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巻頭言

極限環境微生物の多様性と共通性

（独）産業技術総合研究所
ゲノムファクトリー研究部門
湯本

勳

極限環境微生物学会は、極限環境微生物に関する
極限環境の種類と研究の専門分野の点で非常に幅広
い研究テーマに関する交流の場となっており、今年
度のシンポジウムにおいては微生物以外の極限環境
生物についても取り扱われている。極限環境微生物
学を研究領域から見ると生理学や生化学、分子生物
学が含まれていることから、当然微生物以外の極限
環境に適応している生き物を扱っている研究者とも
ある程度共通の土俵で話ができるものと考えられる。
一方では、極限微生物をその種の面からみると、非
常に多様な微生物が含まれるが、この点においても
生理学、生化学、分子生物学の言葉で説明されるこ
とにより、研究テーマにもよるが、ある程度共通の
土俵で話が理解でき議論も可能と考えられる。今後、
当学会が多様な研究領域の研究者が集まっているこ
とや多様な極限環境適応生物を扱っている研究者が
いることのメリットをもっと生かせる様になって、
極限環境という共通の土俵上で伴に研究し、交流す
ることにより大きな意義が見出せる様になってくれ
ば大変すばらしいと思う。極限環境微生物学会は学
会に属する研究者が一見共通性を見出しがたい、
様々な極限環境をベースに研究を進めており、また
専門性においても分類学、応用微生物学、生化学、
分子生物学、生態学、構造生物学といったまとめる
ことが難しい様々な専門分野の研究者集団のように
学会の内外からは見えるのではないかと思われる。
しかし、将来それぞれの研究がさらに発展するにと
もない、多様な研究分野や多様な環境や微生物を相
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手にする研究のなかで共通性を見出していくことや、
対極にある極限環境を通常の環境も含めて同じ座標
軸上で議論する様な研究をすることも可能になって
くるのではないかと思われ、極限環境微生物研究は
そのようなポテンシャルを秘めていると信じている。
植物、魚類、動物といった生物を主体に考えると
極限環境生物という言葉は、過酷な自然の中でひっ
そりと生命を営んでいる様なイメージを持つのでは
ないだろうか？しかし微生物に関していうと、そこ
には様々な種類の微生物が存在する独自の社会の様
なものが形成され、その上、培養出来ない理由によ
り十分な認知がいまだ不可能な種類の微生物までも
が多種類存在することから、たとえ一種類の極限環
境に絞って研究をしても一筋縄では研究しつくせる
ものではないところが、微生物を取り扱う上で非常
に興味深い点でもあり、この様な現状は通常の環境
はもとよりどの極限環境を取り扱っても同じ様な現
状ではないだろうか？
好アルカリ性微生物の世界を見てみると、結構何
の変哲もない土壌などにもかなり色々な種類の好ア
ルカリ性微生物が分布している。また、藍染の原料
と なる 藍の発 酵液 には中 性で は生育 でき ないが
pH12 以上でも生育可能な超好アルカリ性微生物と
でも呼ぶべき微生物が存在するが、その出発原料を
たどると極限環境は存在しないことから非極限環境
における極限環境微生物集団の多様性に驚かされる。
また有機物をコンポスト化する過程で 80℃以上の
高温になることが知られているが、高温環境が醸成
される過程で高温環境に適応した微生物が増えてく
ることからも、原料は通常環境由来であってもさま
ざまな極限環境のプロセスを経ることで、通常環境
に眠っている極限環境適応能を持った微生物集団が
目覚める現象が観察されることにも、微生物集団の
もつポテンシャルもしくは流動性には驚かされる。
以上の様に日常的に観察される現象からも異なる
極限環境微生物間で共通して見られる現象がある他、
生理機能にも似たようなことが観察されるのではな
いだろうか？例えば同じ好アルカリ性細菌の範疇に
分類される微生物郡において、さらにそれらが微生
物分類学の観点からも、比較的近い類縁関係にあっ
ても、それらのアルカリ環境適応機構は予想以上に
多様である。このような多様性は他の極限環境微生
物の環境適応の生理にも当てはまるのではないかと
思われる。また、様々な極限環境微生物が持ってい
るタンパク質のそれぞれの極限環境に対する分子適
応戦略もそれぞれの環境で多様な戦略が取られてい
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るのではないだろうか？
今後、我々極限環境微生物学会に所属する研究者
がより研究を推進させることにより、極限環境微生
物が見せる様々な多様性の局面から新たなる共通原
理を見出すことにより、学問ベースにおける同学会
の研究者間の風通しがよりよくなり、より活発な議

研究最前線

論が出来る様になって学会としてのよりよい個性が
生じていくのではないかと考える。極限環境微生物
研究は通常環境に棲む生物を研究していたのでは、
観察しがたい現象に出会える宝庫といっても過言で
はなく、多様な座標軸の中から共通項目を発見する
宝庫でもあると信じている。

極限環境微生物分野の「ヒトを育て、すそ野を拡げる
取り組み」：東洋大学・極限環境微生物研究会
伊藤政博

（東洋大学生命科学部生命科学科）

２００６年３月にキッコーマン野田工場・御用醤油醸造所を訪問した時の全体写真
我々としては、生命科学部の全教員数が 20 名と小さ
な学部なので、そのうちの５名の教員が“極限環境
微生物”分野に特化しているというユニークな点を
最大限に活かそうと考えています。教員の専門微生
物分野は、深海微生物、有機溶媒耐性微生物、高度
好塩性微生物、好アルカリ性微生物、高度好熱性微
生物といった、いわゆる“極限環境微生物”と呼ば
れる大部分を網羅できているのが特徴です。実際に
毎年、新入生の何人かは、
“東洋大学生命科学部では、
極限環境微生物が学べるから”という理由で入学し
てきます。
では、どのような活動を行っているかを具体的に
紹介します。
①ワーキンググループミーティングの開催：５研究
室に所属する大学院生が定期的に研究発表会を開き、
指導教員以外の教員から半年に一度、外部評価を受
ける機会を作り、研究レベルの向上を図っています。
これにより大学院生たちの研究に対する取り組みに

今回、
“研究最前線”への執筆を高品知典先生から
依頼されたとき、私自身は、自分自身の研究の紹介
というよりも、2000 年４月から活動をしている東洋
大学生命科学部・極限環境微生物研究会の話を是非
とも紹介したいとまず頭の中に浮かびました。そこ
で、今回は、高品先生とも相談して了解を得た上で、
我々の研究会の活動について紹介させて頂きます。
東洋大学生命科学部は、1997 年に群馬県南東部に
位置する板倉町に創設され、本年度で創部 10 周年を
迎えたまだ若い学部です。我々の研究会は、東洋大
学大学院生命科学研究科が発足した 2000 年４月に
井上明先生と高品先生と私が話し合い、東洋大学生
命科学部の研究の柱でもある「極限環境微生物」分
野の研究の活性化と各研究室の大学院生に対して研
究レベルの向上と育成をはかることを目的としてス
タートさせたものです。2003 年度からは道久則之研
究室、2006 年度からは東端啓貴研究室が加わり、現
在は、５名の教員の研究室が合同で活動しています。
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いろいろなプラスの波及効果が現れてきています。
②国 内外 の極 限環 境微生 物学 会への 積極 的な発
表・参加：国内の極限環境微生物学会は、毎年、国
際学会は、２年に一度開催されています。私たちは、
これらの極限環境微生物分野の学会に日頃の研究成
果を発表し、この分野のますますの発展を目指して
活動しています。今年、フランス・ブレストで開催
された国際極限環境微生物会議では２名の大学院生、
１名のポスドク、３名の教員が成果発表を行いまし
た。
③研究所・工場見学会の開催：外部の研究機関や工
場を訪れることにより、学生たちに大学以外での見
聞を広げてもらう取り組みをしています。極限環境
微生物学会に所属する企業人の方々にも協力して頂
き、これまでの６年半で１７回の見学会を開催しま

研究最前線

した。
将来に向けても、幾つかの企画を持っています。
その一つが、一般に向けた極限環境微生物関連のホ
ームページの立ち上げです。まだ、公開に至ってい
ませんが、
“極限環境微生物のことを調べたいなら東
洋大学生命科学部のホームページが充実している。”
と言われるようなものができないかと考えています。
この研究会の活動が新たな極限微生物分野を切り
開く研究者の育成の一助と多くの人に極限微生物の
お面白さに興味を持つきっかけになればと考えてい
ます。
最後に、
“研究最前線”執筆の機会を与えてくださ
いました編集幹事の皆様にこの場を借りて感謝申し
上げます。

好塩性タンパク質と私
藤原健智

（静岡大学理学部生物科学科）

同窓会風景、記念にトロフィーをもらった。

けてきています。
好塩菌、正確に言えば高度好塩性アーキアは、特
にその生化学をやるとなると、なかなか取扱いの難
しい微生物です。その理由の一つは、この菌に含ま
れる酵素タンパク質の多くが、構造安定化や機能発
現に数 M 以上という高濃度の塩を要求することに

東京工業大学理学部化学科の微生物生理学研究室
に配属され、山中健生先生（現東京工業大学・日本
大学名誉教授）にいただいた卒業研究のテーマが、
「好塩菌のシトクロム o(オー)の精製」でした。以来
この奇妙な微生物からほとんど離れることなく、テ
ーマを変えつつも好塩菌を使った仕事を現在まで続
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よります。好塩菌がほぼ飽和濃度の塩水環境に生育
し、その強力な外部浸透圧を相殺するため、高濃度
の塩化カリウムを細胞内部に蓄積していることに対
する適応と考えられますが、この特徴のために、イ
オン交換クロマト法が使えない等、好塩菌からの酵
素タンパク質の精製には少々コツがいる、というこ
とにもなります。好塩菌の酵素タンパク質が共通し
て示すこの‘halophilicity（好塩性）’を、タンパク
質の分子構造に基づいて統一的に説明することが、
好塩菌に関する生化学の大きな目標の一つであると
（私は）考えています。そのような訳で、微生物屋
としての私の出発点である好塩菌のシトクロム o が、
この問題に対する具体的な手掛かりを与える研究に
発展してくれたのは、非常に幸運なことでした。
好塩菌 Halobacterium salinarum の「シトクロム o」
は、結局、KatG と呼ばれるペルオキシダーゼの一種
であることがわかったのですが、得られた精製酵素
は、2M 以下の塩濃度で不可逆的に変性・失活して
しまう、典型的な好塩性酵素でした。そこまででシ
トクロム o／KatG の研究は一旦中止となり、その後
は好塩菌の電子伝達系などをいじったりしていたの
ですが、静岡大学理学部にポジションを得た事を機
会として、15 年ぶり！に研究を再スタートさせまし
た。その結果、元々用いていた Hbt. salinarum とは
別種の好塩菌 Haloarcula marismortui から精製した
KatG が、Ｘ線構造解析に適した結晶を与えることを
見い出し、東京工業大学の田中信夫先生（現名誉教
授）
・佐藤孝雄博士との共同研究によって、その結晶
構造を高分解能で明らかにする事ができました。
KatG ペルオキシダーゼは、バクテリア、アーキ
アおよび真菌類に広く分布し、外因性の過酸化水素
の 分 解 解 毒 に 関 与 す る 含 ヘ ム 酵 素 で す 。 Har.
marismortui の酵素における構造解析の成功は、
KatG としては初めての報告でもありましたが、それ
以降、４種のバクテリア由来の KatG ホモログの構
造が相次いで明らかになったため、好塩性・非好塩
性 KatG の性質を三次元構造のレベルで比較するこ
とが可能になりました。これらの KatG のアミノ酸
配列には大きな挿入あるいは欠損はみられず、主鎖
のフォールディングもその全長にわたってほぼ一致
しています。しかし両者の間には、アミノ酸組成の
点で大きな違いがあります。すなわち、好塩菌のタ
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ンパク質は、共通して酸性アミノ酸（アスパラギン
酸＋グルタミン酸）の含量が非常に高い（約 20%）
ことが以前から知られており（一般の可溶性タンパ
ク質では 10-15％程度）
、Har. marismortui KatG にお
いても、酸性アミノ酸が全アミノ酸の 19.7%を占め
ていました。この特徴は、三次元構造においてより
顕著に現れ、Har. marismortui KatG 分子表面に露出
しているアミノ酸の 50%が酸性アミノ酸であり、さ
らにそれらがパッチ状のクラスターを形成している
ことがわかりました。
このような構造を持つタンパク質分子が低いイオ
ン強度環境に曝されば、分子表面の酸性アミノ酸残
基間に働く静電的な反発力によってその立体構造を
保てなくなり、変性してしまうであろうことは容易
に想像されます。一方で、表面負電荷による分子間
の反発、あるいはカルボキシル基の強い水和作用に
よって、高濃度の塩水中にあっても塩析されること
なく機能しうるとも考えられます。ここまでは、そ
のアミノ酸組成の偏りからある程度予測されていた
結果ですが、予想外の構造も明らかになっています。
Har. marismortui KatG 分子には、その表面あるいは
サブユニット界面に多くの塩化物イオン・硫酸イオ
ンが結合し、その一部は側鎖・主鎖アミド基と塩橋
を形成していました。非好塩性の KatG には、結合
塩類や塩橋は存在しないことから、このような構造
もまた、塩環境へのタンパク質の適応に何らかの寄
与をしていると考えています。
現在私の研究室では、ようやく使いものになっ
てきた好塩菌の遺伝子操作技術を用いて、転写制御
系の分析や酵素の機能改変などに取り組んでいます。
KatG については、活性中心に様々な変異を入れたリ
コンビナントの作製とその構造機能解析が中心です
が、例えば塩橋を形成するアミノ酸の置換えが、
KatG の構造安定性にどのような影響を与えるか？
等、好塩性の問題にもチャレンジしてみたいと考え
ています。最後になりましたが、私の脱線ぎみの研
究を大目にみていただいた山中健生・福森義宏（現
金沢大学理学部教授）両先生、迷走する研究方針に
つきあってくれた研究室 OB 諸君、執筆の機会を与
えてくださいました為我井秀行博士（日本大学理工
学部）に深く感謝いたします。
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学会参加報告

