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ま え が き 
 
 
 本報告書は、経済産業省（ＭＥＴＩ）から補助金を受け、財団法人 地球環境産業技術

研究機構（ＲＩＴＥ）が平成１６年度に実施した「石炭・古紙等活用型二酸化炭素固定化

技術開発」の成果をとりまとめたものである。 
 
 本研究開発は、セルロースを主成分とする古紙等を原料とし、生物学的方法で糖類にま

で分解し、その糖類と二酸化炭素から微生物機能を利用して、効率的に有機酸等の有用物

質に変換する技術を開発し、古紙等を有用な化学原料物質やエネルギーとして有効利用す

る技術の確立を図るものである。開発期間は、平成１２年度から１６年度までの５カ年計

画で実施するもので、平成１２、１３年度は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（Ｎ

ＥＤＯ）から委託を受けＲＩＴＥが実施していたが、平成１４年度以降は、ＭＥＴＩから

直接補助金を受けて実施したものである。 
 
 テーマは「エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素固定化技術開発」で、平成

１6 年度は、a)「古紙等から糖類を生産する技術の開発」、b)「バイオコンバージョン技術

の開発」について検討を実施し、次年度以降に実施すべき技術課題を抽出した。 
 
 今回の研究開発にあたり、終始指導力を発揮し、研究成果のとりまとめに大きく寄与さ

れた熊谷英彦委員長はじめ委員の諸先生方並びに多くの関係者の方々に対して心より感謝

申し上げます。 
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概 要 
 

本研究開発は、財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）が新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）の委託を受けて「エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素

固定化技術研究開発」のテーマにおいて平成１２年度より５カ年の計画で実施を開始し、

３年目の平成１４年度に経済産業省（METI）からの補助金事業である、二酸化炭素固定化・

有効利用技術等対策事業費補助金「エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素固定

化技術開発」に引き継がれ、さらに最終年度である平成１６年度に「石炭・古紙等活用型

二酸化炭素固定化技術開発」に引き継がれ、微生物を利用した古紙の有効利用技術につい

て実施したものである。 
本研究開発の最終目標は、微生物機能を用いて古紙を糖まで分解し、さらに生成した糖

と二酸化炭素から有機酸等の有用物質を生産する、化学プロセスと競合可能な高生産性バ

イオプロセスの構築である。 従って、本研究開発の主要な課題は、1.古紙を効率的に糖化

する微生物利用技術、及び 2.糖類から有用物質生産を行うバイオコンバージョン技術の二

つの技術確立である。 本成果報告書では、これら技術課題について、５カ年計画の最終年

度である平成１６年度に得られた研究成果をまとめた。以下に内容を要約する。 
 

第１章は、緒言である。 
 

第２章では、古紙等から糖類を生産する技術開発の成果をまとめた。  
昨年度に引き続き、酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関に関する検討を石川県農

業短期大学に研究委託し、高いセルラーゼ活性を有する耐熱性カビ Thermoascus 
aurantiacus IFO9748 株のβ-グルコシダーゼ BGⅠ、BGⅡを取得し、その性質を解明した。

また、古紙の分解を担う酵素機能の解析に関して、秋田県立大学に研究委託し、白色腐朽

菌 Pleurotus ostreatus （ヒラタケ）のマンガンペルオキシダーゼ(MnP)の転写レベルでの挙

動を解明し、さらに選抜した 2 菌株の培養液による未晒しクラフトパルプの脱リグニン(漂
白)における、白色度の向上の検討を行った。また、セルロースおよびヘミセルロースを効

率的に分解する Clostridium cellulovorans が有する高分子複合体セルロソームの機能解析を

行った。C. cellulovorans の新規エンドグルカナーゼのクローニングと転写発現解析、C. 
cellulovorans によるトウモロコシ繊維の分解におけるセルラーゼ、ヘミセルラーゼの相乗

効果と足場タンパク CbpA の役割、及び細胞の cooperation による菌体外タンパク質複合体

の形成についての検討を行った。 
 
第３章では、糖類から有機酸等の有用物質を生産するバイオコンバージョン技術確立の

研究成果についてまとめた。 
バイオコンバージョン工程にて、糖類と二酸化炭素から有機酸等を生産する、コリネ型
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細菌の物質生産条件下（酸素抑制条件下）における増殖制御遺伝子群、及び物質生産関与

遺伝子群の遺伝子発現挙動を解明するために、C. glutamuicum R の全遺伝子対応型 DNA チ

ップを用いて、トランスクリプトーム解析を行った。さらにこの解析結果を基に、物質生

産条件下にて特異的に有用遺伝子を発現させることが可能な転写制御因子の取得を行った。

また、有用物質の原料である糖類をより効率的に利用するための糖類の利用性の拡大につ

いて検討を行った。C. glutamuicum R の特異的糖類取込み酵素遺伝子と他の微生物の酵素

遺伝子との比較解析によって、C. glutamuicum R が有する糖類利用性の解明した。さらに、

昨年度に引き続いて京都大学大学院農学研究科に CO2 取り込み機能を有する新規微生物

（酵素）の探索を研究委託した。今年度は、リブロースモノリン酸経路鍵酵素遺伝子を形

質転換することによるホルムアルデヒド耐性能の向上について検討を行った。 
 

第４章では、成果と今後の課題についてまとめた。  
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Summary 

 
This 5-year R&D project entrusted to the Research Institute of Innovative Technology for 

the Earth (RITE) by New Energy and Industrial Technology Development (NEDO) under the 
theme “Research and Development of Technologies for Paper Wastes Reuse for Energy Use 
Rationalization and for Atmospheric CO2 Fixation” was started in the fiscal year 2000. From fiscal 
year 2002, the project was restarted under the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
under the new theme “Development of Technologies for Paper Wastes Reuse for Energy Use 
Rationalization and for Atmospheric CO2 Fixation”. The ultimate goal of the study is to establish 
bioprocesses more efficient than the chemical processes currently used for the degradation into 
saccharides of waste papers, and for the production of useful compounds, such as organic acids, 
from fermentation of the resulting saccharides coupled to fixation of atmospheric CO2. These latter 
two goals represent major technical challenges.  

From an economic point of view, the key R&D points are: (a)engineering of 
microorganisms with improved properties for efficient saccharification of paper wastes, and (b) 
establishment of a new bio-conversion technology in which the strictly aerobic coryneform 
bacteria function as whole cell catalysts producing useful substances under conditions of repressed 
growth.  

This report summarizes the results obtained within the framework of this study during the 
fourth year of the project (fiscal year 2004). The report includes the following 4 chapters.  
 
 
Chapter 1: Introduction  
 
Chapter 2: Waster paper saccharification 

In order to make production of sugars by enzymatic degradation more efficient, 
improvements of microorganism were examined. Parts of the fundamental aspects of this research 
were performed in alkalophilic bacteria in collaboration with Ishikawa Agricultural College and 
Akita Prefectural University (respectively, “Structural Analysis of Enzymes and Relationships 
between Structure and Function” and “Analysis of Enzyme Function in the Degradation of 
Recycled Paper”). Furthermore, the cellulosome, a complex assembly of enzymes and scaffolding 
proteins that is characterized by a remarkable degradative ability of cellulose and hemicellulose 
was investigated. In this physical year, cloning and expression analysis of a new endglucanase, 
synergistic effect of cellulase and hemicellulase, and extracellular formation of cellulosome were 
investigated.  
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Chapter 3: Bio-conversion technology development  
Corynebacterium glutamicum R does not grow under oxygen-limiting conditions, but 

produces high concentrations of organic acids instead. Using this unique features, 
development of a novel bio-conversion process for organic acid production from sugars 
sourced from waste paper was studied. In this physical year, the following studies were carried 
out.  

The DNA microarray analyses were carried out for understanding the metabolic changes 
of C. glutamicum R between under aerobic culture and oxygen deprivation condition. The 
expansion of sugar availability in C. glutamicum R was investigated for utilization of various 
renewable sources. Under the theme “Exploration of New Microorganisms and Novel Enzymes on 
Carbon Dioxide Fixation”, collaborative research with Kyoto University was carried out.  
 
Chapter 4: Conclusions to date and future plans  
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第１章 緒言 

 

１．１ 概要 

資源の乏しい我が国においては、生活の基盤となるエネルギーや化学原料物質の大部分

を海外の石油に依存しているため、それらの石油以外への分散が求められており、また最

近の地球温暖化問題への積極的な対応が求められている。その様な中、再生可能な資源で

あるバイオマスの利用は、エネルギー枯渇や地球温暖化問題等への対応や経済社会システ

ムの中に炭素循環を行わせる有力な手段として注目されている。 

本研究は、その検討の一環として、バイオマス資源由来である古紙の有効活用を目指す

もので、平成１２年度より５カ年の計画で、NEDO の委託を受けて実施していたもので、

平成１４年度から経済産業省の補助金事業として実施しているものである。 

２００４年度における国内の年間紙使用量は３，０８０万トンであり、その約６８．５%

の２，１００万トンが回収されている（財団法人古紙再生促進センター調べ、http://www. 

prpc.or.jp）。平成１２年４月１日より、容器包装リサイクル法が完全施行されたことを受け、

年々、回収率が増加している。しかしながら、細かく裁断されたオフィス用紙等や、紙と

しての強度等の理由による再利用回数の限界から回収古紙すべてが再生に適するわけでは

なく、リサイクルが困難なものとしてそれらの活用法が求められている。 

本研究開発は、古紙等の糖類への分解（糖化）と得られた糖類とＣＯ２から微生物機能

により有機酸等を生成する技術（バイオコンバージョン）の開発に関するものである。な

お、得られる有機酸等は化学原料物質としての有効利用が期待される。 

古紙分解技術開発の目標はコスト優位性のある生物的分解方法の確立である。バイオマ

ス分解技術において米国で技術開発が進んでいる酸糖化法は、環境負荷の点またコスト面

で課題が残されており、さらにバイオマス分解と比較し、リグニン含量が少ない情報処理

用紙等の高級古紙は、今後技術の発展が期待される生物的方法の対象としてより適性があ

ると考えられる。 

 またバイオコンバージョンプロセスは、（財）地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）独

自の新規バイオプロセスを導入することにより化学プロセスと競合できる高生産性な有機

酸等の製造プロセス構築について検討する。この技術の特徴は、既存のバイオプロセスで

は微生物は増殖する過程で物質を生産するのに対して、嫌気条件下で増殖が停止している

にも拘わらず、主要なエネルギー生成系の活性は維持され、量論的に炭素数３の化合物を

生成し、さらに炭酸イオンを取り込んで炭素数の増加した有機酸等が得られる点にある。 

 コスト面で競合可能な有機酸等を製造するためには、古紙分解工程及びバイオコンバー 

ジョン工程ともに微生物機能の改善が必要で、そのためには、微生物細胞レベルでの機能

改良が必要である。従って、５カ年計画の最終年度である平成１６年度は、a) 古紙から

糖類を生産する糖化技術の開発、及び b) バイオコンバージョン技術の開発において、そ

れぞれ微生物の機能改変に関する研究開発を中心に行った。 
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１．２ 研究開発の目的、方法及び実施体制 

 

1.2.1 研究開発の目的 

 資源の乏しい我が国においては、エネルギー供給の大部分を海外の石油に依存している

ため、石油以外へのエネルギーの分散が求められている。また一方で、地球温暖化の原因

の一つである二酸化炭素の排出量削減への具体的かつ積極的な対応が求められている。 
 古紙は、木質系バイオマスに含まれるセルロースを主成分としており、我が国において

年間 2,100 万トン回収されているものの、大量の古紙が再生紙としての再利用が困難な状

況となっている。しかし一方で、古紙は有用なバイオマス資源であることから、石油に依

存しない物質生産に利用可能であり、その利用技術の開発は二酸化炭素の削減につながる。 

 このため、本研究開発では、主としてセルロースを成分とする古紙等を生物的な方法で

糖類まで分解し、その糖類と二酸化炭素から微生物機能を利用して有機酸等の有用物質に

高効率に変換する技術を開発し、古紙等を有用な化学原料物質やエネルギーとして有効利

用する技術の確立を図る。 

 

1.2.2 研究開発の方法 

(1) 研究開発の内容 

上記の目的を達成するために以下の研究開発を行う。 

a) 古紙等から糖類を生産する技術の開発 

b) バイオコンバージョン技術の開発 

 
(2) １６年度実施内容 

本年度は以下に示すように平成１５年度に引き続き、主要な研究課題である a) 古紙等

から糖類を生産する技術の開発と、b) バイオコンバージョン技術の開発を中心に研究開発

を継続した。 

 

a) 古紙等から糖類を生産する技術の開発 

 古紙等から糖類を生成する糖化微生物の利用に関する基礎技術の開発を図る。多種類の

セルロース分解酵素、及び非触媒性の骨格から形成される高分子複合体セルロソームを菌

体表層に有するクロストリジウム属細菌について、セルロース利用反応の初期段階である

セルロース結合ドメインへのセルロース結合をタンパクレベルで解析する。さらに、クロ

ストリジウム属細菌のセルラーゼ及びヘミセルラーゼの発現機構の調節について解析を行

う。 

 

b) バイオコンバージョン技術の開発 

有機酸等の物質生産条件下におけるコリネ型細菌増殖抑制機構を解析する。主としてＤ
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ＮＡチップによるトランスクリプトーム解析技術を用いて、物質生産条件下（嫌気条件下）

における遺伝子発現を、増殖制御遺伝子群、及び物質生産関与遺伝子群を中心として網羅

的に解析する。解析結果を基に、物質生産に有用な制御因子（嫌気誘導型プロモーター）

の取得を図る。 

バイオコンバージョン技術によって生産される有用物質の原料である糖類を、より効率

的に利用するためにコリネ型細菌の糖類の利用性を拡大する。コリネ型細菌の特異的糖類

取込み酵素遺伝子を他の微生物の酵素遺伝子と比較して、コリネ型細菌が有する糖類利用

性を明らかにし、遺伝子工学的改良によって糖類の利用性の拡大を図る。 
 

1.2.3 研究場所 

(1) 財団法人 地球環境産業技術研究機構 地球環境産業技術研究所 

       微生物研究グループ 

 〒619-0292 京都府相楽郡木津町木津川台 9-2 

 

(2)  RITE  カリフォルニア大分室（米国 カリフォルニア大学 デイビス校内） 

One Shields Avenue Davis, CA 95616-8535 USA 

 

(3) 石川県農業短期大学農業資源研究所（委託） 

〒921-8836 石川県石川郡野々市町末松 1 丁目 308 番地  

 

(4) 京都大学大学院農学研究科（委託） 

〒606-8502  京都府京都市左京区北白川追分町 

 

(5) 秋田県立大学木材高度加工研究所（委託） 

〒016-0876 秋田県能代市字海詠坂 11-1 

 

1.2.4 実施期間 

自 平成１５年４月  １日 

至 平成１６年３月３１日 
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1.2.5 実施状況 

平成１６年度の研究実施状況を表 1.2.5 に示す。 

 

表 1.2.5 平成１６年度研究実施状況 

 
平成 16 年 平成 17 年 

研 究 開 発 項 目 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

 
ａ）古紙等から糖類を生産する技術の開発

 
・糖化微生物の効率的利用法の開発 
  

（関連する委託研究） 
ⅰ)耐熱性セルラーゼ構造解析及び構

造と機能の相関性に関する検討  
 
ⅱ)古紙の分解を担う酵素機能の解析 

  
ｂ）バイオコンバージョン技術の開発 

 
・糖類からのエネルギー生成の高効率化 

（コリネ型細菌の DNA アレイ解析）
 

・糖類利用性の拡大 
 
（関連する委託研究） 
ⅰ)ＣＯ２取り込み機能を有する新規微

生物（酵素）の探索 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  
 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
報

告

書

作

成
 

   
 

 
 

 

研究推進委員会           ○  
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1.2.6 実施体制 

(1) 研究組織及び管理体制 

 

① 研究組織 

                                          

 

 

 

 

 

② 管理体制 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

（財）地球環境産業技術研究機構

地球環境産業技術研究所 

 
委託 

地球環境産業

技術研究所 
研究業

微 生 物 研 究

グループ 

ｶﾘﾌｫ

 

 

 

 研究推進委員会 
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京都大学
 

務ﾁｰﾑ 

 

ﾙﾆｱ大分室

 

 

京都大学
秋田県立大学
秋田県立大学
理事長
 事務局長
 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ
 経理チーム
研究企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ
王子分室
委託
前田 浩
茅 陽一

 岡村 繁寛
湯川 英明
石川県農業短期
学立大学大  
石川県農業短期
大学立大学 



 

(2) 研究者氏名及び人員（役職、研究項目別担当） 

 財団法人地球環境産業技術研究機構      

氏     名 所 属 ・ 役 職（職名） 担当項目 

湯川 英明 
地球環境産業技術研究所     グループリーダー 

 微生物研究グループ        主席研究員 ａ）ｂ） 

乾   将行 同 上                 主任研究員 ａ）ｂ） 

射場  毅    同 上                 主任研究員 ａ）ｂ） 

横山 益造      同 上                   主任研究員 ａ）ｂ） 

稲富 健一      同 上                 主任研究員 ａ）ｂ） 

木原  誠      同 上                   主任研究員 ａ）ｂ） 

鈴木 伸昭  同 上                 主任研究員 ａ）ｂ） 

トーマス・ガルベ    同 上                 主任研究員 ｂ） 

篠田 吉史 同 上                   研究員 ｂ） 

吉岡 秀樹      同 上                      研究員 ｂ） 

クリスチヌス・オムマ

サバ    同 上                      研究員 ｂ） 

吉田 章人    同 上                 研究員 ｂ） 

平田 悟史    同 上                 研究員 ｂ） 

岡井 直子    同 上                 研究員 ｂ） 

沖野 祥平    同 上                 研究員 ｂ） 

川口 秀夫    同 上                 研究員 ｂ） 

野中 寛    同 上                 研究員 ｂ） 

虎太 直人    同 上                 研究員 ｂ） 

塚本 周平    同 上                 研究員 ｂ） 

須田 雅子    同 上                  研究員 ｂ） 

加藤 朝子    同 上                  研究員 ｂ） 
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村上 賜希子    同 上                  研究員 ｂ） 

和田 真利子    同 上                研究員 ｂ） 

池田 洋子    同 上                研究員 ｂ） 

渡邊 淳子    同 上                研究員 ｂ） 

柴田 寛子    同 上                研究員 ａ） 

ガボール・ケレステス
     同 上                研究員 ｂ） 

田上 由美子    同 上                研究員 ａ） 

上田 麻景    同 上                研究員 ａ） 

辰巳 奈美    同 上                研究員 ａ） 

池永 由布子    同 上                研究員 ｂ） 

水口 祥子    同 上                研究員 ｂ） 

田嶋 恭子    同 上                研究員 ａ） 

小林 由美    同 上                研究員 ｂ） 

大堀 由香    同 上                研究員 ｂ） 

阿部 美優紀    同 上                研究員 ｂ） 

永守 美雪    同 上                研究員 ｂ） 

内藤 香枝    同 上                研究員 ｂ） 

杉本 典子    同 上                研究員 ｂ） 

二宮 利男     同 上                研究員 ｂ） 

岡村 繁寛    同 上                研究員 ｂ） 

矢口 時也 同 上                研究員 ａ） 

Helen Chan         同 上  カリフォルニア大分室    研究員 ａ） 

Sung Ok , Han         同 上  カリフォルニア大分室    研究員 ａ） 

Hee-Yeon , Cho         同 上  カリフォルニア大分室    研究員 ａ） 
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Roger Koukiekolo         同 上  カリフォルニア大分室    研究員 ａ） 

 
（委託先） 

秋田県立大学    桑原正章 木材高度加工研究所 教授 ａ） 
石川県農業短期大学 熊谷英彦 石川県農業短期大学 教授 ａ） 

京都大学      加藤暢夫 京都大学大学院 教授  ｂ） 

 

担当項目   a) 古紙等から糖類を生産する技術の開発 

  b) バイオコンバージョン技術の開発 

      
(3) 経理担当者及び業務管理者の所属・氏名 

  （財）地球環境産業技術研究機構  

 （経理担当者）総務グループ 経理ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 前田 浩 

 （業務管理者）微生物研究グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 湯川 英明 (主席研究員) 

 

(4) 他からの指導・協力者名及び指導・協力事項 

① エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素固定化技術研究開発に関する研究推

進委員会 

 

委員長 熊谷 英彦 石川県農業短期大学 農業資源研究所 教授 
  

委員  石岡 領冶 昭和高分子（株）  顧問 
大宮 邦雄 名城大学農学部農学ハイテクリサーチセンター 教授 
加藤 暢夫 京都大学大学院 農学研究科 教授 
桑原 正章 秋田県立大学  木材高度加工研究所 教授 

      児玉  徹 東京農業大学 応用生物科学部 教授 
高柳 晴夫 （財）古紙再生促進センター 専務理事 
永井 和夫 中部大学 応用生物学部 応用生物学科 教授 

     

② 委員以外からの指導・協力 

(i)  Roy H. Doi 米国カリフォルニア大学デービス校教授 

(ii)  Dr. Sharon P. Shoemaker カリフォルニア大デービス校  

(iii)  大石 道夫（かずさ DNA 研究所 理事長） 
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第２章 古紙等から糖類を生産する技術の開発 
 
２．１ 概要  

古紙の糖化技術として、環境負荷の少ない酵素糖化技術の確立を目指し、経済性を重視

した糖化技術の開発を行っている。今年度は昨年度に引き続き、糖化微生物の利用に関す

る基礎技術の開発を行い、古紙分解プロセスにおいて高温条件にて利用可能な耐熱性セル

ラーゼについて解析を行った。また、白色腐朽菌が有するリグニン分解酵素機能の解析を

行った。さらに、菌体外セルロース分解酵素系であるセルロソームに関する研究を実施し

た。 

 
２．２項では、糖化微生物の利用に関する基礎技術の開発に関する研究成果を示した。

昨年度に引き続き、石川県農業短期大学に「酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関に

関する検討」に関して研究を委託した。高いセルラーゼ活性を有する耐熱性カビ

Thermoascus aurantiacus IFO9748 株のβ-グルコシダーゼ BG I、BG II を取得し、その性質

を解明した。また、「古紙の分解を担う酵素機能の解析」に関して、秋田県立大学に研究を

委託した。白色腐朽菌 Pleurotus ostreatus （ヒラタケ）のマンガンペルオキシダーゼ(MnP)
の転写レベルでの解析を行い、さらに選抜した 2 菌株の培養液による未晒しクラフトパル

プの脱リグニン(漂白)における、白色度の向上を試みた。 
 
２．３項では、セルロースおよびヘミセルロースを効率的に分解する Clostridium 

cellulovorans が有する高分子複合体セルロソームについて、機能解析を行った。C. 
cellulovorans の新規エンドグルカナーゼのクローニングと転写発現解析、C. cellulovorans
によるトウモロコシ繊維の分解におけるセルラーゼ、ヘミセルラーゼの相乗効果と足場タ

ンパク CbpA の役割、及び細胞の cooperation による菌体外タンパク質複合体の形成につい

ての検討を行った。 
 
２．４項では本章の研究成果をまとめた。 
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2.2.1 酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関性に関する検討 

 

(1) 要約 

 高いセルラーゼ活性を有する耐熱性カビ Thermoascus aurantiacus IFO9748 株のｃDNA ラ

イブラリーを構築し、データベースよりえられた他のカビの遺伝子配列の保存領域を利用

して T.aurantiacus のβ-グルコシダーゼ遺伝子 bg1 を取得した。次いでこの遺伝子をメタノ

ール酵母 Pichia pastris において発現させ、BGⅠを細胞外に蓄積させた。この組み換え型

酵素を精製し、その性質を調べた。しかしながらこの酵素は活性が低く耐熱性もそれほど

強いものではなかった。T.aurantiacus は、誘導培養により高い耐熱性を持つβ-グルコシダ

ーゼを生産することが確認されていたので、直接その耐熱性のβ-グルコシダーゼの精製を

行い、精製標品の性質を調べた。この酵素の N-末端アミノ酸配列は BGⅠとは全く異なり、

しかも本酵素は高い耐熱性を持っていた。そこでこの酵素 BGⅡの遺伝子のクローニング

を行い P. pastris において発現させた。この酵素も細胞外に排出され蓄積した。そこでこの

組み換え型酵素を精製し、その性質を調べたところ先に精製した native 酵素と同じ性質で

あった。 

 耐熱性の酵母 Kluyveromyces marxianus をスクリーニングにより選出、その宿主ベクター

系を構築した。この系を用いて、Aspergillus niger および T.aurantiacus のエンド-β-1,3-グル

カナーゼおよび T.aurantiacus のセロビオヒドロラーゼの遺伝子を導入しゲノム遺伝子に集

積せしめた。これらの遺伝子は高温において発現し、セルラーゼ類を菌体外に生産した。 

 

(2) 緒言 

 セルラーゼはセルローズのβ-1,4 グルコシド結合を加水分解する一連の酵素の総称であ

り、セルローズを炭素源として生育する多くの細菌および糸状菌により生産され、これま

でに多くのセルラーゼが報告されている。セルラーゼの産業上の利用は、近年、洗剤成分

として、あるいは食品産業、製紙産業等で見られるようになってきており、アルカリ性エ

ンド-β-1,4-グルカナーゼなどが洗剤用として、現在、工業的に生産されている。 

 経済性を考慮した実用的観点からすると、セルローズを糖化するに際し、高温で処理し

た方が基質の構造がゆるくなり効率がよいと考えられる。さらに、高温での反応ならば、

雑菌の混入も防ぎやすいと考えられる。したがって耐熱性を有するセルラーゼの開発が望

まれる。これまでその様な観点からのセルラーゼに関する研究はなかった。そこで、本研

究ではまず、プロテアーゼに耐性を有するセルラーゼのスクリーニング並びに精製を行い

その性質を明らかにし報告した。そして、このセルラーゼの遺伝子のクローニングと酵母

S.cerevisiae による発現について報告した１）。即ち、スクリーニングにより耐プロテアーゼ

性を有する酵素として A.nigerIFO31125 が生産する endo-β-1,4-glucanase を選び出し、本酵

素を精製し、その性質を明らかにした。さらに本酵素の遺伝子のクローニングを行い、そ

の遺伝子を S.cerevisiae 細胞に導入し、高発現株を構築し、酵素を精製、その性質を検討し
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た。発現酵素はもとの A.nigerIFO31125 から精製した酵素と同様の性質を示した（平成 13

