい培地２０ｍｌに、その１ｍｌ接種して培養

を継続した。 

 

使用菌株 

  ① Methanococcus jannaschii JCM10045 

    ②  Methanothermobacter thermoautotrophicus JCM10044 

    ③ Methanothermus fervidus JCM10308 

    ④ Methanothermus sociabilis JCM10723 

 

培養結果 

 通常、上記のメタン菌は接種後、１～３日で明確な濁りを生じるが、今回の

培養では、１週間経過しても濁りの上昇が見られず、植え継いだものではメタ

ン菌培地に特有のケンダク物以外は全く濁りが認められなかった。 

超好熱メタン菌は通常、水素と炭酸ガスからメタンを生成し、独立栄養的に生

育する。 

一般的に独立栄養微生物は、有機性成分が存在すると生育が阻害されることが

多く、Nitrosomonas などのアンモニア酸化細菌では、生育が顕著に阻害される。 
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今回試験したメタン菌も海底熱水口などから分離された超好熱メタン菌であり、

非常に高い独立栄養性の性質を有していると考えられる。 

 この結果から、これらのメタン菌を超好熱始原菌と共存状態で用いて使用す

ることは困難と思われた。有機物の存在による生育阻害を除くには、始原菌の

培養とメタン菌の培養を分けることによって、発生するガスのみを共有して培

養する方法が考えられる。 

 始原菌の培養で発生した水素を、メタン菌の培地にメタン菌を接種した培養

槽に導入すれば、有機物との接触なしに、ガスのみを共有した培養が可能にな

ると思われる。 

 自然界の深部地下においては、このようなガスのみが移動してメタン生成が

起こっている可能性も考えられる。 

このガス共有培養については、下記のような培養装置（図－６）を作成し、有

機物からの水素発生、メタンへの変換が可能であるか検討を継続している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 超好熱菌と超好熱メタン菌のガス共用培養 
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（３）高温酢酸資化性メタン菌の分離 

先の検討の結果から、有機性廃棄物からの高温下高速メタン発酵に用いるに

は、有機性成分が多い条件下でも生育可能な新たなメタン菌の取得が必要であ

ると思われたため、新たに自然界からメタン菌の採取を試みることにした。 

始原菌を用いた有機性廃棄物からの水素生成の際には、酢酸が副生すること

も考慮し、有機性成分として、特に酢酸を資化して生育可能な高温メタン菌の

取得の検討を行った。 

 

ａ. 酢酸資化性新規高温メタン菌の集積培養 

超好熱始原菌とメタン菌の共生による有機性廃棄物からの高速メタン生成の

可能性を探るため、酢酸を資化してメタンを生成する、新規高温酢酸資化性メ

タン菌を取得することを目的として、集積培養を行った。 現在行われている

メタン発酵のうち、高温条件で実施されているものは、５５℃付近までであり、

これを越える範囲ではメタン発酵の検討が行われていない。  超好熱始原菌

との共同でメタン生成させるには、６０℃以上の温度設定が必要であるため、

集積培養の温度は６５℃とした。 微生物源としては、自然界で有機物が多く

含まれている環境で、かつ高温になっている場所を中心にサンプリングした。 

 

○微生物源 

 ・牛糞、牛糞コンポスト 常温、嫌気、馬糞堆積物  ～70℃ 好気～嫌気 

 ・高温環境サンプル、嫌気環境サンプル 

○使用培地 

  酢酸資化性メタン菌用培地     酢酸-CO2 炭素源（ＪＣＭ265 培地） 

  複合系用培地           シュークロース＋酢酸 

 

 

 

 

 

 

図－７ スクリーニング方法
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ｂ．微生物源の採取 

有機物の多い環境からのサンプリングでは、牧場の牛糞堆積場所（常温、常

温メタン菌含む）、馬糞堆積所（～７０℃）、作物廃棄物や牛糞などを混合して

堆肥化している場所を中心に行った。 

  また、高温環境や嫌気環境サンプルとして、河川、水田などの底泥、温泉

地の泉源付近、温泉配湯管付近、日本触媒姫路製造所内スチームたまりなどか

ら採取した。 

下記の表のサンプルは、１つの番号あたり４つのサンプルをまとめ、混合した

ものを接種源として用いている。 

 

有機物の多い環境からのサンプル 

サンプル

No. 採取場所  性状 採取場所温度 

101 中根牧場 牛牧場 積み上げ堆肥 常温 

102 ↑ ↑ ↑ ↑ 

103 ↑ ↑ ↑ ↑ 

104 ↑ ↑ ↑ ↑ 

105 ↑ ↑ ↑ ↑ 

106 西山牧場 馬牧場 発酵堆肥 ７０℃付近 

107 ↑ ↑ ↑ ↑ 

108 ↑ ↑ ↑ ↑ 

109 ↑ ↑ ↑ ↑ 

110 ↑ ↑ ↑ ↑ 

111 サーストン牧場 馬牧場 発酵堆肥 ７０℃付近 

112 ↑ ↑ ↑ ↑ 

113 ↑ ↑ ↑ ↑ 

114 ↑ ↑ ↑ ↑ 

115 ↑ ↑ ↑ ↑ 

116 サンファーム 牧場 複合発酵堆肥 ５０℃付近 

117 ↑ ↑ ↑ ↑ 

118 ↑ ↑ ↑ ↑ 

119 ↑ ↑ ↑ ↑ 

120 ↑ ↑ ↑ ↑ 
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高温環境・嫌気環境からのサンプル 

 

サンプル

No. 採取場所  性状 採取場所温度

201 河川 東谷田川 底泥 常温 

202 ↑  ↑ ↑ 

203 ↑ ↑ ↑ ↑ 

204 ↑ ↑ ↑ ↑ 

205 ↑ ↑ ↑ ↑ 

206 下水路 堅田 底泥 常温 

207 ↑ ↑ ↑ ↑ 

208 ↑ ↑ ↑ ↑ 

209 ↑ ↑ ↑ ↑ 

210 ↑ ↑ ↑ ↑ 

211 水田 谷田部 底泥 常温 

212 ↑ ↑ ↑ ↑ 

213 ↑ ↑ ↑ ↑ 

214 ↑ ↑ ↑ ↑ 

215 ↑ ↑ ↑ ↑ 

216 鉄輪温泉 泉源周辺 土壌 ８０℃付近

217 ↑ ↑ ↑ ↑ 

218 ↑ ↑ ↑ ↑ 

219 ↑ ↑ ↑ ↑ 

220 ↑ ↑ ↑ ↑ 

221 鉄輪温泉 配湯管周 底泥 ８０℃付近

222 ↑ ↑ ↑ ↑ 

223 ↑ ↑ ↑ ↑ 

224 ↑ ↑ ↑ ↑ 

225 ↑ ↑ ↑ ↑ 

226 工場 蒸気溜 底泥 ５０℃付近

227 ↑ ↑ ↑ ↑ 

228 ↑ ↑ ↑ ↑ 

229 ↑ ↑ ↑ ↑ 

230 ↑ ↑ ↑ ↑ 
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ｃ．培地組成 JCM265 

 

KCl  0.355 G

MgCl2·6H2O  4.0   G

MgSO2·7H2O  3.45  G

NH4Cl  0.25  G

CaCl2·2H2O  0.14  G

KH2PO4  0.14  G

NaCl  18.0   G

Trace mineral solution   10.0   Ml

Vitamin solution   10.0   Ml

Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O  2.0   Mg

NaHCO3  5.0   G

Sodium acetate  1.0   G

Yeast extract (Difco)  2.0   G

Trypticase peptone (BBL)  2.0   G

L-Cysteine·HCl·H2O  0.5   G

Na2S·9H2O  0.5   G

Resazurin  1.0   Mg

Distilled water  980.0   Ml

 

微量金属類   

Nitrilotriacetic acid  1.5   G

MgSO4·7H2O  3.0   G

MnSO4·xH2O  0.5   G

NaCl  1.0   G

FeSO4·7H2O  0.1   G

CoSO4·7H20  0.1   G

CaCl2·2H2O  0.1   G

ZnSO4·7H2O  0.1   G

CuSO4·5H2O  0.01  G

AlK(SO4)2  0.01  G

H3BO3  0.01  G

Na2MoO4·2H2O  0.01  G

NiCl2·6H2O  0.025 G

Na2SeO3·5H2O  0.3   G

(NH4)2Ni(SO4)2·6H2O  2.0   G
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Na2WO4·2H2O  10.0   Mg

Distilled water  1.0   L

 

ビタミン類       

Biotin  2.0   Mg

Folic acid  2.0   Mg

Pyridoxin·HCl  10.0   Mg

Thiamine·HCl  5.0   Mg

Riboflavin  5.0   Mg

Nicotinic acid  5.0   Mg

Calcium pantothenate  5.0   Mg

Vitamin B12  0.1   Mg

p-Aminobenzoic acid  5.0   Mg

Lipoic acid  5.0   Mg

Distilled water  1.0   L

 

 

 

ｄ．高温性酢酸資化性メタン菌のスクリーニング 

 

ｃ．に示した培地２０ｍｌを１００ｍｌ血清ビンに入れブチルゴム栓をアル

ミキャップで固定後、気相部をＨ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率のガスで置換した

後、オートクレーブした。 グローブボックス内で、ブチルゴム栓とアルミキ

ャップをはずし、10%Na2S 溶液(pH7.3)0.1ml、10% L-Cystein・HCl 溶液（pH7.3）

0.1ml を添加し、混合して１０分間放置すると培地の色がピンクから無色に変化

し、血清ビン内が嫌気状態になったことが確認できた。 この培地に各種環境

から採取したサンプルをスパテル（小）一すくいいれて、気相部をＨ２：ＣＯ2

＝８０：２０の比率のガスでブローしてから、ブチルゴム栓とアルミキャップ

で固定した。 密閉した血清ビンに、Ｈ２：ＣＯ2＝８０：２０の比率のガス３５

ｍｌを２回シリンジで注入し、６５℃のインキュベーターに入れて静置培養し

た。 

一週間後に、同様に調製した培地に培養物の０．１ｍｌを移し、６５℃で静

置培養した。 

この植え継ぎ培養を４回行った後には、接種したサンプル由来の固形物はほ



 

                81

とんど含まれていなかった。 

植え継ぎ培養４回後の培養物の性状を表―＊に示した。 

 

 

サンプル No. 採取場所   採取場所温度 濁り 

101 中根牧場 牛牧場 常温 ○ 

102 ↑ ↑ ↑ ○ 

103 ↑ ↑ ↑ × 

104 ↑ ↑ ↑ ○ 

105 ↑ ↑ ↑ × 

106 西山牧場 馬牧場 ７０℃付近 ○ 

107 ↑ ↑ ↑ ○ 

108 ↑ ↑ ↑ ○ 

109 ↑ ↑ ↑ ○ 

110 ↑ ↑ ↑ × 

111 サーストン牧場 馬牧場 ７０℃付近 ○ 

112 ↑ ↑ ↑ ○ 

113 ↑ ↑ ↑ × 

114 ↑ ↑ ↑ × 

115 ↑ ↑ ↑ ○ 

116 サンファーム 牧場 ５０℃付近 ○ 

117 ↑ ↑ ↑ ○ 

118 ↑ ↑ ↑ ○ 

119 ↑ ↑ ↑ ○ 

120 ↑ ↑ ↑ × 

 

 

サンプル No. 採取場所   採取場所温度 濁り 

201 河川 東谷田川 常温 × 

202 ↑   ↑ ○ 

203 ↑ ↑ ↑ ○ 

204 ↑ ↑ ↑ × 

205 ↑ ↑ ↑ × 

206 下水路 堅田 常温 ○ 

207 ↑ ↑ ↑ ○ 

208 ↑ ↑ ↑ ○ 

209 ↑ ↑ ↑ ○ 

210 ↑ ↑ ↑ × 

211 水田 谷田部 常温 ○ 

212 ↑ ↑ ↑ × 
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213 ↑ ↑ ↑ × 

214 ↑ ↑ ↑ ○ 

215 ↑ ↑ ↑ × 

216 鉄輪温泉 泉源周辺 ８０℃付近 × 

217 ↑ ↑ ↑ × 

218 ↑ ↑ ↑ × 

219 ↑ ↑ ↑ × 

220 ↑ ↑ ↑ × 

221 鉄輪温泉 配湯管周 ８０℃付近 ○ 

222 ↑ ↑ ↑ ○ 

223 ↑ ↑ ↑ ○ 

224 ↑ ↑ ↑ ○ 

225 ↑ ↑ ↑ ○ 

226 工場 蒸気溜 ５０℃付近 × 

227 ↑ ↑ ↑ ○ 

228 ↑ ↑ ↑ × 

229 ↑ ↑ ↑ × 

230 ↑ ↑ ↑ ○ 

 

 

６５℃で生育が見られたものは５０サンプル中、２９あった。 

今回用いている培地は有機成分が多いため、６５℃で生育可能な耐熱菌が相

当な割合で含まれていると思われた。 

また、生育が見られたサンプルの多くで、静置培養中に沈殿物から気泡が発

生しているのが観察された。 
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ｅ．メタン生成の確認 

４回目の植え継ぎで生育が見られたサンプルを新しい培地に植え継ぎし、６

５℃で２週間培養を行った。培養後、明確に生育が認められたサンプルを用い

て気相部のメタン発生の有無を確認した。 

 

メタンの分析 

培養後の血清ビンの気相部のガスをガスタイトシリンジで０．２ｍｌサンプ

リングし、ガスクロマトグラフに注入して分析した。 

分析条件 

ガスクロマトグラフ  

カラム  バリアン ＣＰ－Ｓｉｌ８ＣＢ 

          ５０Ｍ×０．５３ＭＭ ＩＤ 

          ＤＦ５．０   

         キャリアガス ヘリウム 

          カラム温度 ６０℃ 

検出器       ＦＩＤ 

 

標準ガス      メタン：窒素＝１：９ 

 

ガスクロマトグラフでのメタンの分析例を、図―８に示した。 

 

  図－８  メタン生成ガスクロマトグラム（Ｎｏ．２２４サンプル） 
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ガスクロマトグラフでの分析の結果、多くのサンプルで微量のメタンが検出された。 

気相部のガス容積の０．５％以上の濃度でメタンが生成していたサンプルを５個取得

することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機性廃棄物からメタン生成できるメタン菌は、通常複合系の微生物群からな

ることが多いため、これら５個の微生物サンプルは単一の状態に分離していな

いが、このままの状態で凍結保存した。 

今後、必要に応じてさらに検討するための材料として使用していきたい。 

サンプルNo. メタン生成（気相部％）
101 0.8
221 1.1
222 1.6
223 2.1
224 2.6
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１．２．３ 今後の課題 

 本節ではメタン菌をはじめとする始原菌に特異な膜脂質の生合成経路を遺伝

子の側から調査した。 また、有機性廃棄物から始原菌とメタン菌の共生によ

る高温下高速メタン生成システム構築の可能性について検討した。 

始原菌の膜脂質であるテトラエーテル膜脂質の生合成経路は、メバロン酸から

ゲラニルゲラニル２リン酸までの経路はゲノム上に確認することができたが、

グリセロールとの間でエーテル結合しアーケオールを生成する反応、アーケオ

ールが２量化することによってカルドアーケオールが生成する反応については、

まだ解析が進んでおらず、いまだ明らかとなっていない。 

メタン菌と始原菌との共生による高温下高速メタン生成に関しては、検討した

メタン菌が始原菌用の培地で生育しなかったことから、これらの微生物の共生

系を確認するには、ガスのみを共有する培養の必要性があると思われた。 

最後に、有機性廃棄物からのメタン生成に関して、酢酸資化性高温メタン菌の

取得を試みたところ、６５℃というこれまでにない高温下で酢酸含有培地でメ

タン生成をする微生物混合物が５つ得られた。 

 深部地下においては、地球内部から供給される水素と二酸化炭素からメタン

菌の作用によってメタンに変換されていると考えられている。 

 地上の二酸化炭素を深部地下に注入し、深部地下に存在するメタン菌の作用

を利用して、メタンに変換できれば、カーボンニュートラルな燃料に再生でき

る可能性があるため、今後のこの領域での研究開発が期待される。 

今後、今回取得した高温メタン生成微生物混合物については、これらのサンプ

ルを用いて、高温下での始原菌とメタン菌の共生による高速メタン生成の可能

性について検討を継続していきたい。 
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第３節 非光合成微生物における二酸化炭素固定の際の水素等無機電子供与体

のエネルギー利用効率の評価 

 

１．３．１． 既知の二酸化炭素固定経路の必要エネルギーの評価 

これまでに知られている、非光合成二酸化炭素固定経路について、各経路で二

酸化炭素を固定するのに必要なエネルギーを各還元剤ごとに求め、ＮＡＤＨ、

水素、フェレドキシンはＡＴＰ３分子相当と換算してＡＴＰ基準のエネルギー

必要量とした。 また、ＡＴＰ基準のエネルギーを固定される二酸化炭素の数

で割ることによって１分子の二酸化炭素固定に必要なエネルギーとした。 

各二酸化炭素固定経路を図―９～１４に示した。 

表－３に各二酸化炭素固定経路で必要な還元剤等のエネルギー源の量を、また、

表－４に固定された化合物の標準生成エンタルピーを固定に消費されるエネル

ギー（水素換算）で割った値を示した。 各二酸化炭素固定経路に必要なＡＴ

Ｐ換算のエネルギー量は３－ヒドロキシプロピオン酸経路、還元的ＴＣＡサイ

クルで５以下となっており、より少ないエネルギー量で固定できる経路である

ことがわかる。それに対してメタン生成では、１分子のメタン生成に４分子の

水素が必要であり、分子状水素をそのままエネルギー評価すると非常に大きな

エネルギーが必要となる。  

しかしながら、固定された化合物が酸化度の高い化合物であったりすると、固

定の効率は高いが、エネルギー的には効率が悪い場合も考えられる。 これら

の点を考慮に入れるため、固定された化合物の持つエネルギーを標準生成エン

タルピーで置き換え、固定に消費されると推定されるエネルギー（水素換算の

モル数）で割ることによって固定のエネルギー効率の指標とした。 

表－６に示したように、エネルギー効率の指標は還元的ＴＣＡサイクル、アセ

チルＣｏＡ経路（酢酸生成）で大きく、３－ヒドロキシプロピオン酸経路、カ

ルビン回路が同程度の結果となった。 

メタン生成の反応は標準生成エンタルピーから計算すると、発熱反応であり、

反応の進行は容易と考えられる。 自然界にメタン生成する微生物が広く分布

していることからも、エネルギー的に非常に起こりやすい反応と考えられる。 

       ４Ｈ2＋CO2 → ＣＨ4＋2Ｈ2O＋１６５ｋＪ／mol 

メタン菌のエネルギー生成系についてはまだ完全に解明されていないが、水素

と二酸化炭素からのメタン生成過程において、膜間ポテンシャルが生じ、これ



 