Extremophiles 2006
The 6th International Congress on Exremophiles
加藤真悟（東京薬科大学

生命科学研究科）

阿部文快（独・海洋研究開発機構・極限環境生物圏研究センター）
藤兼亮輔（University Paris-Sud）
９月１７日から２１日にかけて行われた国際会議、
Extremophiles 2006: The 6th International Congress on
Extremophiles に参加してきました。今回の国際会議
は、フランスの北西地区ブレストという都市の中心
部に位置する Quartz Congress Hall という建物で行わ
れました。さすが芸術の国フランスという感じで、
建物の前には芸術的な絵が描かれた看板がありまし
た。建物の中も非常にきれいで、螺旋階段もあり造
りが凝っていました。口頭発表は二つの大きな部屋
で行われ、ポスターは部屋の外のホールの壁に貼っ
て発表が行われました。すべてのポスターが会期の
初日から張り出され、期間中好きなだけポスターを
見ることができました。実際に、ポスター発表のコ
アタイム以外でも、あちこちで盛んに議論が行われ
ていました。ポスターの前で立ち止まって見ている
と、発表者の方がどこからともなく現れて、気さく
に話しかけてくれました。つたない英語でも一生懸
命伝えようと努力すると、向こうの方も納得するま
で話を聞いてくれました。とはいうものの、英語の
勉強が全然足りないことを実感させられました。正
確に情報交換をするということは、今後の自分のた
めにも非常に重要なことだと思いました。
自分にとって最も興味のある分野の一つとして、
極限環境微生物の生態が挙げられます。今回の国際
会議では Taxonomy, Biodiversity, Ecology というセッ
ションがありました。このセッション中のいくつか
の講演内容をご紹介したいと思います。このセッシ
ョンでは、熱水噴出地帯を含む海底環境（高圧、高
温または低温）、塩湖（高塩濃度）
、陸上温泉（高温、
酸性）
、凍結湖（低温、低栄養）等の極限環境中の微
生物が研究対象でした。
Aharon Oren 博士らは、高塩濃度環境の塩湖中に生
育する微生物生態系を解析しました。一次生産者と
して緑藻類の真核生物が存在し、消費者として好塩
性の真正細菌と、四角い形をした好塩性古細菌が生
育するという生態系が成り立っているようです。A.
Ventosa 博士らも塩湖中に多様な好塩性微生物が存
在することを示唆しており、266 株の好塩性微生物
の単離に成功しました。阿部博士は、高圧環境に対
する生物応答と生物の好圧性について明らかにする
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ために、酵母をモデル生物として実験を行いました。
その結果、トリプトファンの取り込み機構が高圧条
件下での生育に密接に関わっていることを見いだし
ました。さらに細胞増殖において低温と高圧が及ぼ
す影響が相関関係にあることも発見しました。加藤
博士らは、海底 10,000m 以上の深海から単離された
好圧性微生物における遺伝子発現制御メカニズムに
関する結果を報告しました。また好圧性微生物から
精製したいくつかのタンパク質が高圧条件下で安定
であることも見いだしました。Gael Erauso 博士らは、
海底熱水噴出地帯から単離された Thermococcales 目
の超好熱性古細菌から新規のプラスミドを発見しま
した。発見されたプラスミドはそれぞれ性質が異な
り、大きさにも違いが見られ、大きく４つに分類さ
れました。Douglas H. Bartlett 博士らは、浅海から単
離 さ れ た 好 冷 性 好 圧 菌 Photobacterium profundum
strain 3TCK と、深海から単離されたものも含む４種
の好圧菌の全ゲノムをほぼ解読しました。解読した
ゲノムをお互いに比較することによって、光エネル
ギーを用いた DNA 修復に関連する遺伝子がすべて
の種で欠損していることを見いだしました。さらに
はリボソーマル RNA 遺伝子が深海性の P. profundum
strain SS9 から浅海性の 3TCK に水平伝搬しているこ
とも発見しました。Hugh Morgan 博士らは、ニュー
ジーランドの高温酸性の陸上温泉から好熱菌を単離
することに成功しました。また 16S rRNA 遺伝子解
析からいくつかの未培養微生物の存在を示唆しまし
た。熱水試料からは高濃度のヒ素が検出されたが、
この環境に生育する微生物にとって、ヒ素は阻害剤
でもなく、エネルギー源としても利用されていない
ことを明らかにしました。Costantino Vetriani 博士ら
は、海底熱水噴出地帯から得られた比較的温度の低
い湧出水から、硝酸還元酵素の遺伝子を検出した。
検出された遺伝子の系統学的解析から、多様な硝酸
還元菌の存在が推定されました。Anne Godfroy 博士
らは、継続的に（数週間）内部気体を交換できるガ
ス・リフト・バイオリアクターを用いて、60ºC と 90ºC
で培養可能な培養装置を開発しました。その結果、
従来の培養法では検出されなかった微生物を培養す
ることに成功しました。L. Steinke 博士らは、イエロ
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ーストーン公園にある陸上温泉の微生物マット中に
含まれるタンパク質を、ショットガン法で解析しま
した。その結果、タンパク合成系や、代謝に関わる
タンパク質が検出されました。さらに数多くの機能
未 知 タ ン パ ク 質 が 発 見 さ れ ま し た 。 Tatiana
Vishnivetskaya 博士らは、-10ºC の永久凍土と 70ºC 以
上の陸上温泉という両極端の環境から、
Exigubacterium を単離することに成功しました。
Exigubacterium 属の微生物は、高温適応と低温適応
の進化に関する重要なモデル生物になる可能性を秘
めています。今中博士らは、南極大陸の陸上と沿岸
地域から 261 もの試料を採集して、試料中の微生物
の培養を試みました。その結果、800 以上の異なる
微生物を単離し、その多くは極限環境微生物を含む
新属の微生物でした。また光合成細菌シアノバクテ
リアも単離されました。P. K. Dhakephalkar 博士らは、
培養に依存しない方法を用いて、低温アルカリ性の
湖から採取された試料中の微生物を解析しました。
その結果、好冷性メタン生成菌の存在を示唆しまし
た。他にも興味深い講演がありましたが、そのすべ
てをお伝えできないのが残念です。
自分は、南部マリアナトラフの海底熱水噴出地帯
付近の地下環境における微生物生態系の解析結果に
ついて、Subterranean Biosphere というセッションで
ポスター発表をしてきました。発表を通じて、第一
線で活躍されている多くの方々と直接お話しするこ
とができ、適切かつ鋭い質問をたくさんいただくこ
とができました。国際会議に参加する大きな意義の
一つは、国際的に活躍されている研究者とのやりと
りによって、今後の研究に対するモチベーションが
飛躍的に上がることにあると思います。
最後になりますが、今回の国際会議で特によかっ
たと思うことは、国内外問わず、多くの先生や研究
員、学生の方々とお知り合いになれたということで
す。現地でお世話になった皆様のおかげで非常に有
意義な時間を過ごすことができました。どうもあり
がとうございました。また発表の機会を与えてくだ
さった山岸明彦教授に心から感謝致します。
（加藤）
Physiology and Metabolism のセッションは、招待講
演・口頭発表 17 題とポスター発表 26 題を含み、極
限環境への適応機構を生理学や代謝の観点でアプロ
ーチした報告がなされた。
H. Santos は好熱性細菌の高塩適応に不可欠な有機
溶 質 (compatible solute) 、 例 え ば di-myo-inositolphosphate (DIP) や diglycerol-phosphate (DGP) 、
mannosylglycerate (MG) の合成系に関する報告を行
った。これらは中温菌では見られない有機溶質であ
る。Rhodothermus marinus では、MG が高温条件と高
塩条件で異なる経路で合成されており、関連酵素の
発現が転写レベルで調節されていることが示された。
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T. Ohshima は Thermus thermophilus が持つ特殊な
ポリアミンがこの微生物の耐熱性に重要であること
を示した。中温菌は一般に spermidine や spermine な
どを有するが、T. thermophilus は caldopentamine や
caldohexamine、tetrakis (3-aminopropyl) ammonium な
ど 16 種類ものポリアミンを蓄積する。こうしたポリ
アミンの欠損株は高温条件下で増殖できない。DNA
や RNA、あるいはタンパク質や代謝系全体の安定化
がポリアミンによってもたらされることが報告され
た。
M. Ito は好アルカリ性細菌 B. pseudofirmus OF4 株
の鞭毛基部にある MotPS に関する報告を行った。こ
の分子は鞭毛のモーター回転において重要である。
鞭毛の長さや数は pH に依存し、細胞が泳ぎ回る速
度は Na+濃度が 230 mM までなら Na+濃度とともに上
昇する。B. halodulans C-125 株との間にいくつかの
相違点が認められたことから、同属のアルカリ性細
菌内においても鞭毛形成や運動機構に多様性がある
ことが示された。
M. Adams は Pyrococcus furiosus の鉄・硫黄代謝
について報告した。増殖において P. furiosus は Fe2+
を用い、pyrite (FeS2) や硫化鉄 (FeS) など不溶性の
鉄は利用しない。しかし転写解析の結果、36 個もの
遺伝子が硫化鉄存在下で発現上昇することが示され
た。一方、Fe2+存在下では Fe2+輸送体などを含む多
数の遺伝子発現の上昇が見られた。実際の海底火山
環境において、P. furiosus がこうした遺伝子群をいか
に使い分けているかが議論された。
G. Palmieri は 絶 対 嫌 気 性 の 超 好 熱 性 古 細 菌
Aeropyrum pernix から最初の ABC 型オリゴペプチド
輸送体を単離しこれを報告した。ゲノム中でクラス
ターを形成するこれらの関連遺伝子群は、系統的に
離れた 5 種の古細菌ゲノムにも認められ、新しいク
ラスのオリゴペプチド輸送体遺伝子群であることが
示唆された。
ポスター発表では、A. Picard がラマン分光法によ
って微生物の代謝活性を 1000 気圧までの高圧条件
下で in situ 測定する技術を報告した。酵母のアルコ
ール発酵は意外にも 100 気圧負荷で促進され、この
圧力を越えると効率は低下するものの 650 気圧まで
は行われることが示された。ラマン分光法による代
謝測定は細胞破砕や抽出を必要としないので、今後
広範な極限環境微生物研究への応用が期待される。
代謝・生理学は本来物質とエネルギーの流れを研
究する学問であり、ホモロジー検索など比較を前提
とした解析が成立しない。また、代謝産物の量比は
細胞の培養条件や抽出・測定法によって大きく変化
し、解析をより困難にしている。今後、網羅的解析
を前提とした簡便な測定法と、結果のデータベース
化が一つの課題となるであろう。
（阿部）
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Replication, repair, and recombination のセッション
は大会の終盤である９月２０日夕方から、M. Rossi
博士の司会のもと８人の演者を迎え、Amphitheatre
会議室にて行われた。
はじめに、Y. Ishino は Okazaki フラグメントの連
結や種々の DNA プロセシングに必須である DNA
ligase と、DNA 上に様々なタンパク質をつなぎ止め
る役割をする PCNA との、相互作用様式について報
告した。PCNA 結合タンパク質は多くの場合、その
N 末端または C 末端側に PIP-box とよばれる保存配
列を持ち、これを介して PCNA と結合している。P.
furiosus の DNA ligase は明らかに保存された PIP-box
配列を持たないが、PCNA と結合し、その活性は
PCNA によって促進される。DNA ligase の結晶構造
解析の考察から PCNA との相互作用に必須な疎水性
アミノ酸を見いだし、変異タンパク質の解析から、
新規の PIP-box 様配列が PCNA との相互作用に重要
であることを示した。
FM. Pisani は真核生物で複製開始と進行に必須で
ある MCM タンパク質の S. solfataricus ホモログの生
化学的機能解析を報告した。MCM はヘリカーゼで
あり、そのヘリカーゼ活性により複製フォークを進
行させると考えられている。SsoMCM タンパク質の
プロテアーゼ耐性を示すドメインを同定し、それぞ
れのドメイン毎に大腸菌で産生させて精製し、それ
ぞれの機能解析をすることによって、SsoMCM の構
造と機能について論じた。
F. Matsunaga は複製開始に必須であると考えられ
ている Pyrococcus の Cdc6/Orc1 タンパク質の複製オ
リジンへの結合様式について報告した。Chip-Chip
の結果から、Cdc6/Orc1 タンパク質は複製起点 oriC
に 特異 的に結 合し ている こと を示し た。 また、
Pyrococcus ゲノムに ORB(Origin Recognition Box)と
呼ばれる保存配列と相同性を示す 13 bp からなる繰
り返し配列を多数存在していること見いだし、in
vitro の実験で oriC 付近のこの配列に Cdc6/Orc1 タン
パク質が特異的に結合することを示した。これらの
結果から、離れた位置に結合した Cdc6/Orc1 タンパ
ク質が互いに結合して DNA を折り曲げ、複製起点
に特異的な構造を形成するモデルを提唱した。
L. Huang は S. solfataricus のプライマーゼと RFC
が相互作用することを酵母 two-hybrid 系を用いて示
した。RFC はプライマーゼの Primer 合成を抑制する
が、DNA 合成は促進する。また、Primase は RFC の
ATPase 活性を促進する。詳細は不明であるが、これ
らの相互作用は互いに構造変化をもたらし、プライ
マー合成と伸張を調節しているというモデルを提唱
した。
G. Lipps は S. islandicus が持つ pRN1 プラスミド上
にコードされる３つのタンパク質の解析結果を報告
した。そのうちの１つはプロモーター領域に特異的