年度研究報告）。 

 これに続いて、耐熱性のセルラーゼを生産することが知られている耐熱性のカビ T. 

aurantiacus 2－5)について、スクリーニングを行い、強いセルラーゼ活性を示した IFO09748

株について、エンドグルカナーゼ遺伝子をクローニングし、酵母 S.cerevisiae での発現を行

い、精製酵素の性質を解明した 6）（平成 14 年度報告）。T. aurantiacus のセルラーゼについ

ては、精製して性質を明らかにした研究はあるが、遺伝子をクローニングした報告はない

2，7－10）。 

 エンドグルカナーゼで大きく分解されたセルローズを二糖単位でセロビオースに分解す

る酵素がセロビオヒドロラーゼであり、セロビオースはさらにβ-グルコシダーゼによりグ

ルコースに分解される。耐熱性のセロビオヒドロラーゼについては、未だにその遺伝子の

クローニングの報告はない。そこで、T.aurantiacus のセロビオヒドロラーゼの遺伝子のク

ローニング、その酵母での発現、組み換え酵素の性質の解明を行った１1）（平成 15 年度報

告）。 

 本年度は引き続き、T.aurantiacus のβ-グルコシダーゼ２種について遺伝子の取得とその

メタノール酵母 P. pastris における発現を行った。さらに耐熱性酵母 K. marxianus の宿主ベ

クター系を構築し、A. niger のエンド-β-1,3-グルカナーゼおよび T.aurantiacus のセロビオ

ヒドロラーゼの遺伝子により形質転換することにより耐熱性セルラーゼ産生耐熱性酵母細

胞を分子育種することを試みた。本報告ではこれらの結果の概要を記す。 

 

(3) 方法と結果 

① β-グルコシダーゼ遺伝子(bg1)のクローニングと解析 

 キシランおよびアビセルを含む誘導培地で培養した耐熱性のカビ T.aurantiacus 

IFO09748 培養菌体からトータル RNA を抽出し 12)ｍRNA を精製後、cDNA を合成してλ

gt10 cDNA ライブラリーを作製した 13)。また、既に報告されているカビのセルラーゼの高

い相同性を参考にして、A.niger のβ-グルコシダーゼ遺伝子 14）に基づいて PCR プライマー

をデザインした。このプライマーとゲノム DNA を用いてβ-グルコシダーゼ遺伝子断片を

得た。これをプローブとして、先の cDNA ライブラリーについてスクリーニングを行い、

目的の遺伝子断片を含む陽性クローンを得た。陽性クローンより得られた cDNA 断片のシ

ーケンシングを行い、ORF の存在を確認した。本酵素の遺伝子を bg1 と命名した。 

 

② 酵母 P. pastris への遺伝子導入と発現 

 得られた bg1 は他のβ-グルコシダーゼと高い相同性を示したが、さらに確かめるために、

また酵素の性質を確認するためにメタノール酵母P. pastrisを本酵素遺伝子により形質転換

することを試みた。本酵母はセルラーゼを有しないこと、また形質転換メタノール酵母細

胞を用いての高セルラーゼ生産菌の育種をも考慮に入れたからである。まず、本酵素の
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cDNA にα-ファクターシグナルペプチドおよび His タグのヌクレオチド配列を導入した。

これに、アルコール酸化酵素(AOX)プロモーターおよびターミネーターを連結し、酵母用

発現ベクターpPICZaA に導入、P. pastris を形質転換した。その結果、培地中に耐熱性の本

酵素活性を分泌する発現株が認められた。このことより、組み換えβ-グルコシダーゼが、

形質転換酵母により生合成され、細胞の外に分泌されていることが示された。 

 

③ 組み換え型 BGⅠの精製と性質 

 組み換えβ-グルコシダーゼの性質を明らかにするため、また単離した cDNA が、目的と

する耐熱性β-グルコシダーゼの遺伝子であることを確認する目的で、組み換えβ-グルコ

シダーゼの精製を行った。P. pastris の形質転換株を培養し、その培養上澄液から組み換え

型酵素を精製した。精製した酵素は、native-PAGE および SDS-PAGE で単一なバンドを示

した。 

 精製酵素は、pNP-グルコースを基質とした場合、Km 値が 0.20mM、Vmax が 2.54 であっ

た。また、至適 pH は 5.0 付近にあり、pH3.0-8.0 において安定であった。本組み換え体酵

素は、50℃において最大活性を示し、50℃、20 分間のインキュベーションで活性を保持し

ていた。これらの結果は BGⅠがβ-グルコシダーゼであり bg1 がβ-グルコシダーゼ BGⅠ

をコードする遺伝子であることを証明するものである。しかしながら、BGⅠの活性はどち

らかというと低く、耐熱性もあまり高くないことを示している。 

 

④より高い耐熱性と酵素活性を示す T.aurantiacusβ-グルコシダーゼの精製 

 T.aurantiacus は、BGⅠよりさらに高い活性を有するβ-グルコシダーゼを生産しているこ

とがすでに明らかであるので、その酵素の性質を明らかにすることおよび遺伝子を取得す

ることを目的として、酵素の精製を行った。キシランおよびアビセルを含む誘導培地で培

養した耐熱性のカビ T.aurantiacus IFO09748 培養液から、40-70％硫安分割、セファクリル

S200 ゲルろ過、DEAE セファロースにより精製し、SDS-PAGE において単一バンドを示す

標品を得た。本酵素の N-末端アミノ酸配列は、BGⅠのそれとは全く異なり、至適温度は、

70℃、60℃で 1 時間の熱安定性を示し、本酵素が BGⅠとは全く異なることが明らかとな

った。この酵素を BGⅡと命名し、その遺伝子 bgⅡの取得を行うこととした。 

 

⑤より高い耐熱性と酵素活性を示すT.aurantiacusβ-グルコシダーゼの遺伝子のクローニン

グ 

 T.aurantiacus IFO9748 株のｃDNA ライブラリースクリーニングのためのプローブを N 末

端アミノ酸配列と保存領域をもとに作ったプライマーを用いて PCR により増幅作成した。

スクリーニングを行い、bgⅡをコードする cDNA 断片を得た。ヌクレオチド配列から推定

したアミノ酸配列では、BGⅠと BGⅡは 43.77%の相同性を有していた。次いで bgⅡによ

るメタノール酵母 P. pastris の形質転換を試みた。BGⅠの時と同様に、本酵素の cDNA に
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α-ファクターシグナルペプチドおよび His タグのヌクレオチド配列を導入し、これをアル

コール酸化酵素(AOX)プロモーターおよびターミネーターに連結し、酵母用発現ベクター

pPICZaA に導入、P. pastris を形質転換した。形質転換体は、YPM プレートで活性を示し、

液体培養では酵素は培養液中に排出された。 

 

⑥ 組み換え型 BGⅡの精製と性質 

 組み換え型β-グルコシダーゼ BGⅡの性質を明らかにするため、また単離した cDNA が、

目的とする耐熱性β-グルコシダーゼの遺伝子であることを確認する目的で、組み換えβ-

グルコシダーゼの精製を行った。P. pastris の形質転換株を培養し、その培養上清液から、

組み換え型酵素を精製した。培養液を凍結乾燥し、それをセファクリル S200 ゲルろ過、

および MonoQ カラムにかけた。精製した酵素は、native-PAGE および SDS-PAGE で単一な

バンドを示し、native-PAGE のバンドに相当する位置に活性を認めた。本組み換え型酵素

は、70℃において最大活性を示し、60℃、60 分間のインキュベーションで活性を保持して

いた。これらの結果は BGⅡが T.aurantiacus の耐熱性β-グルコシダーゼであり、bgⅡがそ

の遺伝子あることを示している。  

 

⑦ 耐熱性酵母 K. marxianus の宿主ベクター系の構築 

 5 株の K. marxianus を YM 個体培地を用いて、40、45、50、55℃の各温度で培養したと

ころ、55℃で生育した株は無く、IFO0219、0541 および 1777 株が 50℃で生育した。この 3

株のうち、IFO1777 株が最も高い生育とエタノール生産性を示したので本菌を選んで、以

後の実験に使用することとした。 

 この耐熱性酵母を用いて宿主ベクター系を構築するために、栄養要求変異株の取得をま

ず試みた。ウラシル生合成系の URA3 遺伝子、ロイシン生合成系の LEU2 遺伝子、トリプ

トファン生合成系の TRP1 遺伝子を破壊する目的遺伝子として選び、それぞれの遺伝子を

IFO1777 株の遺伝子ライブラリーからクローニングした。URA3 遺伝子をまず、一段階遺

伝子破壊法で取得した。ついで、LEU2、 TRP1 遺伝子を URA3 によるセレクションを用い

て、順次破壊し、最終的に ura3,leu2,trp1 欠損株を取得した。 

 耐熱性のカビ T.aurantiacus のエンドグルカナーゼ遺伝子 eng1 の発現カセットは、以前に

構築したプラスミド YEGAP/eng1 を HindⅢで処理することにより取得した。本カセット中

で eng1 は、グリセルアルデヒド-3-リン酸脱水素酵素遺伝子のプロモーターとターミネー

ターに接続している。同じく耐熱性のカビ T.aurantiacus のセロビオヒドロラーゼ遺伝子

cbh1の発現カセットは、1.6kbの cbh1DNAフラグメントをプラスミド pAUR123 に挿入し、

BamH1 により処理することによって得た。本プラスミドにおいて、cbh1 は、アルコール

脱水素酵素(ADH)遺伝子のプロモーターとターミネーターに接続している。これらの発現

カセットを、3.2kbEcoR1URA3 DNA フラグメントを有するプラスミド pUC19 に挿入し、耐

熱性の酵母 K. marxianus の形質転換用プラスミド pEC を構築した。 
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⑧ エンド-β-1,3-グルカナーゼおよびセロビオヒドロラーゼ遺伝子による耐熱性酵母 K. 

marxianus の形質転換 

 eng1 および cbh1 の発現のため、pEC を Stu1 で切断し、K. marxianus の ura3 変異株に導

入した。形質転換処理した菌体を合成最少培地にプレートし、37℃で二日間生育せしめ、

13 株の形質転換株を得た。これらの株を CM セルローズ 1％を含有する YPD 培地で培養

し、11 株にセルラーゼ活性が存在することを確認した。 

 このうちの二株を選び、サザン解析のため染色体 DNA を調整し、EcoR1 で処理した。

eng1 および cbh1 遺伝子をプローブとして、サザン解析を行ったところ eng1 遺伝子を示す

1.3kb と cbh1 遺伝子を示す 6.3kb にバンドを検出し、両遺伝子が染色体中に組み込まれて

いることを確認した。さらに、両酵素活性が菌体外に存在することを確認するとともに、

両酵素の発現が 37℃で最大であることを確認した。 

 このように、染色体へのインテグレーションはうまくいったが、さらに 細胞質性のプラ

スミドの有効性を確認する意味で、T.aurantiacus eg1 遺伝子の発現をプラスミド pDblet を

用いて、K. marxianus で行った。詳細は別の機会に報告する。 

 

(4) 考察と今後の展望 

 本研究では、耐熱性のカビ T.aurantiacus から２種のβ-グルコシダーゼ遺伝子を取得し、

それぞれメタノール酵母 P. pastris における発現を行った。さらに耐熱性酵母 K. marxianus

の宿主ベクター系を構築し、A. niger のエンド-β-1,3-グルカナーゼおよび T.aurantiacus の

セロビオヒドロラーゼの遺伝子により形質転換することにより耐熱性セルラーゼ産生耐熱

性酵母細胞を分子育種することを試みた。本研究およびこれまでの研究により、我々は耐

熱性のセルラーゼとして、エンドグルカナーゼ２種、セロビオヒドロラーゼ１種、β-グル

コシダーゼ２種を得たことになる。今後、これらセルラーゼ遺伝子を用いて耐熱性酵母 K. 

marxianus のセルローズからのアルコール生産株の分子育種や、セルローズ麹の生産を目指

す、耐熱性カビ T.aurantiacus の分子育種を行っていく。また、それぞれの酵素について、

性質と構造の解析を行い、触媒機構や耐熱機構の解明を進める。 

さらに、高温適応のセルラーゼ発現調節システムについても研究を進める。 
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2.2.2 古紙の分解を担う酵素機能の解析 

 

(1) 要約 

 白色腐朽菌 Pleurotus ostreatus （ヒラタケ）の液体培養のための完全合成培地を作

成した。本菌は主要なマンガンペルオキシダーゼ(MnP)アイソザイムとして MnP2 お

よび MnP3 を生産するが、RT-PCR 解析の結果それぞれのアイソザイムは転写レベル

での応答に相違があることが示された。すなわち、MnP2 の生産および mnp2 の転写レ

ベルは NH4＋，アルギニン、尿素などの窒素源濃度の増加により強く抑制されるのに

対し、mnp3 の転写は尿素による制御は認められなかった。さらに、mnp3 の転写は培

地中への Mn2+に依存するのに対し、mnp2 ではその傾向は低かった。また、培地中へ

の Poly R-487 の添加により MnP2 の生産は増加するが、転写レベルでの応答は明確で

はなかった。 

 一方、選抜した 2 菌株の培養液による未晒しクラフトパルプの脱リグニン(漂白)を

試み、白色度の向上を認めた。 

 

(2) 緒言 

 古紙などリグノセルロース系原料を酵素的に糖化する場合、ヘミセルロースと直接

に化学結合しているリグニンは酵素反応の物理的な障壁となっている。糖化効率を増

加するためには、組織を何らかの前処理により崩壊させるとともに、リグニンを除去

することが必要となる。われわれは、これらの前処理にリグニン分解性担子菌(白色腐

朽菌)の機能を用いるプロセスの可能性について検討を行ってきている。われわれが主

として対象とする担子菌は、リグノセルロース原料において生育が優れ、かつ、リグ

ニン分解酵素の生産性に優れた Pleurotus ostreatus (ヒラタケ)である。われわれはすで

にこの担子菌  がリグニン分解酵素としてマンガンペルオキシダーゼ(MnP)を生産す

ること、また、この酵素の主要なアイソザイムとして MnP2 と MnP３が生産されるこ

とを見出した。また、これら酵素をコードする DNA の塩基配列を決定し、この菌を

宿主とする同種形質転換系を構築して、MnP2 の増幅発現にも成功した。さらに、MnP2

が Poly R-487 のような高分子芳香族色素を直接酸化分解することも見出している。 

 本年度は P. ostreatus が生産する MnP2 および MnP3 の転写レベルでの発現に及ぼす

窒素源濃度、Mn2+や Poly R-487 などの影響を検討した結果について述べる。また、未

晒しパルプの漂白に適用できるような酵素を生産する担子菌の選抜も試みたので、そ

の結果についても報告する。 

 

(3) 実験方法 

①MnP アイソザイムの転写レベルでの調節 

a. 供試菌株および培養 
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 本研究を通じて Pleurotus ostreatus (ATCC 66376)を用いた。培養には天然窒素源を含

まない合成培地を用いた：3% グルコース、1% Kirk の無機塩溶液（ただし MnSO4 無

添加）、270mM MnSO4、20mM Na-フタル酸緩衝液(pH 4.5)、0.5－10mM 窒素源（シュ

ウ酸アンモニウム、アルギニンあるいは尿素）。また、この培地に実験に応じて誘導物

質を添加して MnP の転写レベルでの制御効果を検討した。 

 標準となる培養は、300ml フラスコ中の 30ml の培地に、3.9%ペプトン－グルコース

－寒天平板に 20C で 8 日間生育させた菌体マットをコルクボーラーで打ち抜いたもの

4 片を接種し、28C で静置して行った。所定の期間培養後、濾過によって培養液を回

収し、培養液中の酵素活性を測定した。 

b. MnP 活性の測定 

 MnP 活性は 0.4mM グアイアコール、50mM Na-乳酸緩衝液(pH. 4.5)、0.2M MnSO4

および 0.1mM 過酸化水素を含む 1.0ml の反応液中で行い、基質の酸化にともなう

465nm の吸光度の増加により測定した。また、このような条件で得られた測定値から

Mn2+の無添加の反応により得られた測定値を差し引くことにより、Mn2+依存性のペル

オキシダーゼ活性とした。活性の 1unit は 1 分間あたり 465nm における吸光度の増加

をもたらす酵素量とした。 

c. mnp 転写レベルの RT-PCR 分析 

 種々の条件で培養した菌体から全 RNA を分離した。分離は ISOGEN（NIPPON 

GENE）のプロとコールによって行った。RT-PCR は Ready-To-Go RT-PCR Kit (Amersham 

Biosciences Corp)を用いて行った。逆転写反応および増幅反応は全 RNA と origo 

(dT)12-18 を用いて Cohen らの方法に準じて行った。増幅後の PCR 生産物はアガロー

スゲル電気詠動により分析した。 

 

②パルプの漂白試験 

a. 供試菌株および培養 

 未同定リグニン分解性担子菌(AW02-23A)、Coriolus consors AW04-06（ニクウスバタ

ケ）、Ceriporiopsis subvermispora ATCC 90467 および Pleurotus ostreatus ATCC 66376(ヒ

ラタケ)の４菌株を用いた。培養は主としてグルコース－ペプトン－酵母エキス培地を

用いた。培養液中の MnP 活性は上述の方法により、またラッカーゼ(Lac)活性は基質

として ABTS(青色色素)を用い、Mn2+を添加しない条件で 406nm における吸光度の変

化により測定した。 

b. 漂白試験 

 クラフト蒸解によって得られた広葉樹および針葉樹由来の未晒しパルプ(未漂白パ

ルプ)に蒸留水を加え、ジューサーで縣濁した。この縣濁から乾燥重量として 1.5g に

相当する量をファルコンチューブに分け取り、供試菌の培養液 20ml および酢酸緩衝

液(pH 4.5、0.1mM)を添加し、30℃に 12 時間保持した。処理したパルプを遠心分離に
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より分離し、これを蒸留水で洗浄後縣濁状とし、90mm 径のペトリ皿に広げ、50℃で

乾燥した。得られたパルプについて、白色度を色差計 (BYK-Gardner 社製、

Color-guide45/0)により測定した。 

 

(4) 実験結果および考察 

①MnP アイソザイムの転写レベルでの調節 

a. MnP アイソザイムレベルに及ぼす NH4+濃度の影響 

 窒素源として 0.5、1.0、2.0 および 10mM のシュウ酸アンモニウムを用い、MnP ア

イソザイムの生産に及ぼすその濃度の影響を検討した。Fig. 2.2.2-1a に示すように、

いずれの濃度の窒素源存在下においても培養 14 日目に活性が出現し、25 日目まで増

加した。ここで、低 NH4+濃度（0.5 および 1.0mM）においては高い MnP 活性が認め

られるのに対し、高濃度培養条件（2.0 および 10mM）において活性は低く抑えられた。

また、菌体の生育は高濃度窒素源で高く、窒素濃度の低い方から順に、30ml の 
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Fig. 2.2.2-1  MnP の発現に及ぼす窒素源（シュウ酸アンモニウム）濃度の影響 
 (a) MnP 活性の経時変化 (b) mnp2 および mnp3 の転写レベルの RT-PCR 解析 
 
培養液当り 307、312、368 および 350mg であった。アニオン交換クロマトグラフィ 

ーにより、NH4+濃度の増加は MnP2 生産の低下をもたらすが、MnP3 の活性は NH4+

濃度に関係なく低いレベルにとどまることが示された。 

 

b. NH4+による mnp 転写レベルでの調節 

 種々の濃度の NH4+における mnp2 および mnp3 からの転写産物のレベルを追跡する

ため RT-PCR 解析を行った。Fig. 2.2.2-1b に示すように、NH4+濃度が 0.5 および 1.0mM
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の場合、高い mnp2 転写産物が検出されたのに対し、2.0 および 10mM ではほとんど検

出されなかった。これに対し、対象として用いた�-tubulin 遺伝子(�-tub)の転写は一定

量に保たれていた。このように、MnP2 の発現が転写レベルで制御されていることが

明らかになった。一方、mnp3 は、その転写物の蓄積は 0.5mM NH4+においてのみに見

いだされ、それ以上の濃度においては見いだされないことから、mnp3 も窒素源濃度に

より負の制御を受けているものと考えられる。 

 

c. その他の窒素源の MnP 発現に対する影響 

 次いで、NH4+以外の窒素源、すなわち、アルギニンと尿素の影響について検討した。

Fig. 2.2.2-2 に示すように、窒素源濃度の増加に伴う酵素活性(a および c)と転写レベル

(b)の両方の抑制が認められた。ただし、尿素による mnp3 の転写レベルに対する影響

は観察されなかった(d)。また、データには示していないが、アニオン交換クロマトグ

ラフィーによるアイソザイムの分離においても、これらの現象に一致するプロ 
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Fig. 2.2.2-2  MnP2 および MnP3 の発現に及ぼすアルギニンと尿素添加の影響 
MnP 活性の経時変化：(a) アルギニン添加培養、(c) 尿素添加培養 
各窒素源濃度における RT-PCR 解析：(b) アルギニン添加培養、(d) 尿素添加培養.   
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ファイルが得られた。このように、mnp2 と mnp3 とでは窒素源の相違によるレスポン

スの相違が観察された。 

 

d. Mn2+の mnp2 および mnp3 転写への影響 

 Mn2+が及ぼす mnp2 および mnp3 の転写レベルへの影響を低(1.0mM)および高濃度

(20mM)窒素源存在下検討した。培養 20 日目に所定の濃度の MnSO4(270�M)を培養液

に添加し、その 24 時間および 7 日後に菌体を回収して RT-PCR 解析を行った。結果を

Fig.2.2.2-3 に示す。図には示さなかったが、Mn2+の無添加の場合には MnP 活性は検出

されなかった。また、Mn2+の添加は mnp2 の転写レベルにわずかな変化を与えただけ

であることから、Mn2+ は mnp2 の転写を制御しないことが示された。一方、mnp3 転

写物の蓄積は 1.0mM-NH4+を含む培地において Mn2+が存在する場合に観察されたこと

から、mnp3 の発現が Mn2+依存的であることが明らかになった。 
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Fig. 2.2.2-3 高および低窒素源条件下での P..ostreatus mnp2 および mnp3 転写レベルに

及ぼす Mn2+ の効果 
(a) MnSO4 (270µM) 添加 24 時間後(a)および 7 日後(b)の RT-PCR 解析 

 

e. MnP2 の生産に及ぼす Poly R-478 添加の効果 

 MnP3 による酸化は起こらないが、MnP2 の酸化反応基質となる Poly R-487(0.1%)の

mnp2 および mnp3 の発現に対する影響を低 NH4+存在下, Mn2+非存在下で検討した。

Fig.2.2.2-4 に示すように、Poly R-487 が添加された培養に MnP 活性が認められた。MnP

の活性はこの色素の濃度に依存し、0.5%添加において最も高い活性(1.25 unit/ml)が検
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出された。アニオン交換クロマトグラフィーによるアイソザイムプロファイルは生産

された MnP が MnP2 であることを示していた。しかし、RT-PCR 分析では、mnp2 は

Poly R の存在あるいは非存在にかかわらず常に転写されていることが示され、mnp2

の転写の調節には Poly R は関係しないことが示唆された。一方、Mn2+依存性の mnp3

の転写はこの培養条件下では生じていないことが示された。 
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Fig. 2.2.2-4 低窒素源濃度条件における MnP の生産と mnp2 および mnp3 の転写レベル

に対する Poly R-487 添加効果 

(a) 培養液中の MnP 活性 (b) 所定培養期間における mnp 転写物のレベル 
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② リグニン分解性担子菌を用いる未晒しパルプの漂白 

 これまで分離したスギ材生育菌、芳香族化合物分解菌、既存のリグニン分解菌のう

ちから可溶性リグニンの脱色能に優れた菌株を選抜した。供試した担子菌の培養濾液

による未晒しパルプの漂白の結果 Table 2.2.2-1 に示す。Coriolus. consors および未同

定のリグニン分解性担子菌に効果（∆Eab の増加）が認められた。さらに検討が必要で

あるが、このような担子菌酵素を用いて古紙を処理することによりその糖化効率が向

上するものと期待される。 

一方、供試した 4 菌株のうち、C. subvermispora に最も高い Lac および MnP 活性が

認められ、活性はそれぞれ 232 および 114units/ml であった。また、P. ostreatus の Lac

及び MnP 活性はそれぞれ 62 および 3units/ml であった。しかし、ほかの 2 株は両酵素
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の活性が低いことが示された。 

 

Table 2.2.2-1  担子菌培養液による未晒しパルプの漂白 

 NUKP1)          

  L a b ∆Eab  
 C.subvermispora 63.0 6.6 19.3 4.1  
 P. ostreatus  63.5 6.6 20.1 7.7  
 C.consors AW04-06 64.2 6.9 20.8 12.5  
 Unidentified AW902-2A 64.6 7.0 21.3 15.8  
 Control (DW)3) 61.2 6.3 17.8    

       
 LUKP2)          

  L a b ∆Eab  
 C.subvermispora 70.9 4.8 17.1 1.9  
 P.ostreatus 71.8 5.1 18.0 4.5  
 C.consors AW04-06 73.2 5.0 18.3 7.0  
 Unidentified AW902-2A 73.4 4.8 17.9 5.8  
 Control (DW) 69.2 4.6 16.7    

1) 針葉樹クラフトパルプ 2) 広葉樹クラフトパルプ 
3) 蒸留水 
 
(5) 参考文献 
 
1) Production and induction of manganese peroxidase isozymes in a white-rot fungus Pleurotus 
ostreatus, Kamitsuji H, Honda Y, Watanabe T, Kuwahara M, Appl. Microbiol. Biotechnol., 65. 
287-294 (2004) 
2) Direct oxidation of polymeric substrates by multifunctional manganese peroxidase isozyme 
from Pleurotus ostreatus without redox mediators,  Kamitsuji H, Watanabe T, Honda Y, 
Kuwahara M, Biochem. J. 386, 387-393 (2005) 
3) Mn2+ is dispensable for the production of active MnP2 by Pleurotus ostreatus, Kamitsuji H, 
Honda Y, Watanabe T, Kuwahara M, Biochem. Biophys. Res. Comm., 327, 871-876 (2005) 
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２．３ セルロソームによるセルロースの分解 

＜要約＞ 

Clostridium cellulovorans は、多種類のセルロース分解系酵素および非触媒性格から成る高

分子複合体「セルロソーム」を菌体表層に有し、セルロースおよびヘミセルロースを効率

的に分解することができる。このセルロソームの機能、構造解析を目的として、C. 

cellulovorans の新規エンドグルカナーゼのクローニングと転写発現解析 (2.3.1)、C. 

cellulovorans によるトウモロコシ繊維の分解におけるセルラーゼ、ヘミセルラーゼの相乗効

果おと足場タンパク CbpA の役割(2.3.2)、及び細胞の cooperation によるタンパク質複合体の

形成(2.3.3)について検討を行った。 

C. cellulovorans の、新規エンドグルカナーゼ、EngO のクローニングを行い、本酵素

遺伝子のプロモーター領域には、グラム陽性細菌の σAプロモーター配列と高い相同性を示

す高保存領域が存在した。EngO の mRNA は対数増殖期初期から中期において増加し、後期

においては減少することが認められた。また、本酵素はカルボキシメチルセルロースに高

い分解活性を示したが、キシランには活性が認められなかった。本酵素の最適条件は 40‐

50℃で pH5-6 であった。 

C. cellulovorans のセルラーゼ(EngE, EngL)、及びヘミセルラーゼ(XynA, ArfA)のキシ

ラン、アラビナン、及びセルロースに対する分解相乗効果を調べたところ、セルロース/ア

ラビノキシラン分解において XyA と ArfA の相乗効果が認められ、この効果は同時かつ段階

的な反応であった。またこれらの酵素は、ヘミセルロースの分解における律速酵素である

ことが認められた。続いて、これらの分解酵素と足場タンパク CbpA のミニセルロソームの

構築を行ったところ、分解酵素が単独の場合と比較して足場タンパクに結合している場合

の方が分解活性が高いことが示された。 

Bacillus subtilis におけるセルロソームの発現系の構築を行った。この検討において

遺伝子組み換え Bacillus subtilis が菌体外に分泌するセルロソーム複合体のコンポーネ

ントが、菌体外にて相互作用して複合体を形成する新規な現象を見出した。この現象は、”

細胞相互間におけるコンポーネント相補による細胞外複合体の形成”として非常に興味深

い知見である。 
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2.3.1  Molecular Cloning, Transcriptional and Expression Analysis of engO, Encoding a New 

Noncellulosomal Family 9 Enzyme from Clostridium cellulovorans  

(1) ABSTRACT 

Clostridium cellulovorans produces a major noncellulosomal family 9 endoglucanase EngO. 