                87

によってＡＴＰが合成されるのではないかと考えられている。 また、ＡＴＰ

合成酵素と考えられるＡＴＰアーゼも見いだされている。(Mayer, F. et al 

(1987) J. Bacteriol. 169, 2307-2309) このように、メタン生成反応は、発

酵というより呼吸の一種として位置づけられており、(Schoneheit、P., Perski, 

Ｈ．J. (1983) FEMS Microbiol．Lett. 20, 263-267)メタン生成すること

でＡＴＰを合成して生育していると考えられている。 

エネルギー効率の比較からは、このような面を見ることができないが、メタン

生成は他の二酸化炭素固定系とは異なり、水素を二酸化炭素で酸化してＡＴＰ

生成する一種の呼吸系であり、エネルギー代謝反応となっていることから、実

際のエネルギー生成は非常に大きく、二酸化炭素の固定のエネルギー効率も非

常に高いものと思われる。 

以上をまとめると、二酸化炭素分子の固定効率自体は、３－ヒドロキシプロピ

オン酸経路、還元的ＴＣＡサイクルが高く、アセチルCoA経路やカルビン回路は

概して低い。一方、固定化合物のエネルギーを考慮すると、還元的ＴＣＡサイ

クルとアセチルCoA経路の効率が高かった。二酸化炭素の固定効率、固定化合物

のエネルギー両面から優れているのは還元的ＴＣＡサイクルであると考えられ

た。 

また、エネルギー代謝反応という観点からは、メタン生成反応のエネルギー生

成は非常に大きいと予想され、メタン生成とアセチルCoA経路の組み合わせは、

効率的な二酸化炭素固定反応を形成しているのではないかと考えられた。 

メタン生成についてはさらに詳細なエルギー評価、固定速度を含めた評価を行

う必要があると思われた。 

 

参考文献 
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  表－３  各CO2固定経路のエネルギー必要量 

カ ル ビ ン

回路 

3- ヒ ド ロ

キ シ プ ロ

ピ オ ン 酸

経路 

3- ヒ ド ロ

キ シ プ ロ

ピ オ ン 酸

経路 

還 元 的 Ｔ

Ｃ Ａ サ イ

クル 

還 元 的 Ｔ

Ｃ Ａ サ イ

クル 

ア セ チ ル

CoA経路 

ア セ チ ル

CoA経路＋

還元的TCA

メ タ ン 生

成 

ＮＡＤＨ 12 3 7 2 2 2 3 H2   4

ＡＴＰ 18 3 7 4 4 0 1 0

フェレドキシン 0 0 0 2 2 1 3 0

ＦＡＤ 0 -1 -2 1 1 1 4 0

ＡＴＰ換算エネル

ギー 

54 9 22 19 19 12 31 12

固定CO2 6 2 3 4 3 2 5 1

CO2 １モルあたり

ATP換算エネルギー

9.0 4.5 7.3 4.8 6.3 6.0 6.2 12.0 

固定産物 フラクト

ース-6-リ

ン酸 

グリセリ

ン酸 

グリオキ

シル酸 

オキサロ

酢酸 

ﾎｽﾎｴﾉｰﾙﾋﾟ

ﾙﾋﾞﾝ酸 

酢酸 オキソグ

ルタル酸

メタン 
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  表－４  二酸化炭素固定経路固定物の標準生成エネルギーと固定に必要なエネルギー量の評価 

 

固定経路 固定化合物 ①ATP換算 ②H2換算 ③生成物１モ

ルあたりH2 

④生成物エネ

ルギー 

④／③ 

3-OH-プロピオン酸経

路 

グリオキシル酸 7.3  2.4  4.9  -461.1  -94.7  

還元的ＴＣＡサイクルオキサロ酢酸 4.8  1.6  6.4  -797.2  -124.6 

還元的ＴＣＡサイクルホスホエノールピル

ビン酸 

6.3  2.1  6.3  -1269.2  -201.5 

アセチルCoA経路 酢酸 6.0  2.0  4.0  -484.3  -121.1 

アセチルCoA経路＋還

元的ＴＣＡサイクル

オキソグルタル酸 6.2  2.1  10.3  -798.0  -77.2  

メタン生成 メタン 12.0  4.0  4.0  -74.8  -18.7  

カルビン回路 フラクトース-6-リン

酸 

9.0  3.0  18.0  -1758.3  -97.7  

 

④標準生成エンタルピー（ｋJ/mol） 
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図－９  カルビンサイクル 
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図－１０  ３－ヒドロキシプロピオン酸経路 
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図－１１  還元的ＴＣＡサイクル（１） 
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図－１２  還元的ＴＣＡサイクル（２） 
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図－１３  アセチルＣｏＡ経路 
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図－１４  メタン生成経路 
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１．３．２． イオウのエネルギー源としての評価 

 

○イオウ酸化で得られるエネルギー 

石油精製において脱硫の工程で大量のイオウが排出されるが、この有効な利用

方法についてはあまり考えられていない。 超好熱始原菌やイオウ酸化細菌は

イオウをエネルギー源として生育することができるので、これらの微生物の生

育エネルギー源としてイオウを考えた場合に、どのような位置づけになるのか、

エネルギー源としての効率について調査を行った。 

イオウ酸化微生物では、以下のような経路でイオウが酸化される。 

まず、イオウがイオウジオキシゲナーゼの作用によって亜硫酸まで酸化される。 

この過程は、ジオキシゲナーゼで触媒されるため、NADHなどの形でのエネルギ

ー生成はない。 

     Ｓ0＋H2O＋O2→２H+＋SO3
2-   常温硫黄酸化微生物、Sulfolobus な

ど 

           イオウジオキシゲナーゼ 

次に、亜硫酸が硫酸まで酸化される。 ＡＴＰ生成を伴う系について報告があ

り、２分子の亜硫酸の酸化の際に、４分子の還元チトクローム、それに加えて

１分子のＡＴＰ生成が起こる。ＡＭＰからのＡＴＰ生成なので、ＡＤＰ→ＡＴ

Ｐで考えると２分子相当のＡＴＰ生成となる。 

１モルの硫黄酸化によるエネルギー生成は、ＡＴＰ換算で７となる。 

 

   Thiobacillus thioparus  

         2 SO3
2-＋AMP → 2 APS＋ 4e-  

                 アデニル硫酸レダクターゼ 

                2 APS + 2Pi → 2 ADP ＋ 2 SO4
2- 

           硫酸アデニリルトランスフェラーゼ 

           2 ADP → AMP + ATP 

 

合計  2 SO3
2-＋AMP + Pi →2 SO4

2-+ ATP＋4e- 
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１．３．３． 無機エネルギー源の生物エネルギーへの変換の比較 

 

水素細菌はヒドロゲナーゼで水素からＮＡＤＨを生成して生育する。 

H2+NAD→NADH+H+ 

１モルの水素で生成するATPは３モルと仮定した。（＝NADH１モル） 

 

硫酸還元菌  SO4
-を用いてH2を酸化して生育する  

4H2+SO4
-+10ADP→H2S+4H2O+10ATP 

１モルＨ2で生成するＡＴＰは２．５モル 

 

   表－５  無機物をエネルギー源とした生体エネルギー生成効率の比較 

エネルギー 微生物 エネルギー１

kgのモル数 

ATP生成モル数 

水素 水素細菌 500 1500 

水素 硫酸還元菌 500 1250 

硫黄 硫黄酸化菌 31.25 250 

 

水素細菌、硫酸還元菌において水素をエネルギー源とした場合、エネルギー源

１ｋｇあたりのＡＴＰ生成はそれぞれ１５００モル、１２５０モルとなる。 

それに対して、硫黄酸化においては２５０モルであり、水素細菌、硫酸還元菌

の値の１／６、１／５に相当する。 

単位重量の無機物をエネルギー源とした場合、硫黄では水素対して分子量が大

きいために１／５～１／６のエネルギー生成になり、エネルギー生成の効率が

低いが、安価に大量に供給できるエネルギー源としての可能性が考えられた。 

無機のエネルギー源としては、硝化細菌のアンモニア、亜硝酸、鉄酸化細菌

（Thiobacillus）の鉄などがあるが、リアクターなどを用いた二酸化炭素固定

のためのエネルギー源としてはふさわしくないと思われる。しかし、環境中で

の二酸化炭素固定の評価という観点からは、特に地表面においては硝化細菌は

窒素循環の一端を担っており、ある程度の寄与があると考えられる。また、地

中においては、鉄酸化細菌の寄与もあると思われるが、その定量的な把握は非

常に困難である。 
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１．３．４ まとめ 

 微生物が二酸化炭素固定する際に利用するエネルギー源の種類、固定経路に

よるエネルギーの利用効率、固定された産物へのエネルギー保存効率という３

つの視点から、効率のよい二酸化炭素固定経路の評価を行った。 

その結果、1モルの二酸化炭素を固定するのに必要なエネルギー量からは、還元

的ＴＣＡサイクルと３－ヒドロキシプロピオン酸経路が最も少ないエネルギー

で固定できることが明らかになった。 また、固定された化合物へのエネルギ

ー保存効率の点からは、還元的ＴＣＡサイクルとアセチル CoA 経路の効率が高

いことが明らかとなった。 

よって、二酸化炭素の固定効率、固定化合物のエネルギー両面から優れてい

るのは還元的ＴＣＡサイクルであると考えられた。 

しかし、エネルギー代謝反応という観点から見直してみると、メタン生成反応

に伴うエネルギー生成は非常に大きいと予想されるため、メタン生成とアセチ

ルCoA経路の組み合わせの経路は、効率的な二酸化炭素固定反応を形成している

のではないかと考えられる。 

メタン生成については、有機系廃棄物など低品位原料から高温下高速でのメタ

ン発酵を行うことができれば、小さなシステムで大量の廃棄物からメタン回収

できる可能性があるため、今後もさらに検討を継続する必要性があると思われ

た。 
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第４節 還元的ＴＣＡサイクルを構成する鍵酵素の解析 

 

さきの節において、二酸化炭素固定経路としては大きく分けて、 

リブロース２リン酸回路 

３－ヒドロキシプロピオン酸回路 

還元的ＴＣＡ回路 

アセチルＣｏＡ経路  

の４つの二酸化炭素固定経路が存在し、その中でも、還元的ＴＣＡサイクルが

最もエネルギー保存効率、ＣＯ２固定効率が高いと評価した。 

還元的ＴＣＡサイクルを物質生産に用いるという観点では、不足している遺伝

子を導入、あるいは、増強することによって、大腸菌で還元的ＴＣＡサイクル

をまわすことができれば、ＴＣＡサイクルメンバーの有機酸を任意の場所で蓄

積させることも可能になると思われる。 還元的ＴＣＡサイクルを回すのに必

要なエネルギーをどのような形態で供給するか、という問題はあるが、エネル

ギー保存効率、ＣＯ２固定効率が最も高いと評価された還元的ＴＣＡサイクル

を大腸菌内で構築することは、今後ＣＯ２固定を伴った物質生産につなげてい

く上で非常に重要なことと思われる。 （図－１１） 

今年度はこの還元的ＴＣＡ回路の鍵となる酵素の解析の一つとして、ホスホエ

ノールピルビン酸カルボキシラーゼ、２－オキソグルタレートシンターゼ遺伝

子の取得を行った。 

 

１．４．１．ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ遺伝子の取得 

 

使用ＤＮＡ  

Escherichia coli K-12 株 

 

データベースの配列情報に従って、ホスホエノールピルビン酸カルボキシラー

ゼ遺伝子（ＰＥＰ-Ｃ）をＰＣＲで調製した。 

 

フォワードプライマー 

ＴＴＴＴＣＡＴＡＴＧＡＡＣＧＡＡＣＡＡＴＡＴＴＣＣＧＣＡＴＴＧＣＧＴＡ

ＧＴＡＡＴＧ 
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リバースプライマー 

ＴＴＴＴＧＧＡＴＣＣＴＴＡＧＣＣＧＧＴＡＴＴＡＡＣＧＣＡＴＡＣＣＴＧＣ

Ｃ 

 

２６５２塩基のＰＣＲ断片を取得し、ｐＣＲ４－ＴＯＰＯクローニングベクタ

ーキットを用いて遺伝子を固定した。 

ＰＥＰ－Ｃには３‘末端側にＢａｍＨＩサイトがあるため、このサイトをサイ

トダイレクト変異で改変した。 

改変した配列を解析した結果、ＢａｍＨＩサイトの破壊を確認できた。（表－

３） 

改変したＰＣＲ断片をｐＥＴ２１ａプラスミドのＮｄｅＩ-ＢａｍＨＩサイト

に挿入し、発現ベクターとした。 

このプラスミドをＥ．ｃｏｌｉ ＢＬ２１（ＤＥ３）に導入した。 

ＰＥＰ－Ｃの発現については、継続して検討を進める予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                101

 

表－６  Ｅ．ｃｏｌｉ ＰＥＰ－Ｃ（modified） seqence 
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１．４．２ オキソグルタレートシンターゼ遺伝子の取得 

 

使用ＤＮＡ  

Clostridium acetobutylium JCM1419 株 

 

データベースの配列情報に従って、２－オキソグルタレートシンターゼ遺伝子

（Ｏｘｏ）をＰＣＲで調製した。 

 

 

フォワードプライマー 

ＡＴＧＡＴＴＴＡＴＡＡＴＡＴＴＴＴＧＡＴＴＧＧＡＧＧＡＧＣＴＧＣＡＧＧ

ＡＣ 

リバースプライマー 

ＴＴＡＴＣＴＧＡＡＴＴＣＣＴＣＡＡＧＡＡＡＡＴＴＴＴＴＴＡＴＴＴＴＡＴ

ＣＡＡＴＴＴＴＴＡＴＴＴＣＡＣＴＡＴＡＡＡＣ 

 

約２５００ｂｐのＰＣＲ断片を取得し、ｐＣＲ４－ＴＯＰＯクローニングベク

ターキットを用いて遺伝子を固定した。 

取得した配列を解析したところ、目的どおりの配列を確認することができた。

（表－４） 

ＴＯＰＯベクターに固定した遺伝子の末端を改変した断片を調製し、ｐＥＴ２

１ａプラスミドのＮｄｅＩ-ＢａｍＨＩサイトに挿入し、発現ベクターとした。 

このプラスミドをＥ．ｃｏｌｉ ＢＬ２１（ＤＥ３）に導入した。 

Ｏｘｏの発現については、継続して検討を進める予定である。 
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表－７ Clostridium acetobutylicum OXO seqence 
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図－１５  還元的TCAサイクルを構成する酵素 

大腸菌に存在

大腸菌にない 
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１．４．３ 今後の課題 

４つの二酸化炭素固定経路の中でもっとも二酸化炭素固定効率が高いと評価さ

れた還元的ＴＣＡ回路の鍵となる酵素の解析の一つとして、ホスホエノールピ

ルビン酸カルボキシラーゼ、２－オキソグルタレートシンターゼ遺伝子の取得

を行った。 

還元的ＴＣＡサイクルは酸素のない原始地球において、微生物が行っていた代

謝系のなごりであるとする考え方もあり、化学的エネルギー源に依存した二酸

化炭素固定によって、糖新生や各種アミノ酸合成を含めた生物の構成成分 

の供給系として機能していた可能性も考えられている。 

この還元的ＴＣＡサイクルを物質生産に用いるという観点で、不足している遺

伝子を導入、あるいは、増強した大腸菌を作成し、大腸菌で還元的ＴＣＡサイ

クルをまわすことができれば、ＴＣＡサイクルメンバーの有機酸を任意の場所

で蓄積させることも可能になると思われる。 

しかしながら、還元的ＴＣＡサイクルを回すのに必要なエネルギーをどのよう

な形態で供給するかという問題は依然として存在している。 

実際に産業として利用可能なエネルギーとしては、水素があり、大腸菌や産

業利用できる微生物に水素利用に関する酵素としてヒドロゲナーゼを活性な形

で発現させることができれば、その利用可能性は一気に広がると考えられる。 

このような観点から、最も保存効率、ＣＯ２固定効率が高いと評価された還元

的ＴＣＡサイクルを大腸菌内で構築し、さらに水素をエネルギー源として利用

できるようにするなどエネルギー源の問題を解決することができれば、ＣＯ２

固定によって物質生産を行うという産業利用に道が開かれるものと期待される。 
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第５節 期待できる二酸化炭素固定量 
 

二酸化炭素固定のエネルギーを光に依存した二酸化炭素固定システムは、光

照射の必要があるため、２次元的に広げることによってスケールアップするし

かない。 しかし、光に依存しないシステムであれば、3次元的なスケールアッ

プが可能であり、タンクなどの装置を用いたスケールアップを行うことができ

る。 

光に依存しない二酸化炭素固定を行って生育する微生物のうち、最も生育速

度が速い水素細菌の一種である Hydrogenobacter thmophilous で報告されて

いる生育速度を参考に二酸化炭素固定速度を計算した。 

 

水素細菌の生育最大値  1.5g-dry weight/L/hr 

菌体内炭素含有量    0.55  

と仮定したとき、 

 

1. 5g×0.55×(44/12)×24hr×365days×1000（L→ m3 ）÷1000（g→kg）  

       （44/12=CO2/C） 

      ＝26500kg-CO2／年／m3 の二酸化炭素固定が可能である。 

上記式から１立米の反応器あたり、年間、最高２６．５トンの二酸化炭素が固

定できることになる。 この数値は生育最大速度を基にしているため、定常的

に達成可能なレベルとして、控えめではあるが、この１０％強の数値として年

間、300kg-CO2／年／m3 の二酸化炭素固定は可能であると推定した。 

この数値を元に、大規模発生源１カ所あたり の 100万 m3（100m×100m×100m） 

のリアクターを設置したとして、これを１０箇所設置した場合 

 300kg-CO2×100 万 m3×10 カ所÷1000（kg→ﾄﾝ） 

     ＝300 万トン-CO2／年 （炭素換算 80 万トン-CO2／年） 

の二酸化炭素を固定することができると推算される。 

  

国内１０カ所の大規模発生源地下に１００ｍキューブのリアクター設置すれば 

 ３００万トン-ＣＯ2／年 （炭素換算８０万トン-ＣＯ2／年）の固定が可能

と算出される。 
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図－１６  光に依存しない非光合成菌での二酸化炭素固定の可能性 
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第２章  CO2 固定能を有する非光合成微生物の固定機構の解明 

 第１節 超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株のゲノム解析 

 

【はじめに】 

  超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株(1)は、1993 年に鹿児

島県小宝島の硫気孔より単離された超好熱始原菌である（図 1）。超好熱菌 

(hyperthermophile) とは一般に 90℃以上でも生育できる微生物の総称であり、

細菌（bacteria）と始原菌（archaea）に属するものが存在している。超好熱菌

が生産する酵素は全て優れた耐熱性・安定性を示す事から様々な産業プロセス

への応用が期待されている。 

本菌は生育至適温度 85℃、65～100℃という高温域で生育が確認されている。ま

た、硫黄呼吸や発酵を行ってアミノ酸や多糖類を分解・資化する絶対嫌気性菌

である。KOD1 株の 16SrRNA 塩基配列の比較によって、本菌株は進化系統樹の根

に近い部分に位置する極めて単純な生命体であることが示唆された（図 2）。従

って我々が「生命そのもの」すなわち「生命の基本原理」を理解する上で、本

菌株は非常に適した題材であると言える。さらに本菌株からは、総じて高い耐

熱性及び安定性を持った酵素タンパク質が得られ、学術的な観点のみならず産

業上においても非常に有用な酵素を得ることが出来る。例えば耐熱性の DNA ポ

リメラーゼは PCR に応用され、遺伝子診断や DNA 鑑定などに広く利用されてお

り、本菌株由来の耐熱性 DNA ポリメラーゼ(2~4)は KOD ポリメラーゼシリーズとし

て、国内だけでなく世界各国で販売されて高い評価を受けている。この様に極

めて原始的かつ単純な生命である KOD1 株を研究することは、生命の理解を深め

ると同時に、環境・産業・医薬などの世界に貢献するための生命の可能性を追

究する事であると言っても過言ではない。 

興味深い事に、我々は従属栄養微生物である KOD1 株からカルビン回路の鍵酵

素である二酸化炭素固定酵素の Rubisco 遺伝子を単離した。大腸菌で高発現さ

せた組み換え Rubisco は、従来の植物 Rubisco と比較して carboxylase 反応

特異的であり、比活性も 40 倍と高く植物育種などへの応用が期待できる。KOD1 

株の染色体 DNA は 2Mbp と極めて短く (大腸菌の 40%、ヒトの 0.07%)、遺伝子

数も約 2000 個と少ないため、網羅的な機能解析により KOD1 株の炭素代謝と

Rubisco の生理的意義、また炭酸固定代謝の可能性についても検討する事が可

能である。また、この様なゲノム解析は、生命維持メカニズムの解明にも発展
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することができ、非常に有意義な研究題材であると確信している。 