に結合して下流の複製関連遺伝子の転写を調節して
いることを示した。２つ目のタンパク質はプライマ
ー合成とヘリカーゼ活性を持ち、ヘリカーゼドメイ
ンは６量体を形成すること、プライマーゼは NTP の
みならず、dNTP を使い DNA を合成できること、
GTG の下流からプライマー合成を始めることを示
した。３つ目のタンパク質も DNA に結合すること
を示し、このプラスミド複製のメカニズムは複製開
始研究の良いモデルになると提案した。
セッションの後半は DNA 修復関連の演題で、タ
ンパク質の損傷応答について報告された。A. Quaiser
は S. acidocaldarius における相同組換え修復の初期
過程に関わるタンパク質群の解析結果について報告
した。アーキアでは真核生物と相同性を示す Rad50、
Mre11 がゲノム上に保存されている。その近傍には
NurA ヌクレアーゼ、HerA ヘリカーゼが存在し、こ
れらは Rad50、Mre11 とオペロンを形成して、一緒
に転写、翻訳される。また、免疫沈降の結果、これ
らのタンパク質はγ線照射に関係なく Rad50、Mre11
と相互作用していることを示し、相同組換えの初期
過程にはこれらが協調して働く可能性を示唆した。
M. Ciaramella は S. solfataricus における、リバース
ジ ャ イ レ ー ス の 損 傷 応 答 に つ い て 報 告 し た 。 S.
solfataricus が MMS 感受性を示し、そのとき、DNA
に結合していないリバースジャイレースがメタロプ
ロテアーゼにより特異的に分解されることを示した。
リバースジャイレースの特異的分解は MMS 特異的
に起こる。プロテアーゼの活性化の詳細なメカニズ
ムとリバースジャイレースの分解の意義は分かって
いないものの、アーキアにおける、数少ない損傷応
答の一例であり興味深い。
セッシ ョン の最後 には M. Byrne に よ っ て T.
thioreducens str.OGL-20 の B ファミリー DNA ポリメ
ラーゼの結晶構造解析の結果が報告された。これま
でに報告されたものと同様に右手様の構造を持ち、
分子内のジスルフィド結合やイオン結合が耐熱性に
寄与しているということであった。
ポスターセッションにおいては、１５演題が発表
され、活発に議論が行われた。この分野の歴史の浅
いことと研究者人口の少なさから、極限環境微生物
学領域の DNA 複製、修復分野の研究は真正細菌（大
腸菌）
、真核生物（酵母や培養細胞）を用いた研究に
比べて遅れている。しかし、今回のミーテイングに
おいて、異なるグループが同じ生物種の同じタンパ
ク質を解析して発表していたことからも、極限環境
微生物学領域においてもどんどんこの分野の研究が
活発になってき、すでに直接的な競争が始まってき
ていることを実感した。この様に、この分野の研究
者が互いに刺激し合うことにより、今後飛躍的に発
展して行くものと思われる。
（藤兼）
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学会参加報告

International Workshop on Extremophiles
石野園子（大阪大学微生物病研究所）

2006 年 8 月 20 日 -23 日 に 中 国 の 北 京 市 で
International Workshop on Extremophiles （以下 IWE
と略記）が開催されました。”Extremophiles”の領域
では、中国で初めて開催されるもので、海外からの
招待講演者１６名を含む３０名あまりの研究者が幅
広い領域にわたって講演をおこないました。
IWE は、State Key Laboratory of Microbial Resources,
Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences
および中国国家プロジェクトである National Basic
Research program of China (973) Project "Extremophiles
and Their Potential applications”の後援により開催さ
れました。高水準の内容が組まれた構成はもちろん
のこと、会場設備や運営にも多大な支援がなされて
おり、基礎科学そして Extremophiles 分野に対して中
国が真剣に取り組み、期待がたいへん大きなもので
あることが窺われました。参加者は海外からの招待
講演者の他は中国国内からで、約３００名の総じて
若い人達が多く、この分野の未来に発展の可能性を
見出し、この機会にひとつでも多くのことを吸収し
ようという熱意が感じられました。開会に先立って、
中国文部科学省基礎科学部長である Xianen Zhang 氏
と中国科学アカデミー微生物研究所長 George F. Gao
氏の IWE 開催に対するご祝辞がありました。

した。先生は好アルカリ菌の発見から現在の応用に
至る貴重な成果の蓄積を紹介し、最後に
「Microorganisms can do anything you want, if you
know how to ask them.」と励ましのメッセージを後進
に残して講演を締めくくられました。その後のコー
ヒーブレークではさっそく中国の若い学生や研究者
たちが先生を取り囲んで熱心に話をする光景が見ら
れ、会場は活気にあふれていました。その後２日間、
フィールドワークから情報科学まで広範なアプロー
チによる様々な研究、環境や産業への貢献など多岐
にわたるテーマの講演がありました。発表内容を詳
細にお知らせすることはできませんが、多彩なタイ
トルがあったことを紹介します。
網羅的研究では、D.A.Cowan 氏 (Univ. Western
Cape)が、メタゲノミクスの手法の開発について、
B. Chen 氏（中国、上海）がカナダ、北極海の氷試
料中の微生物の系統解析をテーマに講演しました。
S. DasSarma 氏（Univ. Maryland）から Halobacterium
sp. NRC-1 のポストゲノム研究の実際について、S.
Liu 氏 （ 中 国 、 北 京 ） か ら Thermoanaerobacter
tengcongensis のプロテオミクス研究について発表が
ありました。また、X. Xiao 氏 (中国、北京) は深海
環境に適応した耐圧、耐冷菌 Shewanella sp. Wp3 の
ゲノム解析結果を、今中忠行先生（京大）の講演は
Thermococcus kodakaraensis のゲノム解析と、遺伝子

講演は堀越弘毅先生の Keynote speech で始まりま
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破壊技術を確立して代謝研究に応用した成果につい
てでした。
J.R. Battista 氏（Louisiana State Univ.）は大腸菌を
使った電離放射線耐性獲得のメカニズムの研究方法
について紹介しました。いずれも極限環境微生物と
いう有用で興味深い生物を理解するために、いかに
取っ掛かりをつかんで実像にせまっていくか、さま
ざまな工夫がなされていることがわかりました。
一方、普遍的な生命現象を極限環境微生物の側か
ら分子生物学的に捉えようとするテーマもたくさん
ありました。すべての生物に備わる遺伝情報伝達お
よび制御の仕組みを解明する研究は、極限環境微生
物をターゲットとしても多くなされています。この
ワークショップでは Y. Shen 氏 (中国、済南)が
Sulfolobus tokodaii の DNA 組換え、修復について、
L. Huang 氏 (中国、北京)が Sulfolobus solfataricus の
DNA 複製について、Y. J. Hua 氏（中国、杭州）が
Deinococcus radiodurans のゲノム安定性について、
石 野 良 純 氏 （ 九 大 ） が Pyrococcus furiosus と
Aeropyrum pernix の DNA 組換え修復について、J.N.
Reeve 氏 (Ohio State Univ)が Methanothermobacter
thermautotrophicus と T. kodakaraensis の転写につい
て、それぞれ講演しました。また J. Querellou 氏
(Ifremer) の発表は EU REPBIOTECH project という、
学際的なプロジェクトが ヨーロッパにおいて編成
されて、それ以前まで個々のチームで別々になされ
ていた DNA 複製研究の成果がまとめあげられたと
いうものでした。
極限環境微生物に固有の生命現象の解明では、X.
Dong 氏 (中国、北京)、 W.B. Whitman 氏 (Univ.
Georgia)らがメタン菌の生命活動に関わる遺伝子、
および酵素の解析について、S.J. Liu 氏 (中国、北京)
は好酸好熱菌（Acidianus）のイオウの酸化還元に関
わる遺伝子とタンパク質ついて、X.F. Tang 氏 (中国、
重慶)は好塩菌のプロテアーゼ遺伝子とタンパク質
について、M. Rossi 氏（Italian Natl. Res. Council）は
A. pernix におけるペプチド輸送に関わるタンパク質
の機能と構造についての講演がそれぞれありました。
バイオテクノロジーヘの応用につながるタンパク
質化学、酵素化学的研究も盛んでした。Y. Feng 氏
(中国、長春)は A. pernix K1 由来 Acylaminoacyl
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peptidase の構造活性相関を、G. Manco 氏（Italian Natl.
Res. Council）は phosphotriesterase 様タンパク質の酵
素化学的研究を、Y. Zhang 氏 (中国、上海)は工業的
利用をめざした耐熱性タンパク質の研究をそれぞれ
紹介しました。
近年盛んになってきたアーキア由来のプラスミド
お よ び ウ イ ル ス 研 究 で は 、 R.A. Garrett 氏
（ Copenhagen Univ. ）、 H.V. Tilbeurgh 氏 (Univ.
Paris-Sud)、D. Prangishvili 氏 (Inst. Pasteur)、Q. She
氏(Copenhagen Univ.）らが新種や新現象の発見、あ
るいは新規タンパク質の解析などの成果を発表しま
した。
そ し て Closing lecture で の G. Antranikian 氏
(Hamburg Univ.) の タ イ ト ル は ”Extremozymes, Hot
Candidates for Industrial Biotechnology”。何が語られ
たか、皆様はよくご承知のことでしょう。ワークシ
ョップに初めて参加した中国の学生にとっては、す
べての講演を通してこの領域の研究に興味が尽きな
いことが実感できたと思います。ワークショップ期
間中には、美味豪華な中国料理や中国文化を楽しん
だ懇親会や万里の長城見学で、互いの交流も十分に
はかられました。
私が中国を訪れたのは初めてで、これまでのイメ
ージは「中国は大きい」
「北京はオリンピックを前に
急速に変化しているらしい」程度でした。実際に見
て、それがはるかに予想を超えたスケールであるこ
とに驚きました。何でも巨大で、大げさでなく建物
の端が霞んで見えるような建造物があるのです。い
たるところ土木建設工事中で、北京の住人ですら「毎
日街の景色が変わっていく」とのこと。そしてそれ
はそのまま中国の科学分野の現状でもあると思いま
した。中国国内から参加した講演者の多くは海外留
学から戻ったばかり、最新の技術や情報と研究設備
を取り入れて、意欲的な学生を率いて活発に研究を
進めている様が窺えました。またグローバルなコミ
ュニケーション力をもって世界の研究者とネットワ
ークを構築し、この分野において基礎的な研究から
産業的な応用まで、協調的に貢献していこうという
意気込みを感じ、頼もしく思うとともにおおいに刺
激を受けました。
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MINI REVIEW