A genomic DNA fragment (40 kb) containing engO and neighboring genes was cloned. The 

nucleotide sequence contained reading frames for  endoglucanase EngO, a putative response 

regulator, and a putative sensor histidine kinase protein.  The engO gene consists of 2,172 bp and 

encodes a protein of 724 amino acids with a molecular weight of 79,474. Northern hybridizations 

revealed that the engO is transcribed as a monocistronic 2.6 kb mRNA. 5’RLM-RACE PCR analysis 

indicated that the single transcriptional start site of engO was located 264 bp upstream from the first 

nucleotide of the translation initiation codon. Alignment of the engO promoter region provided 

evidence for highly conserved sequences that exhibited strong similarity to the σA consensus 

promoter sequences of Gram-positive bacteria. Expression of engO mRNA increased from early to 

middle exponential phase, and decreased during the early stationary phase. EngO contains a typical 

N-terminal signal peptide of 28 amino acid residues, followed by a 149-amino-acid sequence which 

is homologous to the family 4-9 carbohydrate-binding domain. Downstream of this domain was an 

Ig-like domain of 89-amino-acids. The C terminus contains a family 9 catalytic domain of glycosyl 

hydrolase. Mass spectrometry analysis of EngO was in agreement with that deduced from the 

nucleotide sequence. EngO was highly active toward carboxymethyl cellulose, but showed no 

activity towards xylan. It was optimally active at 40-50°C and pH 5-6. The analysis of the products 

from the cellulose hydrolysis through thin-layer chromatography indicated its endoglucanase activity. 

(2) INTRODUCTION 

 Clostridium cellulovorans ATCC 35296 (43) is a mesophilic, anaerobic, sporeforming 

bacterium which can utilize cellulose and other plant cell wall polysaccharides (9, 49). C. 

cellulovorans produces an extracellular enzyme complex (called a cellulosome) containing a variety 

of cellulolytic subunits attached to the nonenzymatic scaffolding protein CbpA (10, 39, 42). All 

cellulosomal enzymatic subunits contain a twice-repeated sequence called the dockerin domain that 

is  lacking in noncellulosomal cellulolytic enzymes (1).  

C. cellulovorans also produces noncellulosomal enzymes such as EngD (17), EngF (40), 

ArfA (28) and BgaA (28) that work synergistically with the cellulosomal enzymes (28). Thus far, 12 

cellulosomal enzymatic subunits and 4 noncellulosomal enzymes from C. cellulovorans have been 
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sequenced, including cellulases, xylanases, a mannanase and a pectate lyase from 8 different 

glycoside hydrolase families (9). Among the cellulosomal cellulase genes identified, five encode 

family 9 glycoside hydrolases, i.e., EngK (49), EngM (49), EngY (47), EngH (49) and EngL (46) 

 

(Table 2.3.1-1).  

he nucleotide sequence, expression and the characterization of the engO gene and its 

product EngO, a family 9 noncellulosomal endoglucanase from C. cellulovorans, are reported in this 

paper.  

. cellulovorans ATCC 35296, used for isolation of the 

cellulosome fraction, was described previously (41). The E. coli strain used was EPI300 (Epicentre). 

. C. cellulovorans fosmid library 

was constructed as described previously (20). The procedure yielded 3,000 recombinant clones. The 

TABLE 2.3.1-1  Molecular structure of glycosyl hydrolase family 9 cellulases from Clostridium cellulovorans.

AAF0610957,629GH9-DSEngL

AAG5960880,290GH9-DSEngY

AAC3857279,321GH9-CBMIII-DSEngH

AAF0611196,373CBMIV-Ig-GH9-DSEngM

AAF0610797,024CBMIV-Ig-GH9-DSEngK

AY64611379,474CBMIV-Ig-GH9EngO

GenBank accession no.Molecular weightModular structure *Cellulase

AAF0610957,629GH9-DSEngL

AAG5960880,290GH9-DSEngY

AAC3857279,321GH9-CBMIII-DSEngH

AAF0611196,373CBMIV-Ig-GH9-DSEngM

AAF0610797,024CBMIV-Ig-GH9-DSEngK

AY64611379,474CBMIV-Ig-GH9EngO

GenBank accession no.Molecular weightModular structure *Cellulase

* Module abbreviations: CBM, carbohydrate-binding module family; Ig, immunoglobulin-like module; GH9, glycosyl hydrolase family 9; DS, dockerin domain.

T

A detailed transcriptional analysis of the engO promoter and its regulation during growth 

phase were carried out in order to gain some understanding of the expression pattern of this gene 

relative to the cellulosomal genes. The results indicate that EngO is a major noncellulosomal 

cellulase and that it is produced coordinately with the cellulosome.  The analysis of its hydrolytic 

products indicates that it is an endoglucanase and produces primarily cellobiose. It is of interest that 

most of the cellulolytic cellulosomal and noncellulosomal enzymes produced by C. cellulovorans are 

members of glycosyl hydrolase family 9.   

(3) MATERIALS AND METHODS 

① Bacterial strains and fosmid. C

A Fosmid (Epicentre) containing 50 kb DNA fragments was used for determination of the DNA 

sequence of engO and the production of the recombinant enzyme. 

②Fosmid library construction, screening and DNA sequencing

LB plates, on which the recombinant E. coli were grown, were overlaid with  soft agar containing 

0.3% carboxymethyl cellulose (CMC, Sigma) and 0.7% agar in 25 mM sodium acetate buffer (pH 
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6.0). After incubation at 37°C for 16 h, the plates were stained with 0.3% Congo red and destained 

with 1M NaCl. The clones that formed the halos were selected as CMCase positive colonies. The 

CMCase-positive clones were picked and restreaked to confirm formation of clearing zones around 

the colonies on LB-CMC, followed by applying colony hybridization (Roche) according to the 

manufacturers’ instructions with previously identified gene-specific probes such as cbpA, engE, 

engB and engD (19, 21). The knockout (CMC-negative) clones were then isolated by using the 

EZ::TN <oriV/KAN-2> insertion system (Epicentre) (20). The transposon insertion sites of mutant 

clones were mapped by DNA sequencing with the transposon-specific flanking primers (Epicentre).  

③ 5’ RLM-RACE and Northern blot analysis. The RLM-RACE and Northern blot technique was 

carried out with total RNA extracted from a C. cellulovorans culture grown on cellobiose, and was 

The recombinant enzyme was 

isolated from culture supernatants of a CMCase-positive clone or a knockout clone as described 

used to determine the transcription start points and size of mRNA. Rapid amplification of 5’ cDNA 

ends was carried out using the FirstChoice RLM-RACE Kit (Ambion) according to the 

manufacturer’s instructions with the following exceptions. The nested PCR conditions for 5’ outer 

PCR were with 10 pmol gene-specific outer primer engO-5’-Outer 5’-

TAAGCACGATAATCTCCACC, 1.25 unit of Ambion’s SuperTaq polymerase, 10 pmol 5’RACE 

outer primer 5'-GCTGATGGCGATGAATGAACACTG (Ambion), 1x SuperTaq PCR buffer 

(Ambion), 100 µM dNTPs, 1 ng/µl first-strand cDNA reaction and H2O to 50 µl. The PCR 

conditions were [1x] 94°C, 4 min, [35x] 94°C, 30 s; 60°C 30 s; 72°C 40 s [1x] 72°C, 7 min. The 

5’inner PCR was carried out with 10 pmol gene-specific inner primer engO-5’-Inner 5’-

CGTTGAAAAACTAGCATAACTTCCA and 10 pmol 5’RACE inner primer 5'-

CGCGGATCCGAACACTGCGTTTGCTGGCTTTGATG (Ambion) using the same conditions as 

for the 5’ outer PCR. PCR products were observed on 2% agarose gels, and sequenced. For Northern 

blotting, RNA samples (5 µg) were separated by 1% gel electrophoresis and blotted onto a nylon 

membrane (Ambion). The membrane was treated with engO probe (5’-

AAAAGGGGAATAGTGATATG/ 5’-TAAGCACGATAATCTCCACC) or previously identified 

gene specific probes (19) and detected as described previously (20). 

④  SDS-PAGE, Zymogram and Mass spectrometry analysis. 

previously (20). SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) was performed with a 10% 

polyacrylamide gel by the method of Laemmli (30). Proteins were fixed in the gels by soaking in a 

solution containing 40% (v/v) methanol and 10% (v/v) acetic acid for approximately 1 h and 

subsequently visualized by Coomassie blue staining (Genomic Solutions). The zymograms for 

CMCase were performed by using a 0.1% CMC (wt/vol) incorporated into the polyacrylamide. After 

SDS-PAGE, the gels were renatured in a renaturation buffer (100 mM Succinic Acid, 10 mM CaCl2, 
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1 mM dithiothreitol, pH 6.3) for 2 h at 25°C with gentle shaking. The renatured gel was then 

incubated in a fresh renaturation buffer for 1 h at 37°C with gentle shaking. The clearing zones 

corresponding to enzyme activities were visualized with 0.3% (wt/vol) Congo red (stained for 10 

min and destained with 1 M NaCl solution) (3). Mass spectrometric analysis was performed to 

identify the engO on cellulosome and recombinant proteins separated by SDS-PAGE as described 

previously (19). 

⑤ Thin-layer chromatography (TLC). Cellulose degradation products were determined by TLC 

on precoated TLC sheets (silica gel; Whatman) with acetone-ethylacetate-acetic acid (2:1:1, 

ber. The nucleotide sequence reported here has been 

submitted to GenBank and can be accessed under accession number AY646113. 

e of engO gene. A previously constructed C. cellulovorans 

fosmid library (20) was screened for endoglucanase activity by overlaying with soft agar containing 

vol/vol/vol) (32). The plates were visualized by spraying with a 1:1 (vol/vol) mixture of 0.2% 

methanolic orcinol and 20% sulfuric acid. 

⑥  Nucleotide sequence accession num

(4) RESULTS AND DISCUSSION 

①Cloning and nucleotide sequenc

carboxymethyl cellulose (CMC), followed by colony hybridization analysis with previously 

identified genes such as cbpA (42), engE (48), engB (12) and engD (18).  In this work, we located 

engO on the fosmid clone which contained a 50 kb insert DNA without any other endoglucanase or 

xylanase genes. The EZ::TN <oriV/KAN-2> insertion system (Epicentre), based on in vitro Tn5 

transposition (16), was used for the generation of insertion knockout mutants of engO. The 
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FIG. 2.3.1-1 The EngO region in the genome of C. cellulovorans. (A) The location and transcription direction of the reading frames are indicated by arrows. 
The engO is highlighted. Transcription start point and a palindrome of engO are indicated by the bent arrow and roof respectively. (B) Structure of EngO. 
The putative signal peptide (SP) identified using SignalP prediction software (33) is designated by boxed SP. A family 4-9 carbohydrate binding domain 
(CBM4-9) is shadowed and is followed by a lightly shadowed N-terminal Ig-like domain of cellulase (Ig).  The family 9 catalytic domain of glycosyl 
hydrolases (GH9) is highlighted. The sequences of engO can be accessed at GenBank Accession No. AY646113.



 

transposon insertion sites of mutant clones were mapped by nucleotide sequencing with the 

transposon-specific flanking primers (Epicentre). As a result of DNA sequencing, there are three 

open reading frames (ORF) coding for an endoglucanase engO gene, a putative response regulator 

rec gene, and a putative histidine kinase hkp gene (Fig. 2.3.1-1A). The ORF of engO consists of 

2,172 nucleotides encoding a protein of 724 amino acids with a predicted molecular weight of 

79,473 (GenBank accession number AY646113). A putative ribosome-binding site, GGGGA, is 

present at a spacing 8 bp upstream of the translational start codon ATG.  

In order to localize the promoter, the transcription start site of engO was determined by 

5’RLM-RACE PCR analysis described previously (20). A 336-bp PCR fragment (engO-5’-Inner/ 

5’RACE inner primer) was generated for DNA sequencing the upstream region up to the 

transcription start site of engO.  One clear ending sequence in position bp -264, relative to the engO 

start codon, was obtained by DNA sequence of the 5’RLM-RACE PCR product (Fig. 2.3.1-2A). The 

engO mRNA start point suggested a putative promoter sequence, TTGCAA and TAATAT, with a 

17-bp spacing between them (Fig. 2.3.1-2B). The consensus sequence of engO and previously 

determined C. cellulovorans promoters (20, 22), at -10 (5′-TTGAAA) and at -35 (5′- TATAAT) are 

highly homologous to elements recognized by Bacillus subtilis (σA) and Escherichia coli (σ70) RNA 

polymerases (36, 51) (Fig. 2.3.1-2B). The spacing between the -35 and -10 regions was 17 bp which 

is the optimal spacing observed for B. subtilis and E. coli promoter sequences (6, 23).  The close 

similarity of the promoter to the consensus σA sequence suggests that the engO promoter, if not 

 

subjected to any regulatory constraints, would act as a strong promoter in vivo (8, 24).  

FIG. 2.3.1-2 Determination and alignment of putative engO promoter located at -10 and -35 bases upstream of the start point of transcription. (A) 
Transcription start point was determined by sequencing of 5’RLM-RACE PCR product, and indicated by the bent arrow. (B) Transcription start points are 
indicated by the bent arrows. The nucleotide numbering begins from the first codon shown on the right. The consensus sequence derived from this alignment 
is given at the bottom.  It consists of nucleotides that are present in any given position in more than 50% of the sequences.  Promoter sequence nucleotides 
that match those of the consensus sequence are in black boxes. The coordinates refer to the published nucleotide sequences: cbpA (42), GenBank accession 
no. M73817; engE (48), GenBank accession no. AF105331; xynB (20), GenBank accession no. AY604045; and manA (46), GenBank accession no. 
AF132735.
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Northern hybridizations of the RNA with an engO probe showed a single transcript of 2.6 

kb (Fig. 2.3.1-3B). This mRNA was in good agreement with the size of the engO gene (2,172 bp) 

and indi

vorans 

genes are regulated coordinately, changes in the expression level of mRNA were monitored during 

cated that engO was a monocistronic gene. On the basis of size of engO mRNA and location 

of the transcription start site, a putative transcription terminator that consists of a 47-bp palindromic 

sequence, corresponding to an mRNA hairpin loop with a ∆G of -72.0 kcal/mol (5, 44) was found 

downstream of the TAA termination codon at nucleotide position 3665 (GenBank accession number 

AY646113). This structure is similar to the rho factor-independent terminator of E. coli (36). 

② Transcriptional analysis of engO.  To determine whether the engO along with C. cellulo

the cultivation of C. cellulovorans on cellobiose as the sole carbon source.  RNA was prepared from 

the culture at different stages of growth.  During the culture for 25 h, the pH was not changed and 

0.5 % (w/v) cellobiose was not consumed totally by C. cellulovorans (data not shown). The RNA 

was subjected to Northern blot analyses using primers that were specific to the engO, cbpA-exgS and 

engD genes.  These genes represent the major subunits (cbpA-exgS) (31, 42) and a noncellulosomal 

endoglucanase gene, engD (17). A semi-quantitative measure of the level of engO mRNA, using 

DIG-labeled probes and RNA isolated at different times during cell growth, was obtained by 

FIG. 2.3.1-3 Relative levels of transcripts of engO at different growth phases of cellobiose cultures. (A) C. cellulovorans growth curve. (B) Northern blot 
analyses were conducted with the same concentrations of RNA (5 µg) isolated from C. cellulovorans cultured grown on 0.5% cellobiose as the sole carbon 
source.  Ethidium bromide-staining of ribosomal RNA (rRNA) is shown as a loading control. The numbers of the lanes in B represent the numbers of the 
growth curve points in A.
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Northern blot analysis (Fig. 2.3.1-3A and 2.3.1-3B).  The levels of engO mRNA increased 

simultaneously from early to middle exponential phase, and dramatically decreased during the early 

stationary phase when the cells were grown on cellobiose (Fig. 2.3.1-3A and 3B, lanes 1-8).  Like 

engO gene expression, cells contained high levels of cbpA, exgS and engD mRNAs during most of 

the exponential growth phase with the level being the highest at the middle of the exponential phase 

(Fig. 2.3.1-3A and 3B). The mRNA of engO along with cbpA-exgS and xynA were coordinately 

expressed. 

③ Amino acid sequence analysis of EngO. Figure 2.3.1-1B shows schematically the domain 

organization of EngO. Comparison of the amino acid sequence of EngO with those registered in 

SWISS PROT and GenBank databases clearly revealed that the mature EngO consisted of three 

distinct functional domains. The deduced N-terminal sequence of 28 amino acids contains a 

sequence similar to the signal peptide sequences found in prokaryotic secretory proteins (33). The N-

terminal domain of the mature form of EngO, 149 amino acid residues downstream of the signal 

peptide, is homologous with family 4 [subfamily 9] carbohydrate binding domain (CBM 4-9) of 

other endoglucanases (Fig. 2.3.1-4A), i.e., 27% sequence identity with CelN of Clostridium 

thermocellum (53), 27% identity with EgVII of Ruminococcus albus (34), 26% identity with LamA 

FIG. 2.3.1-4 Comparison of family 9 glycosyl hydrolase domains of C. cellulovorans EngO (Cv, GenBank accession no. AY646113).  (A) Alignment of 
family 4-9 carbohydrate binding domains: Clostridium thermocellum CelN (Ct, CAC27412) (53), Thermotoga neapolitana LamA (Tn, CAA88008) (52), 
Ruminococcus albus EgVII (Ra, BAA92430) (34), and Cellulomonas fimi CenC (Cf, CAA40993) (7).  (B) N-terminal Ig-like domains: Clostridium
cellulolyticum CelD_N (Cc, AAA73869) (14), Cytophaga hutchinsonii CelD_N (Ch, ZP_00307924), Butyrivibrio fibrisolvens Ced1 (Bf, CAA39264) (4), 
and Microbulbifer degradans CelD_N (Md, ZP_00315637). The two catalytic residues are marked by vertical arrows. (C) family 9 catalytic domains: 
Alicyclobacillus acidocaldarius CelA (Aa, CAC34051) (11), Butyrivibrio fibrisolvens Ced1 (Bf, CAA39264) (4), Clostridium thermocellum CelD (Ct, 
CZCLDM) (25), and Fibrobacter succinogenes EGC (Fs, AAC41523). Amino acids which are conserved in more than 50% of the sequences are highlighted. 
Residues that are identical in all enzymes are marked by an asterisk (*). Catalytic residues (2, 50) are marked by an arrow. Numbers at the start of the 
respective lines refer to amino acid residues; all sequences are numbered from Met-1 of the peptide. 
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of Thermotoga neapolitana (52) and 26% identity with CenC of Cellulomonas fimi (7). 

The N-terminal immunoglobulin-like (Ig) domain of EngO  (Fig. 2.3.1-4B), extending from 

position 190 to 278, exhibited 40% sequence identity with CelD of Clostridium cellulolyticum (14), 

38% identity with CelD of Cytophaga hutchinsonii (GenBank access number ZP_00307924), 32% 

identity with Ced1 of Butyrivibrio fibrisolvens (4) and 32% identity with CelD of Microbulbifer 

degradans (GenBank access number ZP_00315637). Some enzymes in family 9 cellulases show a 

tight association of an Ig domain with the catalytic domain. For example, EngK and EngM of C. 

cellulovorans contain an Ig-like domain at the N-terminal side of the catalytic domain (Table 2.3.1-

1). In the earlier classification of cellulases, the enzymes in family 9 of the present classification had 

been compiled into two subfamilies, on the basis of amino acid sequence similarities (35). Most 

enzymes in  one subfamily show a tight association of an Ig-like domain with a catalytic domain; 

e.g., EngK and EngM of C. cellulovorans (Table 2.3.1-1) and CbhA, CelD, CelJ, and CelK of C. 

thermocellum (29) contain an Ig-like domain at the N-terminal side of the catalytic domain. 

The catalytic domain in EngO is a family 9 glycosyl hydrolase domain (435 amino acid 

residues) located in the C terminus of the peptide (Fig. 2.3.1-4C), with 38% sequence identity with 

CelA of Alicyclobacillus acidocaldarius (11), 36% identity with Ced1 of Butyrivibrio fibrisolvens 

(4), 35% identity with CelD of C. thermocellum (25), and 35% identity with EGC of Fibrobacter 

succinogenes (GenBank access number AAC41523). The catalytic domains of these enzymes are 

highly conserved in nine regions and presumably serve to form the overall structure of these 

enzymes (Fig. 2.3.1-4C), suggesting that these endoglucanase have diverged from a common 

evolutionary ancestor. Family 9 cellulases catalyze the hydrolysis of β-1,4 linkages with the 

inversion of anomeric carbon configuration. The structure of the catalytic domain in this family 

consists of an (α/α)6-helical barrel (26, 37). Two aspartic acids, a histidine and a glutamic acid, 

which have been confirmed as the catalytic amino acids in C. thermocellum (50), were conserved in 

four identical regions as the nucleophile and the proton donor. 

The domain organization of EngO (CBM4-Ig-GH9) compared with those of closely related 

cellulases such as C. cellulolyticum CelE (14), C. thermocellum CelK (27) and Streptomyces reticuli 

Cel1 (38) reveals that conservation among catalytic cores is greater than conservation among CBM4, 

indicating either a lower level of evolutionary pressure on these last domains or changes in function 

and specificities. In addition, EngO exhibits a common domain organization among  family 9 

endoglucanases such as EngK and EngM in C. cellulovorans, sharing the same modular structure 

except lacking the dockerin domain as a noncellulosomal enzyme (Table 2.3.1-1).  
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④Identification and characterization of EngO as a recombinant protein. The product of engO 

was recovered from the supernatant of E. coli EPI300 grown on LB by ammonium sulfate 

precipitation. The noncellulosomal protein rEngO was purified from C. cellulovorans grown on 

Avicel-containing medium by a cellulose affinity column, HiLoad 26/60 Superdex 200 prep grade 

column and RESOURCE™ Q as described previously (19). We analyzed the recombinant rEngO 

protein by zymograms and compared it with the native noncellulosomal EngO. The rEngO gave one 

major band in the zymogram with CMC, and the molecular weight of the enzyme was estimated to 

be 80 kDa (Fig. 2.3.1-5B, lane 2), which is similar in size to that of the mature native EngO deduced 

from the nucleotide sequence (79,474 Da) (Fig. 2.3.1-1B). A band with an apparent molecular 

weight of 80 kDa was detected in the noncellulosomal proteins purified from C. cellulovorans (Fig. 

2.3.1-5A, lane 1). The size of the protein was in good agreement with that of the full-length EngO 

produced by recombinant E. coli and the size calculated from the deduced amino acid sequence. The 

mass spectrometry technique (19) was also used for the identification of proteins separated by SDS-

PAGE. The mass spectra of EngO showed the amino acid sequences of tryptic peptides 

AYVDGQINTTSAVQSISK, AAFGDDFNIPESGNGVSDVLDEVK, NSLGFSFVSGYGTDYLK 

and VVSTATNEVVYTGNIEGCR, which perfectly matched to the entire sequence of EngO. The 

profiles based on SDS-PAGE, mass spectrometry and zymogram analysis suggest that EngO is the 

major noncellulosomal endoglucanase. 