本研究プロジェクトにおいては、KOD1 株の設計図であるゲノムの解析と、炭酸

固定や脱炭酸など二酸化炭素に関係する反応を触媒する酵素について特に焦点

をあてて研究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図―1７ T. kodakaraensis KOD1株 
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図－１８ 生物の進化系統樹。太線（赤線）は超好熱菌を表す。 
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２．１．１ ＫＯＤ１株の全塩基配列決定 

 超好熱菌は生物の進化系統樹上、最も古い根の近傍に位置することから、

現存する生物においては最も原始生命体に近い存在であると考えられている。

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

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

した複製・転写・翻訳・修復機構などを有しているものの、そのゲノムサイズ

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

らのことから、超好熱始原菌は生命の基本原理や進化を理解する上で格好のモ

デル生物になり得ると言える。 

 超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株は Euryarchaeota 

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

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

P. abyssi, P. horikoshii）のゲノム解析がなされているが、高温環境の微生

物コミュニティにおいて多数を占める Thermococcus 属については、ゲノムが明

らかにされていない。Thermococcus 属ゲノムからは、高温環境における生命の

維持や増殖に有利な遺伝子情報が見出されると期待される。そこで我々は、T. 

kodakaraensis KOD1 株のゲノム解析を行った。 

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

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

から成る全塩基配列を決定した（図－１９，２０、表―８）。ゲノム GC 含量は

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

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

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

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

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

較したところ、個々の遺伝子については高い相同性を示したが、それらのゲノ

ム上での配置について有意な相関関係は見られず、ゲノム構造が大きく異なっ

ていることが明らかとなった。 
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図－１９ KOD1株の全ゲノム解析結果。 

遺伝子リストは、次ページ表－８を参照。 
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表－８ 図－１９に示された遺伝子名に対応する酵素 
遺伝子名 酵素名 遺伝子名 酵素名 

amyA ・-amylase hpkA, hpkB histone A and B 

aspB glutamate synthase hydBGDA hydrogenase 

aspC aspartate aminotransferase hypCD hydrogenase-accessory proteins

aspS aspartyl-tRNA synthetase iorAB indolepyruvate ferredoxin 

oxidoreductase 

cdcA cell division control protein lig ATP-dependent DNA ligase 

cgt cyclodextrin 

glucanotransferase 

lon Lon protease 

chiA chitinase malQ 4-・-glucanotransferase 

cobQ cobyric acid synthase pol DNA polymerase family B 

cobS cobalamin 5'-phosphate 

synthase 

prsA ribose phosphate 

pyrophosphokinase 

cpkA, cpkB chaperonin a and b pyrF orotidine-5'-phosphate 

decarboxylase 

eno enolase rbc Rubisco 

fba fructose 1,6-bisphosphate 

aldolase 

rnhB RibonucleaseH II 

fdhABC formate dehydrogenase sub subtilisin-like protease 

precursor 

fdx ferredoxin tbp TATA-binding protein 

flaB flagellin B tip49 TBP-interacting protein 

gdhA glutamate dehydrogenase trpCDEGHBA tryptophan biosynthesis operon

glm glucosaminidase trxB thioredoxin reductase 

glnA glutamine synthetase tubB ftsZ homologue 

glpK glycerol kinase yccY tyrosine phosphatase 

gly ・-glycosidase   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図－２０ KOD1株ゲノムのORF map 
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このうち炭酸固定代謝関連酵素と推定される遺伝子の存在を調べた。表－９ 

として、その結果をまとめた。 

 

表－９  KOD1 株ゲノムの炭酸固定代謝関連酵素遺伝子の検索 

カルビン回路関連 ◎ Rubisco 

鍵酵素 Ⅹ Phosphoribulokinase 

Acetyl-CoA 経路関連 ◎ Formate dehydrogenase 

鍵酵素 Ⅹ CO dehydrogenase 

 Ⅹ ATP-citrate lyase 

 Ⅹ Isocitrate dehydrogenase 

還元的 TCA 回路関連酵素 ○ Pyruvate synthase 

 ○ 2-Oxoglutarate synthase 

 ○ Oxaloacetate decarboxylase 

3-Hydroxypropionate 回路関連 ○ Acetyl-CoA carboxylase 

鍵酵素 Ⅹ Propionyl-CoA carboxylase 

 ○ Pyruvate -formate lyase 

その他の関連酵素 ○ PEP carboxykinase 

   ◎、遺伝子を確認済み。研究中。○、相同性のある遺伝子を確認。Ⅹ、相

同性のある遺伝子がない。 

 

  今回、KOD1 株の全ゲノム塩基配列を決定し、その大きさと含まれる遺

伝子の数をほぼ特定することができた。遺伝子の相同性解析によって KOD1 株

ゲノム内に炭酸固定代謝関連酵素を見出す事ができた。表１にまとめられた結

果から判断すると、現在まで同定されている４種類の炭酸固定代謝経路で経路

が完成されているものは確認できないが、一方で、不足した遺伝子を導入する

などして補ってみる事で、従属栄養生物である KOD1 株が炭酸固定代謝を行う

可能性を持つ事を示唆するものでもあった。今後、各遺伝子の発現と機能解析

を推進し、遺伝子破壊技術を導入することで特定遺伝子の生理的意義の解明を

行い、最終的に遺伝子導入による炭酸固定代謝の可能性についても検討してい

きたい。 
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２．１．２ ＫＯＤ１株の遺伝子破壊法の構築 

 遺伝子破壊技術は、生体内で遺伝子機能に関する知見を得る手法として

極めて有効である。超好熱始原菌においては遺伝子数が少ないにも関わらず、

これまでに遺伝子破壊に関する実験系が確立されておらず、遺伝子研究を進め

る上での大きな障害となっていた。我々は、相同的組み換えを利用した KOD1 株

の遺伝子破壊系の構築に取り組んだ。 

 まず uracil 要求性を持つ pyrF (orotidylate decarboxylase 遺伝子) 欠

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

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

胞に紫外線を照射して変異誘導を行った。その中から 5-fluoroorotic acid 

(5-FOA) に耐性を持ち、uracil 要求性を示す株を 6株単離することに成功した。

これらの PyrF 酵素活性を測定したところ、2株（KU25 株, KU27 株）について活

性が完全に消失していた。（表－１０） 

 

 

表－１０ 得られた uracil 要求性株の PyrF, PyrE 活性 

Activity (・mol mg-1min-1) 
Strain 

PyrF PyrE 

KOD1 (WT) 0.049 0.011 

KU18 0.030 0.0 

KU19 0.046 0.0 

KU22 0.037 0.0 

KU24 0.031 0.0 

KU25 0.0 0.011 

KU27 0.0 0.011 

 

 

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

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

を確認できた（図－２１）。KU25 株において Uracil 添加、非添加培地での生育

も確かめた（図－２２）。 
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図－２１ KU25 株、KU27 株の pyrF 変異部位の同定 

 

 

 

 

 
 

図－２２ KU25株の Uracil要求性 



 

                121

 遺伝子が完全に不活性化されている KU25 株を遺伝子破壊実験における

宿主として用いることにした。遺伝子破壊の最初の標的としてトリプトファン

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

を選択した。当研究室では、必須アミノ酸であるトリプトファンの生合成経路

を、本菌株において、構成遺伝子クラスター、発現様式、転写・翻訳制御、各

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

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

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

れた組み換え体（形質転換体）を得ることができた（図－２３）。この組み換え

体（KW4 株）は、期待された遺伝子型（trpE 部位に pyrF の挿入）であることを

PCR および Southern blot hybridization 解析によって確認した。さらにこの

Southern blot 解析結果（図－２４）は、特異的組み換えの確認と同時に非相同

的組み換えが生じていないことも確認する結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図－２３ 遺伝子破壊株（KW4）のトリプトファン要求性と 
pyrFの相補 
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この様な手法が確立された結果、超好熱始原菌 T. kodakaraensis KOD1

株の致死的でない全ての遺伝子を破壊することが可能となり、各遺伝子の機能

や生理的役割について解析する重要な手段を手に入れたことになる(7)。 

今後、このプロテオーム解析や DNA チップによる解析と併せて機能未知

遺伝子の解明に大きく貢献できると期待される。 

 

 
 

 

図－２４ 遺伝子破壊株（KW4株）の Southern blot解析結果 



 

                123

参考文献 

 

(1) Morikawa M, Izawa Y, Rashid N, Hoaki T, Imanaka T. 

Purification and characterization of a thermostable thiol protease from 

a newly isolated hyperthermophilic Pyrococcus sp. 

Appl Environ Microbiol. 1994 Dec;60(12):4559-66. 

 

(2) Nishioka M, Fujiwara S, Takagi M, Imanaka T.   

Characterization of two intein homing endonucleases encoded in the DNA 

polymerase gene of Pyrococcus kodakaraensis strain KOD1. 

Nucleic Acids Res. 1998 Oct 1;26(19):4409-12 

 

(3) Hashimoto H, Matsumoto T, Nishioka M, Yuasa T, Takeuchi S, Inoue T, 

Fujiwara S, Takagi M, Imanaka T, Kai Y.  

Crystallographic studies on a family B DNA polymerase from 

hyperthermophilic archaeon Pyrococcus kodakaraensis strain KOD1. 

J Biochem (Tokyo). 1999 Jun;125(6):983-6 

 

(4) Hashimoto H, Takahashi H, Nishioka M, Fujiwara S, Takagi M, Imanaka T, Inoue T, 

Kai Y.  

Crystallographic study of intein homing endonuclease II encoded in the 

archaeal DNA polymerase gene. 

Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 2000 Sep;56 ( Pt 9):1185-6 

 

(5) Mankin AS, Kagramanova VK, Teterina NL, Rubtsov PM, Belova EN, Kopylov AM, Baratova 

LA, Bogdanov AA.  

The nucleotide sequence of the gene coding for the 16S rRNA from the 

archaebacterium Halobacterium halobium. 

Gene. 1985;37(1-3):181-9. 

 

(6) Olsen GJ, Pace NR, Nuell M, Kaine BP, Gupta R, Woese CR.  

Sequence of the 16S rRNA gene from the thermoacidophilic archaebacterium 



 

                124

Sulfolobus solfataricus and its evolutionary implications. 

J Mol Evol. 1985;22(4):301-7. 

 

(7) Sato T, Fukui T, Atomi H, Imanaka T.  

Targeted gene disruption by homologous recombination in the 

hyperthermophilic archaeon Thermococcus kodakaraensis KOD1. 

J Bacteriol. 2003 Jan;185(1):210-20. 



 

                125

２．１．３ KOD1 株の炭酸固定酵素 Ribulose 1,5-bisphosphate 

carboxylase/oxygenase (Rubisco) 

 

我々はKOD1株のゲノム解析を進める上で、そのゲノム配列中にRibulose 

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

存在することを見出した(1)。 

Rubisco は植物、藻類、そして藍藻を含む多くの光合成細菌などが利用

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

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

から 2分子の 3-phosphoglycerate (3-PGA) を生成する carboxylase（炭酸固定）

反応を触媒する、光合成暗反応において最も重要な酵素であると考えられてい

る。（下式） 

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

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

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

てしまうことが知られている。そして、これらの反応の度合いをτ値

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

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

ヘテロ 16 量体構造をとる場合（Type I）や（図－２５）、大サブユニット（約

50kDa）のみから成る L2 型のもの（Type II）であることが知られている。それ

ぞれの type 内では、生物種が異なってもアミノ酸配列における相同性は 70%以

上と高い値を示すのに対し、Type I-Type II 間では約 50%以下と低いことが明

らかとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２５ 植物（ホウレンソウ）由来の Rubisco の構造 
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我々がKOD1株内に見出したRubisco様遺伝子は、始原菌においてCalvin

回路が機能する報告はなされていないため、極めて興味深い研究対象となった。

先ずは本遺伝子の一次構造の解析、および大腸菌内における本遺伝子の発現産

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

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

ある可能性が示唆された（図－２６）。既に全ゲノム配列が決定された始原菌

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

伝子の存在が確認されたため、本遺伝子産物が始原菌内で何らかの生理的役割

を担っている事が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２６ 各生物種由来Rubiscoの一次配列比較による系統樹 
 



 

                128

組み換え型大腸菌により得られた本遺伝子産物の生化学的解析を行ったところ、

Tk-Rubisco は極めて高い Rubisco 活性（70・mol CO2 fixed mg
-1 min-1）を有し

ていた。ホウレンソウ（Spinach）Rubisco が 2・mol CO2 fixed mg
-1 min-1であ

ることを考えると、約40倍程度の比活性を有していることが明らかとなった（図

－２７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２７ Tk-Rubisco活性の温度による影響 
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またτ値も 90℃で 310 と既報中最高の値を示し、carboxylase 特異的な酵素で

あることが判明した（表－１１）。 

 

 

表－１１ Tk-Rubisco の色々な温度におけるτ値 

Temperature (℃) τ値 

50 70 

60 140 

70 250 

80 290 

90 310 

 

 

 

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

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

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

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

酵素の構造解析を進めた。免疫沈降実験や非変性電気泳動などを行うことによ

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

れることが証明された。 

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

我々は本酵素の結晶化を試みた。硫酸アンモニウムを沈殿剤として用いた場合

に良質の結晶が得られ（図－２８）、2.8Åの分解能で Tk-Rubisco の X-線結晶構

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

Åの平面的な pentagonal decamer 構造であることが明らかとなった（図－２９）。 
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図－28 Tk-Rubiscoの結晶 

図－２９ Tk-Rubiscoの五角形構造 
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L2 dimer 内には 2つの活性中心が存在し、それらの周辺の構造は Type I, Type II

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

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

合ネットワークが観察された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３０ Tk-Rubisco のサブユニット間の相互作用に 

 関わるアミノ酸残基 

 

 



 

                132

サブユニット間の相互作用のメカニズムを生化学的に解明するために、これら 3

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

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

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

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

量体の形で存在していることが明らかとなった（図－３１）。温度の上昇に伴い

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

した。D69S 変異酵素のみ 90℃で 10 量体構造を維持した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３１ 30℃における Tk-Rubisco 変異酵素の 

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

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

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

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

－３２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３２ 微少熱量計による Tk-Rubisco およびその変異酵素の 

  熱変性温度の測定 



 

                134

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

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

育するKOD1株内で本酵素を安定に存在させ機能するために必要不可欠であるこ

とを証明した。 

 

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

生体内でどのように機能しているのか、その生理的意義を解明することは非常

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

い、その表現型の違いや DNA チップによる各遺伝子の発現状態より推定してい

くことで、その生理的意義解明を計る予定にしている。 

 また産業上においても、これを改変することで、他の生物に導入し機能

させることで、効率的炭酸固定と有機資源化を進める研究に期待が持たれる。

この研究に関しては、本プロジェクトの最終年度において注力した研究であり

後の章にてその研究過程およびその成果を報告している。 
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２．１．４ ＫＯＤ１株のギ酸脱水素酵素 

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

はギ酸を酸化的に分解し、適当な補酵素の還元を伴い二酸化炭素を生成する細

胞内のエネルギー代謝に関わる重要な酵素である。本酵素は可逆的に反応を触

媒するため、炭酸固定酵素として注目する事も可能である。以下に反応式を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR は生物に広く存在し、1 つは金属原子を含まず補酵素として NAD+の

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

ン、鉄、タングステンなど多くの種類の金属原子を含み、補酵素もシトクロム、

フェレドキシンなど様々な物質を利用する比較的複雑な構造や機構を有するも

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

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

が確認され、その塩基配列が決定された。この塩基配列を基にして系統樹を作

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

－３３）。 

 

    FORの反応式 
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図－３３ 各生物種由来の FOR 進化系統樹 

 

 

 

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

ら構成されていることが分かった。これらから推定される一次構造の相同性解

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

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

予想された。これまでに超好熱始原菌においてギ酸脱水素酵素の活性が検出さ

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

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

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

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

いては高い FOR 活性を示すことが明らかとなった（図－３４）。 
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 さらに生育培地組成を検討したところ、従来菌体生育量が良いとされて

きたピルビン酸を炭素源、エネルギー源にする培地（ピルビン酸培地）よりも、

硫黄を電子受容体、酵母エキスを炭素源、エネルギー源とした（硫黄培地）の

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

子が要求する金属と考えられるモリブデン（Mo）やタングステン（W）を培地中

に添加することで、無細胞抽出液中の FOR 比活性は上昇した（表－１２）。 

 

   図－３４ 各超好熱菌の無細胞抽出液中のFOR活性 
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表－１２ 高 FOR 活性を得るための培地組成の検討 

生育培地 比活性（U/mg）

硫黄培地（0.5%YE+0.5%triptone） 2.6 

ピルビン酸培地 0.6 

硫黄培地 + Mo (10 ・M) 2.4 

硫黄培地 + W (10・・M) 8.4 

硫黄培地 + Mo + W（各 10 ・M） 8.5 

 

 

 

 

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

活するため、精製過程は全ての作業を嫌気条件下で速やかに行うことが必須で

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

に特異的な抗体によるアフィニティクロマトグラフィーによる精製を考案した。

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

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

ポリクローナル抗体を作成した。この抗体を固定化したカラムを用いて無酸素

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

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

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

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

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

で構成されていると考えられた。 

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

上安定であり比較的高い耐熱性を示した。電子受容体の検討を行ったところ人

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

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

の電子受容体として機能していないことが強く示唆された（表－１３）。 

 

 

 

表－１３ 電子受容体の検討 

電子受容体 相対活性（％）

Methyl viologen 100 

Benzyl viologen 185 

FAD 3 

FMN 8 

NAD+ 8 

NADP+ 5 

 

 

 

 

 ForA には一次構造から予想されたとおり、モリブトプテリン補因子の存

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

金属とせず、同族元素のタングステンであることを明らかにした。電子伝達に

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

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

ーが存在すると考えられた（表－１４、図－３５）。 
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表－１４ Tk-FOR の含有金属・酸遊離硫黄 

 含有量（mol/For AB） 

Mo < 0.01 

W 0.6 

Fe 11.9 

S 15.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図－３５ Tk-FOR複合体 
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２．１．５ Thermococcus kodakaraensis KOD1 株の DNA チップによる遺伝子

発現状態の解析 

 