酸性湖とアルカリ湖にすむ魚の適応戦略
東京工業大学大学院生命理工学研究科
生体システム専攻
広瀬茂久，平田 拓，江嵜正浩

1. はじめに

を調節したりしており，恐山ウグイの酸性適応機構
の解明で最も注目すべき細胞である。
その後の生理学的解析では，酸性でも中性でも生
きられるという恐山ウグイの性質を利用して，その
優れた酸性適応能が定量的に示された。中性に慣ら
した恐山ウグイと通常のウグイ（長野県上田の水産
試験場産）を酸性の湖水につけ，時間を追ってサン
プリングし，血液の pH を調べた結果，上田ウグイ
では血液の pH が下がり続け，一日以内でほとんど
が死んでしまうのに対し，恐山ウグイでは一旦下が
った pH が回復し，生き続けることが示された。同
様に血中 Na 濃度を測定すると，上田ウグイでは急
激に低下し死んでしまうのに対し，恐山ウグイでは
ほぼ一定に保たれることが判明した (7)。
これら形態学的及び生理学的な手掛かりをもとに，
私達は恐山ウグイの秘密を分子レベルで解き明かす
べく次のような戦略をたてた。まず中性ウグイと酸
性ウグイのエラから mRNA を単離し，
それを cDNA
に変換してから，両者を比較することにより，酸性
下で強く誘導される cDNA を同定することにした。
具体的には，サブトラクション クローニングやディ
ファレンシャル ディスプレイを組合せながら根気
よく候補分子を絞り込んでいった。有力候補につい
ては，ノーザン解析により酸性下での発現誘導を確
認し，抗体を作って塩類細胞で働いていることを確
認するという気の遠くなるような作業を忍耐強く続
け，7 年がかりでようやく酸性適応機構の概要を分
子レベルで説明することに成功した (8)。
恐山ウグイの酸性適応の中心に位置する分子とし
て Na+/H+交換輸送体 (NHE3) が浮上した。NHE3 は
827 個のアミノ酸残基からなり，疎水的な領域が 12
箇所あると予想された。抗体染色の結果，NHE3 は
エラの塩類細胞の湖水に面した部位にあることが分
かった。培養細胞に発現させて実際に活性を測って
みると，Na+ を取り込み，交換に H+ を外に排出す
ることが分かった。H+ を捨て，Na+ を取り込むとな
ると，酸性に抗するとともに Na+ の濃度を維持でき
るゆえ，上記の生理学的実験結果，すなわち恐山ウ
グイの血液の pH が一定に保たれ，Na+ の損失も起
こりにくい点をうまく説明できる。あとは，駆動力
を説明するための関連分子の探索となり，順次カー

生物学の進歩に果たした変異体の役割には計り知
れないものがある。私たちは，複雑な系を解析する
には，変異体と同様に，特殊機能を発達させた生物
も有用と考え，特殊環境に適応した生物に関する研
究を開始した。単なる特殊生物の理解にとどまらず，
生物学一般の進歩に貢献できる新しい切り口を提供
できるのではないかとも期待しながら日夜努力して
いる。ここではその一端を紹介させていただくが，
pH 3.5 の湖にすむ魚（恐山ウグイ）の秘密について
は，これまでいくつかの解説記事 (1–3) を書いたの
で，詳細はそれらをご覧いただきたい。解説記事で
は私たちの研究に先立つ先達の貢献についても触れ
た。本稿では恐山ウグイの酸性適応機構については
簡単に紹介するにとどめ，恐山ウグイとは対照的に
アルカリ湖で生きる魚の紹介もしたい。酸性やアル
カリ性の程度に応じ，エネルギーコストが最小にな
るように種々の適応戦略をとっているのが印象的で
ある。
2. 恐山ウグイの酸性適応機構
下北半島にある恐山（図 1）は日本三大霊場の一
つとして有名である。火山性ガス (H2S) が噴出す霊
場の前に pH 3.5 の硫酸酸性のカルデラ湖が横たわっ
ている。正式名は宇曽利湖だが，ここでは恐山湖と
呼ぶことにする。歴史的には，まず，湖沼研究者に
よりこの湖の生態系が記述され，pH 3.5 という過酷
な条件にもかかわらず，魚（ウグイ）が生きている
ことが報告された (4)。恐山湖に生息している魚は
ウグイ一種類のみである。
続いて，ウグイの形態学的な解析がなされ，酸性
下ではエラの塩類細胞の形が変わり，数が増えるこ
とが明らかにされた。塩類細胞は，通常，一個一個
バラバラにエラの上皮に存在するが恐山ウグイの場
合は，多数の塩類細胞が集まって濾胞を形成してい
ることが分かった (5, 6)。哺乳動物の場合は，体液
の恒常性維持といえば，腎臓が中心となるが，魚の
場合はエラも重要な役割を果たしている。特に塩類
細胞は外界からイオンを取り込んだり，体液の pH
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ボニックアンヒドラーゼ (Carbonic anhydrase, CA),
Na+-K+-ATPase, Na+/HCO3− 共輸送体 (NBC) という
ように同定することが出来た（図 2A）
。ここで注目
+
+
すべきは，Na -K -ATPase の働きを電荷にのみ着目
してみると，外に 3 +，内に 2 +の動きとなるゆえ差
し引き細胞内がマイナスとなり，陰イオンが反発で
外に押し出され易くなるということである。従って，
CA の作用によって生じた重炭酸イオン HCO3− は血
管側に排出され，うまい具合に中和剤として働く。
恐山ウグイにはもう一つ驚くような秘密が隠され
ていた。代謝系を利用して，全身の組織でアンモニ
アと重炭酸イオンを作り，中和剤として活用してい
たのである（図 2B）。秘密の一部が解けてみると，
このような素晴らしい仕組みを作り上げた自然の力
に感嘆させられる。図には生物化学の代謝の項で習
うアミノ酸から糖新生につながる経路が示してある。
講義で習ったときには，アンモニアや重炭酸イオン
には殆ど注目しなかったが，恐山ウグイの研究を通
して代謝系の重要性を再認識させられた。恐山ウグ
イに関する私たちの論文 (8) を読んだ関連分野の
研究者からいろいろな提案が寄せられた。その中で，
気になりながらいまだに手の付いていないテーマは，
図 2B にあるグルタミン輸送体に関するものである。
酸性下ではグルタミン酸の取り込み系も大きく変動
しているに違いない。この他，酸性型塩類細胞の発
生・分化機構や濾胞の形成機構さらにはここで同定
した酸性適応に重要な遺伝子群の発現制御機構など，
今後明らかにすべき課題は多い。
3. リオ ネグロ川の酸性魚
恐山ウグイ以外にも酸性魚として研究者仲間に知ら
れている魚が南米にいる。ブラジルのアマゾン川の
支流リオ ネグロ (Rio Negro; 図 3A) は極端な軟水
でしかも酸性である。pH は 4～5 といわれているが
場所によっては 3 にもなる。通常の魚はこのような
条件下では長くは生きられない。しかしリオ ネグロ
川には多くの魚が生息しており，その種類は 1000
を超えると推定されている。その中の一種で中性域
と 酸 性 域 を 行 き 来 す る タ ン バ キ ー Tambaqui
(Colossoma macropomum; 図 3B) を用いて，米国・
カナダ・ブラジルの共同研究チームによって生理学
的な解析が進められている (9, 10)。低イオン強度と
酸性という二重苦をいかに克服しているかという分
子レベルでのメカニズムは今後の課題であるが，恐
山ウグイと似た仕組みが働いている可能性が高い。
4. アフリカ Magadi 湖のアルカリ魚
アルカリ性の湖に生息する魚もいる。世界的に有
名なのがマガディ湖 (Lake Magadi) のティラピアで
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ある (11, 12)。マガディ湖はケニヤの首都ナイロビ
の南方約 110 km の所にある。この地域 (Rift Valley)
はタンザニアとの国境に近い火山性の丘陵地帯で，
Na2CO3 と NaHCO3 を主成分とするトロナ（trona,
黄色を帯びたソーダ石）に覆われている。トロナが
溶 け込 んでい るマ ガディ 湖は 比較的 塩分 が多く
(525 mOsm)，pH も 10 近くになっている上に，水温
が場所によっては 42 ℃もある。
このような温水性アルカリ湖にすむ驚くべき魚
（Magadi ティラピア）の生物学的詳細が1966年に
報告された (11)。学名としては当初 Oreochromis
alcalicus grahami が用いられたが最近では
Alcolapia grahami に変更されている。1989年にこの
魚の窒素代謝最終産物に関し興味深い事実が報告さ
れた (13, 14)。哺乳類等では有毒なアンモニアを尿
素に変換して排泄しているが，通常の硬骨魚類では
アンモニアのままエラから環境水中に捨てている。
アンモニアを尿素に変換するには ATP を消費する
ので，アンモニアを直接排出する水生生物方式はエ
ネルギー戦略上有利である。ところがMagadiティラ
ピアの場合はアンモニアを尿素に変換していたので
ある。アルカリ湖に適応するための戦略として注目
を引いた。外界がアルカリ性の場合，アンモニアを
直接捨てる方式は不利になる。理由は簡単で，アン
モニアの pK 値 (9.1; NH3 + H+ ↔ NH4+) が湖水の
pH 10よりも小さく，アンモニウムイオンとして湖水
に拡散させるのが難しいからである。もう一つ尿素
方式が有利な点は，尿素合成に伴い重炭酸イオンを
消費し体液のアルカリ化を防げる点である。体液の
酸-塩基バランス保持にこの尿素合成がどの程度寄
与しているかについては論争の的であるが (15)，魅
力的な仮説である。Magadiティラピアにおける尿素
合成は，当初，肝臓で主として起こると考えられた
が，その後の研究で筋肉が主要な合成部位であるこ
とが明らかになっている (16)。
アルカリ耐性の仕組みを分子レベルで理解するた
めには，Magadiティラピアのエラにある塩類細胞に
関する分子生物学的な研究が不可欠であるが，これ
までのところ分子レベルでの研究はほとんどなされ
ていない。電子顕微鏡を用いた形態学的な解析では，
Magadiティラピアの塩類細胞は海水型塩類細胞に
似た特徴を有することが明らかになっている。マガ
ディ湖の浸透圧が海水ほどではないが，生理食塩水
の2倍弱と比較的高いことから，そこに生息する魚の
塩類細胞が海水型に近い形態を有する点は納得しや
すい。Magadiティラピアの血液 pH (8.4) と HCO3−
濃度 (200 mEq) は通常の魚に比べてかなり高いよ
うである (17)。人の場合，血液の pH が 7.4 付近
から少しずれても昏睡に陥ることを思えば，pH 8.4
で正常に機能するのは驚きである。
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5. チベット青海湖のアルカリ魚
中国西方のチベット高原（青海省）にも動物生理
学者の興味を引いているアルカリ湖がある。青海湖
(Lake Qinghai) とよばれるこの湖の塩濃度は生理食
塩水と同程度で，pHは9.4である。うろこが退化（積
極的に無く）したコイの一種 (Gymnocypris
przewalskii) が生息しており，3月から7月に淡水の河
川に移動して産卵する。上記 Magadiティラピアと
の関連でアンモニアの処理方式に興味が持たれ調べ
られたが青海湖コイの場合は，アルカリ性の湖水中
でも中性の河川にいるときと同様にアンモニアとし
て排泄し，尿素には変換していないことが分かった
(18)。pH 9.4 程度ならば排泄速度が遅いながらもア
ンモニアの形でエラから体外に捨てることができる
ようである。しかしこの方式では血中のアンモニア
濃度が高まり，脳が機能不全に陥る危険がつきまと
うので，安全策として，アミノ酸合成系を活性化し
アンモニアをアミノ酸としてトラップしている。恐
山ウグイが活用している代謝系（図2B）を逆に動か
すと考えると理解しやすい。

6. おわりに
極限環境に適応するために特殊機能を発達させた
生物の研究は，純粋な科学的興味からのみならず応
用の観点からも注目され始めている。好アルカリ菌
が生産する菌体外酵素が洗剤に利用されているのは
そのいい例である。極限環境微生物に比べると恐山
ウグイに対する企業社会の関心は薄いが，私たちに
とっては予想外の展開をもたらしてくれた。こうい
うと驚かれるに違いないが，実は，魚がどうして池
や川の淡水中で生きていけるのか分かっていないの
である。淡水中では塩分が失われるゆえ，それを何
とか補わないと生きていけない。つまり塩分を取り
込む仕組みが必要なわけだが，淡水魚がどのように
して塩分を取り込んでいるかが不明なのである。こ
の問題を 20 世紀中に解決したいと，私たちを含め世
界中の多くの研究者が努力したが，残念ながら 21
世紀に持ち越された。上記の Na+ 取り込み機構をヒ
ントに，この生物学上の最重要課題の一つがまもな
く解けそうである (19)。これも恐山ウグイのお陰で
ある。
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図 1. 恐山湖の所在地 (A) と恐山ウグイ
(B)実験には 15～20 cm のウグイを用いた。

図 2. 恐山ウグイの酸性適応機構
(A) エラの塩類細胞を舞台とするイオン輸送
体を中心とする適応機構。(B) 全身の細胞で
見られるアミノ酸代謝系を活用した酸性適応
の仕組み。

図 3. アマゾン水系 (A) と酸性魚タンバキー (B)
リオ ネグロは黒い川という意味であるが，実際には紅茶色のようである。写
真の魚はブラジルでは Tambaqui ないしは Pacu とよばれ，スペイン語では
Cachama とよばれる。生成熟に達するころには 60～70 cm となっており，美味
しく商品価値が高い。
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図 4. ケニアにあるアルカリ性のマガディ湖
(A)
写真のように細長い湖 (32 × 3 km) で，湖面の
多くはソーダ石で覆われている。

図 5. チベット高原にあるアルカリ性の青海湖
とそこに棲むコイの一種 (B)
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MINI REVIEW

Synthetic biology と人工遺伝子ネットワーク
海洋研究開発機構

極限環境生物圏研究センター

小林英城

として大腸菌バイオフィルム生成の ON/OFF 制御を
行った。また、Input module として Vibrio fischeri 等
で知られている Quorum sensing のシステムを利用
し、菌体密度が増加すると遺伝子発現するネットワ
ークを構築した（２）
。これら人工遺伝子ネットワー
クは様々な遺伝子を組み合わせる事により、自然界
では見られない微生物挙動の創造や、増殖速度およ
び遺伝子発現の十分な制御が可能であろう。