The optimum temperature for activity was found to be 40-50°C at pH 6 (data not shown). 

The optimum pH for activity was found to be pH 5-6 when the enzyme activity was assayed at 37°C 

in sodium acetate buffer solutions at various pHs (data not shown). TLC analysis of the soluble 

sugars released from cellooligosaccharides indicated that the main product was mainly cellotriose 

and cellobiose, with cellotetraose and glucose as minor products (Fig. 2.3.1-6). Although the main 

product from CMC was cellobiose, cellotriose were also detected. This enzyme was less active 

FIG. 2.3.1-5 Expression of EngO in C. cellulovorans and E. coli. (A) Gels stained with Coomassie blue. (B) Gels stained for CMCase activity. Lanes: M, 
protein mass standards; Lane 1, noncellulosomal proteins of C. cellulovorans; Lane 2, supernatant of recombinant E. coli; Lane 3, supernatant of knockout 
EngO recombinant E. coli. The oblong circles represent the putative EngO (79,474 Da).
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toward cellotriose and inactive toward cellobiose. The general characteristics of EngO, including 

temperature and pH for maximum activity are very similar to other endoglucanases (14, 45). In 

addition, TLC analysis with cellooligosaccharides showed that all the cellooligosaccharides 

(cellotriose, cellotetraose and cellopentaose) were hydrolyzed except for cellobiose, suggesting that 

EngO hydrolyzes CMC in a manner typical of many endoglucanases  (13, 15). In conclusion, the 

engO of C. cellulovorans was found to encode a novel major family 9 noncellulosomal cellulase. 

Further studies should reveal whether EngO, as a family 9 noncellulosomal endoglucanase, works 

synergistically with the cellulosome  to  degrade the cellulose present in plant cell walls. 

FIG. 2.3.1-6 Thin-layer chromatography of hydrolysis products from oligosaccharides and carboxy methyl cellulose (CMC). Each oligosaccharides (G2 to 
Gn) (1 mg) was incubated with enzyme (1 µg) for 16 h, and the hydrolysates were analyzed by thin-layer chromatography. S, authentic oligosaccharides; SC, 
CMC reaction mixture with knockout recombinant EngO; G1, glucose; G2, cellobiose; G3, cellotriose; G4, cellotetraose; G5, cellopentaose; and Gn, 
oligosaccharide. C, CMC.
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2.3.2 Degradation of Corn Fiber by Clostridium cellulovorans Cellulases and Hemicellulases 

 and Contribution of  Scaffolding Protein, CbpA 

 

(1) ABSTRACT 

Clostridium cellulovorans, an anaerobic bacterium, degrades native substrates efficiently by 

producing an extracellular enzyme complex called the cellulosome. All cellulosomal enzyme subunits 

contain dockerin domains that can bind to hydrophobic domains termed cohesins which are repeated 

nine times in CbpA, the non-enzymatic scaffolding protein of C. cellulovorans cellulosomes. In this 

study, the synergistic interactions of cellulases (endoglucanase E, EngE; endoglucanase L, EngL) and 

hemicellulases (arabinofuranosidase A, ArfA; xylanase A, XynA) were determined on the degradation 

of corn fiber, a natural substrate containing mainly xylan, arabinan and cellulose. The degradation by 

XynA and ArfA of cellulose/arabinoxylan (CAX) was greater than that  of corn fiber and resulted in a 

2.6-fold and 1.4-fold increase in synergy, respectively. Synergistic effects were observed in increments 

in both simultaneous and sequential reactions with ArfA and XynA. These synergistic enzymes appear 

to represent  potential rate limiting enzymes for  efficient hemicellulose degradation. When 

mini-cellulosomes were constructed from the cellulosomal enzymes (XynA, EngL) and mini-CbpA 

with cohesins 1 & 2 (mini-CbpA1&2) and mini-CbpA with cohesins 5 & 6 (mini-CbpA5&6), higher 

activity was observed than that for the corresponding enzymes alone. Based on the degradation of 

different types of celluloses and hemicelluloses, the interaction between cellulosomal enzymes (XynA 

and EngL) and mini-CbpA displayed a diversity that suggests that dockerin-cohesin interaction from C. 

cellulovorans may be more selective than random. 

 -44-



 

(2) INTRODUCTION 

Plants are the master glycan producers of the planet and most of this material is contained in their 

cell wall or extracellular matrix. The plant cell wall is a highly organized  network of cellulose and 

cross-linked glycans embedded in a gel matrix of pectic substances and reinforced with structural 

proteins and aromatic substances (8). Cellulose and hemicelluloses are the major components of plant 

cell walls. Hemicelluloses, the second most common polysaccharides in nature represent about 

20-35% of lignocellulosic biomass. Xylans are the most abundant  hemicelluloses. Xylans of many 

plant materials are heteropolysaccharides with homopolymeric backbone chains of 1,4-linked 

β-D-xylopyranose units. Besides xylose, xylans may contain arabinose, glucuronic acid or its 

4-Ο-methyl ether, and acetic, ferulic, and p-coumeric acids. The frequencies and composition of 

branches  depends on the sources of xylan (1). Xylans can thus be categorized as linear homoxylan, 

arabinoxylan, glucuronoxylan and glucuronoarabinoxylan. Arabinoxylans have been speculated to 

have a role in cross linking of cellulose microfibrils and may thereby regulate cell expansion and 

strengthen the cell wall (7). These substituents groups in xylan act as a limiting factor in achieving the 

efficient hydrolysis of the substrate. Complete hydrolysis of hemicellulose requires the interaction of a 

number of hemicellulosic enzymes that have the ability to cleave main chains and side chains. 

In nature, the degradation of hemicellulose is carried out mainly by fungi and bacteria such as 

clostridia species (3, 9-11, 30, 42). Many sequence-based families of glycosyl  hydrolases from 

Clostridium cellulovorans are  known and their genes have been cloned, expressed and characterized 

(18, 21, 22, 25, 39, 40). Our understanding of the activity and binding of these enzymes on different 

defined substrates has been improved and many studies have elucidated the mechanism of hydrolysis 

by individual enzymes (10, 21, 26, 27). However, many questions remain to be answered about the 

degradation of complex biomass substrates such as hemicelluloses. Arabinoxylan and cellulose which 

are the most abundant components of plant cell walls are resistant to saccharification (20). However, 

the enzymatic saccharification of native, crystalline cellulose is potentially of great economic 

importance with a view to biotechnological applications such as treatment of cellulosic wastes and 

conversion of cellulosic substrates into solvents and fuels. However, the enzymatic saccharification is 

not yet cost effective. This process is difficult because it involves a set of cooperative enzymes which 

have to hydrolyze a substrate with a heterogeneous structure. Only by synchronous cooperation of 

enzymes with different modes of activity in a synergistic arrangement can this recalcitrant substrate be 

effectively and completely decomposed (5). 

To solve these problems, cellulolytic anaerobic bacteria have developed a defined arrangement of 

enzymes along a non-catalytic scaffolding protein. The cellulosome, this large multi-enzyme complex, 

contains various cellulase components, which differ in their modes of action (11, 24, 33). In C. 

cellulovorans, this scaffolding protein called CbpA contains nine reiterated domains (10, 34, 35), 
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which act as receptors recognized by the dockerin domains of the catalytic subunits. The bacterial 

cellulase systems investigated so far include a variety of non-processive endo-β-1,4-glucanases 

producing new ends at random within a polysaccharide chain, and processive cellulases 

(exo-β-1,4-glucanases) which remain attached to one end of the substrate and split off cellobiose 

(cellobiohydrolases) or multimers of cellobiose (processive endocellulases). β-1,4-glucanases with 

different modes of action working synergistically to effectively degrade crystalline substrate. 

The determination of synergistic effects on cellulose and hemicelluloses between cellulases and 

hemicellulases should help to understand the cellulolytic mechanism and to know how to improve the 

efficiency of cellulosomes which will be used for biomass conversion. 

Corn stover is a potential substrate for biomass conversion to obtain fermentable sugars. Cleavage 

of xylan cross-linkage is considered to be one of the key reactions to degrade corn fiber.  In this study, 

we determined the synergistic effects between cellulases [endoglucanase L (EngL), endoglucanase E 

(EngE)] and hemicellulases [xylanase A (XynA) and α-L-arabinofuranosidase A (ArfA)] on the 

degradation of corn cell walls, a more natural substrate than  purified cellulose and hemicelluloses. We 

found that XynA and ArfA represented potential rate limiting enzymes for efficient  degradation of 

hemicelluloses. In addition to synergism, the composition of cellulosomal enzymes is likely to be an 

important factor in the enzymatic hydrolysis of substrates. CbpA appears to contribute to  specific 

hemicellulose degradation and in the synergistic reactions of hemicellulases. 
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(3) MATERIALS AND METHODS 

①  Bacterial strains and media. Cultures of C. cellulovorans ATCC 35296 were grown 

anaerobically at 37ºC in round-bottom flasks (34, 36). Escherichia coli BL21 (DE3) (Novagen) was 

used as an expression system for mini-CbpA1&2, mini-CbpA5&6, endoglucanase E (EngE), xylanase 

(XynA) and α-L-arabinofuranosidase (ArfA) production with pET-miniCbA1&2, pET-miniCbpA5&6, 

pENGE, pEXynA29 and pET29-ArfA, respectively (21-23). E.coli TOP10 (Invitrogen) was used as an 

expression host for endoglucanase L (EngL) production with pBAD/Thio-EngL. Recombinant strains 

were cultivated in Luria-Bertani (LB) medium (31) supplemented with ampicillin (50 or 100 µg/ml) or 

kanamycin (50 µg/ml). 

② Plasmid construction for EngL, EngE, ArfA, XynA. The xynA gene, the arfA gene and the engE 

gene were amplified by PCR and inserted into pET29, pET29b and pET22b respectively as described 

previously (21-23). EngL was expressed by using the pBAD/Thio vector (Invitrogen). For the 

construction of EngL production vector, the engL gene was amplified by PCR with genomic DNA 

from C. cellulovorans as a template with primer engL Forward (GCACCTAAATTTGAC 

TATTCTGATGC), and engL Reverse (ACCAAGAAGTAACTTTTTAAGAAGTGC). The fragment 

obtained was cloned directly into the pBAD/Thio vector by TA cloning to generate pBAD/Thio-EngL. 

③ Protein concentration. Protein was measured by using the method of Bradford (6) with the 

protein assay kit from Bio-Rad with bovine serum albumin as a standard. The molar amount of each 

recombinant protein was calculated by use of the theoretical molecular weight of each protein. 

④  Assembly of recombinant cellulosomes. The purified mini-CbpA and the recombinant 

cellulosomal subunits were mixed in the ratio 1:1 respectively in 100 ml of binding buffer (25 mM 

sodium acetic buffer [pH 6.0], 15 mM CaCl2) and kept for 2 h at 4°C. The assembly of mini-CbpAs 

and cellulosomal subunits was confirmed by native PAGE analysis (data not shown). 

Substrates. The powder of the water-insoluble fraction of corn stem fiber was supplied by Meiji Seika 

Kaisha, Ltd. The cellulose/arabinoxylan (CAX), corn fiber gum (CFG) and the corn fiber were kindly 

provided by David B. Johnston of the U.S. Department of Agriculture (12). The carboxymethyl 

cellulose (CMC, medium viscosity) and Avicel were from Sigma. 

Enzyme assays. Enzyme activity was assayed in the presence of 0.5 % (wt/vol) concentration of each 

polysaccharide at 37°C in 50 mM acetate buffer (pH 6.0). Enzyme concentration was related to the 

type of substrate. Samples (500 µl) were collected at appropriate time and immediately mixed with 

500 µl chilled 0.38 M sodium carbonate containing 1.8 mM cupric sulfate and 0.2 M glycine. The 

reducing power was determined by reductometry with the Dygert method (14). All experiments were 

repeated three tim
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(4) RESULTS 

① Time course of cellulose/arabinoxylan (CAX) degradation. To determine the relationship 

between reaction period and synergy degree, CAX was degraded by a mixture of  equimolar amounts 

of endo-β-xylanase, XynA, and α-arabinofuranosidase, ArfA, for 5, 15 and 20 h at 37°C. Synergy was 

demonstrated when the enzymes were applied together, since they converted more substrate than the 

sum of conversions achieved by each of the enzymes. As shown in Fig. 2.3.2-1  the ratio between the 

synergistic activity and the sum of the individual  activities, the degree of synergism, increased from 

1.1-fold (5 h) to 2.6-fold (20 h), according to the length of the reaction period. These results suggested 

that synergistic effects between XynA and ArfA were more effective progressively during substrate 

degradation. 

 

② Synergistic effect between hemicellulases on different substrates. The synergistic effects 

between ArfA and XynA were determined by using different hemicelluloses such as CAX containing 

68% arabinoxylan (13), corn fiber containing 40% arabinoxylan (13) and corn stem fiber containing 

20% arabinoxylan (7). Based on preliminary experimental results about the time course of CAX 

degradation, ArfA and XynA were simultaneously incubated with different hemicelluloses for 20 h at 

37°C. The results showed that the amount of reducing sugar released was significantly increased when 

both XynA and ArfA were present compared with that released with ArfA or XynA alone (Table 

2.3.2-1). The highest synergy degree was observed with CAX (2.6-fold), then on corn fiber (2.3-fold) 
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Fig. 2.3.2-1  Time course of CAX degradation by mixture of XynA and ArfA.
CAX (0.5%) was degraded by 0.5 mM of each enzyme at 37ºCfor 5, 15 and 20 h.

aDegree of synergy.
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and the lowest synergy with corn stem fiber (1.4-fold). Based on the respective content in 

arabinoxylan of each substrates (68%, 40% and 20% for CAX, corn fiber and corn stem fiber, 

respectively), the increase of synergism degree seems to be related with the content of arabinoxylan. 

The results suggest that the combination of ArfA and XynA might play important roles in effective 

degradation of arabinoxylans, and therefore in the hemicellulosic complex digestion of plant cell walls 

as well.   

 

③ Degradation of hemicellulose by sequential reactions. Several series of experiments were 

performed to understand the sequential action of hemicellulolytic enzymes. CAX was treated by either 

XynA or ArfA for 5 or 15 h in the first reaction. Later the second enzyme was added immediately after 

the reaction period of the first reaction for an additional 15 or 5 h, which brought the total reaction 

time to 20 h. The amount of liberated reducing sugars was then determined (Table 2.3.2-2). The 

results showed a strong synergy whether the first enzyme was XynA or ArfA. These results also 

showed that when XynA is the first enzyme, the degree of synergy is higher (2.8-fold) than when the 

first enzyme is ArfA (2.3-fold) (Table 2.3.2-2). Sequential reactions confirmed the results of the 

simultaneous reaction, which showed that ArfA positively acted synergistically with XynA for 

arabinoxylan degradation. 

 

TABLE 2.3.2-1 Released reducing sugars from hemicelluloses after 20 h at 37°C by XynA and ArfA 

 

Substrates ArfA XynA ArfA+XynA Synergya 

  (µM) (µM) (µM)   
 
CAX (cellulose/arabinoxylan)b 

  
12.0 16.0 72.9 2.6 

 
Corn fiber (coarse+fine fiber)b 

 
3.1 5.1 19.0 2.3 

 
Corn stem fiberc  

 

13.9 
 

50.0 
 

90.6 
 

1.4 
 

 

aSynergy is the ratio of ArfA + XynA activity to sum  of individual ArfA+XynA activities. Hemicelluloses 
were degraded by 0.5 µM of each enzyme. The value of activity is the average of three determinations.  
bCAX and corn fiber were prepared as described (12). 
cCorn stem fiber was prepared as described previously (27). 
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④ Degradation of CAX by hemicellulases and cellulases. In order to determine whether 

hemicellulases (XynA and ArfA) help cellulases (or vice versa) to degrade cellulose, the degradation 

of CAX was monitored with and without cellulases (EngE, EngL) in the first incubation reaction. The 

results of sequential action of cellulases, xylanase and arabinofuranosidase are shown in Table 2.3.2-3.  

When, in step 1, CAX was incubated with the enzyme mixture (ArfA+XynA) for 15 h and then treated  

further, in step 2, with EngL or EngE for an additional 5 h,  synergistic effects were found (1.9-fold 

and 1.7-fold after further treatment with EngE or EngL respectively). However, only a minor effect 

was observed in the case when EngE or EngL was added in the first step (1.1-fold when either EngL 

or EngE was used). The synergism in this latter case is probably due to the cooperation of the mixture 

of enzymes (ArfA+XynA) added in step 2. This study  demonstrates that the efficiency of  cellulose 

degradation from CAX depends first of all on the degradation of the arabinoxylan backbone by both 

endo-xylanase and arabinofuranosidase. 

 
 
TABLE 2.3.2-2 Sequential reactions against CAX by ArfA and XynAa 
 

Added enzymes 
 

Liberated reducing 
Sugar (µM)b 

Synergyc 

 
In first reaction 

(time of reaction) 
In second reaction 
(time of reaction)   

ArfA (15 h) XynA (5 h) 52.2 2.3 
XynA (15 h) ArfA (5 h) 54.9 2.8 

Control reactions    

XynA + ArfA (20 h)  68.3 2.4 

ArfA (5 h)  4.0  

ArfA (20 h)  12.0  

XynA (5 h)  11.2  
 

XynA (20 h) 
  

15.7 
  

 
aCAX (0.5%) was degraded by 0.5 µM of each enzyme at 37°C. The second enzyme was added 
immediately after the end of the incubation period of the first reaction.  
bThe values are the average of three determinations 
cSynergy  is as described in Table 2.3.2-1.  

 

 

⑤ Contribution of mini-CbpA on  cellulase and hemicellulase activity.  Previous works have 

shown that individual cellulosomal enzymes from C. cellulovorans retain activity against cellulose, 

but significant hydrolysis of native cellulose is affected by cellulosomal enzymes associated with 
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CbpA implying a pivotal role for CbpA (26, 27). In this study, the impact of mini-CbpAs on 

hemicellulases and cellulases activity was also determined. The mini-cellulosomes were assembled by 

mixing the cellulosomal enzymes and the mini-CbpA containing the following components: one 

cellulose-binding domain, one hydrophilic domain, and two cohesin domains of CbpA (cohesions1&2 

and cohesins5&6). The hydrolytic activity of recombinant mini-cellulosomes was assayed on various 

celluloses and hemicelluloses. Initially the mini-cellulosomes were subjected to non denaturing PAGE 

(data not shown) and western blotting interaction in order to verify the complex formation. The 

binding of cellulosomal enzymes,  EngL and XynA, to mini-CbpA1&2 and mini-CbpA5&6 was 

demonstrated by the interaction western blotting technique developed in our laboratory (38). These 

results indicated that mini-CbpAs could bind to both EngL and XynA.  EngL showed stronger 

binding ability to mini-CbpA1&2 and mini-CbpA5&6 than XynA (data not shown). 

 

TABLE 2.3.2-3  Sequential reactions against CAX by ArfA, XynA, EngE and EngLa 
 

 
Added enzymes 

 
Liberated reducing 

Sugar (µM)b 
Synergyc 

 

In first reaction 
(time of reaction) 

In second reaction 
(time of reaction)   

 
ArfA + XynA (15 h) EngE (5 h) 168.3 1.9 

EngE (15 h) ArfA+XynA  (5 h) 114.4 1.1 

ArfA + XynA (15 h) EngL (5 h) 105.0 1.7 

EngL (15 h) ArfA+XynA  (5 h) 111.9 1.1 

Control reactions    

XynA + ArfA + EngE (20 h)   143.3 1.3 

XynA + ArfA + EngL (20 h)   135.2 1.3 

ArfA (5 h)  13.7  
ArfA (20 h)  17.3  

 
aCAX (0.5%) was degraded by 0.8 µM of EngL, ArfA, and XynA and 0.05 µM of EngE at 37°C. The 
second enzyme was added immediately after the end of the incubation period of the first reaction.  
bThe values are the average of three determinations 
cSynergy is as described in Table 2.3.2-1. 

 

 

⑥ Activity of minicellulosomes toward celluloses. To investigate whether CbpA enhances the 

cellulase activity of catalytic subunits of the cellulosome, we compared the activity of free EngL 

against different forms of celluloses, with an equimolar mixture of EngL with mini-CbpAs 

(Mini-CbpA1&2 and Mini-CbpA5&6) (Table 2.3.2-4). Similar hydrolytic activities were obtained for 
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the complex of EngL with either Mini-CbpA1&2 or Mini-CbpA5&6 showing a significant increase in 

cellulolytic activity on ASC-cellulose and Avicel. On the other hand, the complex of EngL with both 

types of  scaffoldings had no impact on  CMC degradation. The results showed that whatever the 

type of cellulose, the complex EngL-Mini-CbpA1&2 exhibited lower activity than observed for the 

EngL-Mini-CbpA5&6. These results suggested that the properties of Mini-CbpA5&6 differed from 

that of Mini-CbpA1&2 and that the mini-CbpAs enhanced the cellulase activity on celluloses with 

greater crystalline structure. 

 

⑦ Activity of minicellulosomes toward hemicelluloses. The impact of the complex of EngL and 

XynA with Mini-CbpA1&2 and Mini-CbpA5&6 was also investigated in term of activity toward the 

highly arabinoxylan-rich corn fiber gum (CFG) (85% arabinoxylan) and the lowest 

arabinoxylan-containing corn stem (20% arabinoxylan). The results are summarized in Table 2.3.2-5. 

Whatever the substrate, the complex of EngL with both types of mini-CbpA induced increases in 

activity and the difference between EngL-Mini-CbpA1&2 and EngL-Mini-CbpA5&6 activity was less 

marked except in the case of the CAX degradation where the difference in hydrolytic activity was 

particularly significant (2.2-fold versus 3.9-fold for EnL-Mini-CbpA1&2 and EngL-Mini-CbpA5&6, 

respectively). In contrast to EngL, the difference in the hemicellulosic activity of the complex of 

XynA with Mini-CbpA1&2 and Mini-CbpA5&6 was more marked. Indeed, the  

 
Table 2.3.2-4  Influence of the type of cellulose on the activity of EngL in the free state or complexed  
onto miniscaffolding protein. 

aSynergy is the ratio of the released reducing sugars by mini-cellulosome/released reducing sugars by 
corresponding enzymes bound. 

Free EngL 
 

EngL-MiniCbpA1&2 
  

EngL-MiniCbpA5&6 
  

Substrates 
 
 

(µM)b 

 
(µM)b 

 
SFc 

 
(µM)b 

 
SFc 

 

CMC 114.6 114.4 1.0 110.0 1.0 

AS-Cellulose 
 

167.6 
 

182.4 
 

1.1 
 

206.5 
 

1.2 
 

 
 

Avicel 
 

 
 

76.1 
 

104.1 
 

1.4 
 

140.8 
 

1.9 
 

bReleased reducing sugars from each substrate (0.5%) at 37°C. Each enzyme and mini-scalfolding were in 
equimolar amount. CMC, AS-Cellulose, Avicel were degraded by 6 nM for 20 min, 0.1 µM for 20 h and 
0.25 µM for 20 h respectively. 
cSF= reducing sugar released by mini-cellulosome/ reducing sugars released by the corresponding free 
enzyme.  
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XynA-Mini-CbpA1&2 displayed much higher activity than the free enzyme (2.3-fold and 2-fold on 

the CFG and corn stem, respectively). The XynA-Mini-CbpA5&6 had almost similar activity levels as 

observed for the free enzyme. Moreover only in the case of corn fiber activity did 

XynA-Mini-CbpA5&6 complexes display high activity (1.9-fold) whereas XynA-Mini-CbpA1&2 had 

less impact (1.3-fold) on the same substrate. 

Table 2.3.2-5. Influence of the type of hemicellulosic substrate on the activity of 
XynA and EngL in the free state or complexed onto mini-CbpA1&2 and mini-

CbpA5&6. 
 
  

Free 
enzymes 

 
Mini-CbpA1&2 

  
Mini-CbpA5&6 

 
Substrates Enzymes (µM)b (µM)b SFc  (µM)b SFc 

Corn stem EngL  23.5 44.7 1.9 

 

39.2 1.7 
 

XynA  42.7 86.5 2.0 

 

52.9 1.2 

Corn fiber EngL 15.1 30.0 2.0 
 

31.0 2.1 
 

XynA 14.7 19.0 1.3 
 

29.2 1.9 

CAX EngL 46.5 100.0 2.2 

 

181.0 3.9 
 

XynA 54.9 85.7 1.6 

 

78.6 1.4 

CFG EngL 26.3 55.5 2.1 

 

40.8 1.6 
 

XynA  23.3 54.5 2.3 

 

38.4 1.6 
 

aSynergy is as described in Table 2.3.2-4. 
bReleased reducing sugars from each substrate (0.5%) at 37°C for 20 h. The 
content of each substrate is: Corn stem (40% cellulose, 20% arabinoxylan); Corn 
fiber (15% cellulose, 40% arabinoxylan), CAX (21% cellulose, 68% 
arabinoxylan), CFG (2% cellulose, 85% arabinoxylan). Each enzyme and 
Miniscalfolding proteins were in equimolar amount at 0.25 µM. 
cSF is as described in Table 2.3.2-4. 
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(5) DISCUSSION 

In the goal to gain a better insight into the native plant degradation process, synergy studies 

have been extensively documented from many microorganisms between endoglucanases, 

exoglucanases and hemicellulases (4, 19, 26-28, 37, 43, 44). Indeed, due to the heterogeneity in the 

composition and the structure of the plant cell wall, a wide range of enzymes is required for the 

biodegradation of these polysaccharides. The mechanism of synergism is still not well understood. 

However, as Schwarz discussed (32), the synergism between hydrolytic enzymes can be explained by 

differences between cellulases and hemicellulases in term of the mode of action, the binding affinity to 

cellodextrins, the velocity of adsorption or desorption, the sliding behavior along the substrate, the 

protein-protein interaction or the size of the products. Thus, in order to understand enzymatic 

hydrolysis of hemicellulosic substrates, a hemicellulase preparation having C. cellulovorans 

xylanolytic enzymes has been developed. Recent work with C. cellulovorans enzymes degradation 

related to synergism has been reported (21, 26, 27). Endoglucanases and exoglucanases  acted 

synergistically (26), and the combination of cellulases and xylanases or noncellulosomal and 

cellulosomal enzymes also contributed to synergistic degradation of corn fiber (21, 27). 