【はじめに】 

 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株は、鹿児島県小宝島の硫気孔より

単離された超好熱始原菌であり、その生育至適温度は 85℃、絶対嫌気性化学合

成従属栄養生物である。本菌は従属栄養生物にもかかわらず Calvin 回路の鍵

酵素である Rubisco 遺伝子をゲノム上にコードしており、ノーザンブロット解

析や免疫沈降などの手法を用いて実際に Rubisco タンパクを発現している事を

確認した。現在までにこの Rubisco は、植物（type1） 細菌（type2）とは異

なる新型（type3）であり、高い carboxylase 活性を有している事、結晶構造

解析により酵素活性や構造に関わる重要なアミノ酸残基などを明らかにしてい

る。しかしながらその生理的機能は未解明であり、KOD1 株の炭酸固定能力につ

いては検討がなされていない。そこで我々は KOD1 株を様々な条件で培養する

事で（具体的には、異なる C 源による培養や、通常の培地で生育した菌体を洗

浄した後無機塩培地で再培養するなど）それぞれの遺伝子の発現状態の変化を 

DNA チップを用いたジェノミクス解析によって追跡する。特に Rubisco, 

formate dehydrogenase, pyruvate carboxylase, biotin carboxylase などの

炭酸固定酵素遺伝子を中心とした遺伝子群の発現状態に重点を置き、KOD1 株の

炭素代謝についての解析をすすめた。 

 

（１） 異なる生育状態における各種炭酸固定遺伝子の発現状態の解析と炭素

代謝経路の解析 

 

○標準生育培地 

KOD1 株は以下に示す培地を標準生育培地として１% (v/v) で植菌し、

85℃ 12 時間生育させた。炭素源は通常、酵母エキスとトリプトンであるが必要

に応じてピルビン酸、デンプンなどを添加した。 



 

 

 

表－１５  標準生育培地 

 マリンアート A 4.8 g

 マリンアート Ｂ 26.4 g

 酵母エキス 0.5 g

 トリプトン 0.5 g

 硫黄 1 g

 脱塩水 1000 ml

 

 

注）マリンアート A/B は、千寿製薬社製。 

ピルビン酸、デンプンは必要に応じてそれぞれ１％（w/v）で添加した。 
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（２） 異なる炭素源における生育の変化 

炭素源については、従来用いていた酵母エキスとトリプトン（主にアミ

ノ酸）以外にもピルビン酸（有機カルボン酸）やデンプン（糖重合体）をそれ

ぞれ１％（w/v）添加することで良好な生育を示す事を確認した。図－３６に異

なる炭素源での生育曲線を示した。 

 

 

 

 
KOD1の増殖曲線
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図－３６  異なる炭素源による KOD1 株の増殖曲線  
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（３） ＲＮＡの取得 

 DNA チップを用いた発現状態の解析には RNA の取得が重要である。今

回、KOD1 株を異なる炭素源（ピルビン酸及びデンプン）で培養し RNA の取得

を試みた。RNA の抽出については AGPC（Acid Guanidium-Phenol-Chloroform）

法を用いた。 

結果を以下に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３７  異なる炭素源で培養した KOD1 株より抽出した total RNA  

  （左）ピルビン酸培養菌体由来（右）デンプン培養菌体 

 

（４） 考察 

 KOD1 株は炭素源に酵母エキス（主にアミノ酸）を用いる他、ピルビン

酸（有機カルボン酸）やデンプン（糖）によっても良好な生育を示す事が分か

った。この場合、炭素源が酵母エキス（主にアミノ酸）やピルビン酸（有機カ

ルボン酸）とデンプン（糖）ではその炭素代謝において大きく異なる事が予想

される。即ち、アミノ酸やピルビン酸を炭素源とした場合は糖新生を、デンプ

ンを炭素源とした場合には解糖を行わなければならないと言った、全く逆の炭

素代謝の流れを生じている事が伺える。今回、異なる炭素源（ピルビン酸及び

デンプン）で生育した KOD1 株から良好に RNA を取得する事が確認できた。従

って、今後 DNA チップを用いて各種炭酸固定関連酵素遺伝子の発現状態を網羅

的に解析すると同時に、異なる炭素源での代謝の流れの変化についても解析を

行いたい。炭素代謝の流れを把握する事で、最終的にどの様な遺伝子を補えば、

従属栄養生物である KOD1 株が炭酸固定代謝を促進できるのか、その可能性を

検証したい。 
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第２節 炭酸固定微生物の新規分離株における炭酸固定炭酸固定経路の特定と

炭酸固定能の評価 

 

 【はじめに】 

 

地球上における二酸化炭素固定は、さまざまな生物によって行われており、普段

思いつく二酸化炭素固定は、植物を中心とした光合成であり、カルビン回路という経

路によって行われている。 しかし、自然界には、カルビン回路以外に、アセチル

Co-A 経路、３ーヒドロキシプロピオン酸回路、還元的 TCA 回路といった二酸化炭素

固定経路が存在し、これらの経路により、微生物よって炭酸固定が行われている。 

特に、アセチル CoA 経路は光に依存しない非光合成独立栄養微生物にのみ存在

することが明らかとなっている。 

これら微生物による二酸化炭素固定の大部分は光に依存しないものであり、近年、

これまでに、生物が存在しないとないと考えられてきた深海、深部地下に膨大な量の

生物が存在することが明らかとなってきたことからも、これら光に依存しない生物によ

る二酸化炭素固定は地球上の二酸化炭素固定のかなりの部分を占めている可能性

が考えられる。 

これらの環境から新規な二酸化炭素固定経路を持った微生物を取得することを

目的として、深部地下サンプルからの新規独立栄養微生物のスクリーニングを

行った。 

また、新規に単離された独立栄養微生物（炭酸固定能を有する微生物）を対

象としてその炭酸固定様式（炭酸固定代謝）を解明するために、それらに対し

て炭酸固定能力の評価を行う方法の確立を行った。 

炭酸固定経路としては下記の４つの経路が知られている。 

 

1)  Calvin-Benson-Bassham cycle（還元的ペントースリン酸回路、Calvin 回

路） 

2)  Acetyl-CoA pathway（アセチル-CoA 経路） 

3)  Reductive tricarboxylic acid cycle（還元的 TCA 回路） 

4) 3-Hydroxypropionate cycle（3-ヒドロキシプロピオン酸回路、3-HP 回路） 

 

1) は、硝酸菌・硫黄酸化細菌・水素細菌など多くの化学合成独立栄養細菌にお

いて利用されている炭酸固定代謝である。また、植物・藻類・藍藻などの光合

成生物もこの回路によって炭酸固定を行っており、最も広く利用されている。 

2) は、メタン生成始原菌（Methanococcus など）・独立栄養性の Clostridium に

おいて見出されており、特に Clostridium thermoaceticum を題材によく研究
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されている。 

3) は、絶対嫌気性光合成独立栄養細菌 Chlorobium limicola にて提唱され高

度好熱性水素細菌 Hydrogenobacter thermophilus において生理的機能性や鍵

酵素の精製などが行われ、よく研究が進められている。この他にも 

Desulfobacter hydrogenophilus や  Aquifex aerolicus 、 Thermoproteus 

neutrophilus などの非光合成独立栄養細菌・始原菌の無細胞抽出液から鍵酵素

や関連酵素活性が検出され、この回路を利用した独立栄養性が示唆されている。 

4) は、通性光合成独立栄養性の緑色非硫黄細菌 Chloroflexus aurantiacus に

おいて発見された新規炭酸固定回路。始原菌 Acidianus brierleyi や

Sulforobus の一部もこの回路を利用している事が証明されている。 

この様に見ると、非光合成独立栄養性微生物は多様な炭酸固定経路を利

用しているだけではなく、高温・嫌気・強酸性などいわゆる極限環境にも普遍

的に分布している事が伺える。従って自然界の様々な環境から独立栄養生物を

単離し、その炭酸固定能を評価することによって高効率の炭酸固定能を有する

独立栄養生物を探索する。とりわけ光の影響を受けない地下環境は、最近の報

告によると地上の生物量（biomass）をはるかに凌ぐとも推定されており、新規

独立栄養生物の単離源として期待される。 

新規に単離された独立栄養（炭酸固定）微生物の炭酸固定代謝経路を解

明するためには、それぞれの経路に鍵となる反応を触媒する特徴的な酵素（鍵

酵素）活性の検出、あるいはそれをコードする遺伝子を検出する事によって、

ある程度特定する事ができる。前述した４種類の炭酸固定代謝経路に関する鍵

酵素を表－１６にまとめた。具体的な活性測定法については「方法」の項目に

おいて述べた。 
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表－１６  現在確認されている炭酸固定経路と鍵酵素 

Pathway Key enzymes 

Calvin-Benson-Bassham cycle Rubisco, Phosphoriburokinase 

Acetyl-CoA pathway Formate dehydrogenase, CO dehydrogenase

Reductive tricarboxylic acid 

cycle 

Pyruvate synthase, 2-Oxoglutarate synthase, 

ATP-citrate lyase 

3-Hydroxypropionate cycle Acetyl-CoA carboxylase,  

Propionyl-CoA carboxylase 
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２．２．１ 相良油田地下掘削サンプルからのスクリーニング 

 

【はじめに】 

石油分解合成菌 HD-1 は、静岡県相良町にある相良油田より単離された

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

で唯一の油田であり、地質学的観点から判断すると、通常油田の形成が起こり

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

内に蓄積する事から、この油田の石油は生物的に生成されている可能性がある

と期待される。従って、この油田の地質調査並びに各深度における地下微生物

の生態系に関しては非常に興味が持たれる。独立及び従属栄養微生物を同定し、

その生態系を解明する事により、相良油田の石油成分の由来を解く一つの手段

になり得る。さらに分離された独立栄養微生物は、アルカンや生分解性プラス

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

化炭素から直接行っている可能性もあり、中長期的なエネルギー資源の確保と

二酸化炭素の削減にも貢献できるものとして期待が持たれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図－３８ 静岡県相良油田より単離された石油分解合成菌 

  HD-1株の透過型電子顕微鏡像 
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図－３９ 16SrRNA塩基配列に基づいたProteobacteriaの同定 
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 平成 14 年 2～3 月にかけて、相良油田の地質調査を兼ねた大規模なボー

リング調査が実施された。我々は、この際の地下掘削試料（表－１７）を入手

する事ができたので、本プロジェクトにおいても地下生態系の解明や新規独立

栄養微生物の探索を含めて、微生物の単離及び同定を行う事を目的とした。 

 

 

表－１７ 入手した相良油田地下掘削試料と、その特徴など 

No. 採取地点（ｍ） 地質など 

1 30 砂－ シルト境界面（油臭あり） 

2 56 メタン発生付近 

3 67.32-67.42 砂－ シルト境界面 

4 82.58-68 ガス発生付近、泥－ 砂境界面 

5 83.50-60 砂 

6 89.62-72 砂－ シルト境界面（油臭あり） 

7 90.80-90 砂（油臭あり） 

8 90.9 シルト（油臭あり） 

9 91.9 レキ 

10 100.60-70 砂 

11 103.50-55 砂（油臭あり） 

12 110.95-111.00 砂（油臭あり） 

13 111.82-84 砂（油臭あり） 

14 113.10-20 砂（油臭あり） 

15 123.52-57 砂（油臭あり） 

16 123.90-92 砂（油臭あり） 

17 150.50-55 砂 

18 154.30-35 シルト（油臭あり） 

19 159.75-80 シルト（油臭あり） 

20 162.40-45 シルト（油臭あり） 

21 176.45-50 砂（油臭あり） 

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

表に示す無機塩培地において、採取した試料より化学合成独立栄養微生

物の集積培養、及び単離を試みた。M4, ON 培地（表－１８）を基に炭素源とし

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

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

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

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

ゲルライトを用いることにより作成した。固体培地プレートにてさらに 2 週間

培養を行ったところ、幾つかのプレートにおいてコロニーの形成が確認された。

これらのコロニーのうち明らかに形態の異なるものを数種類単離し、新たに 2

週間同培地プレートにて培養した。 

 

 

表－１８ M4 培地（左）と ON 培地（右）の組成 

M4 培地  ON 培地 

Na2HPO4 6 g  (NH4)2SO4 2 g

KH2PO4 3 g  MgSO4 0.3 g

NH4Cl 1 g  CaCl2 0.3 g

NaCl 0.5 g  FeSO4 10 mg

CaCl2 3 mg  KH2PO4 4 g

MgSO4 100 mg

DW Up to 1000ml

 DW Up to 1000ml

 

 

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

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

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

い化学合成従属栄養細菌であることが知られており(3)、この場合も炭素源として

CO2を利用しているのではなく、ゲル化剤として添加されたゲルライトを資化し

て生育していることが示唆された。 

従って、ゲル化剤を添加しない液体培地（完全無機塩合成培地）で、集

積培養による独立栄養細菌（炭酸固定微生物）の濃縮を試みた。約 2 ヶ月毎に

新たな無機塩培地に継代培養を行ったところ、培地に添加した微量金属（主に
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Fe3+）の黒色沈殿が観察され、硫化鉄などの硫化金属が沈殿していると考えられ

た。培地中の硫酸塩が還元され、硫化水素が生成していることが予想されるこ

とから、硫酸還元菌の生育が示唆されたものの、培養に時間がかかり目的とす

る良好な生育（高効率炭酸固定）を示す微生物を単離するまでには至らなかっ

た。液体培養の結果を次ページ表－１９に示す。 

 

今後は、以下に述べる様なスクリーニング方法の改良により液体培養か

らの効率的な微生物の単離を試みる。 

 

・地下試料は、嫌気置換した生理食塩水に懸濁して、その上清を培地に添加（植

菌）する。 

（粘土砂で判別が困難になる事や、試料中の成分の持ち込みを最少限に防ぐ） 

・エネルギー源を水素とする場合、気相中に水素ガスを注入または水素ガスで

置換する。 

・電気培養など通常とは異なる手法を用いた培養法により微生物の単離を試み

る。（ただし、難培養性独立栄養微生物の単離を目指すのではなく、効率の良い

炭酸固定能を有する微生物の単離と培養という本プロジェクトの趣旨に合うも

のを目標とする。） 
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表－１９ 液体培地による集積培養結果 
No. M9 培地 ON 培地 

1 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

2 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

3 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

4 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

5 僅かに白濁（±） 僅かに白濁（±） 

6 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

7 変化無し（－ ） 僅かに粘性あり（±） 

8 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

9 レキの周囲に粘性（＋＋＋） レキの周囲に粘性（＋＋＋） 

10 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

11 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

12 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

13 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

14 変化無し（－ ） やや白濁（＋） 

15 変化無し（－ ） 僅かに白濁（±） 

16 砂に粘性（＋＋＋） 砂に粘性（＋＋＋） 

17 変化無し（－ ） 変化無し（－ ） 

18 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

19 粘土砂で判別困難（×） 粘土砂で判別困難（×） 

20 変化無し（－ ） 砂に粘性（＋＋＋） 

21 僅かに粘性あり（±） 僅かに粘性あり（±） 

22 僅かに白濁（±） 僅かに白濁（±） 

記号 

（＋＋＋）菌体の生育あり （＋）若干の生育が認められる 

（±）僅かに生育している （－ ）変化無し 

（×）判別不能 
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２．２．２ 新規分離株における炭酸固定経路の特定 

 

（１）各種鍵酵素の活性測定法 

a. Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) 活性（カル

ビン回路の鍵酵素）の測定方法 

 200 mM MgCl2 0.05 ml、300 mM ribulose 1,5-bisphosphate 0.05 ml を

CO2 飽和させた 100 mM Bicine-KOH (pH8.5) に混合し全体を 0.96 ml にする。 

3 分間の温度平衡化の後、100 mM Bicine-KOH (pH8-8.5) に溶解した酵素液（菌

体無細胞抽出液など）0.04 ml、を添加し反応開始とする。炭酸固定反応生成物

の 3-phosphoglycerate（ 3-PGA）及びオキシゲナーゼ反応の生成物、

phoshoglycolate を高速液体クロマトグラフィー（HPLC）を用いて UV 波長 210 

nm にて検出した。 

 

b. ギ酸脱水素酵素活性（Acetyl-CoA 経路の鍵酵素）の測定方法 

 1 M ギ酸ナトリウム 0.05 ml、20 mM メチルビオロゲン 0.1 ml を 50 mM 

Tris-HCl (pH7.5) に混合し全体を 0.96 ml にする。反応はシールされた１ ml 容

キュベット内で行い、3 分間の温度平衡化の後、酵素液（菌体無細胞抽出液な

ど）0.04 ml を添加し反応開始とする。メチルビオロゲンの還元に伴う 604 nm 

の吸光度の上昇を測定した。 

 

c. ATP-citrate lyase 活性（還元的 TCA 回路の鍵酵素）の測定方法 

 200 mM MgCl2 0.05 ml、100 mM Dithiothreitol (DTT) 0.025 ml、200 mM 

クエン酸３ナトリウム 0.02 ml、2 mM CoA 0.025 ml、10 mM NADH 0.02 ml、100 

U リンゴ酸脱水素酵素 0.03 ml、酵素液（菌体無細胞抽出液など）0.04 ml を

50 mM Tris-HCl (pH7.5) に混合し全体を 0.99 ml にする。100 mM ATP を 0.01 

ml 添加して反応開始とする。NADH の酸化に伴う 340 nm の吸光度の減少を測

定した。 

 

d. 3-Hydroxypropionate dehydrogenase 活性（３-ヒドロキシプロピオン酸回

路）の測定方法 

 100 mM 3-hydroxypropionate 0.1 ml、10 mM NADPH 0.02 ml を 50 mM 

Tris-HCl (pH7.5) に混合し全体を 0.9 ml にする。酵素液（菌体無細胞抽出液

など）0.04 ml を添加し反応開始とした。NADH の酸化に伴う 340 nm の吸光度

の減少を測定した。 
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（２） 遺伝子的手法による炭酸固定様式決定へのアプローチ 

方法１. 16SrDNA 塩基配列を増幅し、その配列から単離菌株の属種を判別する

ことから炭酸固定様式を推測する。また、単離菌株の属種の決定は、菌体の生

育や遺伝的・生理的性質を研究する上でも必須であると考えられるためこれを

第一に行う。 

多くの菌株の 16SrDNA に保存されている領域からデザインされたプライマー 

Rs1 と Rs2 を用いた。（以下にその配列を示す） 

 

Rs1   5'-AAACT(C/T)AAA(G/T)GAATTGACGG-3' 

Rs2   5'-ACGGGCGGTGTGT(A/G)C-3' 

 

PCR には KOD-plus（東洋紡）あるいは ExTaq（宝酒造）を用いた。反応条件は

添付のプロトコルに従い、必要に応じて変性温度やアニーリング温度時間など

を工夫する。これにより約 500 bp の DNA 断片が増幅できる。部分的に確認で

きた後は Inverse PCR やゲノムライブラリー構築後にプラークハイブリダイゼ

ーションを行うことで完全な塩基配列を決定した。 

 

方法２. 各種鍵酵素に対する保存配列を見出し Mix Primer をデザインして 

PCR にて鍵酵素遺伝子の増幅を試みる。PCR の条件は添付のプロトコルに従い、

必要に応じて変性温度やアニーリング温度時間などを工夫した。 

 