Synthetic biology は最近提唱された分野で、聞き
慣れない新領域である。日本語に訳すと「合成の（人
造の）生物学」という、一見 SF 小説に出てきそう
な学問である。実は、現在明らかになっている生化
学反応やゲノム情報、遺伝子制御機構を基に、生物
に新たな機能や行動を人為的に付与しようとする学
問である（１）。その中でも人工遺伝子ネットワーク
の構築は、生物に新たな特性を付加したり、新たな
生物制御法を創造したりと、工学的な応用も含め多
くの可能性を秘めている。本研究では、人工遺伝子
ネットワークを構築し、遺伝子発現制御を行った結
果について述べる。
生物の内部では常にシグナル伝達が行われている
と言っても過言では無いくらい、多くの遺伝子が発
現制御されている。生物の恒常性を保つためのスト
レス応答や連続性を保つための修復システムなど、
多くの遺伝子が時と場所、場合に応じて発現制御が
行われている。生体内シグナル伝達に介在する伝達
物質は蛋白質や低分子有機・無機化合物などが挙げ
られる。人工遺伝子ネットワークは、これらシグナ
ルを人工的に構築した遺伝子ネットワーク（Input
module）に伝達させ、シグナル処理を遺伝子モジュ
ール（Regulation module）で行い、最終的に目的の
遺 伝 子 発 現 や 生 物 の 行 動 の 制 御 を 行 う （ Output
module）システムである（図１）
。本発表では、大腸
菌内の遺伝子損傷時に生じる SOS シグナルをその
まま利用した遺伝子ネットワークを構築し、Output

遺伝子ネットワークを構築する上で、ネットワー
クを構築する個々の制御遺伝子は大切な要素である。
さらに、それぞれの遺伝子が発現した場合の発現プ
ロファイルも重要である。例えば現在利用されてい
る多くの電子機器では、情報を伝える電気シグナル
が強すぎず・弱すぎず適切な強度で送られ、正常に
機能している。遺伝子ネットワークにおいては、シ
グナルの伝達は蛋白質や遺伝子・低分子化合物であ
る。したがって、適切なシグナルの強度に調節する
ため、プロモーター領域やプロテアーゼ分解シグナ
ルの付加などが必要である。さらに、人工遺伝子ネ
ットワークの維持には遺伝子発現におけるノイズも
影響してくる。遺伝子発現における“ノイズ”とは
あまり聞き慣れない言葉かもしれないが、現在遺伝
子発現は Stochastic model という数理モデルが用い
られて解析されており、その Stochastic model の中で
遺伝子発現のバラツキの事を“ノイズ”と表現して
いる（３、４）。遺伝的に同一な個体群でも、ある一
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できると考える。

遺伝子に注目した場合、その発現量が個体間で異な
るという現象の説明に利用されている。遺伝子発現
におけるノイズを考慮に入れながら、人工遺伝子ネ
ットワークの安定性について検討する必要がある。
なお極限環境生物の研究においても、遺伝的に同一
な微生物群の中に異なる形質を示す個体群が存在す
る事が観察されている。したがって、極限環境に対
する生物の適応機構等の研究にも Stochastic model
は有用であると考える。
生物とは遺伝子発現制御ネットワークの集合体で
あり、種々のシグナルが様々な情報を伝えている。
人工遺伝子ネットワークはシグナル伝達を利用した
遺伝子発現制御のみならず、遺伝子ネットワークそ
のものを通じて生物を解析する研究でもある。今後
様々な遺伝子を組み合わせて、複雑な人工遺伝子ネ
ットワークを構築する事により、より高度な形質（例
えば生育温度の下限上限の拡大など）を生物に付加
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Novel gene mediator originating from thermophiles in
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2. 微生物相互間での形質導入粒子による遺伝物質
仲介への寄与，と認識されている．こと遺伝子伝達
に関しては，形質導入粒子は不稔感染で，生じた形
質導入株からの粒子再生産が不可能であることから，
自然界での遺伝情報伝搬に関わる agent としてのウ
イルス（bacteriophages）の寄与は無視されてきた(10)．
ところが，ゲノム科学の進展に伴い，種々の微生物
ゲノムの中に数多くの形質導入が行われた形跡が確
認され(11)，形質導入粒子の環境中での寄与が注目
を集めるようになった(1-7)．生物多様性の獲得に変
異の蓄積が不可欠な事象であることは間違いないが，
単なる点突然変異の蓄積だけでは，現在の多様性の
実態を期待出来ない．即ち，水平遺伝子伝達
(horizontal gene transfer: HGT)が生物の進化と多様性
獲得に大きく寄与してきたと考えられる．環境微生
物群集中では『接合』の寄与が HGT に最大だと現
在認識されているが，接合装置が獲得される以前の

1. ウイルス様粒子と広宿主域遺伝子伝達粒子
海洋，陸水，温泉源泉水，地下熱水脈，海底火山
熱水噴出口等の何れの水試料にも細菌個体数と同等
か そ れ を 上 回 る ウ イ ル ス 様 粒 子 数 （ Virus-Like
Particle: VLP）が存在する（Fig. 1）
．ウイルス様粒子
とは環境試料中に電子顕微鏡観察によりウイルスの
ように見える粒子の総称で，20 – 750 nm 程度の球状
である．ウイルスの増殖方式は宿主細胞に依存した
絶対寄生性で，ウイルス-宿主関係は厳密な制限があ
るとされ 1 種類のウイルスが感染・増殖できる宿主
の範囲（宿主域）は， 1 生物種以内が殆どで，広く
とも 1 属レベルを超えることはなく，それ以上の宿
主域（広宿主域）を示すものは全ウイルス群集中で
0.5 % 未満であるとされる．また，貧栄養情況が一
般的な環境中では，溶原菌 (Lysogen) がウイルス給
源の主体である. Lysogen の環境中での役割は： 1.
溶原化ウイルス誘発による物質循環への材料供給；
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進化段階で微生物はいかにして HGT を達成してい
たのだろうか．既存の知識だけで総てを判断できる
とは限らない．著者は通常生菌数として分離される
Lysogen の中に，既知のものとは性質を異にする

HGT 媒体の存在を見出した(1-7)．本稿では，これま
で見過ごされてきた広宿主域遺伝子伝達粒子（仮に
vector particle: VP）の，普遍的存在可能性および生
態系における意義を解説したい．

Fig. 1. Electron microscopic images of virus-like particles produced by the cell(3,7). A: VLPs derived from 100 h
culture of marine isolates, and encapsulated DNA; B: Ultrathin section of Aquificales cell under particle induction taken
from the sulphur-turf. An inclusion body can be observed at the left end of the cell. C: “Budding-like” particle
production of the Aquificales cell. Procedure of the particle production was observed in the end of the cell from the
left to the right panel. D: “Budding-like” particle production by an E. coli transductant, which was generated by a
reproduced particle from an Aquificales derived particle-mediated E. coli transductant. E: “Budding-like” particle
production from a Bacillus subtilis transductant cell, which was generated by the reproduced particle from an
Aquificales derived particle-mediated E. coli transductant.

Fig. 2. Universal phylogenetic tree and gene flux with the aid of sulphur-turf bacterium originating “ST-VLP” and
vector particles produced by “ST-VLP”-mediated E. coli transductant (STEtrans)(8). Arrows show the gene flow
mediated by “ST-VLP” from sulphur-turf bacterium to recipient B. subtilis and E. coli. Reproduced particles from
STEtrans (STEVP) were further transferred genes towards variety of recipients. Gene flow back towards E. coli was
also found.
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2. 海洋細菌由来の広宿主域遺伝子伝達粒子
α-Proteobacteria に属する一群の海洋分離細菌を
長時間培養すると，定常期以降に出芽機構で VLPs
が生産され培養液に蓄積した(1-3)．この VLPs は，
遺伝系統がγ-Proteobacteria に属する受容大腸菌の平
板効率を 6 – 96 %とする致死効果を示した．この粒
子を Coliphage T4 の大腸菌致死効率が 7 order 抑制
される紫外線條件で処理しても，受容菌致死効果は
殆ど変化せず，致死効果の発現が通常のウイルス生
産に基づく溶菌とは異なる事が示唆された．また，
受容菌の原栄養性復帰を指標として形質導入を検
定したところ，平均 10-4 cfu/particle の頻度で一般型
形質導入形式による形質導入株が生じた．通常の形
質導入粒子と異なり，これらの VLPs により得られ
た形質導入株は粒子生産能を獲得し，元の粒子と同
様の受容菌致死効果と遺伝子伝達能を示した．現在
までに，海洋細菌α & γ Proteobacteria: 22 種，好熱硫
黄 酸 化 細 菌 Aquifex: 1 種 ， 超 高 熱 古 細 菌
Thermococcus: 1 種から出芽機構による粒子生産を
確認した(9) (Fig. 1)．
2. 好熱菌由来の広宿主域遺伝子伝達粒子
海洋細菌由来の粒子を phyla を異にする枯草菌を
受容菌として検定すると，致死効果は確認できたが
遺伝子伝達は確認できなかった．そこで，より系統
的に分岐の深い系統に属する細菌から生産された
該粒子の特性を検討した．温泉硫黄芝形成主体で人
工培養出来ない Aquifex は，温泉源泉水中に海洋細
菌由来の粒子に酷似した VLPs（ST-VLP）を生産す
ることを見いだした(4) (Fig. 1)．
ST-VLP は phyla を異にする受容大腸菌に対して
群集密度を高々1 order 下げる致死効果を示すと共
に，約 10-4 cfu/particle の頻度で形質導入株を生じた．
この形質導入株（STEtrans）は上記海洋細菌の場合
と同様，粒子生産能を獲得した．STEtrans が生産し
た STEVP(5)は，枯草菌へも遺伝子伝達が可能で，
枯草菌から再生産された粒子も同様の特性を示し
た(Fig. 1) (4,5)．さらに STEVP は，受容菌として E.
coli， B. subtilis 以外に，酵母 S. cerevisiae，古細菌
S. acidocaldarius に対し受容菌致死効果と遺伝子伝
達能を示し，得られた形質導入株からの同様の粒子
生産が確認出来た(Fig. 2)．
STEtrans の 30〜37˚C での生育状況を受容菌であ
る E. coli と比較すると，最大到達細胞密度が受容菌
のそれと較べて，約 40％に抑制された(7)．出芽機
構で生産されるこれらの粒子の大きさは，形質導入
実験に VP 粒子径を分級し可及的に均一化して用い
ても，次世代の形質導入株から再生産される粒子径
は均一ではなく，STEtrans の場合に生産された
STEVP は 5 種類の異なった粒子径への分布が観測
された(7)．
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3. 広宿主域遺伝子伝達粒子が運ぶもの
栄養要求性回復を指標に検討して来た VP の微生
物群集に対する遺伝子伝播能力が機能遺伝子群を
も伝播するかを検討するため，耐熱性遺伝子が中温
性受容菌に対し伝達・発現が可能か否かを検討した．
STEtrans と，北海道豊羽鉱山の約 64℃の噴出熱水か
ら得た粒子(TY-VLP)による形質導入株(TYEtrans)に
ついて 50、56、70℃でのコロニー形成能と液体培地
中での培養検定を行った．受容菌 AB1157 はいずれ
の温度条件でも液体・固体両培養基中で生育が見ら
れなかったが，STEtrans は固体培養基中ではコロニ
ーを形成しなかったが，液体培養では接種後 144 時
間で増殖に転じ，その世代時間は約 6 時間であった．
個体培地での増殖を見せなかった株でも液体培地
では初発菌数の 15~100%の細胞数を 13 日間維持し
た．また，TYEtrans は 50℃で 4 個体のコロニーを
形成し，耐熱性獲得群集の栄養要求性を指標とした
全形質導入細菌群集に対する比率は 1.43x10-8 とな
った(7)．このように高熱環境由来 VP の形質導入株
STEtrans，TYEtrans の一部に耐熱性を獲得したもの
の存在が確かめられ，自然熱水環境に存在する VP
が系統的に異なった種へ耐熱性遺伝子を伝達する
可能性があることを示唆し，機能遺伝子群の伝播に
VP が寄与することが強く示唆された(7,9)．
先に述べたように，形質導入実験に際し用いる
VP のサイズを可及的に均一化して実施しても，形
質導入を受けた受容菌から再生産される VP はある
一定の範囲に分布するようになる．しかし，1 粒子
の内包する DNA サイズは用いた VP が保持した
DNA と畧同一サイズである．この事実は，VP が宿
主染色体以外に細胞質性因子をも粒子内に取り込
み，受容細胞に伝達しうる可能性をも示唆している．
この可能性を検討のため，プラスミド pEYFP-Mito
を BamII-NotI 処理して YFP 断片を得，該断片を
bluescript II KS の lacZ Multi-cloning-site に挿入，組
換 プ ラ ス ミ ド （ pYFPblac ） を 作 成 し て E. coli
JM109(recA1, endA1, gyrA96, thi, hsdR17 (rk-mk+), e14-(mcrA-), supE44,
relA1, ∆(lac-proAB)/F’ [traD36, proAB+, lac lq, lacZΔM15])に形質転
換しβ-galactosidase 不活性株（YFPEtrans）を選択し
たところ，蛍光発現を確認した (ampr 獲得検定での
形 質 転 換 効 率 : 1.2 x 104cfu/mgDNA) ． 得 ら れ た
YFPEtrans を受容菌として STEVP を多重感染度
（MOI）3.0 で感染させ，AMP 添加培地での平板効
率（EOP）検定と lac+形質導入株（JMlactrans）の選
択を行ったところ，STEVP は YFPEtrans に対し 82%
の EOP（粒子希釈用緩衝液添加試料のコロニー形成
数 を 100% と し た ） を 示 し ， 形 質 導 入 頻 度 は
10-5CFU/partcle であった．生じた JMlactrans を 30˚C
で振盪培養すると，培養開始 4 時間後に出芽機構に
よる粒子（JMlacVP）生産の開始を確認した．生産
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された JMlacVP は黄色蛍光を発し，粒子内に細胞性
蛋白質を包含することを示した (Fig. 3)．JMlacVP
を E. coli DH5a と JM109 を受容菌としてに感染させ，
LB 培地での EOP 検定と ampr を指標として形質導入
を行ったところ，粒子の UV 処理の如何に拘らず
夫々79%，84%の EOP を示し，UV 処理を施さない
粒子から〜10-6 CFU/particle の形質導入頻度で ampr