Arabinoxylan is one of the major hemicelluloses and its hydrolysis is an important 

prerequisite for improved degradation of hemicelluloses. This present study has further investigated 

the individual and combined efficiencies of three different enzymes, cellulolytic EngL and 

hemicellulolytic XynA and ArfA, in the degradation of the arabinoxylan substrates. We observed an 

increase in the amount of reducing sugar released by the addition of XynA and ArfA (compared to the 

sum of the individual activities of the corresponding enzymes) in simultaneous reaction mixtures 

containing either corn stem powder or corn fiber or CAX. These results were confirmed from the 

sequential addition of xylanase and α-L-arabinofuranosidase showing also a strong cooperative action 

on CAX degradation. Similar strong synergistic effects were observed between 

α-L-arabinofuranosidase and xylanases from Aspergillus for the wheat arabinoxylan degradation (43). 

On the other hand, since the rate of the synergism from the sequential reaction on CAX between XynA 

and ArfA is similar, whatever the sequence of enzyme action, it is difficult to determine whether both 

enzymes cooperate in a sequential or in a simultaneous way. However, based on the arabinoxylan 

structure, ArfA activity should be a crucial first step to allow efficient removal of side-chains followed 

by xylanase activity for further degradation. This assumption was reported in the previous work from 

Thermonospora fusca where α-arabinofuranosidase was shown to represent a potential rate limiting 

enzyme in xylan degradation, particularly for corn fiber, corn stover and rice straw (30). In addition, 

xylanolytic enzymes produced from penicillium sp. have been shown to interact cooperatively and 

sequentially in the hydrolysis of oat-spelt in the following order: α-L-arabinofuranosidase→→ 

xylanase→→ β-xylosidase (29). 
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We also observed that no or insignificant synergism was observed when cellulases (EngL and 

EngE) were used as the first enzyme than hemicellulases (XynA and ArfA).  These results suggest 

that only hemicellulases can independently modify the substrate to increase digestibility of CAX. This 

action by XynA and ArfA is consistent with converting arabinoxylan-hindered cellulose into a more 

suitable modified substrate. Theoretically, side-chain-cleaving enzymes remove the side substituent 

groups of heteroxylans and then, after that treatment, cellulose is exposed for further hydrolytic attack 

by cellulases. In conclusion, the result indicates the greater susceptibility of substrate to hemicellulase 

activity which is amplified by the cooperative action of xylanase and arabinofuranosidase as shown in 

Table 2.3.2-3. In this study we assume, as reported from Penicillium (29), that the hemicellulosic 

substratewas attacked by xylanolytic and cellulosic enzymes cooperatively and/or sequentially in the 

following order α-L-arabinofuranosidase →→  endo-β-xylanase →→ cellulases. 

In addition to synergism, the organization of cellulolytic and xylanolytic enzymes in 

mini-cellulosomes was also investigated for their cellulolytic and hemicellulolytic activity. The results 

indicated that when EngL or XynA was bound to the mini-CbpAs (mini-CbpA1&2 or 

mini-CbpA5&6), the complexes compared to the corresponding free enzymes, exhibited, in most 

cases, an increase of activity against cellulose or hemicellulose. Our results suggest, as reported by 

Fiorebe et al. (16, 17), that interactions between cellulosomal enzymes and the nine cohesins from C. 

cellulovorans CbpA displayed an exceptional wealth, diversity, and intricacy. Depending on the 

carbon source of the C. cellulovorans growth, specific dockerin-cohesin interactions might take place 

for cellulosome formation. Since the enzymatic hydrolysis by mini-cellulosome (1&2 and 5&6) is not 

in an equal manner, and these data were confirmed by the interaction western blot analyses, the 

dockerin-cohesin interaction in C. cellulovorans may be  more selective than the random one as 

hypothesized for Clostridium thermocellum (2) and for Clostridium cellulolyticum (15) where it was 

suggested that cohesins recognized all dockerins in an equivalent manner. In conclusion, the present 

results suggest that the cellulosome complex from C. cellulovorans is not assembled in a random way. 

This assumption is reinforced from the cellulosomes fractionated analysis carried out by means of 

ion-exchange chromatography (unpublished data). In this latter case it had been shown that 

cellulosomes, isolated from C. cellulovorans grown on xylan, were fractionated into seven to ten 

high-molecular-weight multi-protein complexes. However, further investigations are still to be defined 

for the better understanding of the molecular mechanism of recognition and binding of the enzymatic 

subunits into C. cellulovorans scaffolding protein. 
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2.3.3  Intercellular Complementation: Formation of Protein Complex by Cell-Cell Cooperation 

 

(1) ABSTRACT 

A novel phenomenon has been observed in which two or multiple Bacillus subtilis strains, each 

containing a gene for an enzyme complex, are grown as a mixed culture.  Each strain secretes a protein 

product that interacts to form an active extracellular enzyme complex. This new form of gene 

expression is described as “intercellular complementation”.  

 

(2) INTRODUCTION 

Clostridium cellulovorans, an anaerobic cellulolytic bacterium, synthesizes an extracellular 

enzyme complex called the cellulosome (5, 8). The cellulosome is comprised of a non-enzymatic 

scaffolding protein (CbpA) to which are bound a number of cellulosomal enzyme subunits.  The C. 

cellulovorans CbpA (13) contains nine conserved enzyme binding sites or cohesins, a cellulose binding 

domain (CBD), and four conserved hydrophilic domains (14).  The cellulosomal enzymes contain a 

dockerin domain that binds tightly to the cohesin domains present in CbpA to form the cellulosomal 

enzyme complex.  The cellulosome is bound to the cell surface and is attached to the cellulose substrate 

by the CBD.  This tight linkage between the cell and substrate facilitates the utilization of cellobiose 

produced by the degradative activity of the cellulosome on the cellulose substrate.   

It is very important to make recombinant cellulosomes, or designer cellulosomes with specific 

functions for understanding the hydrolytic mechanism of cellulosomes and for industrial processes. 

There has been an interest in constructing designer minicellulosomes of C. cellulovorans for several 

purposes (3, 9-11) such as synergy studies between various cellulosomal enzymes and improving the 

efficiency of cellulosomes. Production of intact C. cellulovorans endoglucanase, EngB in B. subtilis 

WB800 and the interaction with mini-CbpA produced in E. coli , allowed the successful construction of 

minicellulosomes in vitro (11). These studies indicated that a minicellulosome containing 

miniscaffolding protein and cellulosomal enzyme subunits could be created and be functional in vitro (4, 

11). Also, there has been one report of minicellulosomes being expressed in vivo in C. acetobutylicum 

(12).  

In this study, we have utilized the cellulosome concept to design an experimental system for 

“intercellular complementation”, i.e. the formation of an active enzyme complex from products secreted 

by two or multiple different bacterial strains. The plasmid pWB980 (11) contained the P43 promoter 

(18), the engineered levansucrase signal sequence, sacB SP (19), and a multiple cloning site that 
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allowed efficient expression of the genes and secretion of the gene products (2). Several expression 

plasmids were constructed containing genes for mini-CbpAs with one or two cohesins and for 

cellulosomal enzymes. A  mini-CbpA1 (a truncated CbpA containing a CBD, a hydrophilic domain 

[HLD1] and one cohesin), mini-CbpA12 (with two cohesin), and cellulosomal enzymes (EngE and 

EngB) were constructed. Each plasmid was transformed into B. subtilis WB800 [(19, 20, 22) S. -C. Wu, 

J. C. Yeung, S. J. Szarka, S. -L. Wong, presented at 11th Intl. Conf. Antibody Eng., San Diego, CA, 

2000), a strain that contains deletions of all eight extracellular protease genes.  The thought was that one 

strain would secrete the mini-CbpA containing cohesin site, and the other strain would secrete a 

cellulosomal enzyme containing a dockerin site, and that the secreted products would combine 

extracellularly to form an active mini-cellulosomes capable of degrading cellulose. 

 

(3) MATERIALS AND METHODS 

① Bacterial strains and media  

B. subtilis WB800, deficient in eight extracellular proteases, was used as an expression host for 

production of intact cellulases (EngE and EngB) and mini-CbpAs (mini-CbpA1 and mini-CbpA12) (21, 

22). pWB980 Bacillus expression vector carried the constitutively expressed P43 promoter (18), the 

engineered levansucrase signal sequence (19), and the kanamycin resistance marker. The P43 promoter 

is a strong and constitutively expressed promoter and was used to direct the transcription of mini-CbpA1, 

mini-CbpA12, engE and engB during growth. The sacB signal sequence allowed the recombinant 

proteins to be secreted into the culture broth. Recombinant strains were cultivated in superrich medium 

(containing, per liter, 25 g of yeast extract, 15 g of tryptone, and 3 g of K2HPO4 supplemented with 

kanamycin (50 g/ml)) for 16~20 h at 30°C. 

 

② Construction and expression of plasmids 

The plasmid pWB980 (11) contained the P43 promoter (18), the engineered levansucrase signal 

sequence, sacB SP (19), and a multiple cloning site that allowed efficient expression of the genes and 

secretion of the gene products (2) (Fig. 2.3.3-1A). Several expression plasmids were constructed 

containing genes for mini-CbpAs with one or two cohesins and for cellulosomal enzymes. A  mini-

CbpA1 (a truncated CbpA containing a CBD, a hydrophilic domain [HLD1] and one cohesin), mini-

CbpA12 (with two cohesin) , and cellulosomal enzymes (EngE and EngB) were constructed (Fig. 2.3.3- 

1B). Each plasmid was transformed into B. subtilis WB800 [(19, 20, 22) S. -C. Wu, J. C. Yeung, S. J. 

Szarka, S. -L. Wong,  
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Fig. 2.3.3-1 Construction of expression plasmids. 
(A) Plasmid pWB980, which is a Bacillus expression vector carries both the constitutively expressed P43 promoter (18) and SacB SP(19), the 
engineered levansucrase signal sequence for heterologous protein expression in B. subtilis (19,20.22). The coding regions for the kanamycin
resistance marker and for the replication origin are represented by kmr and ori, respectively. 
(B) The DNA fragments coding for mini-CbpA1, mini-CbpA12, EngE and EngB were amplified from genomic DNA using specific primer 
sets and each amplified fragment was subcloned into the pWB980 vector and named pWB980-minicbpA1 , pWB980-minicbpA12 , pWB980-
engE and pWB980-engB, respectively. The B. subtilis WB800 strains containing either the mini-cbpA1gene (B. subtilis WB800mc1) , mini-
cbpA12gene (B. subtilis WB800mc12) , engE gene (B. subtilis WB800ee) or the engB gene (B. subtilis WB800eb) were obtained readily by 
DNA transformation 

BBAA

Fig. 2.3.3-1 Construction of expression plasmids. 
(A) Plasmid pWB980, which is a Bacillus expression vector carries both the constitutively expressed P43 promoter (18) and SacB SP(19), the 
engineered levansucrase signal sequence for heterologous protein expression in B. subtilis (19,20.22). The coding regions for the kanamycin
resistance marker and for the replication origin are represented by kmr and ori, respectively. 
(B) The DNA fragments coding for mini-CbpA1, mini-CbpA12, EngE and EngB were amplified from genomic DNA using specific primer 
sets and each amplified fragment was subcloned into the pWB980 vector and named pWB980-minicbpA1 , pWB980-minicbpA12 , pWB980-
engE and pWB980-engB, respectively. The B. subtilis WB800 strains containing either the mini-cbpA1gene (B. subtilis WB800mc1) , mini-
cbpA12gene (B. subtilis WB800mc12) , engE gene (B. subtilis WB800ee) or the engB gene (B. subtilis WB800eb) were obtained readily by 
DNA transformation 

 

presented at 11th Intl. Conf. Antibody Eng., San Diego, CA, 2000), a strain that contains deletions of all 

eight extracellular protease genes. Expression of each plasmid in B.subtilis WB800 was tested by SDS-

PAGE (Fig. 2.3.3-2) 

 

③ Expression and purification of the minicellulosome from B. subtilis 

B. subtilis WB800 harboring each plasmids were cultivated in 2,000 ml of superrich medium 

supplemented with kanamycin (50 g/ml)) for 20 h at 30°C. super-rich medium containing per liter, 25 g 

yeast extract, 15 g tryptone, and 3 g of K2HPO4 was used to grow starter cultures of B. subtilis WB800 

strains to mid-log phase of growth and then 4% vol/vol of each culture was added to 1 liter of super-rich 

medium and the mixed culture was grown for 48 h at 30°C.  After growth, the cells were removed by 

centrifugation, and the cell-free supernatant was examined for the presence of minicellulosomes (Fig. 

2.3.3-3). 

 

④ One/Two-dimensional SDS-PAGE, Native-PAGE and Western blot analysis 

SDS-PAGE, Native-PAGE was performed on a 10% polyacrylamide gel either with SDS or no 
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SDS by the method of Laemmli.  After electrophoresis, the gel was stained with Coomassie brilliantblue 

R. Pre-stained protein standard (Invitrogen) was used.  The samples used for the SDS-PAGE analysis 

were boiled in sample buffer. The gels were run on a Hoefer slab gel apparatus.  

Isoelectric focusing (IEF) gels were cast using ReadyPrep Rehydration/Sample Buffer 

(BioRad) (1, 6). Aliquots of sample containing minicellulosomes were loaded onto each gel. Each 

sample was subjected to 2-D gel electrophoresis in duplicate to control for gel to gel variations. 

Following IEF, the gels were equilibrated in two equilibration buffers (6 M urea, 2% SDS, 0.375 M 

Tris-HCl [pH 8.8], 20% glycerol). Dithiothreitol (2%, w/v) was added to the first, and iodoacetamide 

(2.5%, w/v) was added to the second equilibration step. The second-dimension gels were cast using a 

linear gradient of 4-15% polyacrylamide. The equilibrated tube gels were secured to the 2-D gels using 

Agarose, and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) was carried out 

was described (6, 7).  

The gels containing spots separated with 2-DE were transferred to nitrocellulose membrane for 

Western blot (immunoblot) analysis. We used a polyvinylidene difluoride membrane (Immobilon-P, 

Millipore). After the transfer, the membrane was treated with antibody (diluted 1:5,000) and stained as 

described previously (17). For Western blot (immunoblot) analysis, the PhastGel system (Pharmacia) 

was used.  Western blot analysis was performed by using an anti-HLD1, anti-EngB, anti-EngE 

antiserum and a secondary antibody, alkaline phosphatase-conjugated goat anti-rabbit immunoglobulin 

G. Immunodetection was performed with the Western Detection Kit (Bio-Rad) following the 

manufacturer’s instructions. 

 

(4) RESULTS AND DISCUSSION  

We tested two strains mixed culture with mini-CbpA1 and the cellulosomal enzyme EngE (16) 

and three strain mixed culture with mini-CbpA12, EngE and EngB (2). The B. subtilis WB800 strains 

containing the mini-cbpA1 gene (B. subtilis WB800mc1), the mini-cbpA12 gene (B. subtilis 

WB800mc12), the engE gene (B. subtilis WB800ee) and the engB gene ((B. subtilis WB800eb) were 

obtained readily by transformation (15). The production of mini-CbpAs and cellulosomal enzymes by 

the B. subtilis strains is illustrated in Figure 2. Mini-CbpA1 or mini-CbpA12 secreted from B. subtilis 

WB800mc1 or B. subtilis WB800mc12 were purified through a Ni2+-nitrilotriacetic acid agarose column 

(Qiagen) and the property of the eluted fraction was confirmed by SDS-PAGE (Fig. 2.3.3-2A). The 

calculated size of the mini-CbpA1 was 43 kDa and the mini-CbpA12 was 60 kDa. EngE secreted from 

the B. subtilis WB800ee and EngB secreted from B. subtilis WB800eb were also purified through a 
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Ni2+-nitrilotriacetic acid agarose column (Qiagen) and confirmed by SDS-PAGE (Fig.2.3.3-2B). The 

calculated size of the EngB and EngE is 50 kDa and 110 kDa respectively.  

To demonstrate extracellular complementation, super-rich medium containing per liter, 25 g 

yeast extract, 15 g tryptone, and 3 g of K2HPO4 was used to grow starter cultures of B. subtilis WB800 

strains to mid-log phase of growth and then 4% vol/vol of each culture was added to 1 liter of super-rich 

medium and the mixed culture was grown for 48 h at 30°C.  After growth, the cells were removed by 

centrifugation, and the cell-free supernatant was examined for the presence of minicellulosomes (Fig. 

2.3.3-3). 

 Cellulose (0.5 % Avicel per culture) was first added to the supernatant to allow binding of 

putative minicellulosomes (mini-CbpA1 + EngE or mini-CbpA12 + EngE+EngB) for 2 h at 4°C, and 

the cellulose was washed with 100 mM Tris-HCl (pH 7.0)  buffer to remove non-cellulose binding 

proteins.  The cellulose-bound minicellulosomes were then removed from cellulose by washing with 

distilled water and analyzed by gel filtration through a Superdex 200 prep grade column (Amersham 

Pharmacia Biotech). The minicellulosome fractions were further analyzed by Western blot, 2D-gel and 

Native-PAGE.  The elution pattern from the gel filtration column is shown in Figure 4.  One peak 

Fig. 2.3.3-2 The production of mini-CbpA1, mini-CbpA12, EngE and EngB by the B. subtilis strains. (A) The mini-CbpA1 or mini-
CbpA12 secreted from B. subtilis WB800mc1 or B. subtilis WB800mc12 was purified by a Ni2+-nitrilotriacetic acid agarose column (Qiagen) 
and analyzed by SDS-PAGE. The size of the mini-CbpA1 was 43 kDa and the mini-CbpA12 was 60 kDa. (B) Purified EngE or EngB secreted 
from B. subtilis WB800ee or B. subtilis WB800eb was confirmed by SDS-PAGE. The size of the EngE was 110 kDa and the EngB was 50 
kDa. 

(A) (B)

Fig. 2.3.3-2 The production of mini-CbpA1, mini-CbpA12, EngE and EngB by the B. subtilis strains. (A) The mini-CbpA1 or mini-
CbpA12 secreted from B. subtilis WB800mc1 or B. subtilis WB800mc12 was purified by a Ni2+-nitrilotriacetic acid agarose column (Qiagen) 
and analyzed by SDS-PAGE. The size of the mini-CbpA1 was 43 kDa and the mini-CbpA12 was 60 kDa. (B) Purified EngE or EngB secreted 
from B. subtilis WB800ee or B. subtilis WB800eb was confirmed by SDS-PAGE. The size of the EngE was 110 kDa and the EngB was 50 
kDa. 

(A) (B)
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fraction based on absorbance at 280 nm was obtained from each mixed culture and named E1f (fraction 

obtained from mini-CbpA1+EngE mixed culture) and BE12f (fraction obtained from mini-

CbpA12+EngE+EngB mixed culture). The column was calibrated with molecular-mass standards as 

shown with the solid straight line.  

The western blotting analysis using anti-EngE (Fig. 2.3.3-5A), anti-EngB (Fig. 2.3.3-5B) and 

anti-HLD1(Fig. 5C)as a probe revealed the presence of a minicellulosome complex in fraction E1f 

containing both mini-CbpA1 and EngE and in fraction BE12f containing mini-CbpA12, EngE and 

EngB. Based on the molecular mass from gel filtration analysis, E1f was considered to include the mini-

cellulosome complex which was 180 kDa. This value is quite different from the theoretical mass of the 

mini-CbpA+EngE complex of 153 kDa. The difference is due to the elongated shape of the  

Fig. 2.3.3-3 Purification procedure of minicellulosomes from B. subtilis WB800 mixed culture.Fig. 2.3.3-3 Purification procedure of minicellulosomes from B. subtilis WB800 mixed culture.
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Fig. 2.3.3-4. Gel filtration chromatography of  minicellulosomes purified by elution from cellulose on a Superdex 200 prep grade column 
(Amersham Pharmacia Biotech). (A) Chromatogram obtained from mixed culture of mini-CbpA1+EngE (E1f) (B) Chromatogram 
Obtained from mixed culture of mini-CbpA12+EngE+EngB (BE12f).  

Fig. 2.3.3-4. Gel filtration chromatography of  minicellulosomes purified by elution from cellulose on a Superdex 200 prep grade column 
(Amersham Pharmacia Biotech). (A) Chromatogram obtained from mixed culture of mini-CbpA1+EngE (E1f) (B) Chromatogram 
Obtained from mixed culture of mini-CbpA12+EngE+EngB (BE12f).  

 

 

 

Fig. 2.3.3-5 SDS-PAGE-Western blot analysis.
Fractions obtained from gel filtration chromatography (E1f and BE12f) were analyzed by western blot. Western blot analysis showed the 
composition of each fractions. (A) antiserum raised against EngE, (B)antiserum raised against EngB and (C) antiserum raised against HLD1.  

Fig. 2.3.3-5 SDS-PAGE-Western blot analysis.
Fractions obtained from gel filtration chromatography (E1f and BE12f) were analyzed by western blot. Western blot analysis showed the 
composition of each fractions. (A) antiserum raised against EngE, (B)antiserum raised against EngB and (C) antiserum raised against HLD1.  
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minicellulosome. In case of BE12f, the molecular mass from gel filtration analysis was about 202 kDa 

and this value is also quite different from the theoretical mass of the mini-CbpA12+EngE+EngB 

complex of 220 kDa. This difference is also result from the shape of the minicellulosome.  

For a confirmation of the complex formation, Native-PAGE combined with the western blot 

analysis was performed (Fig. 2.3.3-6). Lane 1 was free EngB raised against anti-EngB, lane 2 and 3 

were free mini-CbpA1 (lane 2) and mini-CbpA12 (lane 3) rasied against anti-HLD. From the data from 

this experiment, free mini-CbpA1 moves slower then the mini-CbpA12 because of the more elongated 

shape. Free EngE (lane 5), E1f (lane 6) and BE12f (lane 7) were raised against anti EngE. Both E1f and 

BE12f fractions contain free EngE and the minicellulosome complex (arrows). Minicellulosome from 

fraction E1f moves a little bit faster then the minicellulosome from BE12f. This Native-PAGE analysis 

shows the difference between theoretical and experimental Mw of minicellulosome.    

As a confirmation of the subunit composition of the complex from both fraction E1f and BE12f, 

two-dimensional gel electrophoresis (2-DE) combined with immunoblot analysis were performed. The 

gels containing spots separated with 2-DE were transferred to nitrocellulose membrane. The blotted 

membranes were incubated with different antibodies (anti-EngE, anti-HLD or anti-EngB) separately. 2-

DE-western blot analysis of E1f fraction (Fig. 2.3.3-7A) showed that this fraction contained both mini-

CbpA1 and EngE. The pI of EngE was 4.5 and mini-CbpA1 was 6.5. BE12f fraction analysis showed 

that mini-CbpA12, EngE and EngB were existing in the fraction (Fig. 2.3.3-7B). The pI of EngB was 

7.0 and mini-CbpA12 was 5.5.  

Overall, these results demonstrate that two or more proteins secreted by different strains of bacteria can 

form an active enzyme complex and indicate that “intercellular complementation” can occur between 

different strains of bacteria. This novel observation has interesting implications for bacterial interactions 

in nature and the evolution of cooperative activity among cells in higher forms of life. Furthermore, 

there is the possibility of practical utilization of the strategy reported in this paper for the synthesis of 

designer cellulosomes.  Future experiments with various combination of mixed culture are envisioned 

and they should provide further information concerning intercellular interactions and practical uses of 

this phenomenon. 
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A

B

Fig. 2.3.3-6 Native-PAGE-Western blot analysis.
Fractions obtained from gel filtration chromatography (E1f :A arrow and BE12f: B arrow) were analyzed by western blot raised against EngE. 
Lane B : EngB (anti-EngB), lane M1: mini-CbpA1 (anti-HLD1), lane M12: mini-CbpA12 (antii-HLD1), lane E : EngE (anti-EngE), lane E1f : 
EngE+mini-CbpA1 mixed culture fraction (anti-EngE) and lane BE12f : EngB+EngE+mini-CbpA12 mixed culture fraction (anti-EngE). 

B

B

A

B

Fig. 2.3.3-6 Native-PAGE-Western blot analysis.
Fractions obtained from gel filtration chromatography (E1f :A arrow and BE12f: B arrow) were analyzed by western blot raised against EngE. 
Lane B : EngB (anti-EngB), lane M1: mini-CbpA1 (anti-HLD1), lane M12: mini-CbpA12 (antii-HLD1), lane E : EngE (anti-EngE), lane E1f : 
EngE+mini-CbpA1 mixed culture fraction (anti-EngE) and lane BE12f : EngB+EngE+mini-CbpA12 mixed culture fraction (anti-EngE). 

B

A

B

Fig. 2.3.3-7 2-DE-Western blot analysis.
Fractions obtained from gel filtration chromatography (E1f :A and BE12f: B)  were analyzed by 2DE-western blot. 
Each membrane was reacted with anti-EngE, anti-EngB and anti-HLD respectively.  