方法３. 標準菌株より各種鍵酵素遺伝子（500～1000 bp 程度の部分配列でも

可）を PCR によって増幅し、目的菌株のゲノム DNA とのサザンハイブリダイ

ゼーションによって確認した。 
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２．２．3 今後の課題 

相良油田地下掘削試料という、通常入手困難なサンプルの取得ができた

事から、無機塩培地にて独立栄養生物の単離を試みた。エネルギー源として収

支に見合うものは、水素及び硫黄化合物までと言う事から、無機塩最少培地（M9 

培地）と硫黄酸化細菌用培地（ON 培地）を用いた。しかしながら、良好な生育

を示す独立栄養生物が、現在のところ新規に単離、獲得できていないため炭酸

固定代謝経路の特定などについては手法を調査するにとどまっている。 

良好な生育を示す菌株が取得できた場合、その菌株の属種の同定及び炭酸固定

代謝様式の特定を調べた方法などに従い解析していく必要がある。 
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第３節 Thermococcus kodakaraensis ＫＯＤ１株の Rubisco（炭酸固定鍵酵素）

の機能解析と改変 

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

 

【はじめに】 

超好熱始原菌 T. kodakaraensis KOD1 株には炭酸固定回路の１つである

Calvin 回路の鍵となる炭酸固定酵素 Rubisco が存在し、これまでに研究されて

きた他の生物と比較しても、その炭酸固定能の高さや安定性において極めて優

れた性質を持つことが明らかとなった。この様な優れた Rubisco を植物に導入

してその炭酸固定能の向上をはかることができれば、環境・食料・エネルギー

問題などに対する貢献は計り知れない。 

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

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

しか示さなかった。従って、最終目的である高効率な炭酸固定植物の創製を目

指すにはTk-Rubiscoに何らかの変異導入を行い、低温域でも植物由来のRubisco

よりも高い活性を保持したタンパク質を得ることが必要不可欠である。 

植物体へ高活性のRubiscoを導入して光合成効率を高めようと試みるこ

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

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

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

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

不良や、植物の Rubisco が葉緑体と核に大小それぞれのサブユニットが別々に

コードされているため会合に障害を生じて不溶化して機能を果たさないなど、

様々な障害によって未だ目的は達成されていない。 

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

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

比較しても活性体の異種発現が容易なタンパク質である。さらに、これまでに

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

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

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

温域にある程度の高活性を保持した変異酵素を入手できる可能性も、他の生物

由来の Rubisco と比較してはるかに期待できると考えられる。 

そこで、このような特性を生かして植物細胞内で機能発現できる、常温域活性

型酵素の取得に向けた検討を行った。 
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２．３．１  Tk-Rubisco 発現ベクターの構築 

 

常温域活性型酵素を得るために最も重要になるのは、そのスクリーニン

グ方法である。 我々は、Calvin 回路で嫌気的に光合成独立栄養生育をし、好

気的には化学合成従属栄養生育も可能な紅色非硫黄細菌を宿主とした Rubisco

有用変異酵素のスクリーニング系を考案した。 財団法人地球環境産業技術研

究機構（RITE）微生物分子機能研究グループでは、既に紅色非硫黄細菌

Rhodopseudomonas palustris No.7 株の Rubisco 遺伝子破壊株(6)、および本菌に

選択圧無しで安定に保持される大腸菌とのシャトルベクターpMG103/pMG105 が

構築されている（図－４０）(7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・ pMG105は、マルチクローニングサイトが pMG103の逆向き 
 

図－４０ pMG103の遺伝子および制限酵素地図 
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また、phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) promoter が転写開始点を

始め詳細な解析がなされている(8)。これらを利用することにより、先ずは

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

す。 

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

抽出を行った。これを鋳型としてその近傍域を増幅する事のできるプライマー2

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

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

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

（図－４１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、以下にデザインしたプライマーの配列を示す。 

 

Rpckp-f1 : 5’-CGGAATGACTTGAGCCAGCG-3’  

Rpck-r1 : 5’-CCAGCCGGTGTTGACCAGCC-3’  

 
 

図－４１ PEPCK プロモーター領域の増幅（上）とその結果（下） 
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以上は R. palustris No.7 株のゲノム上から PEPCK のプロモーター部分と ORF

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

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

る様、プライマーをデザインした。 

 

 

pckp-Eco : 5’-GGCGGTAAACGAATTCATGCCGGCCGGGTTGGC-3’ 

元の配列に EcoRI site を導入（太字、下線は変異導入部分） 

 

pckp-SNB : 

 5’-CCGTTATGGTCGACCGTCTCTTGCATATGTGGATCCTCCTCG-3’ 

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

 

 

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

PEPCK プロモーター部分を増幅させ、クローニングするために用いた（図－４２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pET21a に挿入されている Tk-Rubisco 遺伝子を NdeI, SalI で処理して切

り出し、得られたプラスミド（pUC118pckpES）を同制限酵素部位に挿入した（図

－４３）。 

 

 

 

 

 
 

図－４２ PEPCKプロモーター部分のクローニング 
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 得られたベクタープラスミド pUCpckpRbc で大腸菌 DH5・ 株を形質転換

し、これの増幅を行った。この組み換え大腸菌を培養後、プラスミドの抽出を

行い、制限酵素処理によって切断し、アガロースゲル電気泳動によって、挿入

断片の確認を行った。結果を次ページ図－４４に示す。 

 

 
 

図－４３ 発現ベクターの構築 
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 以上の結果より、得られたベクタープラスミド pUCpckpRbc は EcoRI 単

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

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

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

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

く挿入されていることが確認できた。 

 

 

 

図－４４ 制限酵素処理による挿入断片の確認 
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シーケンスによって挿入断片に PCR で増幅した際の非特異的な変異が無い事を

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

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

４５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４５ Tk-Rubisco 発現用ベクターpM3Rbcwt の構築 
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構築したベクタープラスミド pM3Rbcwt で E. coli DH5・・を形質転換

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

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

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

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

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

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

目的とされる PCR 産物の増幅が認められ（図－４６）、目的遺伝子断片が正しく

挿入されていることを強く示唆した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図－４６ 各形質転換体における pM3Rbcwt挿入断片の確認 

各形質転換体コロニーを鋳型として、レーンAはプライマーTNとTCによりPCRを、
レーン BはプライマーRP と TCにより PCRを行った。 
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このことから、紅色非硫黄細菌 R. palustris No.7 菌体内で Tk-Rubisco

を発現させるベクタープラスミド pM3Rbcwt が構築できた。 

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

たプラスミド pM3Rbcwt の導入を試みた。 

 

 

実験方法を以下のスキームに示す。 

 

培養液（OD660≒0.8）500・l 遠心により集菌 

    滅菌した Milli-Q 水にて２回洗浄 

    滅菌した 10% グリセロールにて２回洗浄 

    100μl 10%グリセロールに懸濁（菌液 A） 

 

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

      （以上の作業は全て氷上で行った） 

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

    1ml SOC に懸濁、30℃・２時間静置 

 

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

 

 

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

程度のコロニーが確認できた。この時の形質転換効率を求めたところ、約 1.2 x 

103 cells/・g DNA と計算された。 

 

得られたコロニーから十数個無作為に選抜し、R. palustris PEPCK 

promoter の上流域に相当したプライマー（プライマーRP）、または Tk-Rubisco

の N 末（プライマーTN）と、C末部分に対応するプライマー（プライマーTC）を

用いてコロニーPCR を行った所、全てにおいて目的とされる PCR 産物の増幅が認

められた（次ページ図－４７）。従って R. palustris に Tk-Rubisco 遺伝子が取

り込まれていることを確認した。 
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さらに、これらの組み換え型 R. palustris pM3Rbcwt の菌体内で

Tk-Rubisco が発現していることを確認するため、抗 Tk-Rbc 抗体を用いた

Western blot 解析を行った。カナマイシンを含む 112pro 栄養液体培地に生育し

た組み換え型 R. palustris pM3Rbcwt を集菌、緩衝液による洗浄後、これらを

超音波破砕して可溶性画分、不溶性画分、および 85℃ 15 分間の熱処理可溶性

画分、熱処理不溶性画分に分画し、それぞれを SDS-PAGE に供した。SDS-PAGE に

よる発現の結果を図－４８および Western blot 解析結果を図－４９に示す。 

 

 

 

図－４７ 各形質転換体における pM3Rbcwt挿入断片の確認 

R. palustris野生株の各形質転換体コロニーを鋳型として、レーンAはプライマーTNと
TCにより PCRを、レーン BはプライマーRP と TCにより PCRを行った。他のコロニー
（十数個）についても上図と同様の結果を得たのでデータは省略する。 
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図－４９  抗 Tk-Rbc抗体を用いたWestern blot解析結果。 
各レーンは図 30 と同様。可溶性画分（レーン S）および熱処理可溶性画分（レーンHS） 
に Tk-Rbcに相当するバンドが確認された。 

 
図－４８  SDS-PAGEによるタンパク質の発現結果。 
レーン S:可溶性画分、レーンHS:熱処理（85℃15分）可溶性画分、レーンHP:熱処理不溶性
画分、レーンRb:精製Tk-Rbc。太線 1, 2は別々のコロニーに由来する組み換え体。矢印で示
す部分に Tk-Rbc と推定されるバンドが確認された。 
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以上の結果より R. palustris No.7 野生株において Tk-rbc 発現用ベク

ターpM3Rbcwt を導入した場合、この組み換え体は Tk-Rubisco を可溶性タンパク

質として発現し、さらに発現したタンパク質は熱に対して安定であることから、

超好熱菌由来の特徴を有し、正しくフォールディングされていると推定された。

今回は宿主に野生株を用いてこの発現ベクターの有効性を検討したため、組み

換え体の Rubisco 活性は宿主の持つ活性と判別困難なために測定できなかった

が、これらの結果は R. palustris 菌体内で機能的な Tk-Rubisco が発現してい

ることを期待するに十分なものであった。 

 

 Tk-Rubisco が R. palustris 菌体内で正常に発現していることが期待さ

れたので、この発現ベクターpM3Rbcwt を R. palustris が本来染色体上に所有す

る３種類の Ribisco 遺伝子を、それぞれカナマイシン、テトラサイクリン、ゲ

ンタマイシンの３種類の薬剤耐性マーカー遺伝子を挿入することで破壊した

Rubisco 活性欠損株（Triple mutant）を宿主として利用することで、Tk-rbc の

発現と活性や機能性を確認することを目的とした。 

 野生株と同様にエレクトロポレーション法によって菌体内に pM3Rbcwt

を導入した。この場合、宿主である Triple mutant には本来染色体上に有する

Rubisco 遺伝子を破壊するためにカナマイシン耐性遺伝子が挿入されており、カ

ナマイシン耐性を選択圧とした組み換え体の選抜が行えない。従って、プラス

ミドを導入した後、希釈法によってコロニーを単離し、Tk-Rubisco 特異的なプ

ライマーによってコロニーPCR 法を利用した組み換え体の選抜を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
図－５０  R. palustris Triple mutant への pM3Rbcwt の導入の概念
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先ずエレクトロポレーション法によって R. palustris Triple mutant に

pM3Rbcwtを導入し、この反応液をクリンベンチ内で無菌的に1000倍に希釈した。

これによって１つのプレートあたりに、それぞれのコロニー形成が確認できる

様になった。pM3Rbcwt の形質転換効率は DNA 1・g あたり 1200 コロニーである

ため、極端に組み換え体の出現する頻度が低いわけではないと仮定し、約 10 個

ほどのコロニーを単位として、これを鋳型に用いて 15 セット（コロニー150 個

分に相当）を PCR にてプラスミドの保有状態を確認した。 

その結果、検査を行った全てのグループにおいて Tk-Rubisco 遺伝子と見られる

DNA 断片の増幅が確認された（図－５１）。すなわちプラスミド pM3Rbcwt を保有

した組み換え体のコロニーが少なくとも 10分の 1の確率で存在することが分か

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そこで、pM3Rbcwt を保有する組み換え体が含まれる、鋳型としたこれら

のグループを希釈してプレートにて培養した。個々のコロニーがよく分離され

たものから、それぞれ単一コロニーを鋳型として Tk-rbc 特異的なプライマーを

用いてコロニーPCR を行った。結果を図－５２に示す。 

 

 

 

 

 
図－５１  コロニーを鋳型とした PCRのアガロース電気泳動結果。 
10個のコロニーの混合液を鋳型として PCR を行い pM3Rbcwtの有無を確かめた。結果、全
てのグループにおいて PEPCKpromoter-Tk-rbcに相当する DNA断片が増幅した。図中の
Colony No.はコロニー10個あたりのグループを表す。 
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図－５１の結果よりコロニーNo. 1 および 2 において Tk-rbc および PEPCK 

promoter に相当する遺伝子断片の増幅が確認され、pM3Rbcwt を保有していると

考えられた。これにより pM3Rbcwt を保有する組み換え型 R. palustris Triple 

mutant を単離することができた。 

 これらの組み換え菌体を無機塩エタノール培地（エタノールは炭素源で

はなく光合成の電子供与体となる）に植菌し、独立栄養生育が可能となるか確

かめた。しかしながら、組み換え体の独立栄養条件下での生育は確認できなか

った。この理由の１つとして「好気、暗、従属栄養」から「嫌気、明、独立栄

養」という環境の急激な変化に菌体が対応しきれていないことが考えられた。 

そこで「好気、暗、従属栄養」で得られた菌体を先ず炭素源を有機酸に制限し

た YE-acid 培地にて「微好気、暗（または明）、制限従属栄養」培養し、菌体の

独立栄養への速やかな適応を促す操作を試みた。 

微好気条件は、培養ボトルの気相を嫌気ガス置換することなく、空気を残し若

干の好気条件にして閉鎖系で培養することによって行われた。 

YE-acid 培地の組成は次ページに示した。 

 

 
図－５２  コロニーを鋳型した PCRのアガロース電気泳動結果 
単離したコロニーを鋳型にして PCRを行った。Colony No. 1~6 まではそれぞれのコロニーを
鋳型にした。Colony No.7は精製したプラスミド pM3Rbcwt の陽コントロール。Colony No.8
は Triple Mutant を用いた陰コントロール。RP, TC, TN, 950r : PEPCK promoter, 
Tk-RbcC末, Tk-Rbcの N末, Tk-Rbcの 1kb付近にそれぞれ特異的なプライマー 



 

                175

YE-acid 培地 

NH4Cl 1 g 

K2HPO4 1 g 

NaCl 0.1 g 

CaCl2・2H2O 0.05 g 

MgCl2・6H2O 0.4 g 

Yeast extract 0.2 g 

Metal mixture 1 ml 

Vitamin mixture 1 ml 

ピルビン酸 Na 1 g 

リンゴ酸 Na 1 g 

コハク酸 Na 1 g 

DW up to 1 liter 

 

Metal mixture    Vitamine mixture 

ZnSO4・7H2O 1 g  Biotin acid 1 mg 

FeSO4・7H2O 700 mg  Nicotin Acid 100 mg 

MnCl2・4H2O 150 mg  Thiamine HCl 20 mg 

CuSO4・5H2O 50 mg  p-Aminobenzoic acid 100 mg 

CoCl2・6H2O 20 mg  DW 100 ml 

Na2MoO4・7H2O 75 mg  

EDTA・2Na 250 mg  

DW 100 ml  

 

 

*先ず EDTA を溶かして各金属を溶かす。 

*両溶液ともフィルター滅菌し、遮光して４℃保存。 

 

 

得られた培養菌体を YE-acid 培地にて様々な生育条件の検討を行った。 

結果を以下の表において示した。 

 

 

YE-acid 培地での生育（微好気条件下での培養６日目の結果） 

Wild Type Triple Mutant 
Triple Mutant 

(pM3Rbcwt) 

良好な生育（４） 生育（３） 生育（３） 

薬剤非添加条件下 
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嫌気条件（YE-acid 培地における培養４日目の結果） 

 Wild Type Triple Mutant 
Triple Mutant 

(pM3Rbcwt) 

嫌気 やや生育（２） 変化無し（１） 変化無し（１） 

微好気 生育（３） やや生育（２） やや生育（２） 

嫌気条件：嫌気ボックスにて脱気と気相の嫌気ガス置換を行ったもの。 

微好気条件：若干量の空気を気相として培養 

薬剤非添加 

 

植菌量の影響 Triple Mutant（YE-acid 培地、微好気条件） 

初期 OD660 0.02 0.18 0.54 

培養５日目の OD660 死滅 0.57 0.63 

薬剤添加（Km: 200μM, Tc: 100μM, Gm: 200μM） 

 

薬剤の影響（YE-acid 培地、微好気条件下培養３日目の結果） 

 Triple Mutant 
Triple Mutant 

(pM3Rbcwt) 

薬剤添加 やや生育（２） 変化無し（１） 

薬剤非添加 やや生育（２） やや生育（２） 

添加濃度（Km: 200μM, Tc: 100μM, Gm: 200μM） 

 

生育の評価は４段階、通常 OD660が 0.1～0.2 程度になるよう植菌した。 

良好な生育（４）：OD660は 1.0 程度で培養液は赤く染まる。 

   生育（３）：OD660は 0.5～0.6 程度で培養液はピンク色。 

 やや生育（２）：OD660は 0.5 よりも低く（0.2～0.3 程度）薄いピンク色。 

変化無し（１）：植菌後とほとんど変わらない。培養液は薄く白濁している。 

 

以上の結果、YE-acid 培地で生育した菌体を用いて無機塩エタノール培地にて

独立栄養生育を試みた。しかしながら植菌量にかかわらず、約２週間経過して

も菌体の明らかな増殖は確認できなかった。 

また、YE-acid 培地、および栄養培地において生育した菌体について発現ベクタ

ー (pM3Rbcwt) を保持しているかどうかの確認（培養菌体を鋳型とした PCR）と

Tk-Rubisco 遺伝子が正常に発現しているのか否かの確認（Western blotting）

を行った。 

 

これらの結果を次ページの図－５３, ５４に示した。 
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これらの結果より、栄養培地で菌体を継代培養すると２世代目においてもプラ

スミドを脱落することが明らかとなり、また YE-acid 培地において生育した菌

体であっても Tk-Rubisco の発現は確認できなかった。更に、YE-acid 培地にて

継代培養を続けた場合にもプラスミドの脱落が起こることが明らかとなった。 

従って、pM3Rbcwt の元となったプラスミド pMG103 が選択圧なしに高い安定性を

 

図－５３  生育菌体を鋳型とした PCRによる pM3Rbcwt保有の確認。 
レーン 1: 植菌前の菌体、レーン 2~5: 栄養培地で生育した菌体、レーン 6~12: YE-acid培地
にて生育した菌体。N: R. palustris Triple mutant (Negative control)、P: pM3Rbcwt 
(Positive control)、M: サイズマーカー λ/HindIII 

 
図－５４  抗 Tk-Rbc抗体によるWestern blot解析。 
レーン 6~12: 図 35 のレーン 6~12 に対応するサンプルを用いた。レーン P: Positive 
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保持しているのに対し、当初の予想に反して pM3Rbcwt の R. palustris Triple 

mutant 菌体内での安定性は低く、プラスミドを保持し、Tk-Rubisco を発現させ

るためには薬剤耐性などの選択圧が必要不可欠であることが分かった。 

これをふまえて、以後の実験方針を検討した結果、次に述べる方法によ

って推進していくことにした。 

 

1) 現在用いられている薬剤であるカナマイシン、テトラサイクリン、ゲンタマ

イシンの他に R. palustris に有効な新たな（第四の）薬剤とそれに対応する耐

性遺伝子を探索する。これによって導入するプラスミドの選択圧として安定に

菌体内に保持させることを目的とする。 

2) R. palustris の持つ３種類の Rubisco 遺伝子の内、２種類までを破壊した欠

損変異株、R. palustris Double mutant（Kmr, Tcr）を宿主として、残る１つの

Rubisco 遺伝子を相同組み換えによって、破壊すると同時に Tk-rbc および第３

の薬剤耐性遺伝子（マーカー遺伝子）を挿入する。染色体ゲノム DNA に直接組

み込むことで使用できる薬剤マーカーを３種類で可能にする。 

 