株が生じ，形質導入株からプラスミドの存在が確認
できた（Chiura, unpublished data）．以上の知見は，
系統的に最も分岐の深い Aquifex 由来の VP が，最
も分岐の浅い Proteobacteria に属する E. coli に対し
薬剤耐性プラスミドの水平伝達能を保持すること
を実証し，微生物群集での染色体外因子伝播に対す
る VP の寄与が強く示唆された．

Fig. 3. YFP-amp E. coli transformant (JMlac-trans), and VPs derived from STEVP mediated JMlactrans
transductant. Left top: Recipient JM109; Left bottom: YFP-amp E. coli transformant (JMlac-trans); Right:
VPs produced by STEVP mediated JMlactrans transductant. VP has capability to transfer plasmid and
cytoplasmic material.
伝 子 primer (9bF D: Nanoarchaeal 16S rDNA,
5-GRGTTTGATCCTGCTCAG-3
；
511mcRD:
Nanoarchaeal
16S
rDNA,
511R
5-CTTGCCCACCGCTT-3)で検討すると，agarose gel
の相当位置にバンドの出現が確認された（Chiura,
unpublished data ）． 2002 年 に 発 見 さ れ た
Nanoarchaea は Ignicoccus の絶対共生体で（Genome
size：485 kb）
，細胞性生物としては極限に近い僅少
な染色体規模を持ち，Aquifex 由来の STEVP（DNA
content：406 kb）とは形態的に酷似する．この不思
議な一致は，広宿主域遺伝子伝達粒子の起源を解明
する糸口を与えるかもしれない．

4. 広宿主域遺伝子伝達粒子の表層特性
このように，系統的にかけ離れた受容体に感染し，
形質導入により遺伝情報を広宿主域に水平伝達す
る VP により生じた形質導入株は，粒子生産能を獲
得し出芽機構により細胞を溶解死滅させることな
く再生産される．STEVP（r25: 1.4095）は 1 粒子当
り，核酸：4.08 x 10-16 g; 同蛋白質； 1.36 x 10-16 g;
hexose 相当炭水化物：4.29 x 10-16 g; ウロン酸相当炭
水化物：3.82 x 10-16 g; CHO-相当還元力：1.32 x 10-16
mol を保持し，また， 1.87 x 10-18 mol の NH2 残基
を検出した事から，一般的な細菌性ウイルスと異な
り外套に中性糖，ウロン酸，アミノ糖を含む事が示
唆された．VP 感染に際し，粒子の受容菌細胞との
融合が電顕的に観察されるが，分子的な機序につい
ては全く不明である．そこで，VP 粒子の感染初期
過程に注目し，受容細胞との融合にどのような物質
的な素過程が含まれるかの検討のため VP 粒子の
酵素的作用を検討したところ，Proteinase (BSA 基
質)：1.05 punit/粒子；glycosidase (mannan 基質)：51.1
funit/粒子 (1 unit: 1µ mole turnover/min at 30˚C) と観
測された（Chiura, unpublished data）．
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氷河生態系の生物
東京工業大学 大学院生命理工学研究科
幸島司郎
利用した見事な生活史を送っていることがわかった。

はじめに
冷たい雪と氷の世界である氷河や氷床は、長い間ほ
とんど無生物的な環境であると考えられてきた。し
かし最近、主に我々の研究グループの調査によって、
氷河にも実は様々な生物の世界があることがわかっ
てきた。しかも、それらの生物は氷河の融解や海面
上昇など、地球規模の環境変動にも関わっているら
しい。真冬の雪の上をゴソゴソ歩き回っている不思
議な昆虫、雪虫との出合いから始まった雪氷生物研
究の成果を、我々がこれまでヒマラヤやチベット、
北極、パタゴニアなど、世界各地の氷河で行ってき
たフィールドワークの成果を中心に紹介する。

氷河昆虫の発見
雪虫を研究するうちに「氷河にも虫がいるかも知れ
ない」という妄想に取りつかれるようになった私は、
１９８２年に初めてヒマラヤの氷河を調査した（図
２）
。そして運良く、氷河の雪と氷の中だけに住む昆
虫を世界で初めて発見することになる。見つかった
のは体長３ｍｍほどの小さな昆虫で、カによく似た
ユスリカの仲間である。しかし翅が退化しているた
めに飛ぶことは出来ず、氷河の表面を歩いたり、雪
や氷の隙間に潜り込んだりして生活している。私は
この虫をヒョウガユスリカ（Diamesa kohshimai）と
呼ぶことにした（図１）[1]。
ヒョウガユスリカは低温に強く、調査期間の最低気
温であったマイナス１６度でも、ゆっくりとではあ
るが歩き回ることができた。これは低温での昆虫活
動の記録としてはおそらく世界最低記録である。逆
に高温には非常に弱く、手の平にのせて暖めてやる
と痙攣をおこして死んでしまう。おそらく低温に適
応した特殊な酵素系をもっているのだろう。つまり
彼らも雪虫と同様に「低温でないと生きられない」
のである。幼虫もまた氷河の氷の中から見つかった。
氷河氷の大きな結晶と結晶の間にできる隙間に潜り
込んでいたのだ。幼虫の発見により、この虫は、卵
から成虫までの全生活史を氷河上で送ることが証明
された最初の昆虫となった。さらに、この氷河には
美しいオレンジ色の色素を持ったミジンコの仲間
（ヒョウガソコミジンコ）も大量に生息しているこ
とがわかった[2]。調査の結果、ヒョウガユスリカの
幼虫もヒョウガソコミジンコも実は夜行性で、昼間
は氷の隙間でじっといるが、夜になって気温が下が
り氷河上の融水路の水量が減ると、水路の底に這い
出てきて底に溜まった粒状の泥のような物質を活発
に食べていることがわかった。分析の結果、この物
質は泥ではなく、光合成生物である糸状のシアノバ

雪虫の研究から
大学生のころ、冬山の雪の上をごそごそ歩き回って
いる雪虫（セッケイカワゲラ）(図１)に出会い、
「寒
いのになぜ動けるのか？何を食べているのか？何を
しているのか？」不思議でたまらず研究を開始した。
昆虫は変温動物なので、ほとんどの種は温暖な季節
に主な活動を行い、寒い冬の期間には活動を休止す
ると考えられている。しかしセッケイカワゲラには
この常識が通用しなかった。成虫は低温に強く、０℃
付近の気温で最も活発に活動するが、高温には非常
に弱い。雪の上を歩き回っている成虫を手の平にの
せて温めると痙攣をおこし、動けなくなってしまう
ほどである。どうも低温に適応した特殊な酵素系を
持っているらしい。彼らは「寒くても動ける」ので
はなく、
「寒くないと動けない」のだ。また、幼虫時
代は渓流に生息しているが、夏の間は川底の砂の中
で夏眠していることがわかった。つまりこの虫は、
成虫が真冬に出現するだけでなく、幼虫も夏ではな
く、水温の低い晩秋から初冬にかけて急速に成長す
るという、普通の昆虫とは全く逆の生活サイクルを
送っていたのである。しかも、成虫は数ヶ月間も雪
の上を歩き回り、太陽コンパスを利用しながら川の
上流方向へ移動するなど、積雪という環境をうまく
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死んでしまう。また、やはり夜行性で、日中は氷河
の雪や氷の中に表面から１m 近く潜ってじっとして
いるが、夜になると表面に現れ、表面で増殖してい
る雪氷藻類を食べていることも明らかになった。こ
のように氷河生態系には、予想以上に多様な生物が
生息していることがわかってきた（図６）。

クテリア（藍藻類）や単細胞緑藻類とバクテリアな
どの微生物の集合体であることが明らかになった。
つまり、氷河にも光合成生産者と消費者、分解者が
そろった特殊な生態系があることが初めて明らかに
なったのである[3]。
上流への移動
ヒョウガユスリカの幼虫は氷河が厚い積雪に覆われ
る秋になると、サナギを経て成虫になる。面白いこ
とに、氷河の表面に出てくるのはほとんどメスの個
体だけであることがわかった。オスは積雪中でメス
と交尾するとすぐに死んでしまうのである。一方、
メスたちは少なくとも１か月以上生存し、その間に
氷河上を歩いて上流方向に移動してから産卵するこ
とがわかった[4]。この移動は卵や幼虫が氷河上の融
水流中で生活することと関係した行動らしい。彼等
は、親になるまでに水流や氷河の流動によって必然
的に下流方向に運ばれるので、親になった地点で産
卵すると、何世代か後には氷河の外に流出してしま
うだろう。そこで、氷河上に留まるために上流方向
に移動してから産卵するらしい。ヒョウガソコミジ
ンコも水流に逆らって上流に向かって歩くことが多
く、上流への移動を行なっているらしい。ユスリカ
幼虫やミジンコが融水量の少ない夜間にしか活動し
ないのも、水流による流下を少なくするための適応
なのだろう。氷河という氷のベルトコンベアーの上
で生きる生物たちにとって、下流への流下をどう補
正するかという問題は、避けて通れない重大な問題
なのである。

氷河生態系の微生物群集
氷河生態系に生息するこれらの多様な動物は、氷河
の雪氷中で増殖している藻類やバクテリアなどの微
生物生産に支えられている。これらの微生物も氷河
にある様々な環境にそれぞれうまく適応して生きて
いることが明らかになってきた。ヒマラヤ[6]やパタ
ゴニア[7]、アラスカ[8]の氷河で、氷河生態系の一次生
産者となっている雪氷藻類の群集構造やバイオマス
が高度によってどのように変化するかを調査したと
ころ、高度分布様式は種によって大きく異なり、氷
河上の雪氷藻類群集は、優占種の変化から、下流部
の裸氷域に特徴的な下流型、上流部の積雪環境に特
徴的な上流型、裸氷と積雪が混在する中流部に特徴
的な中流型の３タイプに分類できることが明らかに
なったのだ。また、氷河生態系の分解者であるバク
テリアに関しては、形態による種の同定が困難だっ
たため、最近までほとんど情報がなく、雪氷中では
どんな種類のバクテリアが増殖しているのかさえ分
かっていなかった。しかし、１６SrRNA 遺伝子解析
による種の同定と定量を行なうことによって、北ア
ルプスの雪渓やアラスカ、中国、ロシアなどの氷河
では、南極や北極の土壌などの寒冷環境から報告さ
れている好冷菌や耐冷菌が増殖していることが明ら
かになった[9]。また、アラスカの氷河では、バクテ
リア群集も雪氷藻類と同様に、上流型、中流型、下
流型に分かれ、それぞれの種が氷河上の異なった環
境に適応していることが示唆された。つまり藻類と
同様に、バクテリアにも「雪氷バクテリア」とも呼
ぶべき、雪氷環境に適応した種が存在することが分
かってきた。

様々な氷河生物
その後も、世界各地の氷河で様々な氷河生物を見つ
けることができた。エベレスト山麓の氷河では、融
水の作用によって氷河の内部に形成される大規模な
氷の洞窟内で氷河昆虫を発見した。また南米パタゴ
ニア氷原（図４）でも、成虫になっても翅のないカ
ワゲラの仲間（図５）やその食物となっているトビ
ムシ類などの氷河昆虫が見つかったが、このカワゲ
ラの幼虫も氷河内部に発達する洞窟などの氷体内水
系に生息していることがわかった[5]。つまり、氷河
生態系における生物の生息場所は氷河の表面ばかり
でなく、氷河内部にも広がっていたのだ。また、パ
タゴニア氷原では、雪氷藻類と呼ばれる赤い色素を
持った緑藻類が主な一次生産者になっており、それ
をトビムシ類が食べ、トビムシ類をカワゲラが食べ
るというように、食物連鎖がヒマラヤより一段複雑
であることもわかった。氷河生態系に生息する動物
は、昆虫やミジンコなどの節足動物だけではない。
アラスカの太平洋岸にある氷河には、コオリミミズ
と呼ばれるミミズの仲間が生息している。コオリミ
ミズも低温でないと生きられない生物で、暖めると