EngE

EngE

EngB

mini-CbpA1

mini-CbpA12
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２．４ まとめ  
 

古紙の糖化技術として、環境負荷の少ない酵素糖化技術の確立を目指し、経済性を重視

した糖化技術の開発を行ってきた。今年度は、糖化微生物の利用に関する基礎技術の開発、

及びセルロソームによるセルロースの分解についての検討を実施した。 
 
２．２においては、糖化微生物の利用に関する基礎技術の開発を検討した結果について

示した。 
酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関性に関する検討においては、耐熱性カビ T. 

aurantiacus IFO9748 株の耐熱性セルラーゼを解析した。ｃDNA ライブラリーを構築し、他

のカビの遺伝子配列を利用してβ-グルコシダーゼ遺伝子 bg1 を取得した。この遺伝子をメ

タノール酵母 P. pastris において発現させ、組み換え型酵素の性質を調べたところ、活性、

耐熱性は低いことが認められた。そこで誘導培養から直接、耐熱性のβ-グルコシダーゼの

精製して性質を調べたところ、高い耐熱性を示したため、本酵素遺伝子の bgII のクローニ

ングを行った。該遺伝子を P. pastris において発現させたところ、発現タンパクは高い耐

熱性を示した。さらに、耐熱性の酵母 K. marxianus をスクリーニングにより選出、宿主ベ

クター系を構築した。本系を用いて、A. niger、T. aurantiacus のエンド-β-1,3-グルカナー

ゼ、及び T.aurantiacus のセロビオヒドロラーゼの遺伝子を導入したところ、これらの遺伝

子は高温において発現し、セルラーゼ類を菌体外に生産することを認めた。今年度、及び

これまでの研究で、2 種のエンドグルカナーゼ、2 種のβ-グルコシダーゼ、セロビオヒド

ロラーゼの計 5 種の耐熱性のセルラーゼを得ることに成功した。 
古紙の分解を担う酵素機能の解析においては、白色腐朽菌が有するリグニン分解酵素機

能の解析を行った。本年度は P. ostreatus が生産する MnP2 および MnP3 の転写レベルでの

発現に及ぼす窒素源濃度、Mn2+や Poly R-487 などの影響を検討した。MnP2 の生産および

mnp2 の転写レベルは NH4
＋，アルギニン、尿素などの窒素源濃度の増加により強く抑制さ

れるのに対し、mnp3 の転写は尿素による制御は認められなかった。さらに、mnp3 の転写

は培地中への Mn2+に依存するのに対し、mnp2 ではその傾向は低かった。また、培地中へ

の Poly R-487 の添加により MnP2 の生産は増加するが、転写レベルでの応答は明確ではな

かった。一方で、未晒しパルプの漂白に適用可能な酵素を生産する担子菌の選抜を試みた。

選抜した 2 菌株の培養液によって未晒しクラフトパルプの脱リグニン(漂白)を行ったとこ

ろ、白色度の向上に成功した。 
 
２．３には、セルロースおよびヘミセルロースを効率的に分解する Clostridium 

cellulovorans が有する高分子複合体セルロソームについて、機能解析を行った結果を示し

た。 
C. cellulovorans の新規エンドグルカナーゼのクローニングと転写発現解析(2.3.1)にお
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いては、C. cellulovorans の、新規エンドグルカナーゼ、EngO のクローニングを行い、本

酵素遺伝子のプロモーター領域に、グラム陽性細菌の σA プロモーター配列と高い相同性を

示す高保存領域を認めた。また、EngO の mRNA は対数増殖期初期から中期において増加

し、後期においては減少することが認められた。さらに、本酵素の最適条件は 40‐50℃で

pH5-6 であり、カルボキシメチルセルロースに高い分解活性を有していることを認めた。 
C. cellulovorans によるトウモロコシ繊維の分解におけるセルラーゼ、ヘミセルラーゼの

相乗効果と足場タンパク CbpA の役割を調べた(2.3.2)。セルロース/アラビノキシラン分解

において XyA と ArfA の相乗効果が認められ、この効果は同時かつ段階的な反応によるも

のであった。またこれらの酵素の反応が、ヘミセルロースの分解における律速酵素である

ことが認められた。続いて、これらの分解酵素と足場タンパク CbpA のミニセルロソーム

の構築を行ったところ、分解酵素が単独の場合と比較して足場タンパクに結合している場

合の方が分解活性が高いことが示された。 
細胞の cooperation によるタンパク質複合体の形成(2.3.3)では、B. subtilis におけるセル

ロソームの発現系の構築を行った。本検討において、遺伝子組み換え B. subtilis が菌体外

に分泌するセルロソーム複合体のコンポーネントが、菌体外にて相互作用して複合体を形

成する新規な現象を見出した。細胞相互間におけるコンポーネント相補による細胞外複合

体の形成といった非常に興味深く、新規性の高い知見が得られた。 
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第３章 バイオコンバージョン技術の開発 
 
３．１ 概要  

好気性グラム陽性細菌である C. glutamicum は、酸素抑制条件下において増殖が抑制さ

れる。しかしながら、糖類代謝能は維持し、有機酸等の有用物質を生成する。この特徴を

利用したバイオコンバージョン技術は、増殖のためのスペースを必要とせず、高菌体濃度

で物質生産が出来るため、単位容積、単位時間当たりの高い生産性が得られる。本章では、

バイオコンバージョン技術による二酸化炭素固定効率及び有機酸生産効率の向上を目的と

して、 C. glutamuicum R の DNA アレイ解析、C. glutamuicum R の糖類利用性の拡大、及び

CO２取り込み機能を有する新規微生物（酵素）の探索を行った。 
 
３．２項には、C. glutamuicum R の DNA アレイ解析の結果を示した。C. glutamuicum R

の全遺伝子対応型 DNA チップを用いて、物質生産条件下（酸素抑制条件下）における遺

伝子発現を、増殖制御遺伝子群、及び物質生産関与遺伝子群を中心として網羅的に解析し

た。さらに本結果を基に、物質生産条件下にて特異的に有用遺伝子を発現させることが可

能な酸素抑制プロモーターの取得を試みた。 
 
３．３項では、有用物質の原料である糖類をより効率的に利用するための糖類の利用性

の拡大について検討を行った。C. glutamuicum R の特異的糖類取込み酵素遺伝子を他の微

生物の酵素遺伝子と比較することによって、C. glutamuicum R が有する糖類利用性の解明

を行った。また本項では、ヘミセルロースの利用に焦点を当て、関連研究の動向および、

RITEプロセスによる利用の成果と今後の展開を示した。 

 

 ３．４項では、京都大学大学院農学研究科に CO2 取り込み機能を有する新規微生物（酵

素）の探索を委託研究し、リブロースモノリン酸経路鍵酵素遺伝子を形質転換することに

よるホルムアルデヒド耐性能の向上についての検討結果を示した。 
 

３．５項では、本章の研究成果をまとめた。 
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３．２ Corynebacterium glutamicum の DNA アレイ解析 

 

3.2.1  要約 

cDNA マイクロアレイによる網羅的な遺伝子発現解析を用いて、Corynebacterium glutamicum R

株を好気培養から RITE バイオプロセス（酸素抑制条件下）に移行した際に、顕著に発現誘導また

は抑制される遺伝子の選抜を行った。また、遺伝子発現プロファイルの結果から、酸素抑制条件

下で遺伝子発現量が増加（誘導された）遺伝子について、ゲノム情報を基にプロモーター領域の

単離・取得を行い、発現制御特性を β-ガラクトシダーゼ活性測定法により検定した。さらに、プライ

マー伸張法により、転写開始点の決定および発現制御配列の検索を行った。 

 

3.2.2  緒言 

近年、有益な物質生産能をもつ遺伝子を微生物に導入することにより、高効率な有用物質生産

性を付与する「有用微生物育種」が注目を集めている。育種法においては、有用遺伝子の発現量

の増加や外来遺伝子の導入などが行われているが、遺伝子の発現量や発現時期が適切でないと

生育阻害や形質変異が生じる恐れがある。従って、適切な発現調節領域（プロモーター）を有用遺

伝子に連結して同時に導入し、目的とする環境条件下で安定的発現を可能にするための工夫が

必要となる。そこで、本研究では、それぞれの目的に応じた有用微生物育種を自在に行える技術

を確立するために、有機酸等の物質生産に関与する有用遺伝子群の収集とともに、様々な制御特

性を持つプロモーターを単離・収集することを目指した。RITE バイオプロセスの物質高生産条件

下（酸素抑制条件下）における、各遺伝子の発現を制御するプロモーター遺伝子を系統的・網羅

的に収集・解析するために、前年度構築したマイクロアレイ解析手法をもとに、好気条件および酸

素抑制条件下の細胞を用いて網羅的な発現解析を行い、コリネ型細菌の酸素抑制条件で働く重

要遺伝子を明らかにした。また、マイクロアレイの解析結果とゲノムデータベースを利用し、遺伝子

発現量が著しく変化する遺伝子のプロモーター断片を単離・取得し、レポーター遺伝子を用いた

発現活性能の測定を行った。さらに、ゲノム上での正確な転写開始点の位置を決定し、隣接する

上流転写制御領域（プロモーター領域）の配列同定、および、転写開始因子の結合配列の同定を

行った。 

 

3.2.3  材料と方法 

(1) 使用菌株及び培養方法 

遺伝子操作の培養は以下の条件を用いた。大腸菌の培養は、37˚C、Luria-Bertani 培地で行っ

た。C. glutamicum R 株の培養は、33˚C 、A 培地[2 g/l yeast extract, 7 g/l casamino acid, 2 g/l 

(NH2) 2CO, 7 g/l (NH4) 2SO4, 0.5 g/l KH2PO4, 0.5 g/l K2HPO4, 0.5 g/l MgSO4•7H2O, 6 mg/l FeSO4•

7H2O, 4.2 mg/l MnSO4•H2O, 0.2 mg/l biotin, 0.2 mg/l thiamine]に炭素源として 4%グルコースを添

加して行った。抗生物質の最終濃度は、大腸菌では 50 µg/ml ampicillin, 50 µg/ml kanamycin, 10 

µg/ml gentamicin, 50 µg/ml chloramphenicol で使用した。C. glutamicum R 株では、50 µg/ml 
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kanamycin, 50 µg/ml gentamicin, 5 µg/ml chloramphenicol で使用した。 

C. glutamicum R 株の好気及び酸素抑制条件下の培養は以下の条件を用いた。好気培養は、

1L 容ジャーファーメンター BMJ01PI（Biott, Tokyo, Japan）で、500ml の A-U 培地に 0.1%の消泡

剤ディスホーム（NOF CORPORATION, Tokyo, Japan）を添加し行った。培養温度 33˚C、回転数

1000rpm、曝気量 2vvm で、pH は 5N NH3 で 7.6 に維持した。主要な炭素源として 4%のグルコー

スを添加し、培地中のグルコースが無くなる培養開始後 9.5 時間後に、同じ量を添加した。嫌気培

養は、BT-U 培地で洗菌した菌体を、湿重量 5%（w/v）となるように BT-U 培地に懸濁した。これに、

グルコース 200mM、NaHCO3 400mM を加え、100ml 容のメジウム瓶で温度 33˚C、無通気条件で 2

時間反応させた。pH は、pH コントローラーDT-1023（Biott）を用い、2.5N NH3 で pH8.0 に維持し

た。 

 

(2) 遺伝子操作 

 プラスミドの調製は主に QIA prep Spin Miniprep Kit（QIAGEN, Hilden, Germany）を使用した。

DNA のゲルからの抽出は QIAquick Gel Extraction Kit（QIAGEN）を、PCR 増幅産物を含む各種

DNA 断片の精製には QIAquick PCR Purification Kit（QIAGEN）を使用した。なお基本的に遺伝

子組換え操作技術全般は、Molecular Cloning A Laboratory Manual 2nd Edition1)に従った。 

 

(3) RNA 抽出 

全 RNA の調整は、QIAGEN Rneasy Mini Kit（QIAGEN）を使用した。まず、2 容量の QIAGEN 

RNAprotect Bacteria Reagent（QIAGEN）に 1 容量の培養液を加え、ボルテックスで激しく攪拌後、

室温で 5 分間インキュベートすることにより RNA を安定化させた。遠心後、上清を取り除き、

2-Mercaptoethanol（NACALAI TESQUE INC., Kyoto, Japan）を添加した RLT バッファーで再懸濁

した。次に、破砕チューブ（2ml FastPrep Tube : Cat#5076-200, Orange Cap : Cat#5063-002, 

Qbiogene, Inc., CA, USA）に 0.5g の 0.1mm Zirconia/Silica（BIOSPEC PRODUCTS, INC., OK, 

USA）と 1ml の細胞懸濁液を入れ、FastPrep·FP120（Qbiogene）でチューブを高速で往復運動させ

ることにより、細胞の物理的破砕を行った。遠心により不溶物を除去した後、可溶部分から RNeasy 

Mini Kit のプロトコールに従い RNA 抽出を行った。また、ゲノム DNA の混入を除去するため、

QIAGEN RNase-Free DNase Set（QIAGEN）により残存 DNA の除去を行った。RNA の濃度は、

O.D.260 の値を用いて算出した（O.D.260x40 µg/ml）。O.D.260/O.D.280 の比率が 1.8-2.1 の範囲

内であることを確認した。また、それぞれのサンプルは、2 μg の全 RNA を熱変性（65˚C, 10min）

後、アガロースゲル電気泳動を行い、23Sと16Sのリボソーマル RNAのバンドの比率（2:1）と、DNA

混入の有無を確認した。抽出した全 RNA は、RNeasy Inhibitor（TOYOBO CO., Tokyo, Japan）を添

加後、-80˚C で保存した。 

 

(4) DNA アレイ解析 

比較したい 2 種類の検体由来の全 RNA を鋳型として、それぞれから逆転写反応により Amino 
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allyl 修飾ヌクレオチドを取り込んだ cDNA を合成し、精製後に Cy3 / Cy5 rezctive dye(CyDye-NHS 

ester)とのカップリング反応を行うことによって、CyDye 標識 cDNA プローブを作製した。cDNA 合成

及び標識反応には Amersham Biosciences CyScribe cDNA Post Labelling Kit（Amersham 

Biosciences, NJ, USA）を使用した。DNA チップのハイブリダイゼーション、洗浄及び乾燥は、

Amersham Bioscience Lucidea SlidePro（Amersham）により自動化処理した。ハイブリダイゼーショ

ンの反応は 60˚C、14hr 行った。蛍光シグナルは FUJIFILM Fluorescent Image Analyzer FLA-8000

（Fuji, Tokyo, Japan）の共焦点レーザーにより、検出・画像化を行った。レーザーの波長は、Cy5 

(635nm)、Cy3 (532nm)を使用した。検出した画像データは、Axon Instruments GenePix Pro 5.0

（Axon Instruments, CA, USA）により数値化した。GeneSpring 6.1（Silicon Genetics, CA, USA）によ

り正規化を行った。正規化は、global normalization を採用した。 

 

(5) リアルタイム定量 RT-PCR 解析 

リアルタイム定量 RT-PCR 解析は全 RNA を鋳型として、QIAGEN QuantiTect SYBR Green 

RT-PCR Kit (Qiagen)により行った。遺伝子特異的なプライマーは、Applied Biosystems Primer 

Express Software v2.0 (Applied Biosystems)を用いてデザインした。リアルタイム PCR 実験は ABI 

PRISM 7000 Sequence Detection System (Applied Biosystems)を用いて行った。反応液組成(1 反

応 50μl)は、[2 x QuantiTect SYBR Green RT-PCR Master Mix 25μl, Primer Forward 0.5μM, 

Primer Reverse 0.5μM, QuantiTect RT Mix 0.5μl, Total RNA 50μg]である。 PCR 反応条件は、

[50˚C 30min, 95˚C 15min, (95˚C 15sec, 57˚C 20sec, 60˚C 1min) x 40cycle]である。 

 

(6) lacZ 融合蛋白質の構築 

発現誘導された遺伝子の上流配列（プロモーター）と lacZ 遺伝子の融合蛋白質を構築した。各

遺伝子の開始コドンから上流遺伝子の停止コドンまでを C. glutamicum R 株の染色体 DNA を鋳型

に PCR により単離した。得られた PCR 産物を包括的プロモーター領域とし、E. coli lacZ 融合ベク

ターpMC1871 Fusion Vector（Pharmacia）に挿入した。正しい方向にプロモーター領域が導入され

た プ ラ ス ミ ド を 有 す る 形 質 転 換 体 は 青 色 を 呈 す る こ と を 利 用 し 、 100µg/ml の X-Gal

（5-bromo-4-chloro-β-D-galactopyranoside）を含む A 培地プレートで選抜した。次に、得られたプラ

スミドから制限酵素処理によりプロモーター領域と lacZ の融合配列を切り出し、コリネ型細菌と大腸

菌のシャトルベクターである pCRB1 にサブクローンした。取得された新規プラスミドは大腸菌

JM110 株により非メチル化させた後、形質転換実験に用いた。約 1 µg のプラスミドを電気パルス

法により C. glutamicum R 株に導入した。形質転換体は、5 µg/ml のクロラムフェニコールと

100µg/ml の X-Gal を含む A 培地プレートで選抜した。 

 

(7) ß-ガラクトシダーゼ活性測定方法 

ß- ガラクトシダーゼの活性測定は、 Miller, J. H2) の方法に従った。分取した培養液を

O.D.610=0.2 になるように BT-U 培地で希釈した。トルエンを一滴添加し、ボルテックスで 30 秒間、
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激しく混和させた後、37˚C で 40 min インキュベートした。100 µl の細胞液を 90 0µl の

2-Mercaptoethanol（NACALAI TESQUE INC.）を添加した Z バッファー[16.1g/l Na2HPO4•7H2O, 

5.5g/l NaH2PO4•H2O, 0.75g/l KCl, 0.246g/l MgSO4•7H2O]に加え、28˚C で 5 min インキュベートし

た。200μl の 4mg/ml ONPG を添加後、ボルテックスで混和し、28˚C で反応液が黄色を呈するま

でのインキュベート時間を測定した。500µl の 1M Na2CO3 を添加することにより、反応終了とした。 

分光光度計で反応液の O.D.260 及び O.D.550 を測定後、1000 x (O.D.420-1.75 x O.D.550)/ 

t (min) x 1.7 (ml) x OD610 の計算式により活性値を算出した。 

 

(8) プライマー伸張法 

 転写開始点の決定は、蛍光標識された IRD700 オリゴヌクレオチド（LI-COR, NE, USA）を用いて

行った。プライマー伸張反応は、Primer Extension System –AMV Reverse Transcriptase（Promega, 

CA, USA）を使用した。アニーリング反応は、全 RNA100 μg とプライマー1.5pmol を混合し、80˚C

で 15min 熱変性後、60˚C で 90min、30˚C で 90min インキュベートした。温度調節は、GeneAmp 

PCR System 9700（Applied Biosystems, CA, USA）を用い、温度下降速度を 5%に設定した。逆転

写反応は、42˚C で 1hr 行った。EDTA（pH8.0）の添加により反応を終了させた後、DNase-free 

RNaseA を加え RNA の分解を行った。次に、cDNA をフェノール・クロロホルム処理法とエタノール

沈殿法で精製後、ペレットを滅菌水で溶解し、IR2 STOP Solution（LI-COR）を添加した。95˚C で

2min 加熱後、氷上に置き、0.8%ポリアクリルアミドゲルにロードした。泳動は、LI-COR 4300 DNA 

analyzer（LI-COR）で行った。また、転写開始点の位置は、同じプライマーを用いて、それぞれの遺

伝子を含む pGMT-T Vector から DYEnamic Direct Cycle Sequencing Kit with 7-deaza-dGTP（no 

primer）(Amersham)を用いて作製した DNA シーケンスラダーとの配列比較によって決定した。 

 

3.2.4  結果と考察 

(1) DNA アレイ解析による酸素抑制条件下特異的誘導遺伝子の探索 

 本実験では、RITE バイオプロセスの環境化（酸素抑制条件下）で特異的に発現誘導または発現

抑制される遺伝子の取得を目的とした。前年度構築された cDNA マイクロアレイ解析手法を用いて、

好気、酸素抑制条件下間における蛍光シグナル強度の比較を行った。cDNA の標識は、より高い

相関係数を得るために、アミノアリル dUTP の酵素取り込みで標識した cDNA を合成後、過剰量の

アミン反応性蛍光色素（Cy3-, Cy5-reactive dye）とのカップリング反応を行い、CyDye 標識 cDNA

プローブを作成する、間接二蛍光標識法を採用した。標識反応は、好気および酸素抑制条件下

の細胞から抽出した全 RNA から cDNA を合成する際に行った。当研究室で作製した C. 

glutamicum R 株の全 ORF 搭載 cDNA マイクロアレイに対してプローブ溶液のハイブリダイゼーショ

ンを行った後、マイクロアレイの画像化、蛍光強度の数値化および定量化を行った。得られた定量

化データについては、全遺伝子発現量を同等と仮定したグローバル補正法を用いて補正を行った。

また、酸素抑制条件下で著しく発現量が変化した遺伝子については、リアルタイム定量 RT-PCR 解

析により、遺伝子発現量を定量的に測定し、マイクロアレイ解析の結果と相関性があることを確認し
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た。 

図 3.2.1-1 は、cDNA マイクロアレイ解析の発現量の比を、スキャッタープロットで示したものであ

る。好気（Cy5）と酸素抑制条件下（Cy3）の蛍光強度の散布は、Cy3/Cy5 比が 0.5-2.0 の範囲外に

12.7%以上存在しており、遺伝子発現プロファイルが好気と酸素抑制条件下で大きく異なることが

示唆された。シグナル強度に差異が認められた cDNA クローンのうち、シグナル比が特に高いクロ

ーン（3 倍以上）と低いクローン（1/3 以下）のクローンを酸素抑制条件下特異的発現誘導・抑制遺

伝子として選抜した。つづいてこれらのクローン 151 個について、ゲノムの機能データベースであ

る COG(Clusters of Orthologous Groups)3)の遺伝子カテゴリーに基づいて分類を行った（図

3.2.1-2）。酸素抑制条件下誘導遺伝子として抽出した 73 クローン中では、代謝関連遺伝子群が多

く 34.2%含まれていた。また酸素抑制条件下抑制遺伝子 78 クローンに関しては、翻訳機構やリボ

ソーム関連の遺伝子群が多く含まれていた。誘導遺伝子では 16.4%、抑制遺伝子では 20.5%の遺

伝子が COG で分類されない機能未知の遺伝子であった。次に、選抜された酸素抑制条件下誘導

遺伝子クローンについて、該当遺伝子のプロモーター部位の単離および活性検定を行った。 
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図3.2.1-2　酸素抑制条件下で遺伝子発現が誘導または抑制された遺伝子のCOGに基づく機能別分類
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(2) 酸素抑制条件下において遺伝子発現を制御するプロモーターの取得と解析 

 図 3.2.1-3 は、酸素抑制条件下で遺伝子発現量が増加した遺伝子のプロモーター強度を測定す

るために、プロモーター部位と lacZ の融合蛋白質発現プラスミドの構築方法を示したものである。

C. glutamicum R 株の全ゲノムデータベースを基に、開始メチオニンコドンより上流遺伝子の停止コ

ドンまでをプロモーターとみなし、末端側に適当な制限酵素認識部位を設計したプライマーを用い

て目的の領域を PCR 増幅を行った。増幅断片を制限酵素処理し、β－ガラクトシダーゼ融合蛋白

質を作製できるプラスミド pMC1871 に挿入した。次に、プロモーターと lacZ 遺伝子の融合断片を
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制限酵素処理により切り離し、C.glutamicum の複製起点を持つプラスミド pCRB1 に挿入した。構築

したプラスミドを導入した C. glutamicum R 株の形質転換体を用いてβ－ガラクトシダーゼ活性を測

定した。好気培養および酸素抑制条件下の細胞を 1 時間毎に採取した。その結果、好気培養にお

いて、培養液中の溶存酸素量が減少すると共にβ－ガラクトシダーゼ活性の上昇が観察された。

また、好気培養後、集菌・洗菌を経て RITE バイオプロセスの酸素抑制条件下に移行しても、プロ

モーター活性が高い状態で維持されていることが明らかとなった(図 3.2.1-4)。さらに、これらの遺伝

子において、マイクロアレイ解析で得られた発現強度と、遺伝子発現検定で得られたプロモーター

活性値には相関が見られた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2.1-4　　好気および酸素抑制条件下でのß-ガラクトシダーゼ活性測定

C. glutamicum R株の好気（A）、酸素抑制条件下（B）で1時間毎に菌体の採取を行い、
ß-ガラクトシダーゼ活性を測定した結果を示す。●は算出したlacZの活性値(units)、

■はO.D.610、▲は溶存酸素濃度(ppm)を示す。
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図3.2.1-3　　転写制御領域（プロモーター）とlacZ遺伝子の融合蛋白質発現系プラスミドの構築
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(3) プライマー伸長法による転写開始点の決定 

 プライマー伸長法とは、転写開始点より下流に存在し、転写される RNA と相補性をもつような一

本鎖 DNA をプライマーとし、5’-末端をラベル化した後、RNA とハイブリッド形成させ、逆転写酵素

を用いて、転写開始部位まで伸長させる方法である。得られた断片の大きさや、その量によって、

転写開始点の決定や転写活性の定量などを行うことができる 3)4)。本実験では、スラブゲル方式シ

ーケンサー（LI-COR 社製 4300 DNA analyzer）と蛍光色素を利用したダイプライマー法の組み合
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わせで解析を行った。本実験で用いたジデオキシ法のダイプライマー法は、バックグラウンドが低く、

各バンドのシグナル強度のばらつきが少ないという利点がある。また、従来は、ラジオアイソトープ

（RI）の使用により、作業場所の制約、実験操作中の被爆・汚染などの問題点があったが、蛍光色

素の利用により迅速かつ安全に実験を行うことができる。酸素抑制条件下で遺伝子発現量が誘導

または抑制された遺伝子群が、いつどのような制御を受けて発現されているかのメカニズムを解明

するために、プライマー伸長法を用いてゲノム上での正確な転写開始点の位置を決定し、上流転

写制御領域（プロモーター領域）の配列を同定した(図 3.2.1-5)。酸素抑制条件下で特異的に発現

誘導された遺伝子についてプライマー伸長法による解析を行った結果、好気および酸素抑制条件

下で異なる転写開始点は同定されなかった。原核生物の場合、転写の開始点の上流約 10 塩基と

35 塩基の位置によく保存されたコンセンサス配列（-10 領域および-35 領域）が存在することが知ら

れている。これらの配列は転写プロモーターであり、RNA ポリメラーゼのシグマサブユニット（σ 因

子）によって認識される部位である。そこで、本実験で転写開始点を決定した遺伝子についても、

コンセンサス配列を探索した結果、大腸菌のσ70 が認識する-10 領域（TATAAT : Pribnow 配列

[TATA box]）と-35 領域（TTGACA）に相同性の高い配列が観察された。 

 

 

 

図3.2.1-5　プライマー伸長法による好気・酸素抑制条件下での転写開始点の解析
C. glutamicum R株の好気（1）、酸素抑制条件下（2）の細胞から抽出した全RNAを用い
て行ったプライマー伸長法の画像解析結果と転写開始点付近の塩基配列を示す。転
写開始点の塩基をアスタリスクで示す。
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3.3 C. glutamuicum の糖類利用性の拡大 

 

3.3.1 概要 

本プロジェクトではこれまでに、Corynebacterium glutamicum の形質転換により、C6

の 2糖類であるセロビオースとC5糖であるキシロースを利用可能な遺伝子組み換え株を

作製した（図 3.3-1）。両化合物は古紙由来の糖化液に含まれる成分であるが、資源循環

型の大規模生産技術を今後導入するためには、バイオプロセスの原料としてはより安価

で大量に存在する資源の利用が望まれる。ヘミセルロースを多く含む Lignocellulose（低

品質セルロース）バイオマスは、自然界に広く分布し、食糧・飼料生産と拮抗しない有

望な資源である。その反面、ペントース（C5 糖）を多く含むため、多くの微生物はこれ

を効率的に利用することができない(3)。 

本項ではこのヘミセルロースの利用に焦点を当て、関連研究の動向調査および、RITE

プロセスによる利用の成果と今後の展開について述べる。 
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図 3.3-1 組み換え Corynebacterium glutamicum によるセロビオース、キシロースの利用 

 

3.3.2 研究の背景 

(1) 工業原料としてのヘミセルロース 

現在、ブラジルでは特産の砂糖キビ由来の砂糖、米国ではトウモロコシ澱粉由来のグ

ルコースを原料として、燃料用エタノールが大規模に生産されている(10)。しかし、世

界的に見れば農業生産量には限界があり、デンプンやショ糖を利用したこれまでのバイ

オプロセスは食料や飼料への需要と競合している。未利用資源への利用拡大と生産コス

ト削減の観点からも、将来的には Lignocellulose バイオマス（農産廃棄物）の利用へとシ
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フトすることが望まれる。コーンストーバーはアメリカを中心にその工業的利用が本格

的に検討されている Lignocellulose バイオマスのひとつであり、穀物部分を除いたこれら

の農業残渣には、トウモロコシと異なり多量のヘミセルロースを含むことを特徴とする

（図 3.3-2）。 

セルロースが均一なグルコースの直鎖型ポリマーであるのに対し、ヘミセルロースは

C6 糖である D-glucose, D,L-galactose, D-mannose と C5 糖である D-xylose, L-arabinose によっ

て構成される不均一な分岐型ポリマーである。コーンストーバーには約 35％のグルコー

スの他に、C5 糖であるキシロースとアラビノースが 20～30％含まれている（図 3.3-3）

(5)。 

 

Corn Stover 

 

Component % dry wt. 