 

 

各種 Rubisco の活性測定 

 Tk-Rubisco 遺伝子が R. palustris 菌体内で発現することは既に確認で

きたが、常温域において、また熱処理を施していない Tk-Rubisco が活性を有し

ているのかについては現在まで検討がなされていなかった。超好熱菌のタンパ

ク質には熱による成熟化（heat maturation）が報告されており(9) R. palustris

内の常温環境では Rubisco 活性を有していない可能性も考えられた。 

しかしながらR. palustrisは前述した様に３種類のRubiscoを有しているため、

Tk-Rubisco の活性だけを特異的に判別するのが困難である。 

 

そこで、Rubisco 活性を有していない大腸菌の組み換え体において熱処理を施さ

ない Tk-Rubisco 活性の測定と熱処理の影響を検討した。 
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カップリング反応を用いた Rubisco の活性測定について検討を行った。原理を

以下のスキームに示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rubisco 活性は、以下の菌体において無細胞抽出液を調製し、粗酵素液を用い

て測定した。（組み換え大腸菌由来 Tk-Rubisco：熱処理有り・無し、R. palustris 

野生株・Double Mutant の独立栄養生育時における Rubisco 活性） 

 

 前回、安定した活性測定が出来なかった点について、Tk-Rubisco で測定する

際は一次反応液を反応後、限外濾過して酵素タンパク質を取り除き、R. 

palustris 由来の酵素で測定する際には一次反応の後に 85℃、3min の熱処理を

行うことで、それぞれ二次反応への影響を最小限に留めた。表－２０に結果を

示す。 

 

 

  表－２０ 各菌体の無細胞抽出液（粗酵素）の Rubisco 活性 

Rubisco の種類（処理・反応条件） 
活性 (・molCO2 

fix/mg/min) 

R. palustris Wild Type (30℃, 3min) 0.032 

R. palustris Double Mutant (30℃, 3min) 0.021 

recombinant Tk-Rubisco (85℃, 3min) 2.95 

recombinant Tk-Rubisco (30℃, 3min) (Heat)* 0.114 

recombinant Tk-Rubisco (30℃, 3min) (Raw)** 0.097 

  *(Heat) は一次反応前に 85℃, 15min の熱処理を行った場合。 

  **(Raw) は熱処理を行わない組み換え大腸菌の無細胞抽出液。 

 

 粗酵素による反応であるため比較は出来ないが、少なくとも組み換え体の

Tk-Rubisco は熱処理無しで活性を有していることが分かった。 
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このことから Rubisco 活性欠損変異株の R. palustris Triple mutant において

Tk-Rubisco を発現しても活性を有していることが期待できた。 

今後、R. palustris Triple mutant などへ安定して発現させる実験系が確立

した際には、この組み換え体から Rubisco 活性を測定し、独立栄養生育にどの

程度の Rubisco 活性を要するのか検討することも必要である。 
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２．３．２ 超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株由来 type III 新

型 Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) の改変と応

用に向けて。 

 

【はじめに】 

 超好熱始原菌である KOD1 株は絶対嫌気性化学合成（非光合成）従属栄

養生物であるにも関わらず、植物など多くの独立栄養生物が炭酸固定代謝とし

て利用している Calvin 回路の鍵酵素である炭酸固定酵素 Rubisco を有している

ことが分かった。さらにこの Rubisco (Tk-Rubisco) は、その至適条件下で植物

由来の Rubisco に対して数十倍の比活性（炭酸固定能）を有していた。しかし

ながら Tk-Rubisco は超高熱菌に由来するため、常温域においての炭酸固定活性

は急激に低下する。この様な優れた性質を持つ Tk-Rubisco を常温域でも活性を

保持した活性型にするために変異を導入することで改変し、葉緑体へ導入して

植物の炭酸固定能を向上させることで、二酸化炭素の生物的回収と有効利用を

はかり、現在我々が直面している環境・食料・エネルギーなど様々な問題の解

決に向けて貢献することを最終目標に研究を推進した。 

 

 前章にて詳細を記載したが、我々は Calvin 回路で炭酸固定を行う光合

成細菌の一種、紅色非硫黄細菌の Rhodopseudomonas palustris の Rubisco 破壊

株を宿主として、目的となる常温活性型の変異酵素をスクリーニングする実験

系を考案した。前章では R. palustris 菌体内で Tk-Rubisco 遺伝子を発現させ

るベクタープラスミド pM3Rbcwt を構築したことを報告した。さらにこれを R. 

palustris 野生株に導入した結果、菌体内で Tk-Rubisco 遺伝子が発現している

ことが Western blot 解析によって明らかとなった。宿主に R. palustris 野生

株を用いたために、宿主本来が持つ Rubisco 活性と判別が困難であるため、発

現した Tk-Rubisco 活性を測定することはできなかったが、発現した Tk-Rubisco

は、可溶性かつ熱安定性の高いタンパク質であり、菌体内で正常に folding さ

れていることが期待された。 

 その一方で、超好熱菌のタンパク質には高温にさらされることで活性化

する、いわゆる Heat maturation が報告されているが、R. palustris 菌体内で

発現した Tk-Rubisco は高温にさらされることが無く、活性型のタンパク質であ

るかどうかの懸念も持たれていた。そのために Rubisco 活性を持たない大腸菌

内で Tk-Rubisco を発現し、検討したところ熱処理を施さない場合でも、若干の

Rubsco 活性を有していることが明らかとなった。 

R. palustris は染色体上に formI-1, formI-2, および formII の合計３

種類の Rubisco 遺伝子を保有しており、宿主の Rubisco 活性を欠損させるには、



 

                184

これら３種類の Rubisco 遺伝子を全て破壊する必要があった。財団法人地球環

境産業技術研究機構（RITE）微生物分子機能研究グループでは、大腸菌とのシ

ャトルベクターだけでなく、これら３種類の Rubisco 遺伝子をカナマイシン、

テトラサイクリン、ゲンタマイシンの薬剤耐性マーカー遺伝子により全て破壊

した R. palustris Triple mutant が既に作成されており、これを宿主に用いて

pM3Rbcwt の導入を試みた。本菌と大腸菌のシャトルベクタープラスミド pMG103

は、選択圧の無い条件下で R. palustris に非常に安定して保持されるため、こ

の pMG103 を基にして構築された pM3Rbcwt においても選択圧無しに安定に保持

され、Tk-Rubisco 遺伝子が発現することを期待した。このため、pM3Rbcwt を保

持するための選択圧となるカナマイシン耐性が、既に宿主の Rubisco 遺伝子破

壊の際に利用されていている Triple mutant に導入しても安定に保持されると

考えた。しかしながらこの予想に反して、選択圧のかからない状態、即ち宿主

として Triple mutant を用いた場合では、pM3Rbcwt は安定に保持されず、プラ

スミドを脱落して Tk-Rubisco を発現させることはできなかった。 

 以上の結果を考慮すると、第一に選択圧となる新たな薬剤の探索を行っ

て導入したプラスミドの安定化を図ること、つまり R. palustris に対し現在用

いられるカナマイシン、テトラサイクリン、ゲンタマイシン以外に第四の有効

な薬剤とそれに対する薬剤耐性遺伝子を探索する必要性があげられた。また第

二の研究方針として、R. palustris が染色体上に保有する３種類の Rubisco 遺

伝子の内、２種類までを予め破壊した変異株（Double mutant）を宿主として用

い、残された１つの Rubisco 遺伝子を Tk-Rubisco 遺伝子および薬剤耐性マーカ

ー遺伝子にて破壊し、染色体上に直接組み込むことによって発現させることが

有効であると考えられた。 

 以上２つの実験手法を達成することにより、R. palustris に対して、プ

ラスミドでの Tk-Rubisco 遺伝子の導入と、染色体への直接導入の２種類の導入

が行われることになる。前者であるプラスミドによる導入においては、error 

prone PCR などの手法を用いることにより積極的に Tk-rbc ORF に変異を導入し

てスクリーニングを行うことが可能となる。しかしながら、この方法において

はプラスミドによる導入であるため、変異によって Rubisco 活性が高まったの

ではなく、コピー数が増えた結果、発現量が増加して相対的に Tk-Rubisco 依存

的な生育が良好になる可能性が挙げられる。この様な場合の解決策として、コ

ピー数が 1 である染色体ゲノムへの直接導入という後者の手法が有効であると

考えられる。Tk-Rubisco 依存的な独立栄養生育する過程において菌体内で優位

に働く変異、即ち R. palustris が生育する常温条件下において Rubisco 活性の

高くなったものが良い独立栄養生育を示すという我々の目的とする変異を、菌

体を継代し生育する間に生じさせることを意図した方法である。これらにより
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Tk-Rubisco 遺伝子への能動的、受動的な両方の変異導入法の確立を目指す。 

 

（１）R. palustris に対する「第 4の薬剤」の探索 

 前章で既に述べたように、紅色非硫黄細菌 R. palustris 菌体内にプラ

スミドで Tk-Rubisco 遺伝子を導入しようとする場合、これを菌体内に安定して

保持させるための選択圧となる薬剤が必要不可欠であることが明らかとなった。

従来、R. palustris に有効な薬剤としてはカナマイシン、テトラサイクリン、

ゲンタマイシンの３種類であり、R. palustris の持つ３種類の Rubisco 遺伝子

を破壊する際にこれらは既に用いられるため、プラスミドの保持にはもう１種

類、薬剤が不足している事になる。そこで本菌に有効な「第４の薬剤」につい

ての検討を実行した。 

幾つかの薬剤について検討を行ったところ、ブレオマイシン系の薬剤で

あるゼオシンが本菌に有効であることが考えられた。このため本菌に対するゼ

オシンの有効性を検討した。 

 

ゼオシン：ブレオマイシン系の抗生物質。DNA の二重らせんの間に入り込んで

DNA を切断し、細胞を死に至らす。動・植物細胞、酵母、および細菌など広範囲

に作用。大腸菌においては 20μg/ml 以下の低濃度でも顕著に生育を抑制する効

果がある。 

 

このゼオシンが R. palustris に対してどの程度の濃度で有効か（最少生育阻止

濃度：MIC）を調べた。栄養培地プレートを用いて 30℃、10 日間培養した。 

結果を次ページの表－２１に示す。 

表－２１ 各濃度のゼオシン含有培地における生育への影響 

ゼオシン濃度   

（μg/ml） 

0 20 50 100 200 

生育 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ± －  

－ ；生育なし、±；コロニー数 10 ヶ以下 

＋＋；コロニー数 100～200 程度、＋＋＋；コロニー無数（生育阻害効果なし） 

 

 従って、200μg/ml の濃度でゼオシンは有効であることが分かった。これによ

って本菌においては、カナマイシン、テトラサイクリン、ゲンタマイシンに加

えゼオシンも利用可能であると考えられた。 
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・ゼオシン耐性遺伝子 

ゼオシン耐性遺伝子 ORF は 374bp とサイズも小さく、薬剤耐性カセットで組み

込まれた pEM7/Zeo などのプラスミドが Invitrogen から販売されている。 

（下図－５５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回これを入手し、まずは大腸菌に導入した。大腸菌内でこれを増幅させ、R. 

palustris 用のゼオシン耐性ベクターを構築し、Triple Mutant（Rubisco 遺伝子

を全て破壊された変異株）を宿主とした Tk-Rubisco 発現用ベクターの構築を目

指す。 

 

 

Tk-Rubisco 発現ベクターpM3Rbcwt へのゼオシン耐性遺伝子の付与 

 ゼオシンが本菌に対する有効な薬剤であることが判明したため、これを

ベクターを保有するための選択圧とする新たな発現ベクターの構築を試みた。

先ず、pEM7/Zeo を鋳型としてゼオシン耐性遺伝子を増幅させるプライマーをデ

ザインした。この際、プロモーターである EM7 が R. palustris 内で機能できる

 

図－５５ ゼオシン耐性遺伝子を持つプラスミド pEM7/Zeo 
MCS:マルチクローニングサイトでゼオシン耐性遺伝子カセットが得られる。 
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のか不明であったため、EM7 プロモーターを含む配列を増幅するプライマーおよ

び、上流に R. palustris の Ribosome binding site (RBS)を含むゼオシン耐性

遺伝子を増幅するプライマーの２通り、合計３種類のプライマーをデザインし

た。配列を以下に示す。 

 

Zeo Cassette primer      primer name 

primer 1 

5’-GCAAGGTCGACCACGTGTTGACAATTAATC-3’      EM7/Zeo-Sal1F 

primer 2 

5’-TATAAGTCGACAAGGTGAGGAGGTAAACCATGGCC ‒ 3’ RBS/Zeo-Sal1F 

primer 3 

5’-AAGGGTCGACTCAGTCCTGCTCCTCGGCCACG-3’     C-ter/Zeo-Sal1R 

 

1～3 共に制限酵素 SalI の認識配列を持つ。primer 2 には RBS を下線部で記し

た。 

pEM7/Zeo を鋳型として primer 1 と 3 を用いて PCR を行うと EM7 promoter とゼ

オシン耐性遺伝子が同時に増幅することができる。また増幅産物は SalI によっ

て切り出すことが出来る。一方、primer 2 と 3 を用いて PCR を行うと RBS がゼ

オシン耐性遺伝子の上流に導入されるため、ベクターに導入されたプロモータ

ーの下流域に挿入することで発現させることが可能である。 

 

これらの PCR にの結果を図－５６に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－５６ ゼオシン耐性遺伝子の PCRによる増幅 
pEM7/Zeoを鋳型に primer 2と 3（レーン１）、primer 1と 3（レーン２）を用いて

PCR 増幅した。それぞれ SalI site を両末端に有し、カセットとしてベクターへ挿入
可能。 
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増幅した PCR 産物の目的断片を抽出して精製した後、SalI にて処理を施して再

び精製を行った。得られた断片をゼオシン耐性遺伝子カセットとして、発現ベ

クターpM3Rbcwt の Tk-Rubisco ORF の下流にある同制限酵素部位に挿入した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の過程によって２種類の新たな発現ベクター（図４）の構築を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構築されたベクターを先ずは大腸菌に導入し、ゼオシン耐性遺伝子が正しく挿

入されていることの確認を行った。 

 
 
図－５７ ゼオシン耐性遺伝子の pM3Rbcwtへの挿入 
図の様な操作により２種類のベクターを新たに構築した。 

 

 
図－５８ 構築された２種類のゼオシン耐性発現ベクター 
①はゼオシン耐性遺伝子が EM7 promoterの②は PEPCK promoterの支配下で発現する。 
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この結果、①の pM3EZRbcwt についてはゼオシン耐性遺伝子が正しく挿

入されていることが確認されたが、②の pM3rZRbcwt についてはゼオシン耐性遺

伝子の挿入が確認出来なかった。しかしながら、大腸菌より抽出、精製した

pM3EZRbcwt を R. palustris に導入したところ、これを保有した組換え型 R. 

palustrisはゼオシンを含む培地において生育できた。このことは、EM7 promoter

が R. palustris においても有効に機能していることを示している。従って、

pM3rZRbcwt の構築はこれ以上進める必要性が無くなり、pM3EZRbcwt をゼオシン

耐性を持つ Tk-Rubisco 発現ベクターとして利用することにした。R. palustris 

Rubisco Triple mutant に pM3EZRbcwt をエレクトロポレーションによって導入

し、ゼオシン耐性を持った R. palustris Triple mutant pM3EZRbcwt の単離を

行った。単離されたコロニーはこれを鋳型として PCR によりゼオシン耐性遺伝

子と Tk-Rubisco 遺伝子の確認を行った。この結果は図－５９のレーン①と同様

の結果を得たため掲載は省略するが、両遺伝子を保有する pM3EZRbcwt を持つ組

換え型 R. palustris Rubisco Triple mutant が得られたことを確認できた。こ

れまでの流れを図－６０にまとめた。 

 

 

 

 

 

 
 
図－５９ コロニーPCRによるゼオシン耐性遺伝子の挿入の確認。 
レーン①は pM3EZRbcwt, レーン②は pM3rZRbcwt を導入したコロニーを鋳型として
PCRを行った。バーは同じプレートから得られた別々のコロニーに由来する。 
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図－６０ ゼオシン耐性発現ベクターの構築とR. palustris Triple mutantへの導入に
関する一連の実験の流れ。 



 

                191

 

（２）R. palustris Triple mutant pM3EZRbcwt の独立栄養生育 

 

 栄養培地より単離された R. palustris Triple mutant pM3EZRbcwt の独

立栄養生育を試みるため、プラスミド保持のための選択圧であるゼオシンを含

む YE-acid 液体培地への植菌を行い、微好気・明条件下で培養を行った。この

結果、約１週間程度で培地が薄い紅色に色付き始め生育が確認できた。この培

養液を更に薬剤を添加した YE-acid 培地、および植菌量を培地あたり 20% (v/v) 

で無機塩エタノール培地において独立栄養生育を試みた。培養７日目で YE-acid

培地においては再び良好な生育が認められた。一方、無機塩エタノール培地（独

立栄養生育）においては若干の変化しか認められなかったが、植菌量が 20%と多

かったため、YE-acid 培地からの有機酸の持ち込みによる変化と考えられた。 

これらの培養液を一部採取して菌体を回収し、Tk-Rubisco 遺伝子の発現

を確認するために抗 Tk-Rbc 抗体を用いた Western blot 解析を行った。結果を

下図（図－６１）に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図－６１ 抗 Tk-Rbc抗体によるWestern blot解析結果。 
レーン１：組換え大腸菌より精製した Tk-Rbc (positive control)、レーン２：Triple 

mutant pM3EZRbcwt の YE-acid 培地生育菌体、レーン３～５：YE-acid 培地２回目

の継代（７日間培養）、レーン６：無機塩エタノール培地において７日間培養後、回収

した菌体。 
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図－６１より R. palustris Rubisco Triple mutant 内で Tk-rbc が発現

していることを確認できた。この培養菌体を現在、150・g/ml ゼオシンを添加

した無機塩エタノール培地（炭素源は50mM NaHCO3、光合成電子供与体として50mM 

ethanol を添加した無機塩最少培地）にて植え継ぎを行った。植菌量を

0.5%~5%(v/v) の範囲で検討を行ったが、８日間経過したところでは生育は認め

られていなかった。しかしながら、図－６１：レーン 6 の結果より無機塩最少

培地に植え継いだものに関してもTk-Rubiscoは依然発現していることが分かっ

た。対照実験として、同様に無機塩培地に植菌した R. palustris Wild type お

よび Rubisco Double mutant は７日後に培養液が赤紫に色付き始め、生育が確

認された。 

これらの実験から今回 Tk-Rubisco 活性に依存した Triple mutant の独

立栄養生育は、R. palustris Wild type および Rubisco Double mutant よりも

遅く生育することが分かった。このことは、Tk-Rubisco の活性が本菌の独立栄

養生育に直接反映することを示しており、目的とする低温活性変異型の

Tk-Rubisco を独立栄養生育（増殖）の速さを指標にスクリーニングを行えるこ

とが期待できた。 

さらに観察を続け、約１ヶ月経過したところ、非常に緩やかではあるが

R. palustris Rubisco Triple mutant (pM3EZRbcwt) が無機塩培地において独

立栄養生育していることが確認できた。 

 

表－２２ 無機塩培地での菌株の生育 (OD 660nm) 