氷河生物のアルベド低下作用
また、一部の氷河では雪氷中で増殖する微生物が氷
河の色を変え、氷河の融け方に影響を与えているこ
とも明らかになった。例えば夏のヒマラヤの氷河は、
氷河動物の食物ともなっている藍藻などの微生物が
形成する大量の黒い泥状物質に表面が覆われるため、
氷河の下流部（消耗域）が黒く色付けられる[10]。調
査の結果、ヒマラヤの氷河の表面融解は、この影響
によって 3 倍近く加速されていることが明らかにな
った[11]。雪や氷は地球上で最も白い、つまりアルベ
ド（反射率）が高いため、太陽からの入射エネルギ
ーのほとんどを跳ね返してしまう。ところが表面が
黒い汚れに被われると、アルベドが下がり入射エネ
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ルギーの吸収効率が上がるため、融解が加速される
のである。つまり、この氷河では生物活動が氷河の
融解を加速し、氷河を縮小させていることになる。
このような氷河生物によるアルベド低下の程度は、
その氷河の生物相によって大きく異なる。たとえば、
アラスカの氷河では、夏になると赤い色素を持った
緑藻類が大増殖するため、広大な面積の氷河がピン
クに染まることが、衛星画像の解析などによって明
らかになってきた[12]。これらの結果は、氷河生物の
活動が、氷河の融解や海面上昇など地球規模の環境
変動にも影響を及ぼしている可能性を示すものであ
る。温暖化などによる、将来の環境変動を正確に予
測するには、これまで考慮されてこなかった、この
ような氷河の生物的過程を組み込んだ環境モデルを
作る必要がある。
古環境示標としての氷河生物
また、将来の環境変動を予測するには、過去の環境
変動が重要な手がかりとなるが、氷河生物の研究は
古環境の復元にも役立つことがわかってきた[13]。氷
河の涵養域（上流部）では、春から夏に氷河の表面
で増殖した微生物が、秋の降雪によって埋められ、
毎年氷河内部に取り込まれる。したがって、氷河ボ
ーリングで氷河の深い部分から取り出した氷サンプ
ル（アイスコア）には過去の微生物が氷浸け化石と
して保存されているからだ。ヒマラヤや北極の氷河
で採取したアイスコアには、このような過去の氷河
微生物を含んだ氷層が何百年分も含まれていた。こ
れまでの調査で、アイスコアに含まれる微生物の量
や種類組成は、過去の環境条件（例えば夏の気温や
融雪量、光条件など）を反映しており、古環境復元
の新しい情報源になることが明らかになっている
[14,15]
。今後もこのような視点から、氷河生態系の生
物たちを研究してゆきたい。
引用文献
1:Kohshima S. (1984) Novel cold-tolerant insect found
in a Himalayan glacier Nature Vol.310 pp.225-227
2: Kikuchi Y. (1994) Glaciella, a new genus of freshwater.
Canthocamptidae (Copepoda, Harpacticoida) from a.
glacier in Nepal, Himalayas. Hydrobiologia,
292/293,59-66.
3:Kohshima S. (1987 ) Glacial Biology and Biotic
Communities: in "Evolution and coadaptation in biotic
communities" ed. S. Kawano, J.H.Connell and T.
HIdaka, University of Tokyo press, pp. 68-72
4:Kohshima S. (1985) Migration of the Himalayan
wingless glacier midge ( Diamesa sp. ) - Slope
direction assessment by sun-compassed straight walk:
J. Ethology Vol.3 pp.93-104Kohshima S., K. Seko & Y.
Yoshimura (1993) Biotic acceleration of glacier
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（2006.11.17 受付、2006.11.20 受理）
図１：セッケイカワゲラ（Eocapnia nivalis）

図２：氷河昆虫が発見されたヒマラヤの氷河

図３：ヒョウガユスリカ(Diamesa kohshimai)

図４：パタゴニアの氷河

図５：パタゴニアの氷河昆虫（Andiperla willinki）
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図６：氷河生態系

書評

『共生という生き方

微生物がもたらす進化の潮流』

トム・ウェイクフォード著 遠藤圭子訳
シュプリンガーフェララーク東京 2006
ISBN4-431-71197-X 定価（本体 1,900 円+税）
原著『Liaisons of Life: From Hornworts to Hippos, How the Unassuming
Microbe Has Driven Evolution』by Tom Wakeford, John Wiley & Sons, Inc.
2001, ISBN 0-471-44152-X $14.95 USA

カ ッ ス ル 大 学 に 置 か れ た Policy, Ethics and Life
Sciences Research Institute の Co-inquiry の所長である
とともに、いわゆるサイエンスライターとしての活
動も行っている方だ。訳者の遠藤圭子氏は、シロウ
リガイの共生細菌についてお仕事もある研究者だが、
前書きで日本語の「共生」という言葉に少し抵抗が
あるという意味のことを述べておられる。だが本会
の若い方には何の抵抗もなく“読み始める”ことの
出来る本である。前書きを入れて 200 ページ。プロ
ローグを入れると８つの章からなる。読みきること
は１日でできるが、しかし、一読で理解しきるのは

極限環境微生物学会の皆さんは、生態学でよく出
てくる共生あるいは寄生という言葉にどのようなイ
メージをお持ちだろうか。例えば紀伊國屋の
BookWeb で「寄生」でキーワード検索すると 258 冊
の本が抽出されてくるが、その殆どは寄生虫をタイ
トルに含む本だ。ところが「共生」で検索すると 885
冊。共生の後に付く言葉は、循環、農業、社会、時
代、国家、進化、共益などなど。共生の前にくる言
葉としては、多文化、地域、共利。現在の日本では
「共生」にはマイナスのイメージはない。原著者の
トム・ウェイクフォード氏はイングランド、ニュー
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と、Archaea の提唱者カール・ウースが、進化の最
も初期の段階から生物が繰り返し集合し各自の一部
を交換し合ってきたと考えていることを紹介。最後
に７章で、
「生命が始まって以来何十億年にもわたる
進化の出来事すべてのうち、どれほどの割合のもの
が共生によるものだったのだろうか？」と問いかけ、
様々な事象について考察を加え、
「提携と同盟による
４０億年の進化の産物である私たちは、このエデン
の園（地球のこと、評者）の分別ある庭師になる方
法を急いで学ぶ必要があるのだ。
」と結んでいる。
本論の展開中に時々出てくる、日本人にはあまり
馴染ではない漫画家、小説家、哲学者や、ナポレオ
ンの秘話、さらにはパスツールの著作やシェークス
ピアのソネットの引用などが読者の知的好奇心をく
すぐり、うならせる。
登場する多くの学者の名前や、主要学術用語を原
語で標記しておいてもらえたら検索が容易なのにと
思わせた部分や、訳に硬さが見受けられたり意味が
通じない（評者の勘違いか？）箇所、パスツールを
不当に悪人扱いしているのでは、と思わせるところ
も若干あったが、通読し終わってから、もう一度じ
っくり、ネットで関連の事項、文献も勉強しながら
読みなおしたいと思わせる力作であると信ずる。原
著にある 14 ページにわたる索引がないのは残念で
はあるが、原著にはない、訳者による 55 箇所もの注
が理解を助けてくれる。大学院の講義の教科書とし
て大いに利用して頂きたい。見開きページの左端に
章の表題が付いている体裁も斬新であった。

初学者には難しいだろう。
地球上の全ての生物は、種を越えた相互作用の中
で生態系をつくりあげている。石川 統氏のグルー
プによるアブラムシ（アリマキ）のブフネラの研究、
本会の工藤俊章氏らのシロアリ腸内共生原生生物の
研究など、日本でも共生に関しては研究者の層が厚
い。教科書に欠かせない記述となっている真核生物
細胞のミトコンドリアや葉緑体が細胞内共生に起源
をもつとする説も、リン・マーギュラスのサーモプ
ラズマ宿主説も含めて有名だ。さて本書の１－３章
で著者は、現存の生物間で起こっている共生現象を、
菌類とバクテリアの共生体としての地衣類の話から
始め、ランの根と共生菌類、菌根菌、根粒菌などを
経て、深海探査艇アルヴィン号に映った発光細菌を
共生させた深海魚、エディアカラ生物群と現存する
ゼリー状の生物オフリディウムの関係、チムニーの
近くにいるハリオムシに共生している硫黄細菌、な
どなど、次から次へと速射砲のように読者めがけて
撃ってくる。彼の言いたいことは「地球上の進化の
主要な革新の源は共生である」ということ。4 章で
は昆虫、特にハキリアリ、シロアリ、アブラムシの
共生細菌の話から、大型哺乳類の反芻胃にいる細菌
や繊毛虫との共生関係、さらにはヒトの腸内共生細
菌と免疫、ヘリコバクター・ピロリと健康との係わ
りまで論じる。５章では相互依存化したバクテリア
とアメーバーの有名な話、蚊に繊毛虫が共生してマ
ラリア病原生物であるプラズモディウムになった、
という話の後、ダーウィンやヘッケルが共生説に好
意的な見解を持っていたという記述から、共生説が
たどった数奇な運命を振り返っている。この部分の
話は通常の生物学の教科書には出てこないかも知れ
ない。６章でリン・マーギュラスの細胞共生進化説

亀倉正博（好塩菌研究所）
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お知らせ
・ 2007 年から事務局メールアドレスが変わりました。新アドレスは「kyokugenjimu07@extremophiles.jp」と
なります。
・ 2006 年度のシンポジウム（第 7 回、7 月 4 日、東工大すずかけ台校舎にて開催）、年会（第 7 回、11 月 28-29
日、明治大学生田校舎にて開催）とも参加者はそれぞれ 129 名、227 名となり、過去最高の参加者を記録
しました。会場提供の先生方、会員各位の活動に深謝いたします（JSE 事務局より）。
・ 第 9 回好熱菌国際会議（Thermophiles
2007）が 2007 年 9 月 24 日(月)〜27 日
(木)にノルウェーのベルゲンで開催さ
れます（右図参照）。アブストラクト
登録は 2007/1/15 からです。
詳しくは、

・ 独立行政法人海洋研究開発機構は 3
月 8 日（木）〜9 日（金）の両日「し
んかいシンポジウム」と「みらいシン
ポジウム」を合同で「ブルーアース'07」
としてパシフィコ横浜で開催します。
詳しくはウェブサイト
http://www.jamstec.go.jp
「EVENT INFO イベント情報」をご
覧ください。

http://sites.web123.no/AtlanticReiser/uib/Thermophiles2007/

・ 学会情報：日本ゲノム微生物学会が、
平成１９年３月に発足します。詳しく
は日本ゲノム微生物学会ホームページ
をご覧ください。
http://www.sgmj.org/index.html
・ 2007 年度の年会（第 8 回極限環境微
生物学会年会）は、石野幹事のお世話
により九州大学（九州大学西新プラザ、
福岡市、下写真）で開催されることが
決定いたしました。日程は 11 月 29-30
日（木-金）を予定しております。

九州大学西新プラザは、平成 13 年 10 月に九州大学創立 80 周年記念事
業の一環として設立されました。このプラザは、九州大学における国際
学術研究の推進及び社会連携の促進を図るとともに学術研究活動等の
情報を発信し併せて九州大学の教育研究活動の促進に資することを目
的として、１階に情報発信、２階に会議、３階に研修の三要素で構成さ
れています。建設地は、旧制福岡高等学校時の外国人教師宿舎等跡地で、
この外国人教師宿舎１棟がそのまま保存されている九州大学の歴史を
継承する地です。また、この場所は伊都地区、筑紫地区及び病院地区の
中心に位置し、サテライト的機能を有する最適の場です。このプラザが、
九州大学の多様な研究交流と情報発信の場として、21 世紀の輝かしい
歴史を刻むことを期待するものです。
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学会誌投稿規定

極限環境微生物学会誌投稿規定
院農学生命科学研究科応用生命工学専攻（東大院農
生科応生工と省略可）極限環境微生物学会誌編集委
員 長 石 井 正 治 ( 電 話 ： 03-5841-8258, FAX ：
03-5841-5272) (e-mail: amishii@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp)