Cellulose 40 

Hemicellulose 

Lignin 18 

Ash 7 

Protein 3 

Other 10 
 

O

OH

OH

OH

CH2OH

OH

O

OH

OH

OH OH

OOH

OH

OH OH

D-glucose D-xylose L

Corn kernel 

22 

 from Watson, S.A. and Ramstad, P.E. 1987. Corn: Chemistry and

Technology, American Association of Cereal Chemists, Inc., St. Paul, MN. 

-arabinose 

図 3.3-2 トウモロコシから低品質セルロースバイオマス 

（例：コーンストーバー）への原料シフト 
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図3.3-3　corn stover の組成

Arabinose
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Mannose
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17%

 

新聞紙には C5 糖が乾燥重量で約 5％含まれているが、Lignocellulose バイオマスでは

C5 糖の割合が約 20％とより高く、この大部分がキシロースである（表 3.3-1）(1)。グル

コースが約 40％含まれる他、少量のガラクトースとマンノースを含んでいる。キシロー

スなど C5 糖を利用する微生物種は限られているため、幅広い糖利用能を有する微生物の

開発が今後の Lignocellulose バイオマスの工業的利用に向けた鍵となる。 

 

糖質

　全C6糖 40.1 39.8 43.2 39.2 39.2 81

　　グルコース 39.0 36.6 41.0 36.1 38.1 64.4

　　マンノース 0.3 0.8 1.8 3.0 - 16.6

　　ガラクトース 0.8 2.4 0.4 0.1 1.1 -

　全Ｃ5糖 18.0 21.6 19.3 16.6 25.8 5.1

　　キシロース 14.8 19.2 14.8 14.0 23.3 4.6

　　アラビノース 3.2 2.4 4.5 2.6 2.5 0.5

非糖質

　リグニン 15.1 14.5 9.9 19.4 18.4 21.0

　灰分 4.3 9.6 12.4 20.1 2.8 0.4

　タンパク質 4.0 3.0 - - 3.0 -

バガス 新聞紙
コーン

ストーバー
麦かん 稲わら 籾殻

表 3.3-1 各バイオマス中の成分 
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(2) ペントースからの物質生産に向けた微生物の代謝改変 

エタノール生産に広く利用されている Saccharomyces cerevisiae や Zymomnas. mobilis、

乳酸生産に使用される乳酸菌 Lactococcus lactis など、工業的に汎用されているこれら重要な

発酵性微生物も本来 C5 糖を利用できない（表 3.3-2）(6)。これに対し大腸菌はこれらバ

イオマスに含まれる糖類をすべて利用することができる。大腸菌のキシロースとアラビ

ノ ー ス の 代 謝 経 路 を 図 3.3-4 に 示 し た 。 両 化 合 物 は 異 性 化 反 応 を 伴 っ て

xylulose-5-phosphate に変換され、その後ペントースリン酸経路を経て解糖系に組み込ま

れる。これらの微生物以外にも、嫌気性細菌 Clostridium acetobytilicum や通性嫌気性菌

Clostridium acetobytilicum、乳酸菌 Lactobacillus xylosus、Lactobacillus pentosus、酵母

Candida shehatae や Pichia stipitis などもキシロースを利用することができるが、これら

の微生物も大腸菌と同様の代謝酵素による異性化反応の後にペントースリン酸経路を経

由して代謝する点で共通している(6)。 

 

表 3.3-2 エタノール生産菌におけるバイオマス由来糖類の利用性 

Strain Glucose Galactose Mannose Xylose Arabinose
Saccharomyces 
cerevisiae ＋ ＋ ＋ ― ― 

Zymomonas mobilis  ― ― ― ― 

Lactococcus lactis ＋ ＋ ＋ ― ― 

Escherichia coli ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

 

 

図 3.3-4 大腸菌におけるキシロース、アラビノースの代謝経路 
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もう一つの C5 糖であるアラビノースは、araBAD 遺伝子にコードされる３つの酵素

L-arabinose isomerase、L-ribulokinase、L-ribulose-5-phosphate-4-epimerase の働きによりキ

シロースの場合と同じ xylulose-5-phosphate へと変換され、同様にペントースリン酸経路

を経由して代謝される(9)。 

大腸菌は C5 糖を発酵基質として利用できるが、野生株では発酵産物が複数存在し、選択的

な物質変換を行わない。そこで、選択的な目的物質への変換を目的に、大腸菌などから C5 糖

の代謝酵素をコードする遺伝子をクローニングし、工業的に利用されている優れた発酵性微生

物に導入する研究例が多数報告されている。例えば、キシロース資化性酵母である Pichia 

stipitis からキシロース代謝酵素 xylose reductase と xylitol dehydrogenase（xylulokinase を含む

ケースもある）をコードする遺伝子をクローニングし、酵母 S. cerevisiae に導入した組み換え株は、

キシロースからのエタノール生産が可能になった（図 3.3.-5）(7)。エタノール生産性細菌である Z. 

mobilis に関しても、大腸菌由来のキシロース代謝酵素 xylose isomerase と xylulokinase とペント

ースリン酸経路の酵素 transketolase と transaldolase をコードする遺伝子の導入により、キシロー

スからのエタノール生産が報告されている(11)。組み換え Z. mobilis ではキシロースからほぼ

100％の変換率でエタノールが生成することが報告されている。これに対し組み換え S. 

cerevisiae では、エタノール発酵の過程で細胞内の酸化還元反応に関与する補酵素の量的

なアンバランスが発生する。これにより、代謝中間体である xylitol が多く蓄積してエタ

ノールの収率を低下させることが問題となり、現在も遺伝子レベルでの代謝改変が検討

されている(8)。また、いずれの微生物種を用いた場合でも、xylose の消費が glucose の共存

下では抑制される“glucose repression”と呼ばれる現象が生じるため(4)、Lignocellulose の利用

に当たっては複数糖の効率的な同時利用を可能にすることが今後の課題である。 

 

D-xylose D-xylose

酵母型（S. cerevisiae） 微生物型（Z. mobilis）

D-xylulose-5-P D-xylulose-5-P

D-xylulose

xylitol

D-xylulose

ペントースリン酸経路

エタノール

Xylose isomerase
(E. coli)

Xylulokinase
(E. coli)

NADP+

NADPH

NAD+

NADH

ATP

ADP

ATP

ADP
Xylulokinase

(P. stipitis or native)

Xylose reductase
(P. stipitis)

Xylitol dehydrogenase
(P. stipitis)

 

補酵素の
アンバランス

図 3.3-5 遺伝子組み換えによる Xylose 代謝経路の導入 
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3.3.3 材料と方法 

(1) 供試菌株： Corynebacterium glutamicum R を使用した。 

(2) 菌体の培養 

-80℃の保存菌体を A プレート（表 3.3-3）に白金耳で塗布し、33 ℃で 12 時間培養し

た。生育したコロニーを、糖類を含まない A 液体培地（表 3.3.3-1）に植菌し、33 ℃、

200 rpm、12 時間振とう培養した。BT 液体培地に各糖が 25ｍM となるように添加した

溶液を 24 穴のプレートに分注し、増殖した菌体を回収・洗菌した後、OD610=0.05 にな

るよう菌体を植菌し、増殖及び酸の生成の評価を行った。 
 

表 3.3-3 培地組成 

Component A plate A BT-U 

(NH2)2 CO 2.0 2.0 － 

(NH4)2SO4 7.0 7.0 7.0 

KH2PO4 0.5 0.5 0.5 

K2HPO4 0.5 0.5 0.5 

MgSO4・7H2O 0.5 0.5 0.5 

Biotin 200 μg 200 μg 200 μg 

Thiamine 200 μg 200 μg 200 μg 

FeSO4・7H2O 6 μg 6 μg 6 μg 

MnSO4・H2O 4.2μg 4.2μg 4.2μg 

Yeast extract 2.0 2.0 － 

Casamino acid 7.0 7.0 － 

Agar 3.0 － － 

H2O 1000 ml 1000 ml 1000 ml 

 

 

3.3.4 結果と考察 

これまでに、大腸菌由来のキシロース代謝酵素をコードする２つの遺伝子 xylA, xylB

を導入した組み換え C. glutamicum を作製した。同株を用いたモデル古紙糖化液からの物

質生産では、グルコースのみならずキシロースが完全に消費されることをこれまでに確

認している（図 3.3-5）。また、cellobiose の資化が可能な C. glutamicum の変異株を取得

し、この cellobiose 取り込み遺伝子をクローニングした。クローニングした遺伝子を導

入した cellobiose 資化性組み換え株では、グルコースとセロビオースの同時利用による

有機酸生成を確認している（図 3.3-6）。 
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図 3.3-5 キシロースを含んだ古紙糖化液からの有機酸生成 
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図 3.3-6  グルコース、セロビオース混合液からの有機酸生成

今回 C. glutamicum におけるその他の糖類からの増殖及び物質生産について検討した

結果を表 3.3-4 にまとめた。Glucose, xylose に次いで Lignocellulose バイオマス中の存在

量が高い mannose, arabinose galactose に関しては、mannose で利用が確認されたが、他の

二つの糖は利用能を示さなかった。Barrett らは C. glutamicum における galactose の利用

に関して報告しており、乳酸菌 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus と Lactococcus 

lactis subsp. cremoris に由来する取り込みタンパク及び代謝酵素をコードする遺伝子群の
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導入により、galactose 及び lactose の利用が可能になることを示している(2)。その他、

Lignocellulose バイオマスには含まれないが比較的資源量の豊富な糖類である sucrose, 

fructose では、良好な増殖及び有機酸の生成が認められた。今後はヘミセルロース成分で

ある arabinose の利用能付与が課題となる。 

 

表 3.3-4 C. glutamicum における糖資化性 

Sugar Carbon unit growth1) acid production2) 

Glucose C6 ＋ ＋ 

Galactose 4) C6 （＋） （＋） 

Fructose C6 ＋ ＋ 

Mannose C6 ＋ ＋ 

Grucronate C6 ＋ ＋ 

Glucosamine C6 ＋ ＋ 

Rhamnose C6 ― ― 

Ribose C5 ＋ ＋ 

Xylose 3) C5 （＋） （＋） 

Arabinose C5 ― ― 

Maltose Glc-α-1→4Glc ＋ ＋ 

Cellobiose 3) Glc-β-1→4Glc （＋） （＋） 

Sucrose Glc-α-1→4Frc ＋ ＋ 

Lactose 4) Gal-β-1→4Glc （＋） （＋） 
注）括弧付は組み換え株で付与された特性 
1) 好気培養（48h）で増殖が認められた場合：＋ 
2) 2% cell による小スケール反応（BT medium, 200 mM sugar, 90h） 

pH indicator による色の変化で判断 
3) 本プロジェクトで作製した組み換え株 
4) 文献より引用(2) 

 

表 3.3.4-2 にこれまで工業的に広く用いられてきた微生物の遺伝子組み換え株におけ

る Lignocellulose 由来糖類の利用能をまとめた。遺伝子組み換え技術の発展により、糖類

の利用能が飛躍的に向上したことが分かる。この表に示した糖類すべてを利用すること

ができれば、Lignocellulose に含まれる約 90％の糖類を有効に利用できることになる（表

3.3.2-1 参照）。しかし現実には、グルコースの消費速度に対して他の糖類の消費速度は

かなり遅い。また、複数の糖類の共存下では先に述べた glucose repression の問題が生じ、

複数糖類の同時利用は今後解決すべき課題である。糖代謝の制御系の解明・改変など基

礎的な研究を通じて、グルコース以外の糖の消費速度を改善する新たな知見の集積が必
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要とされている。 

 

表 3.3-5 各種組換え微生物によるバイオマス由来糖類の利用能 

strain Glucose Galactose Mannose xylose Arabinose

Saccahromyces cerevisiae + + + (+) (+) 
Zymomonas mobilis + － － (+) (+) 
Escherichia coli  + + + + + 
Lactococcus lactis + + + (+) － 
Corynebacterium. glutamicum + (+) + (+) － 

注）括弧付は組み換え株で付与された特性 

 

本プロジェクトでは、組み換え C. glutamicum を用いた古紙由来の糖化液を原料とする

有用物質生産に関する技術開発を行ってきた。生分解性プラスチック市場は今後も成長

が期待されるが、工業的基盤原料として展開するためには、生産コストの削減が鍵とな

る。ヘミセルロースを多く含む Lignocellulose（低品質セルロース）バイオマスは、自然

界に広く分布し、現在は農産廃棄物として処理されている安価な再生可能資源である。

化石資源の有限性と温暖化ガスの削減の観点からも、今後は現在の石油リファイナリー

を基盤とする工業生産は、再生可能資源であるバイオマスの利用をベースとするバイオ

リファイナリーへと移行することが望ましい（図 3.3-6）。すでに燃料用エタノールなど

一部のバイオプロセスでは、Lignocellulose の利用に向けた実プラントの導入が本格化し

ている（12）。しかし依然として、エネルギー変換効率の向上と利用範囲の拡大は、バイ

オリファイナリーの工業化に向けた重要な研究課題であり、糖利用能の拡大に関する技

術開発はこの中心となる技術要素である。 
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図 3.3-6 石油リファイナリーからバイオリファイナリーへの展開 
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３．４ CO2取り込み機能を有する新規微生物（酵素）の探索 

リブロースモノリン酸経路鍵酵素遺伝子を形質転換することによるホルムアルデヒド耐性の向上 

 

3.4.1 要約 

 昨年度の研究で、古紙に含まれるリグニンの成分を分解する過程で生じる細胞毒性の高いホルム

アルデヒドを除去する方法として、メチロトローフのリブロースモノリン酸経路の鍵酵素である 3-

ヘキスロース-6-リン酸シンターゼ（HPS）と 6-ホスホ-3-ヘキスロイソメラーゼ（PHI）両遺伝子を

導入することによって、そのリグニン成分の分解が飛躍的に向上する現象を見出した。本年度は、

その遺伝子導入と活性発現の効率化を図るために、hps と phi 両遺伝子の融合とその発現を検討し

た。 

 データベース上で hps と phi との相同遺伝子の探索を行い、超好熱性アーキアである Pyrococcus 

horikoshii OT3 株には、両遺伝子がひとつの読み枠（ORF、PH1938）にコードされていることを見

出した。PH1938 遺伝子の全長、および PH1938 遺伝子の hps 部分と phi 部分とを大腸菌に組換え、

それぞれの発現産物（rHps-phi、rHps、rPhi）を組換え大腸菌から精製して性質を明らかにした。そ

の結果、rHps-phi は二機能酵素であり、HPS と PHI の両酵素活性を示した。さらに、二機能酵素

rHps-phiと rHpsおよび rPhiを当量混合したものの酵素活性を比較したところ、二機能酵素は混合酵

素に比べて約50倍の分子活性を示した。この酵素は高温でしか機能しないために、Corynebacterium 

glutamicumなどの中温菌でも機能する二機能酵素を作出するため、Mycobacterium gastri MB19 株の

hps および phi 遺伝子を人為的に融合した。この融合遺伝子を大腸菌で発現させ、精製酵素を得て

その触媒機能を調べたところ、P. horikoshiiの場合と同様にこの融合遺伝子産物は二機能性であり、

高効率でホルムアルデヒドの固定を触媒することを見出した。さらに、この融合遺伝子を組換えた

大腸菌はより高濃度のホルムアルデヒドを固定・除去することができる。従って、この融合遺伝子

は、ホルムアルデヒド除去機能を付与するために有効である。 

 

3.4.2 緒言 

 CO2取り込みが増強された細胞では、C1化合物代謝が進行することが考えられる。この場合、代

謝のバランスがくずれるとホルムアルデヒドが細胞内に蓄積する。一方、全ての生物の代謝では、

ホルムアルデヒドを遊離する反応があり、これを除去する機能も活性の多少に関わらず存在する。

最近、メチロトローフの C1 化合物資化経路として知られているリブロースモノリン酸経路の鍵酵

素である-ヘキスロース-6-リン酸シンターゼ（HPS）と 6-ホスホ-3-ヘキスロイソメラーゼ（PHI）に

相同な遺伝子が細菌に広く存在することが明らかになった 1, 2)。この経路が実際に機能するためには、

ホルムアルデヒドの受容体である、言い換えれば、HPS の基質である、リブロース 5-リン酸の再

生系が必要である。この再生系はペントースリン酸サイクルに類似である。従って、HPS と PHI

の活性があれば、リブロースモノリン酸経路が機能すると考えることができる。 

 これまでに、非メチロトローフである枯草菌で、この経路が実際に機能してホルムアルデヒドを

固定・除去することが示された。さらに昨年度の報告では、Burkholderia cepaciaが古紙に含まれる
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リグニンのモデル物質であるバニリンを利用する際にホルムアルデヒドが遊離し、hps と phi 遺伝

子をこの菌株に形質転換することによって、バニリン酸の利用性が大きく向上することが明らかに

なった 3)。しかし、この場合、hps と phi をオペロンの形態で導入するため、遺伝子導入とその発現

が必ずしも効率よく起こらない。この発現効率を向上させる手段として、 hps と phiとを融合して

ひとつの遺伝子とし、これを１回の操作で形質転換することが考えられる。 

 現在、データベース上には、メチロトローフ以外の多くの菌種にも hps と phi の相同遺伝子があ

る。この中で、超好熱性アーキアであるPyrococcus属の菌株には、hpsとphiがひとつの読み枠（ORF）

にコードされた遺伝子が存在する（図 3.4-1）。この遺伝子産物の触媒機能は未知である。 

 

 

図 3.4-1 Pyrococcus horikoshii OT3株のPH1938遺伝子とBacillus brevis S1株のhpsおよびphi
での相同性。枠で囲った部分は疎水性配列。 

 

 そこで、本年度は、ホルムアルデヒド除去機能を効率よく導入することを目的として、先ず、

Pyrococcus horikoshii の hps・phi融合遺伝子産物の機能解析を行い、さらに、その結果に従って中温

性のメチロトローフの hps と phi を人為的に融合させ、その発現産物の触媒活性を調べた。 

 結果は、P. horikoshiiの融合遺伝子は、著しく高いホルムアルデヒド固定活性を示すことが明らか

になり、これに倣って作成した中温菌Mycobacterium gastri MB19の hps-phi 融合酵素は同様に、高

効率なホルムアルデヒド固定活性を有することが明らかになった。さらに、この融合遺伝子を組換

えた大腸菌は、ホルムアルデヒドに対する耐性を示した。 

 

3.4.3 材料と方法 

(1) 菌株、ベクター、培養条件 

 Pyrococcus horikoshii OT3 JCM9974を Japanese Collection of Microorganisms（JCM）カタログ第8 叛

  1 MILQVALDLTDIEQAISIAEKAARGGAHWLEVGTPLIKKEGMRAVELLKRRFPDRKIVAD  60
  1 MQLQLALDLVNIEEAKQVVAEVQEY-VDIVEIGTPVIKIWGLQAVKEVKDAFPHLQVLAD  59
    * **:****.:**:* .:. :. .  .. :*:***:**  *::**: :*  **. :::**

 61 LKTMDTGALEVEMAARHGADVVSILGVADDKTIKDALAVARKYGVKIMVDLIGVKDKVQR 120
 60 MKTMDAAAYEVAKAAEHGADIVTILAAAEDVSIKGAVEEAKKLGKKILVDMIAVKNLEER 119
    :****:.* **  **.****:*:**..*:* :**.*:  *:* * **:**:*.**:  :*

121 AKELEQMGVHYILVHTGIDEQAQGKTPLEDLEKVVKAVK-IPVAVAGGLNLETIPKVIEL 179
120 AKQVDEMGVDYICVHAGYDLQAVGKNPLDDLKRIKAVVKNAKTAIAGGIKLETLPEVIKA 179
    **::::***.** **:* * ** **.**:**:::  .**   .*:***::***:*:**:

180 GATIVIVGSAITKSKDPEGVTRKIIDLFWDEYMKTIRKAMKDITDHINEVADKLRLDEVR 239
180 EPDLVIVGGGIANQTDKKAAAEKIN--------KLVKQGL                     211
  1 --------------------------MQTTEFLSEI---VKELSNSVNQIAD----EEAE  27
     . :****..*::..* :..:.**  :   *::. *   :*:::: :*::**    :*..