R. palustris Triple mutant (pM3EZRbcwt) 植菌量（v/v） 

１ヶ月後の生育 (OD660nm) 
control 

0.5% 1% 2% 5% 
Double mutant

(15 Days) 

0.097 0.414 0.447 1.024 2.554 

 

 

更に培養して生育を観察したところ、最終的には Double mutant と変わらない

増殖を示した。以上のことから、構造的にも生理的にも全く異なる超好熱始原

菌由来の新型 TypeIII Rubisco がカルビン回路の鍵酵素として R. palustris 

Rubisco 欠損変異株 (Triple mutant) 内において生理的に機能できることを証

明した。 

始原菌由来のTypeIII Rubiscoがカルビン回路の鍵酵素として生理的に機能す

ることは、常温性のメタン生成菌 Methanosarcina acetivorans 由来の TypeIII 

Rubisco が紅色非硫黄細菌 Rhodobacter capsulatus Rubisco 欠損変異株内で相
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補した例（１）が 2003 年に報告されているが、超好熱菌由来の Rubisco が相補し

た例は報告されていない。従ってこの結果は、本研究の重要な成果の一つと言

うことができ、従来 Type I Rubisco では非常に困難であった変異導入による高

活性な Rubisco 作成に対して、極めて有望なスクリーニング方法を確立したと

言える。この場合、プラスミドによって菌体に導入しているため、先にも述べ

た様に積極的な（in vitro での）変異導入を Tk-Rubisco 遺伝子に行うことも目

的に考案されたものである。今後 error prone PCR の条件検討を行い、積極的

な変異導入が行われた Tk-rbc の Triple mutant への導入により目的とする変異

型 Tk-Rubisco 獲得のためのスクリーニングを行いたい（図－６２）。 
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図－６２ プラスミドでの in vitro変異導入の概念図 
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２．３．３ Tk-Rubisco 遺伝子の R. palustris Rubisco Double mutant 染色体

DNA への導入 

 

【はじめに】 

 前述したように、Tk-Rubisco 遺伝子を組み込んだ発現ベクター

pM3EZRbcwt によって３種類の Rubisco 遺伝子全てを破壊した R. palustris 

Triple mutant（Rubisco 欠損変異株）において導入、発現させることに成功し

た。さらに Tk-Rubisco を付与された Triple mutant は独立栄養生育を行うこと

が可能となり、構造的や生理的に全く異なる始原菌由来の Type III Rubisco が

Calvin 回路で機能（欠損を相補）することを明らかにした。また、Tk-Rubisco

活性に依存した独立栄養生育を行っていることから、本酵素活性の上昇が生育

の速度に反映されるという、目的とする常温変異型 Rubisco をスクリーニング

する実験系を確立した。プラスミドによる Tk-Rubisco 遺伝子の導入は error 

prone PCR などの変異導入手法を用いることによって in vitro での積極的な変

異導入が行える利点がある反面、１つの細胞の中に複数のコピーで存在するた

め、この発現量で相対的に活性が上昇し生育速度が速くなるものが現れる可能

性が考えられた。 

Tk-Rubisco 活性に依存した独立栄養生育を行った場合、菌体が増殖する

過程において活性の高まった変異が導入された菌株は、優先的に増殖すると考

えられる。すなわち、コピー数が１である染色体 DNA に Tk-Rubisco 遺伝子を導

入すれば、独立栄養生育という選択圧のかかった条件下では常温域で活性の高

くなった Tk-Rubisco 遺伝子を持つ変異株が優先種となることが期待できる。 

今回は R. palustris が本来持つ３種類の Rubisco 遺伝子の内２つまで

を破壊した R. palustris Rubisco Double mutant を宿主として利用し、残る１

つの Rubisco 遺伝子を Tk-Rubisco 遺伝子とマーカー遺伝子により破壊すると同

時に組み込むことで、コピー数が１である染色体 DNA に Tk-Rubisco 遺伝子を導

入できると考え、これを試みた。 

 

本実験の概念図を次ページ（図－６３）に示した。 
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○相同遺伝子の増幅 

 R. palustris Rubisco Double mutant は本来所有する３種類の Rubisco

遺伝子の内 form I-1::Kmr, form II::Tcrで破壊されている。残る１つの Rubisco

遺伝子 form I-2 を標的として、これに相同組み換えによって Tk-rbc およびマ

ーカー遺伝子を組み込んで form I-2 Rubisco 遺伝子を破壊する。このために先

ず、R. palustris Rubisco Double mutant より染色体 DNA を抽出した。また比

較対照として R. palustris Wild type および Triple mutant の染色体 DNA も同

時に抽出した。 

 これらを鋳型として form I-2 Rubisco 遺伝子の増幅を試みるため以下

のプライマーをデザインした。 

 

 

5’-GGCGTGATGGAATACAAGAAGATGGGCTATTGG-3’   rbcL2-F 

 

5’-CGGTGGATTCGTAGTTGAAGGTCACGTTCTTCC-3’  rbcL2-R 

 

これらのプライマーと各染色体 DNA を鋳型として PCR を行い、form I-2 Rubisco

 
 
図－６３ Tk-Rubisco遺伝子の R. palustris Rubisco Double mutant染色体
DNAへの導入と残る１つの Rubisco遺伝子の破壊。 
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遺伝子の増幅を試みた。結果を以下に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この結果、Wild type, Double mutant のゲノムを鋳型とした場合に、目的とす

る 1.4kb の遺伝子断片の増幅が認められた。Double mutant 染色体 DNA を鋳型

として最も良く増幅した（レーン３）反応液より増幅産物を抽出し、pUC118 の

HincII site へ挿入、クローニングを行った。 

挿入断片のうち約 500bp 程度をシーケンスした結果、その配列は RITE において

決定された R. palustris form I-2 Rubisco に一致し、従来良く知られる Type I 

Rubisco に対して高い相同性を示した。 

従って、R. palustris form I-2 Rubisco 遺伝子を破壊するために必要

な相同領域をクローニングすることが出来た。このプラスミドを抽出・精製し

て鋳型として利用し、前述したプライマーを用いて PCR を行い、相同破壊領域

を増幅した。この Blunt end PCR 産物を破壊ベクターの EcoRI site へ挿入する。 

 
図－６４  濃度の異なるゲノム DNA を鋳型とした Rubisco formI-2 遺伝子の増
幅 
レーン 1~5 は鋳型となるゲノム DNA 濃度を順次希釈して PCR に用いた。ゲノム DNA は原
液を 400ng/�lに調製して各濃度に希釈し、1�lずつ反応液に添加した。従って各レーンのゲ
ノム DNA 添加量は、レーン 1,  200ng. レーン 2,  100ng. レーン 3,  50ng. レーン 4, 
25ng. レーン 5,  12.5ngである。 Triple mutantのゲノムDNAを鋳型にした場合、薬剤耐
性遺伝子等が挿入されて長くなったためかこの反応では増幅が認められなかった。 
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・破壊ベクターの構築 

 R. palustris form I-2 Rubisco 遺伝子を破壊するために構築する破壊

ベクターの基としてゼオシン耐性遺伝子を含む pEM7/Zeo（前述）を利用した。

先ず発現ベクターpM3Rbcwt から PEPCK promoter と Tk-rbc ORF を EcoRI, SalI

部位で切断し、pEM7/Zeo の同部位に挿入した。更にこのベクターの EcoRV blunt 

end 切断部位に前述の form I-2 Rubisco 遺伝子断片を挿入して破壊ベクターの

構築を行った。これらの過程を図－６５に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを Double mutant にエレクトロポレーション法により導入することを試み

たが、目的とするゼオシン耐性を持つ Rubisco 破壊株は得られなかった。さら

にエレクトロポレーションの導入条件を数回検討したが目的のゼオシン耐性を

持った破壊株は得られなかった。シングルクロスオーバーによる相同組み換え

の場合、宿主の DNase などで切断されてしまうなどの理由で相同組み換えや破

壊が上手くいかないことが考えられた。また RITE では Rubisco 遺伝子を破壊す

る際にダブルクロスオーバーを用いたことが分かったので、ダブルクロスオー

バー用の破壊ベクターの作成を試みた。 

・ダブルクロスオーバーの相同組み換えを利用した破壊ベクターの構築 

 先の章において、相同組み換えを利用した遺伝子破壊と Tk-Rubisco 遺

伝子の導入は、シングルクロスオーバーによる破壊ベクターを構築して行った

ことを報告した。しかしながら幾つかのエレクトロポレーションの条件を検討

 
図－６５  構築された Rubisco遺伝子破壊ベクター 



 

                198

したが目的とする破壊株の取得には至らなかった。シングルクロスオーバーの

場合、宿主菌体内に導入された破壊ベクターが DNase によりたった一ヶ所切断

されても破壊株は得られなくなるなど、本方法では予想外に困難を伴うと判断

した。そこでダブルクロスオーバーによる Rubisco form I-2 遺伝子の破壊を試

みることとし、破壊ベクターの構築を行った。 

 

 先ず、PCR によって破壊する R. palustris Rubisco Double mutant form 

I-2 Rubisco 遺伝子を増幅し、ベクタープラスミド pUC18 のマルチクローニング

サイトに挿入した。（図－６６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構築したpUC18/rbcL2により、破壊する相同領域を含んだベクターが得られた。

この相同領域のほぼ中央部分に相反する向きに結合する配列に BglII, SalI の

認識配列を付けた２つの破壊ベクター構築用プラスミドをデザインした。 

これらの配列は次のページに示した。 

5’-GTGCCCTAGATCTCGCCGGTCTG-3’   rbL2-786Bgl2R 

 

5’-AACGTCACTGCGTCGACGATGGAGG-3’  rbL2-794Sal1F 

 

 

これらのプライマーを用いてプラスミド pUC18/rbcL2 を鋳型として PCR を行う

ことで、約 4kbp の DNA 断片が得られる。この断片（PCR 産物）は pUC の ori（複

製起点）を持つため環状に接続し、大腸菌に導入することによって自立複製さ

 
 
図－６６ R. palustris form I-2 Rubisco遺伝子のクローニング。 
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せることが出来る。従って、この増幅産物を制限酵素 BglII, SalI で処理する

ことにより、先に構築されたゼオシン耐性遺伝子を含む Tk-Rubisco ORF を持つ

ベクターpEM7Zeo/Tk-rbc の同制限酵素部位で切り出した断片を接続することで

ダブルクロスオーバー用の破壊ベクターの構築が行える。この概念図を以下（図

－６７）に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の操作によって、ダブルクロスオーバーによる破壊ベクター

pWDZrL2Tk-rbc（W：ダブルクロスオーバーD：破壊 Z:ゼオシン耐性 rL2：form I-2 

Rubisco 遺伝子を Tk-rbc で置換・破壊する）を構築することが出来た。 

以下（図－６８）にこのベクタープラスミド map を示した。 

 

 

 

 

 
図－６７ ダブルクロスオーバー破壊ベクターの構築。 
pEM7Zeo/Tk-rbcからBglII, SalIでゼオシン耐性遺伝子とTk-rbcを切り出すことが出来る。
これを図の右より得られた DNA断片と結合することでベクターを構築する。 
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この様にして構築されたダブルクロスオーバーによる form I-2 Rubisco

遺伝子破壊ベクターpWDZrL2Tk-rbc の挿入断片の確認および増幅を目的として、

先ず大腸菌への導入を試みた。アンピシリン、ゼオシンの両方に耐性となった

組み換え大腸菌のコロニーに対してこれが保有するベクターの挿入断片を確認

した。図－６９にそれぞれのプライマーを用いてコロニーを鋳型に PCR を行っ

た結果を示した。 

 

 

 
 
図－６８ 構築されたダブルクロスオーバーの破壊ベクターpWDZrL2Tk-rbc（左）と遺伝
子破壊・導入する際の概念図（右）。 
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上図－６９の結果より、Aのプライマーを用いた場合は、予想よりもはるかに短

い、ミスマッチと考えられるバンドが現れたため、挿入断片全体の確認（図－

７０）と BamHI による制限酵素処理を行った。（図－７１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－７０、７１のこれらの結果より No. 3 以外のコロニーは目的通りの断片

が挿入されていると予想された。今後、挿入断片のシーケンスを行うことなど

 
図－６９  挿入断片の PCRによる確認 

 
図－７０ Insert Check結果  図―７１  BamHI処理 
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によって正しく目的の DNA 断片が挿入されていることを確認し、破壊ベクター

の構築を確立する。破壊ベクターが正しく構築できていることの確認が出来れ

ばこれを用いて、R. palustris Rubisco Double mutant への導入を行い form I-2 

Rubisco 遺伝子を破壊・Tk-rbc とゼオシン耐性マーカー遺伝子の組み込みを行

いたい。 

 

【まとめ】 

 本章では Tk-Rubisco 遺伝子を R. palustris Rubisco Double mutant 染

色体 DNA へ破壊と同時に導入する方法を試みて実験を行った。破壊は相同組み

換えを利用したシングルクロスオーバーとダブルクロスオーバーの両方で検討

し、それぞれの破壊ベクターを構築した。シングルクロスオーバーによる破壊

ベクターはエレクトロポレーションにより導入したが、目的とする破壊株は得

られなかった。また、今回のプロジェクトに於いてはダブルクロスオーバーに

よる破壊ベクターを構築したところで期間が終了したため、今後は本プロジェ

クトを越えて、実験を継続して行かなくてはならない。染色体 DNA への

Tk-Rubisco 遺伝子の組み込みは、菌体が Tk-Rubisco 活性依存的に生育する過程

において、より常温域に活性を保持したものが生育を優先する、受動的な変異

を期待したスクリーニング方法である。本手法はプラスミドと異なり、コピー

数が１であること、安定に Tk-Rubisco 遺伝子を菌体内に保持出来ることなどの

利点が挙げられる。前章で述べたプラスミドによる能動的な変異導入とあわせ

て研究を推進していくことで、常温域に高活性を保持した変異型 Tk-Rubisco を

獲得するという目的を達成することは、大いに期待できると思われる。 

また、獲得された変異 Rubisco の１次～高次構造までを解析することで、タン

パク工学分野、その他の学術分野にも多大な情報を提供できると考えられる。

また得られた情報を応用することで、より常温域で活性の高い、あるいは CO2

に対する親和性の高いTk-Rubiscoを創製することが可能となることを期待して

いる。 
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第３章 

第１節 研究結果のまとめ 

３．１．１ ＣＯ2固定能を有する新規非光合成微生物の探索 

（１）新規非光合成微生物の探索 

 

今回のプロジェクトでは、自然界のさまざまな環境からＣＯ2固定能を有する

新規非光合成微生物の分離を実施した。 

 各種環境下の多くのサンプルから、７０～８０℃で独立栄養的に生育する

非光合成微生物の分離、取得をすすめたところ、メタン菌用培地では生育が認

められなかったが、始原菌用培地、硫酸還元菌用培地、イオウ酸化菌用培地で

は生育するものが複数得られた。 

 メタン菌については、有機性廃棄物を原料とした高温高速メタン生成の可能

性を検討するため、有機性廃棄物から始原菌によって排出される酢酸を炭素源

としてメタンを生成する酢酸資化性メタン菌の取得に努めた。 

その結果、酢酸を含む培地を用いて６５℃の温度条件下でメタンを生成する

微生物群を取得することができた。 

二酸化炭素の固定には、還元力など何らかのエネルギー源が必要であり、微

生物を利用したものであっても、これを逃れることはできない。 

自然界においては、光以外に化学的エネルギー源として利用できるものとし

て、イオウ、鉄、マンガン、アンモニア、亜硝酸、水素などの無機物があり、

地表、地球内部、土壌中では、これらのエネルギー源に依存して多くの微生物

が二酸化炭素の固定を行っている。 

地球規模のレベルで考えると、これらの微生物が二酸化炭素固定に果たして

いる役割は非常に大きいと考えられる。 

しかしながら、産業として二酸化炭素の固定を利用するためには、エネルギ

ー源の負担が非常に大きい。 

その中で唯一大規模に利用できる可能性のあるのがメタン発酵である。 

有機系廃棄物を原料としたメタン発酵は、廃棄物からのエネルギー生産の方

法として非常に有用であり、特に小さな装置で大量の処理が行えるシステムが

構築できれば地域分散型のエネルギー生産システムになりうる可能性がある。 

本研究においても、高温高速メタン発酵の可能性を探るために、酢酸資化性

高温メタン菌の探索を行った。  

メタン菌は地球内部から供給されると考えられる水素と二酸化炭素からメタ

ンを生成している可能性があると考えられていることから、地球内部エネルギ

ーに依存したメタン菌による、地中注入二酸化炭素のメタンへの変換ができれ

ば、大規模に実施しうるシステムになる可能性が考えられる。 



 

                204

（２）有用物質の生産 

メタン菌と始原菌との共生による高温下高速メタン生成に関して検討した。 

メタン菌が始原菌用の培地で生育しなかったことから、これらの微生物の共生

系を確認するには、ガスのみを共有する培養の必要性があると思われた。 

最後に、有機性廃棄物からのメタン生成に関して、酢酸資化性高温メタン菌の

取得を試みたところ、６５℃というこれまでにない高温下で酢酸含有培地でメ

タン生成をする微生物混合物が５つ得られた。 

 深部地下においては、地球内部から供給される水素と二酸化炭素からメタン

菌の作用によってメタンに変換されていると考えられている。 

 地上の二酸化炭素を深部地下に注入し、深部地下に存在するメタン菌の作用

を利用して、メタンに変換できれば、カーボンニュートラルな燃料に再生でき

る可能性があるため、今後のこの領域での研究開発が期待される。 

今後、今回取得した高温メタン生成微生物混合物については、これらのサンプ

ルを用いて、高温下での始原菌とメタン菌の共生による高速メタン生成の可能

性について検討を継続していきたい。 

 

（３）還元的ＴＣＡサイクルを構成する鍵酵素の解析 

 

４つの二酸化炭素固定経路の中でもっとも二酸化炭素固定効率が高いと評価さ

れた還元的ＴＣＡ回路の鍵となる酵素の解析の一つとして、ホスホエノールピ

ルビン酸カルボキシラーゼ、２－オキソグルタレートシンターゼ遺伝子の取得

を行った。 

還元的ＴＣＡサイクルは酸素のない原始地球において、微生物が行っていた代

謝系のなごりであるとする考え方もあり、化学的エネルギー源に依存した二酸

化炭素固定によって、糖新生や各種アミノ酸合成を含めた生物の構成成分 

の供給系として機能していた可能性も考えられている。 

この還元的ＴＣＡサイクルを物質生産に用いるという観点で、不足している遺

伝子を導入、あるいは、増強した大腸菌を作成し、大腸菌で還元的ＴＣＡサイ

クルをまわすことができれば、ＴＣＡサイクルメンバーの有機酸を任意の場所

で蓄積させることも可能になると思われる。 

しかしながら、還元的ＴＣＡサイクルを回すのに必要なエネルギーをどのよう

な形態で供給するかという問題は依然として存在している。 

実際に産業として利用可能なエネルギーとしては、水素があり、大腸菌や産

業利用できる微生物に水素利用に関する酵素としてヒドロゲナーゼを活性な形

で発現させることができれば、その利用可能性は一気に広がると考えられる。 

このような観点から、最も保存効率、ＣＯ２固定効率が高いと評価された還元
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的ＴＣＡサイクルを大腸菌内で構築し、さらに水素をエネルギー源として利用