240 GLVDAMIGANKIFIYGAGRSGLVGKAFAMRLMHLDFNVYVVGETITPAFEEGDLLIAISG 299
 28 ALVNGILQSKKVFVAGAGRSGFMAKSFAMRMMHMGIDAYVVGETVTPNYEKEDILIIGSG  87
    .**:.:: ::*:*: ******::.*:****:**:.::.******:** :*: *:**  **

300 SGETKTIVDAAEIAKQQGGKVVAITSYKDSTLGRLADVVVEIPGRTKTDVPTDYIARQML 359
 88 SGETKGLVSMAQKAKSIGGTIAAVTINPESTIGQLADIVIKMPGSPKDKSE----ARETI 143
    ***** :*. *: **. **.:.*:*   :**:*:***:*:::** .* .      **: :

360 TKYKWTAPMGTLFEDSTMIFLDGIIALLMATFQKTEKDMRKKHATLE              406
144 Q------PMGSLFEQTLLLFYDAVILRFMEKKGLDTKTMYGRHANLE              184
           ***:***:: ::* *.:*  :* .     * *  :**.**

PH1938
BbHPS

PH1938
BbHPS

PH1938
BbHPS

PH1938
BbHPS
BbPHI

PH1938
BbPHI

PH1938
BbPHI

PH1938
BbPHI
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（2000）に記載の条件で培養した。E. coli JM109をプラスミド調製のためのホスト株として使用し、

アンピシリン（50 mg/l）を含むLuria-Bertani（LB）培地で培養した。E. coli Rosseta (DE3)をP. horikoshii 

OT3株遺伝子の発現に用いた。培養は、クロランフェニコール（34 mg/l）を含むLB 培地で培養し

た。E. coli形質転換株のLB 培地での培養では、その対数増殖期中期に 0.1 mM の IPTGを添加し、

その後 3 時間培養を続けた。 

(2) 無細胞抽出液の調製 

 MgCl2 (5 mM)とDTT (1 mM) を含む 20 mM Tris-HCl 緩衝液（pH 7.5）に細胞を懸濁し、超音波破

砕機（19 kHz）で 30分間処理して細胞を破砕した。Western ブロットのためには、上記の細胞懸濁

液をフレンチプレスで破砕した。細胞破砕液を遠心分離（5,000 x g,、30 分、0°C）してその上清を

無細胞抽出液とした。 

(3) 酵素活性測定 

 HPS と PHI の酵素活性は既報の方法に従って測定した。HPS と PHI とのトータル活性、すなわ

ちホルムアルデヒドとリブロース 5-リン酸からフルクトース 6-リン酸を生成する活性、はArfmann

らの方法 4)に従った。 

(4) PH1938 遺伝子とその hps 部分および phi 部分のクローニング 

 PH1938遺伝子は、P. horikoshii OT3 株のDNAを鋳型としてPCR で増幅した。hps と phi 部分は

PH1938塩基配列のそれぞれ 1-618および 638-1221とし、それぞれをPCRで増幅させた。PH1938、

hps、phiをそれぞれ pET23a (+)に挿入して相当するプラスミド pEHPOT3、pEHOT3、pEPOT3 を得

た。各プラスミドをE. coli Rosetta (DE3)に形質転換し、それぞれを発現株として用いた。それぞれ

の遺伝子産物を rHps-Phi、rHps、rPhi と呼ぶことにする。 

(4) rHps-Phi の精製 

 E. coli Rosetta (DE3)[pEHPOT3]株の無細胞抽出液より、活性があるペレットを超遠心分離で集め、

2% CHAPS、50 mM EDTA、10% glycerol を含む緩衝液に懸濁した。これを超遠心分離してその上清

液を可溶化酵素画分とした。これをDEAE-Sepharose カラムで分画し、精製酵素を得た。 

 上記の方法で可溶化して精製した酵素標品は大きなミセルを形成してしまうので、当該タンパク

質の相対分子量をもとめる場合には、50 mM EDTAと 10% glycerol のみを含む緩衝液で可溶化した。

この場合は可溶化率は低いものの、均一な酵素溶液を得ることができた。 

(5) rHps および rPhi の精製 

 E. coli Rosetta (DE3)[pEHOT3]株およびE. coli Rosetta (DE3)[pEPOT3]株から得た無細胞抽出液をそ

れぞれDEAE-Toyopearl カラム、Butyl-Toyopearl で分画して精製酵素を得た。 

(6) 分析方法 

 タンパク質濃度は Bio-Rad protein assay kit を用いて測定した。SDS-PAGE は従来法で行い、

Prestained protein marker (low range for SDS-PAGE（Nacalai Tesque）を標準として相対分子量をもとめ

た。未変性タンパク質の相対分子量は、Superose 12 カラムを装着したFPLC を用いて測定した。 
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3.4.4. 結果 

(1) PH1938 遺伝子はHPS とPHI 相同タンパク質をコードする 

 図 3.4-1 に示したように、PH1938 遺伝子の推定アミノ酸配列では、N-末端側（a.a. 1-206）にHPS

と相同な配列が、C-末端側（a.a. 212-407）にはPHI と相同な配列が完全に保存されており、Bacillus 

brevis S1 株の HPS と PHI とそれぞれ 63%の相同性を示した。PH1938 タンパク質の推定分子量は

44,407 Da であった。P. horikoshii OT3 株の無細胞抽出液中には、HPSとPHI活性が認められた。B. 

brevis S1株のHPS抗体を用いたWestern blot解析によって、P. horikoshii OT3株の無細胞抽出液には、

この推定分子量に相当するバンド（43 kDa）が検出された。一方、HPSに相当する 25 kDaのバン

ドは検出されなかった。すなわち、P. horikoshiiOT3 株では、PH1938 遺伝子に相当するタンパク質、

すなわち HPS と PHI の融合タンパク質を活性型で発現する。この酵素活性は、主に膜画分に検出

された。ホルムアルデヒド添加（0. 5 mM）、無添加の培地で生育したP. horikoshii OT3 株のHPS-PHI

活性は、それぞれ 0.250 と 0.210 unit/mg·min であり、この融合酵素は構成的に生成する。また、こ

の値は、B. brevis S1株がメタノールで生育したときに示す比活性（0.310 unit/mg·min）と同等であり、

この二機能酵素は生理的に意味のあるものと考えられる。 

(2) PH1938、hps、phi 各遺伝子の大腸菌での発現 

 PH1938、hps、phi遺伝子をそれぞれ保持しているプラスミド、pEHPOT3、pEHOT3、pEPOT3 を

E. coli Rosetta (DE3)株に形質転換し、形質転換株を IPTG誘導条件下で培養したところ、それぞれの

無細胞抽出液の SDS-PAGE では、rHps-Phi、rHps、rPhi の相対分子量に相当するバンドが検出され

た。超遠心分画により、rHps-Phiの活性の大部分は膜画分に、rHpsと rPhiの活性は可溶性画分に検

出された。このことは、融合タンパク質 rHps-Phi と rHpsのHPS部分は、それぞれ異なるコンフォ

メーションをとることを意味している。 

(3) 組換え大腸菌からの rHps-Phi、rHps、rPhi タンパク質の精製とサブユニット構造 

 「材料と方法」で述べた方法に従って、rHps-Phi、rHps、rPhi タンパク質をそれぞれ SDS-PAGE

上で単一バンドになるまで精製した（図3.4-2）。精製タンパク質のN-末端配列は、rHps-Phi と rHps

ではMILQVALDT、rPhi ではMKTIRKAMKD であり、それぞれの推定アミノ酸配列と一致した。 

 精製 rHps-Phi の相対分子量は 47 kDa ともとめられ、理論値とよく一致した。またゲル濾過法で

もとめた未変性 rHps-Phiの相対分子量は162 kDaであり、このタンパク質はホモテトラマーのサブ

ユニット構造をとることが明らかになった。rHpsはSDS-PAGE上で 27 kDa、ゲル濾過で 25 kDaと

もとめられ、モノマーサブユニット構造をとるものと考えられる。rPhiはSDS-PAGE 上で 21 kDa、

ゲル濾過で 75 kDa ともとめられ、ホモテトラマーサブユニット構造をとるものと考えられる。 

(4) rHps-Phi、rHps、rPhi の熱安定性 

 図 3.4-3 に rHps-Phi、rHps、rPhi の最適温度と熱安定性を調べた結果を示した。rHps-Phi と rHps

の活性の最適温度は 80-85°C であり、90°C で比較的安定であった。これらの温度特性は、親株であ

るPyrococcus horikoshii OT3 の生育温度域に一致している。それに対して rPhiは、90°C では短時間

で失活し、最適温度は 60°C であり、rPhi は親株の生育温度域では活性を示すことができない。す

なわち、このPHI 部分はHPS と融合することによってはじめて本菌の生理的温度域で機能し得 
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図 3.4-2 精製 rHps-Phi（lane 1）、rHps（lane 2）、rPhi（lane 3）のSDS-PAGE。Lane M

は分子量マーカー 

 

 
図 3.4-3 （A）精製酵素の活性に対する温度の影響。（B）精製酵素の 90°C におけ

る熱安定性。丸印、rHps-Phi；三角印、rHps；四角印、rPhi 
 

る熱安定性を獲得することを意味している。 

(5) rHps-Phi と rHps の触媒パラメーター 

 各精製酵素の触媒パラメーターをもとめた結果を表 3.4-1 にまとめた。rHps のホルムアルデヒド

に対するKm値は、80°Cの方が 60°Cより顕著に低い値を示した。これは、P. horikoshii OT3 の生理

的温度で、rHps-Phi が基質親和性の高いコンフォメーションをとることを示している。分子活性

（kcat）は rHps-Phi の方が rHps より高く、触媒効率（kcat/Km）は両者で同等であった。 

(6) 融合酵素 rHps-Phi と rHps + rPhi混合酵素の触媒効率の比較 

 融合酵素であることによる触媒効率の利点を検討した。表 3.4-2 には、融合酵素 rHps-Phi標品と、

rHpsおよび rPhiとを等モル混合した標品との分子活性を比較した結果をまとめた。両標品の酵素活

性はHPS + PHI活性、すなわちホルムアルデヒドとリブロース 5-リン酸からフルクトース  
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               表 3.4-1 精製 rHps-Phi と rHps の触媒パラメーター 

                Temperature   Apparent Km
       Vmax

          kcat        kcat/Km 

                            for formaldehyde        

                    (°C)        (mM)       (units/mg)      (s-1)      (mM-1·s-1) 

      rHps-Phi 

 60  16.9 384 281 45.0 

 80 6.25 526 386 61.8 

      rHps 

 60 2.31 170 62.2 26.9 

 80 1.95 435 159 81.5 

 
  

          表 3.4-2 rHps-Phi と rHps + rPhiとの活性比較 

 Protein Amount of enzyme used      Activity (units/nmol ofsubunit)b 

              (pmol of subunit)             60°          80°C 

 rHps-Phi 38 2.47 6.58 

 rHps + rPhi 29 each 1.36 0.119 

 

 

6-リン酸を生成する活性で比較した。その結果、融合酵素は 60°C で 1.8倍、80°C で約 50倍高い活

性を示した。このことは、融合酵素となることによって元株の生理的温度でより効率よくホルムア

ルデヒドを固定できることを示している。 

(7) Mycobacterium gastri MB19 の hps および phi 融合遺伝子の構築と大腸菌での発現 

 P. horikoshii OT3株の例に倣い、中温性のメチロトローフであるM. gastri MB19の hps と phi の配

列をひとつのORFに連結したコンストラクトを作成した。これを、P. horikoshii OT3 株のときと同

様にE. coli Rosetta (DE3)株に形質転換した。その形質転換株E. coli Rosetta (DE3)[pETphiphs]の無細

胞抽出液のWestern blot解析では、41 kDa の抗HPSおよび抗PHIと反応するバンドが認められ、hps

と phi にそれぞれ相当するタンパク質の単独バンドは検出されなかった。これは、M. gastri MB19

の hps と phi を融合した遺伝子からは、それに相当するタンパク質が発現することを示している。 

 M. gastri MB19 の HPS および PHI はともに可溶性タンパク質であるが、この融合タンパク質は

P. horikoshii OT3 株の場合と同様に、形質転換株の膜画分に局在した。このタンパク質を rHps-Phi-M

とする。 

(8) rHps-Phi-M の触媒機能 

 rHps-Phi-Mを形質転換株E. coli Rosetta (DE3)[pETphiphs]よりSDS-PAGE上で単一になるまで精製

した（図 3.4-4）。精製方法は、P. horikoshiiOT3 の rHps-Phi の場合と同様にCHAPSで可溶化したも

のをDEAE-Sepharose で分画して行った。形質転換体の無細胞抽出液より 5.4 倍に精製し、30°C 
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図 3.4-4 rHps-Phi-M のSDA-PAGE（A）とWestern blot（B） 

 

での比活性が95.6 unit/mg·min の精製酵素を得た。精製 rHps-Phi-Mのホルムアルデヒドに対するKm

値は 7.63 mM であり、M. gastri MB19 HPS のKm値（2.69 mM）より高かった。しかし、rHps-Phi-M

の分子活性は、HPS の約３倍高い値を示した。 

 M. gastri MB19株のRuMP オペロンでは、phi が hps の上流に位置している。そこで、hps 配列の

N-末端側に phi 配列を繋いだコンストラクトを作成し、上と同様に大腸菌で発現させたところ、こ

の融合遺伝子に相当するタンパク質は大量に発現したにも拘わらず、活性を全く示さなかった。こ

れは、両方の活性を示すためには、N-末端側にHPS 部分がありC-末端側に PHI が位置するコンフ

ォメーションをとる必要があることを示している。 

(9) 形質転換株E. coli Rosetta (DE3)[pETphiphs]のホルムアルデヒド耐性 

 E. coli Rosetta (DE3)[pETphiphs]を IPTG誘導条件下で、培地に様々な濃度でホルムアルデヒドを添

加して培養したところ、この形質転換株はホルムアルデヒドを 5 mM 含む培地でも生育することが

でき、添加したホルムアルデヒドを完全に固定・除去した。一方、この融合遺伝子を含まない形質

転換株E. coli Rosetta (DE3)[pET]では 1mM のホルムアルデヒドを含有する培地で生育することがで

きなかった。すなわち、この融合酵素を形質転換することによって大腸菌はホルムアルデヒド耐性

を獲得したことになる。 

 

3.4.5 考察 

 昨年度までの検討で、メチロトローフのリブロースモノリン酸経路の鍵酵素である HPS と PHI

に相当する遺伝子を導入することによって、形質転換株のホルムアルデヒド耐性が著しく向上する

ことを認めている。しかし、この方法は、hps と phi の２つの遺伝子を導入するために形質転換効

率と活性発現の点に問題を残していた。今回は、P. horikoshii OT3 株のPH1938遺伝子に hps と phi

がひとつの ORF に融合して存在することに着目し、この遺伝子産物である融合酵素がいかなる触

媒機能をもつかを検討した。その結果、融合遺伝子産物は、HPSとPHI の二機能酵素として機能し、

そのトータルの触媒活性は、HPS と PHI とを混合したものより顕著に高いことを認めた。これは、

HPSの反応生成物が反応液中に希釈されることなく次ぎの反応を触媒するPHIに利用されるためで
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あると考えられる。 

 PH1938 遺伝子は大腸菌でも発現することができるが、この遺伝子産物の温度特性は元株の P. 

horikoshii OT3 株の生育温度範囲に一致しており、大腸菌の生育温度域で活性を示すことができない。

すなわち、この遺伝子を中温菌に導入してもホルムアルデヒドの除去活性の付与は期待できない。

そこで、PH1938遺伝子の例に倣い、中温性のメチロトローフであるM. gastri MB19 株の hpsおよび

phiに相当するDNA配列をひとつの遺伝子として繋ぎ、これを大腸菌で発現させたところ、予想ど

おりHPSとPHI活性を有する二機能酵素を発現した。さらに、この融合タンパク質は、HPSとPHI

を混合してものよりホルムアルデヒド固定活性が顕著に高かった。また、この融合遺伝子を形質転

換した大腸菌は、ホルムアルデヒドに対する耐性を示した。 

 Bacillus subtilis にはRuMPオペロンの存在が認められており、ホルムアルデヒドに対するある程

度（1mM 程度まで）の耐性を示す 5)。これに対して、大腸菌やC. glutamicum などでは、ホルムア

ルデヒドに対して極めて感受性が高い。大腸菌で示されたように、この中温菌の hps-phi 融合遺伝

子を導入することによって、B. subtilisよりも強力なホルムアルデヒド耐性菌を構築することが可能

となった。M. gastri MB19 とC. glutamicumは分類学的にも近縁であり、コドンの使用頻度も類似で

ある。また、融合酵素としたことによってその分子活性が著しく向上しており、in vivoで機能する

に十分な酵素活性を得るためには、C. glutamicumではこの融合遺伝子を大量に発現させる必要はな

く、目的に適した系であるということが出来る。 
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３．５ まとめ  
 

バイオコンバージョン技術による二酸化炭素固定効率及び有機酸生産効率の向上を目的

として、 C. glutamuicum の DNA アレイ解析、C. glutamuicum の糖類利用性の拡大に関する

検討、及び CO２取り込み機能を有する新規微生物（酵素）の探索を行った。 
 
３．２項には、好気および物質生産条件下（酸素抑制条件下）におけるトランスクリプ

トーム解析を行った結果を示した。増殖制御遺伝子群、及び物質生産関与遺伝子群等の 
発現挙動を網羅的に解析した結果、物質生産条件下にて特異的に発現するいくつかの遺伝

子を見出した。さらに本結果を基に、嫌気条件下にて特異的に有用遺伝子を発現させるこ

とが可能な嫌気プロモータを取得した。本プロモータを用いることによって、嫌気条件下

で物質生産に必要な遺伝子を効率的に発現することが可能となった。 
 
３．３項では、有用物質の原料である糖類をより効率的に利用するための糖類の利用性

の拡大について検討を行った。古紙糖化実液中には、グルコース以外にセロビオース、及

びキシロースが含まれているが、コリネ型細菌は利用することが不可能であった。しかし

ながら、遺伝子工学的手法によって、これら糖類利用酵素を発現させ、セロビオース、及

びキシロースの利用能を付与することに成功した。本研究開発、及びこれまでの知見より、

コリネ型細菌がセルロース、及びヘミセルロース由来の糖類を利用可能であることが示さ

れた。 
 

 ３．４項では、京都大学大学院農学研究科に CO2 取り込み機能を有する新規微生物（酵

素）の探索について研究委託した結果を示した。昨年度までに、3-ヘキスロース-6-リン酸

シンターゼ（HPS）と 6-ホスホ-3-ヘキスロイソメラーゼ（PHI）遺伝子の導入により、古

紙等の草本、木質系バイオマス中からのリグニン除去過程で生じるホルムアルデヒドの分

解活性が飛躍的に向上することを見出した。本年度は、該遺伝子導入と活性発現の効率化

を図るために、hps と phi 両遺伝子の融合とその発現について検討を行った。超好熱性ア

ーキアである Pyrococcus horikoshii OT3 株より、PH1938 遺伝子の全長、および PH1938
遺伝子の hps 部分と phi 部分とを大腸菌に組換え、それぞれの発現産物 rHps-phi、rHps、
及び rPhi を精製後、解析した。その結果、rHps-phi が HPS と PHI の両酵素の活性を示

し、rHps および rPhi を当量混合したものと比較して約 50 倍の分子活性を有しているこ

とが認められた。さらに、中温菌においても機能する本酵素を作出するために、

Mycobac erium gastri MB19 株の hps、及び phi 遺伝子を人為的に融合して、大腸菌で発

現させた。本酵素を精製して解析を行ったところ、P. h ri shii の本酵素と同様に二機能

性を示し、高効率でホルムアルデヒドの固定を触媒することを見出した。本酵素遺伝子の

発現は、大腸菌においてもより高濃度のホルムアルデヒドを固定・除去することを可能と

t
o ko
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し、ホルムアルデヒド除去機能を付与するための有効な手段である。 
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第４章 結び  

 

４．１ 研究成果のまとめ  

 

4.1.1 古紙等から糖類を生産する技術の開発 
古紙の糖化技術として、環境負荷の少ない酵素糖化技術の確立を目指し、経済性を重視

した糖化技術の開発を行っており、今年度は、糖化微生物の利用に関する基礎技術の開発、

及びセルロソームによるセルロースの分解について検討を行った。 
糖化微生物の糖化酵素の機能解明を目的として、石川県農業短期大学に酵素蛋白の構

造解析、及び構造と機能の相関性の解明について研究委託した。新規にスクリーニングし

た耐熱性の酵母 K. marxianus の宿主ベクター系を構築し、A. niger、T. aurantiacus のエン

ド-β-1,3-グルカナーゼ、及び T. aurantiacus のセロビオヒドロラーゼ遺伝子を導入したと

ころ、高温条件下において該遺伝子が発現し、菌体外に産物の生成が認められた。今年度、

及びこれまでの研究で、2 種のエンドグルカナーゼ、2 種のβ-グルコシダーゼ、セロビオ

ヒドロラーゼの計 5 種の耐熱性のセルラーゼを得ることに成功した。古紙の分解を担う酵

素機能の解析について秋田県立大学に研究委託し、白色腐朽菌が有するリグニン分解酵素

機能の解析を行った。今年度は、P. ostreatus が生産する MnP2 および MnP3 の転写レベル

での発現に及ぼす窒素源濃度、金属イオン濃度の影響を明らかにした。また、未晒しパル

プの漂白に適用可能な酵素を生産する担子菌を選抜し、選抜株の培養液によって漂白（脱

リグニン）効率の向上に成功した。 
また、セルロースおよびヘミセルロースを効率的に分解する Clostridium cellulovorans が

有する高分子複合体セルロソームについて機能解析を行った。C. cellulovorans の新規エン

ドグルカナーゼ遺伝子をクローニングし、転写発現挙動を明らかにした。また、トウモロ

コシ繊維を分解する際の、セルラーゼ、ヘミセルラーゼの相乗効果を調べたところ、セル

ロース/アラビノキシランの分解において XyA と ArfA の相乗効果が認められた。さらに、 
遺伝子組み換え B. subtilis が菌体外に分泌するセルロソーム複合体のコンポーネントが、

菌体外にて相互作用して複合体を形成する新規な現象を見出した。細胞相互間におけるコ

ンポーネント相補によって細胞外複合体が形成される、極めて新規性の高い知見が得られ

た。 
 

4.1.2 バイオコンバージョン技術の開発  
バイオコンバージョン技術による二酸化炭素固定効率及び有機酸生産効率の向上を目的

として、 C. glutamuicum の DNA アレイ解析、C. glutamuicum の糖類利用性の拡大に関する

検討、及び CO２取り込み機能を有する新規微生物（酵素）の探索を行った。 
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有機酸生産効率の向上のために、好気および物質生産条件下（酸素抑制条件下）におけ

るトランスクリプトーム解析を行った。増殖制御遺伝子群、及び物質生産関与遺伝子群等

の発現挙動を網羅的に解析した結果、物質生産条件下にて特異的に発現するいくつかの遺

伝子を見出した。さらに本結果を基に、嫌気条件下にて特異的に有用遺伝子を発現させる

ことが可能な嫌気プロモータを取得した。本プロモータを用いることによって、嫌気条件

下で物質生産に必要な遺伝子を効率的に発現することが可能となった。また、有用物質の

原料である糖類をより効率的に利用することを目的として、糖類の利用性の拡大について

検討を行った。古紙糖化液中には、グルコース以外にセロビオース、キシロースが含まれ

ているが、コリネ型細菌はすることが不可能であったが、遺伝子改変によってこれら糖類

の利用能を付与することに成功した。本研究開発の検討にて、コリネ型細菌がセルロース、

及びヘミセルロース由来のほぼ全ての糖類を利用可能になり、さらに、コリネ型細菌が他

のバイオマスの利用においても高いポテンシャルを有していることが示された。 
 CO2 取り込み機能を有する新規微生物（酵素）の探索について、京都大学に研究を委託

した。古紙等の草本、木質系バイオマス中からのリグニン除去過程で生じるホルムアルデ

ヒドの分解活性を飛躍的に向上する、3-ヘキスロース-6-リン酸シンターゼ（HPS）と 6-ホ
スホ-3-ヘキスロイソメラーゼ（PHI）の利用について検討を行い、大腸菌で発現させるこ

とに成功した。本酵素遺伝子の発現は、大腸菌においてもより高濃度のホルムアルデヒド

を固定・除去することを可能としたことから、コリネ型細菌等の中温微生物におけるホル

ムアルデヒド除去機能の付与として有効な手段であると言える。 
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４．２ 今後の展開  

 

本研究開発にて、今年度までに得られた研究成果から、研究開発終了後に期待される今

後の展開について、以下にまとめる。 

 

4.2.1 古紙等から糖類を生産する技術の開発 
古紙の糖化技術として、前処理技術、酵素分解による糖類生成技術、及び糖化微生物の

利用技術について検討を行ってきた。 
前処理技術として、破砕、叩解等の物理的処理、薬剤を用いた化学的処理を施すことに

よって、糖化反応速度を促進することが可能であることが示された。本結果より、他の木

質系バイオマス等の利用においても酵素糖化処理の前段階処理が有効である可能性が示唆

される。 
糖化酵素利用技術、及び連続的糖化システムの構築に関する検討では、連続酵素糖化シ

ステムを構築し、市販酵素による連続糖化試験を行った。その結果、96％以上の糖化率を

少なくとも 40 日間維持可能であることが認められ、酵素コストをこれまでの 33 分の 1 ま

で削減することに成功した。酵素を再利用可能で、かつ連続的な操作が可能な本システム

のスケールアップが今後期待される。 
糖化微生物の利用技術に関しては、酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関に関する

検討について京都大学、石川県農業短期大学に、また古紙の分解を担う酵素機能の解析に

ついて秋田県立大学に研究委託した。酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関に関する

検討では、耐熱性の糖化酵素について分離、解析を行い、5 種の耐熱性糖化酵素を取得し

た。古紙の分解を担う酵素機能の解析については、リグニン分解酵素の転写発現挙動を明

らかにし、また、脱リグニン反応活性の高い（白色度を増加させる）菌株の分離に成功し

た。米国 RITE カリフォルニア大分室では、菌体外セルロース分解酵素系であるセルロソ

ームの機能解明に関する基礎研究を遂行し、Clostridium cellulovorans が有するセルロソー

ムの遺伝子レベル、タンパクレベルでの制御特性、及びセルロース分解活性特性等を解明

した。以上の様に、糖化微生物利用に関して異なる側面からのアプローチによって、今後、

木質バイオマス等の酵素糖化に有用な知見、及び生物材料を得た。 
 

4.2.2 バイオコンバージョン技術の開発  
糖類と二酸化炭素から有機酸等へ高効率で変換を担う新規バイオコンバージョン技術を

開発するために、糖類からのエネルギー生成の高効率化、炭酸イオン組み込み反応の高効

率化、及び RITE プロセスによる有機酸生成技術について検討を行ってきた。 
バイオコンバージョンによる有用物質生産性向上を目的とした、糖類からのエネルギー

生成の高効率化に関する検討では、糖類と二酸化炭素から有機酸を生成する C. glutamicum 
R のゲノム解析、DNA アレイ解析、及びプロテオーム解析を行った。その結果、本株の物
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質生成代謝経路遺伝子、及び物質生産条件下におけるこれらの遺伝子、タンパクレベルで

の発現挙動を明らかにした。さらに、物質生産条件下にて、特異的に遺伝子を高発現する

調節因子を発見した。本成果は、より高効率な二酸化炭素固定、物質生産のための有用遺

伝子の活用技術の開発に展開可能な有益な知見である。 
炭酸イオン組み込み反応の高効率化に関する基礎技術の確立については、コリネ型細菌

の各種酵素を高発現させ、コハク酸の生成速度、及び炭酸イオン組み込み速度を増加する

ことに成功した。今後、さらに各種酵素の遺伝子レベルでの改良によって、CO2 組み込み

反応を高効率化できると考えられる。CO2 組み込み機能を有する新規微生物（酵素）の探

索に関して、京都大学に研究委託し、原核微生物のリブロースモノリン酸（RuMP）経路

が、ホルムアルデヒド除去装置として機能する例を見出した。今後、本技術を物質生産微

生物に利用することに依って、リグニン分解時に発生するホルムアルデヒドによる反応阻

害を軽減することが可能となる。 
有機酸生成技術の検討では、グルコース、及びキシロースを含む古紙糖化実液から、バ

イオコンバージョン技術によって有機酸を生成可能であることが示された。リグノセルロ

ース系バイオマスの主成分は、グルコース、及びキシロースであることから、今後、本開

発技術は、他の様々なバイオマスに展開可能であると考えられる。 
また、バイオコンバージョンによって、グルコースから著量のコハク酸の生成を行い、

得られたコハク酸を精製、重合してコハク酸系ポリマーを作成した。さらに、射出成形に

よって生活実用品を試作した。 
 
本技術開発では、微生物に種々の糖類利用性を付与すること、並びに微生物を用いて糖

類から実製品を生産することに成功した。今後、様々な再生可能資源(renewable sources)か
らの様々な化学物質(chemicals)や燃料(fuels)の生産、「バイオリファイナリー」に本技術が

展開されることを期待する。 
 

 

以上  
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