できるようにするなどエネルギー源の問題を解決することができれば、ＣＯ２

固定によって物質生産を行うという産業利用に道が開かれるものと期待される。 

 

３．１．２ ＣＯ2固定能を有する非光合成微生物の固定機構の解明 

（１）超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD 1 株のゲノム解析 

近年、始原菌を含む様々な微生物の全ゲノム解析が盛んに行われ、生命の設計

図とも言うべく遺伝情報の全容が明らかになりつつある。T. kodakaraensis 

KOD1 株において行われた全ゲノム解析により、本菌の遺伝情報の全容にせまる

成果が期待できた。本菌のゲノムは 2,089,377 bp であり、これまでに 2,293 個

の ORF が同定された。これらの内、機能が明らかとなっているもの、何らかの

機能を推定でいるものは 43%であり、同定された ORF のうち半数以上が機能未知

である。KOD1 のゲノムは 2Mbp と極めてコンパクトであり、これは最も単純な生

命の一つとして、我々が生命の基本原理を捉えるには格好の題材であると言え

る。また遺伝子から得られる耐熱性に優れた安定性の高い酵素は、産業への応

用にも適している。 

 
（２）炭酸固定微生物の新規分離株における炭酸固定経路の特定と炭酸固定能

の評価 

本プロジェクトにおいて、自然界より高効率炭酸固定能を持つ独立栄養微生物

の探索を行った。特に相良油田の地下掘削サンプルという貴重な試料が入手で

きたため、これを中心に目的菌株の分離を試みた。しかしながら今回は、いく

つかの硫酸還元菌と思われる独立栄養細菌の存在は示唆されたが、期待するよ

うな高効率炭酸固定能を持つ微生物を単離することは出来なかった。今後は電

気培養による嫌気鉄呼吸培養などスクリーニングのための培養方法を工夫する

ことで、従来認められていない様々な新規の独立栄養微生物を単離し、その炭

酸固定経路や炭酸固定能を評価することが重要であると考えられる。 
全ゲノム解析から一つの有用な細菌における機能未知な遺伝資源を発掘するこ

とを行う一方で、高効率な炭酸固定能を有する微生物を分離・培養、最適化を

はかることで我々が未だ利用できていない微生物からの遺伝資源を探索するこ

とも重要である。今後もこの様な研究は継続して行われることが重要である。 
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（３）Thermococcus kodakaraensis KOD 1 株の Rubisco（炭酸固定鍵酵素）の

機能解析と改変（低温適応型 Tk-rbc への改変） 

KOD1 株にその存在が明らかとなった高効率炭酸固定酵素 Rubisco に変異を加え
ることにより改変し、常温域でも高活性を維持した変異型 Rubisco を獲得することを目
標とした。最終的にはこの様な変異酵素を植物の葉緑体に導入することで、高効率炭

酸固定能を有する植物の創世を目標とする。まず常温活性型変異 Rubiscoの獲得す
るためのスクリーニング系の構築を行った。常温にて従属栄養・独立栄養の両方で生

育可能な紅色非硫黄細菌の一種 Rhodopseudomonas palustris を宿主として利用
し、本来これが所有している３種類のRubiscoを破壊して超好熱菌のRubiscoを導入
することで相補させ、Rubisco の活性依存的な生育によるスクリーニングの系を考案し
た。R. palustris内に外来遺伝子となる Tk-rbcを導入するには安定に外来遺伝子を
保持するための選択圧や、外来遺伝子を保有していることを認識するためのマーカー

が必要となる。抗生物質に対する薬剤耐性がこの様な選択圧やマーカーとしては適し

ているのだが、本研究の場合、宿主本来が持つ Rubisco 遺伝子を破壊する際にこの
薬剤耐性マーカーを既に使用しているため、新たな薬剤を探索する必要があった。

様々な薬剤耐性を検討した結果、ゼオシンが有効であることを解明した。これの耐性

遺伝子を利用したベクターによって Tk-rbc は宿主菌体内で安定して保有でき、マー
カーとして Tk-rbc を保有している菌株を認識することが出来た。プラスミドとして
Tk-rbcを全てのRubisco遺伝子が破壊されたR. palustris破壊株に導入した場合、
非常に遅いが独立栄養生育することが可能となり、Tk-Rbc もカルビンサイクルの酵素
として機能し得る事が明らかとなった。このことは、生理的に異なる超好熱始原菌由来

の TypeIII Rubisco がカルビン回路の Rubisco として機能できることを示し、本研究
プロジェクトにおける学術面での１つの成果と言える。また、この非常に遅い

Tk-Rubisco 活性依存的な生育は、目的とする常温活性型変異酵素を獲得する場合、
むしろ好都合であり生育速度を指標に目的酵素を獲得できる基盤を完成させたことに

なる。特に導入したベクターに組み込んだ Tk-rbcは、そのORFのみを制限酵素によ
って入れ替えることが出来る様に設計しており、error prone PCRの様な方法を用い
て in vitroでの積極的な変異導入も可能である。この様なTk-Rubisco活性依存的な
増殖速度によるスクリーニング方法を１つ確立出来たことは大変大きな成果であったと

考えられる。 
今後はR. palustris 染色体DNAに Tk-rbcを組み込み発現させる実験系を構築す
ることで in vitro, in vivo両方からの変異導入系を確立することが期待される。 
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第２節 今後の研究課題まとめと提言 

３．２．１今後の研究課題 

 

光に依存しない微生物による二酸化炭素固定は４つの固定経路が知られてお 

り、固定に必要なエネルギーや、固定された化合物に保存されるエネルギーの

両面から評価した結果、還元的ＴＣＡサイクルが最も効率がよいことが明らか

になったが、この経路を産業利用するには、固定に必要なエネルギーをどんな

形態で供給するかが一番の問題である。 最も簡易に供給できるエネルギー源

は水素であるが、分子状水素を利用して生育できる微生物には、

Hydrogenobacter themophilus や Ralstonia eutropha などがある。 特に、

Ralstonia eutropha は分子状水素から直接ＮＡＤＨを生成できヒドロゲナーゼ

を持って折り、このような酵素系を他の微生物で機能させることができれば還

元的ＴＣＡサイクルを利用した物質生産に大きく道が開かれるものと期待され

る。 

また、メタン生成については、固定されたメタンが産業利用可能なエネルギ 

ーであるため、高温条件下で酢酸からメタン生成できる新規なメタン菌を取得

するｋとができれば、これまでにないコンパクトな装置での高速メタン発酵が

行える可能性を秘めている。 今回の検討では、これまでにない、６５℃とい

う温度条件下でメタン生成する微生物群を取得することができた。これらの微

生物を用いた高温下高速メタン発酵については今後も検討を継続していく必要

がある。 

 

３．２．２ 常温活性型に改変した Tk-Rubisco の作出と植物葉緑体への導入に

よる、二酸化炭素固定能を高めたハイブリッド生物の創製への展開 

 

超好熱菌 KOD1 株由来の高活性・高カルボキシラーゼ特異性の耐熱性 Super 

Rubisco の常温域活性型変異酵素を獲得するため、宿主として紅色非硫黄細菌

R. palustris No. 7 株を利用したスクリーニング系を考案した。 このため R. 

palustris No. 7 株内に Tk-Rubisco 遺伝子を導入し発現させるためのベクター

を構築した。また R. palustris No. 7 株内で安定に外来遺伝子を保持させるた

めの選択圧となる薬剤の探索を行い、ゼオシンが有効であることを突きとめた。

ゼオシン耐性遺伝子を共発現させるベクターpM3EZRbcwt を R. palustris 

Rubisco 完全欠損株（Triple mutant）に導入し、嫌気光独立栄養生育すること

を確認した。これは始原菌由来のタイプの異なる Tk-Rubisco がカルビン回路を

相補することの証明にもなった。Tk-Rubisco 遺伝子をプラスミドで導入する事

で error prone PCR 等の手法を用いた in vitro での積極的な変異導入を行うこ
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とを可能にした。現在、R. palustris のゲノム中の Rubisco 遺伝子に直接

Tk-Rubisco 遺伝子を組み込み、本来の Rubisco を破壊する方法を試みている。

これによって、in vivo、in vitro の両方の手法で目的とする変異 Tk-Rubisco

を取得するための基盤を確立することができる。 

この様にして手法が確立された後は、Tk-Rubisco 活性依存的な独立栄養生育

によるスクリーニングを行い、常温域で活性の高まった変異型 Tk-Rubisco の獲

得を目指す。本実験系では Tk-Rubisco の活性はそのまま菌株の増殖速度として

反映されるものであり、増殖の良い変異株を単離してその Tk-rbc の塩基配列を

決定し本来の配列と比較する。プラスミドによる導入の場合は大腸菌とのシャ

トルベクターであるため塩基配列決定などの作業は大腸菌に導入することで作

業を効率良く行うことが出来る。変異遺伝子は発現ベクターに挿入し、組換え

型の大腸菌で発現させることで、より容易に変異酵素を調製することが可能で

ある。Rubisco 活性、二酸化炭素に対する Km値、τ値（carboxylase/oxygenase）

などを野生型酵素および植物由来のRubiscoと比較検討を行う。またTk-Rubisco

は既に結晶構造解析が行われており、これらのデータを基にしたタンパク質工

学的な手法により目的変異酵素を獲得するのも１つの有効な手段であり、スク

リーニングと共に検討を行う必要がある。 

この様な手段によって目的とする常温域活性型変異Tk-Rubiscoを獲得できた

場合には、この遺伝子を植物葉緑体へ導入し、発現させる。Tk-Rubisco はカル

ビン回路の Rubisco として機能できることは既に証明されているので、植物本

来の Rubisco よりも優れたものであれば、高効率炭酸固定植物創成への可能性

が大いに期待できる。植物葉緑体への外来遺伝子の導入・発現に関しては財団

法人地球環境産業技術研究機構（RITE）植物研究グループにおいて既に確立さ

れつつあり、今後本研究プロジェクトを移行することで、引き続き研究を継続

する予定である。高効率炭酸固定植物の創成は、二酸化炭素の回収・有効利用

だけでなく、食料問題、エネルギー問題、様々な環境問題に対する改善への応

用にむけて、革新的な研究成果を我々に提供するであろうと確信する。 
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第４章 おわりに 

 

地球温暖化の主要な原因とされている二酸化炭素の大気中での濃度を低減さ

せる方策として、二酸化炭素の吸収源の拡大は排出削減と並びますます重要に

なると考えられる。 

二酸化炭素の吸収・固定技術としては、物理的方法（地中／海洋隔離など）、

化学的方法（メタノール等への変換）、生物的方法（光合成などによる生物的

固定）について研究開発が実施されている。なかでも生物機能を利用した方法

は、環境負荷の小さい二酸化炭素固定技術として注目されてきており、微細藻

類、光合成微生物による手法については既に検討され、研究開発が進められつ

つある。しかしながら、光合成に依存する二酸化炭素固定技術は光照射面積と

いう問題があり、大規模二酸化炭素発生源（火力発電所、化学プラント等）に

適用した場合、太陽光を効率よく照射する方法が課題となっている。 

一方、生物の中には光合成によらない経路によって二酸化炭素の固定を行う

化学独立栄養微生物の存在も知られており、最近、還元的TCA 回路など、非カ

ルビン型二酸化炭素固定経路が同定されている。またThermococcus 

kodakaraensis KOD1 をはじめとした超好熱始原菌内にも高い比活性を持つ

RuBisCO が存在することが明らかとなってきている。 これら非光合成微生物

の中には高効率な二酸化炭素固定系、二酸化炭素固定酵素が存在することが十

分に期待される。また、二酸化炭素固定産物が通常の菌体成分以外に、有用物

質（生分解性高分子原材料等）を生成する点でも期待される。非光合成微生物

による二酸化炭素固定では、光に依存しない二酸化炭素固定プロセスの構築が

可能であり、大規模二酸化炭素発生源への適用の可能性がある。 

非光合成微生物が行う二酸化炭素固定反応・経路については、一部の微生物

（メタン菌）を除いては殆ど検討が行われていない。そこで、本研究では、種々

の非光合成微生物の二酸化炭素固定経路、及び二酸化炭素固定酵素、遺伝子を

網羅的に同定、解析し、評価することにより、非光合成微生物の持つ二酸化炭

素固定経路の機能を解明し、エネルギー利用効率の評価を行う。あわせて二酸

化炭素固定微生物の代謝系を利用した二酸化炭素からの有用物質生産システム

の構築に必要な基礎技術を確立することをめざし研究開発を進めた。 

 

平成 15 年度は、CO2固定能を有する新規非光合成微生物の探索として、酢酸資 

化性高温メタン菌の探索を自然界のさまざまな環境から採取したサンプルを用

いて実施した。 また、有用物質の生産に関しては、有機廃棄物からの高温条

件下、高速メタン生成システム構築の可能性について検討を進めた。  

また、超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株の持つ、炭酸固定
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鍵酵素 Rubisco、植物など他の光合成生物へ導入することによって二酸化炭素固

定能がアップしたハイブリッド生物を創製するための基礎技術確立として、

Rubisco 遺伝子を破壊した紅色非硫黄細菌 Rhodopseudomonas palustris No.7 株

を宿主とした、常温で活性の高い酵素へと改変するための手法の開発を行った。 

具体的には、次のような成果を得ることができた。 

 

① CO2固定能を有する新規非光合成微生物の探索 

ａ．新規非光合成微生物の探索 

（１）始原菌とメタン菌の共生による恒温高速メタン発酵の可能性の検討 

微生物を利用した二酸化炭素の固定には還元力などのエネルギー源が必要で

あり、このエネルギーをどのようにして供給するかが一番大きな問題である。     

二酸化炭素の固定効率の評価から、メタン発酵はエネルギー効率も高く、産業

利用の観点から大規模に実施可能と判断された。 

 

（ａ）メタン生成 

メタン菌は、二酸化炭素の酸素を使って水素を酸化するという、エネルギー

代謝的な二酸化炭素固定反応を行ってメタンを生成する。 

 このメタン生成には水素が還元力として必要であるが、超好熱始原菌による

有機物からの水素発生を利用した、高温条件下での高速メタン生成システムが

構築可能であるか検討した。 

また、地球内部ガスに含まれる水素をエネルギー源としたメタン生成の検証と

して、自然界で起こっている地球内部エネルギーに依存したメタン生成の実証

もあわせて検討した。 

 

（ｂ）始原菌用培地を用いたメタン菌の培養 

有 機 性 廃 棄 物 か ら 水 素 を 生 成 す る 微 生 物 と し て 、 Thermococcus 

kodakaraensis KOD-1 株を用い、入手した超好熱メタン菌４株を用いて生育試

験を行った。 

その結果、有機成分の多い培地ではメタン菌の生育が見られず、これらのメ

タン菌を超好熱始原菌と共存状態で用いて使用することは困難と思われた。 

有機物の存在による生育阻害を除くには、始原菌の培養とメタン菌の培養を分

けることによって、発生するガスのみを共有して培養する方法が考えられた。 

 

（ｃ）高温酢酸資化性メタン菌の分離 

有機性廃棄物からの高温下高速メタン発酵に用いるには、有機性成分が多い

条件下でも生育可能な新たなメタン菌の取得が必要であると思われたため、特
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に始原菌を用いた有機性廃棄物からの水素生成の際に副生する酢酸を資化して

生育可能な高温メタン菌の取得の検討を行った。 

その結果、酢酸含有培地において６５℃で生育が見られたものが５０サンプ

ル中、２９サンプルあり、ガスクロマトグラフでの分析によって気相部ガス容

積の０．５％以上の濃度でメタンが生成していたサンプルを５個取得すること

ができた。 

 

（２）Thermococcus kodakaraensis KOD 1 株の Rubisco（炭酸固定鍵酵素）の 

機能解析と改変 

超好熱始原菌T. kodakaraensis KOD1株には炭酸固定回路の１つであるCalvin

回路の鍵となる炭酸固定酵素 Rubisco が存在しており、炭酸固定能や安定性に

おいて極めて優れた性質を持っている。 この優れた Tk-Rubisco を植物に導入

し、その炭酸固定能の向上をはかることができれば、環境・食料・エネルギー

問題に大きく貢献することが期待される。 

Tk-Rubisco は超好熱菌由来のため、植物が生育する常温域においては活性が

低い。そこで、Tk-Rubisco に変異導入を行い、低温域でも高い活性を保持した

改変 Tk-Rubisco を取得するための検討を行った。 

 

（ａ）Tk-rbc 発現ベクターの構築 

常温域活性型酵素を得るために最も重要になるのは、そのスクリーニング方

法である。  

紅色非硫黄細菌 Rhodopseudomonas palustris No.7 株に選択圧無しで安定に

保持される大腸菌とのシャトルベクターを用い、Tk-rbc を導入したプラスミド 

pM3Rbcwt を得た。このプラスミドを Rhodopseudomonas palustris No.7 株に導

入し発現を試みたところ、可溶性タンパクとして発現していることが確認され

た。 

 

（ｂ）超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis KOD1 株由来 type III 新型

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

と応用  

 

R. palustris の染色体上ある３種類の Rubisco 遺伝子をカナマイシン、テト

ラサイクリン、ゲンタマイシンの薬剤耐性マーカー遺伝子により全て破壊した

R. palustris Triple mutant を宿主に用いて pM3Rbcwt に第四の薬剤耐性遺伝子

としてゼオシン耐性遺伝子を挿入した発現プラスミド pM3EZRbcwt を導入した。 

Tk-Rubisco を挿入した pM3EZRbcwt 導入株は、ゼオシンを添加した無機塩培地
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において独立栄養生育し、その生育速度が R. palustris Wild type および 

Rubisco Double mutant よりも遅かった。 Tk-Rubisco の活性が R. palustris 

Triple mutant の生育に反映されたことから、これを指標に常温域活性型変異

Tk-Rubisco をスクリーニングする方法を確立することができた。 

これまで、超好熱菌由来の Rubisco が紅色非硫黄細菌 Rubisco 欠損変異株内で

カルビン回路の鍵酵素として生理的に機能することを報告した例はなく、今回

の結果は、本研究の重要な成果の一つである。 

また、従来 Type I Rubisco では非常に困難であった変異導入による高活性な

Rubisco 作成に対して、極めて有望なスクリーニング方法を確立したと言える。 

今後はerror prone PCRによって、積極的な変異導入を行ったTk-rbcを Triple 

mutant へ導入し、目的とする変異型 Tk-Rubisco 獲得のためのスクリーニングに

活用する。 

 

（ｃ）Tk-Rubisco 遺伝子の R. palustris Rubisco Double mutant 染色体 DNA へ

の導入 

 

R. palustris が染色体上に持っている３種類の Rubisco 遺伝子の内、２つを

破壊した R. palustris Rubisco Double mutant を宿主として利用し、残る１つ

の Rubisco 遺伝子を Tk-Rubisco 遺伝子とマーカー遺伝子により破壊すると同時

に組み込むことで、コピー数が１である染色体ＤＮＡに Tk-Rubisco 遺伝子を導

入した株を作成することを目的に、ダブルクロスオーバーで破壊するための破

壊カセットの構築を行った。 

染色体に組み込むことで、１コピーで安定に保持されるため、変異した

Tk-Rubiscoの性質がそのまま反映されるスクリーニング系にすることができる。 

 

最後に、本年度の研究開発にご協力いただきました、研究推進委員会委員の皆

様、京都大学大学院工学研究科今中研究室、株式会社日本触媒をはじめ多くの

関係各位の方々に対しまして、心から感謝申し上げます。 
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