１．投稿者の資格
極限環境微生物学会誌（ISSN 1348-5474） (Journal of
Japanese Society for Extremophiles)（以下、本誌とい
う）への投稿は極限環境微生物学会（以下、本学会
という）会員に限る。なお、連名による投稿の場合
には、少なくとも著者の一人が本学会会員でなけれ
ばならない。ただし、日本国以外からの投稿並びに
本学会が寄稿を依頼した場合は例外とする。
２．論文の種類
本誌への投稿論文は、極限環境微生物関連分野の原
著論文（通常論文、短論文）
、総説、並びに諸報とし、
いずれも未発表のものに限る。
（１）原著論文 (original papers)：極限環境微生物に
関する論文で以下の２つのいずれかに該当する論文。
１）通常論文 (regular papers)：極限環境微生物に関
する論文で、それ自体独立した、価値のある結論あ
るいは事実を含む論文。
２） 短論文 (short communications)：極限環境微生物
に関する論文で、断片的な結果ではあるが新しい事
実や価値のあるデータを含む短い論文。
（２）総説 (reviews)：極限環境微生物のある特定の
研究分野について、簡単な歴史的背景を含め、最近
の進歩を要約し、可能であれば、将来の研究方向性
をも指し示した論文。
（３）ミニレビュー (mini-reviews)：総説の内、比較
的短く纏めたもの。
（４）諸報：巻頭言、研究最前線、研究のルーツを
探る、学会関連記事等。
３．論文の書き方
論文の用語は日本語または英語とし、別途定める「原
稿執筆要領」に従い簡潔に分かりやすく作成するこ
と。総説は原稿３０頁以内、通常論文は原稿２０頁
以内、ミニレビューは原稿１５頁以内、短論文は原
稿１０頁以内とする。なお、諸報の頁数に関しては
編集委員会で適宜判断する。

６．校正
校正は初稿のみ著者に送付する。到着日より３日以
内に、原稿とともに指定された送付先に返送するこ
と。なお、原著論文ならびに総説に関しては、著者
校正時の文章・図表の追加や削除は一切認めない。
７．別刷り
別刷りの部数は 50 部単位とする。校正時に添付する
用紙に必要事項を記入して、校正稿とともに指定さ
れた送付先に送ること。別刷り費用は著者の負担と
する。なお、別刷り料金は別途規定する。
８．著作権
本誌に掲載された論文の著作権は本学会に帰属する。
９．送付状
論文投稿の際には、本学会が規定する学会誌論文原
稿送付票を１部添付すること。送付票の用紙はコピ
ーでも差し支えない。

４．論文の受付
論文原稿は諸報を除き、原稿原本の他にコピー３部
を付け、送付状とともに簡易郵便書留として下記宛
に送付すること。なお、オンラインによる投稿も受
け付ける。この場合、極限環境微生物学会ホームペ
ージに掲載されている投稿要領に従うこと。
〒113-8657

５．論文の審査
投稿された論文の内、原著論文、総説、ミニレビュ
ーの審査には、極限環境微生物学会誌編集委員の内
１名が責任編集委員として関与する。原著論文およ
び総説の審査は、責任編集委員が適宜指名する複数
の査読者によりなされる。掲載の可否に関する最終
判定は、査読者からの査読結果報告に基づき責任編
集委員が行う。その後、編集委員長が著者に審査結
果を通知する。なお、内容・体裁に問題があると判
断された原稿については、著者による修正を求める。
修正を求められた原稿は、２ヶ月以内に責任編集委
員に返送することとし、２ヶ月を過ぎて返送されな
かった原稿は、著者が原稿を取り下げたものとして
処理する。なお、投稿された論文は返却しない。

１０．その他
極限環境微生物学会誌投稿規定ならびに極限環境微
生物学会誌論文執筆要領で不明な部分に関しては、
極限環境微生物学会誌編集委員会において適宜対応
する。なお、必要が認められる場合には、文書化を
進めるものとする。

東京都文京区弥生 1-1-1 東京大学大学
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論文執筆要領

極限環境微生物学会誌論文執筆要領

１．一般的事項
（１）テキストファイル形式または Microsoft Word
形式で保存できるワードプロセッサ等を用いて原稿
を作成すること。
（２）タイトルページには、1)論文題名、2)著者名、
3)著者所属機関名、4)ランニングタイトル、5)連絡対
応著者名およびその連絡先住所・電話番号・FAX 番
号・e-mail アドレス、6)キーワード（５語以内）を
明示すること。日本語で作成した論文には、これら
の英語訳を併記すること。
（３）論文印刷には A4 版用紙の片面を使用し、１
行４０字（英語の場合には１行６０字）
、１頁２５行
で印刷すること。イタリック、ボールド、あるいは
スモールキャピタルにする語句がある場合は、それ
ぞれ赤字で下線、波下線、二重下線を記すこと。
（４）略語リストがある場合には、本文第１頁に脚
注として略語の項を設け表記すること。単位系と省
略記号は SI 単位を基本とする。
（５）生物の命名及び記載は International Code of
Nomenclature of Prokaryotes, International Code of
Botanical Nomenclature, International Code of
Zoological Nomenclature に従う。学名が初出の場合は
全部を記載すること。原則として、２回目以降は属
名の頭文字を略号とするが、紛らわしい場合には省
略せずに記載すること。
（６）物質名の表記は以下の規定に従うこと。
１）有機化合物の表記および放射性同位元素による
標識化合物の表記は IUPAC 規定に従うこと。
２）生化学関連事項の命名は IUPAB 制定の命名法に
従うこと。
３）化学式に用いられる記号、略号などは Chemical
Abstracts の用例に従うこと。
（７）論文受理後、完成した本文および図表等の印
刷に必要な全てのファイルを収めた電子媒体を編集
委員長宛に郵送するか、またはそれらのファイルを
e-mail 添付書類として編集委員長宛に送付すること。
２．投稿論文の構成
（１）原著論文は 1)標題、2)アブストラクト、3)本
文、4)引用文献、5)表ならびに図、図の説明文、の
順にまとめること。
（２）標題は論文内容を具体的に表す簡潔なものと
すること。標題の下に著者名、所属機関名、所在地
を書く。著者が複数で、所属機関が異なる場合は、
著者名末尾に上付数字を付けて区別するとともに、
連絡対応著者名を指定すること。
（３）原著論文ならびに総説のアブストラクトは英
語で記述するものとし、通常論文・総説では
200words 以内、短論文では 100words 以内で作成す
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ること。
（４）通常論文の本文は原則として、緒言、材料お
よび方法、結果、考察（あるいは結果と考察）、謝辞
で構成する。短論文では項目分けをしない。
（５）原著論文ならびに総説では、必要に応じて図
表を用いる。それぞれの図表を挿入したい位置を、
原稿右側の余白部分に指示すること。
（６）文中での文献の引用は、引用文献の項目で整
理した文献番号を用いること。図表の引用はその番
号によること。
（７）脚注が必要な場合には、該当事項の右肩に通
し番号を付け、当該頁の下部に説明文を付けること。
３．引用文献
（１）引用文献は下記の例に準じ、本文中の該当人
名あるいは事項の右肩に 1), 1-3)のように番号を付
し、また、本文末尾の引用文献の項に第一著者のフ
ァミリーネームのアルファベット順に 1., 2., 3., --の
番号を付し一括記載する。Ibid., idem は用いないこ
と。私信、未発表の研究結果、学術雑誌に受理され
る前の論文、抄録が印刷されていない口頭発表など
は引用文献に含めないこと。雑誌の略号は、Chemical
Abstracts Service Source Index (CASSI) 1907-1984
(Cumulative)およびその補遺版により、雑誌名、書名、
年、巻および頁の示し方は下記によること。
（２）雑誌引用のとき
Chuakrut, S., Arai, H., Ishii, M., and Igarashi, Y. 2000.
Characterization of a bifunctional archaeral acyl
coenzyme A carboxylase. J. Bacteriol. 185: 938~947.
（３）書籍引用のとき
児玉徹. 1997. V 近代的な微生物利用工業１．アルコ
ール, pp191~197.児玉徹・熊谷英彦編, 食品微生物学,
文永堂出版
４．表と図およびその説明
（１）表と図は印刷版下を作成すること。
（２）本文を英語で書いた場合には図表も英文で作
成すること。
（３）表と図は一つに対して１頁使う。各頁の右上
に著者名ならびに図の番号を入れること。
（４）表題は表の上部分に書くこと。表の内容説明
文ならびに注は、表の下に記述する。注の表示には
a),b),c)を上付で明記し、記述には a),b),c)を上付にせ
ず用いる。
（５）図の標題ならびに説明文は別紙にまとめて印
刷すること。図の標題の最後にはピリオドを付し、
内容説明は標題の後に改行して記載すること。
（６）写真は明瞭な陽画を必要部数添付すること。
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学会会則

極限環境微生物学会会則
賛助会員 年額

（名称）
第１条 本会は、極限環境微生物学会（英文名：The
Japanese Society for Extremophiles ）という。
（以下本会という）
（目的）
第２条 本会は、極限環境微生物研究の発展に寄与
し、極限環境微生物の研究、教育、利用の
推進に寄与することを目的とする。
（事業）
第３条 本会は、研究発表会及び講演会等の開催、
極限環境微生物学会誌（これまでの News
Letter Extremophiles を発展的に名称変更。英
文 名 ： Journal of
Japanese Society for
Extremophiles）の発行、国際極限環境生物学
会等との連携事業、研究奨励賞・ポスター
賞の授与、その他前条の目的を達成するた
めに必要な事業を行う。
（会員の種別等）
第４条
1. 本会の会員は正会員、団体会員および賛
助会員とする。
2. 正会員は極限環境微生物に関する研究に
従事する、または、これに関心を持つ個
人であって、本会の目的に賛同し、定め
られた会費を納めた者をいう。
3. 団体会員は極限環境微生物に関心を持つ
団体（法人等）であって、その団体内の本
会の目的に賛同する代表者を含めて３名
以内の所属者を指名して会員登録を行い、
定められた会費を納めた団体をいう。
4.賛助会員は本会の目的に賛同し、定められ
た賛助会費を１口以上納めた個人または
団体をいう。
第５条 会員は本会が開催する諸事業に参加し、本
会の発行する印刷物、PDF 等の配布を受け
ることができる。
（入会）
第６条 会員として入会しようとする個人または団
体は、本会事務局が定める手続きに従って
申し込みを行い、本会会長による承認を得
なければならない。

（一口 30,000 円）

（退会）
第８条 会員は会長に届けることによって退会する
ことができる。
（役員）
第９条
1. 本会には会長 1 名、副会長 1 名、評議員若
干名、幹事若干名、会計監査 2 名の役員
をおく。
2. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場
合には会長の職務を代行する。
4. 幹事は、庶務兼会計、学術活動、会計、を
分担し、事業計画の立案、事業の実施、
庶務会計、シンポジウムの企画立案、学
会誌発行、国際極限環境生物学会等との
連絡などの本会の事務を行う。
5. 会計監査は本会の会計を監査する。
（役員の選出）
第１０条 会長、副会長、評議員は本会の総会にお
いて選出される。
1. 幹事、会計監査は、副会長、評議員以外
の正会員の中から会長が指名し、総会の
承認を受ける。
2. 評議員の任期は２年とし重任を妨げない
が、連続３期を限度とする。但し、会長
が指名する評議員はこの限りではない。
（委員会）
第１１条 本会に学会誌編集委員会、研究奨励賞選
考委員会、極限シンポジウム委員会を置く。
各委員会委員の任期は 2 年とするが重任
をさまたげない。
1. 学会誌編集委員会（会長指名の１２名で
構成し､委員長は互選する）は学会誌の編
集、論文審査の任にあたる。
2. 研究奨励賞選考委員会（副会長が委員長
を勤め、学術活動担当幹事と委員長指名
の委員、計 10 名程度で構成する）は本会
の研究奨励賞受賞者を選考する。
3. 極限シンポジウム委員会（会長指名の７
名で構成し､委員長は互選する）は学術活
動幹事と共同でシンポジウムを企画立案
し、運営をサポートする。
（評議員会）
第１２条 評議員会は会長、副会長、評議員をも
って構成する。会長は年１回以上評議員

（会費）
第７条 会員は下記の会費を納めるものとする。
正会員
年額 5,000 円
（但し身分が学生である者は年額 2,000 円）

団体会員 年額

一口以上

20,000 円
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会を召集し、議長となり、会の重要事項
を審議し総会に提案する。
（総会）
第１３条 本会は原則として年１回総会を開き、会
務を協議し議決する。
総会は会長が召集する。
第１４条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成を
もって行う。
（会計年度）

第１５条 本会の事業年度は 1 月 1 日に始まり、同
年 12 月 31 日に終る。
（付則）
第１６条 本会則の施行および本会の運営について
の細則は総会の議決を経て別に定める。
第１７条 本会則の変更は総会の議決を経て行う。
第１８条 本会則は、１９９９年１０月１９日より
施行する。
2001 年 11 月 29 日改定
2002 年 12 月 1 日改定
2003 年 12 月 1 日改定

学会細則

極限環境微生物学会細則
第７条

評議員会は評議員の半数以上の出席（委
任状を含む）をもって成立する。
第８条
評議員会の決議は出席者の過半数の賛成
により成立する。
（退会）
第９条 会長は、会費を３年以上滞納した会員を退
会させることが出来る。
（授賞）
第１０条 研究奨励賞・ポスター賞の授賞規定は別
途定め全会員に配布する。
（細則の変更）
第１１条 本細則の変更は総会の議決による。
（付則）
第１２条 今期の本会事務局は、理化学研究所環境
分子生物学研究室（埼玉県和光市広沢 2-1）
内とする。
第１３条 本細則は、１９９９年１０月１９日より
これを実施する。

（会員）
第１条 入会を承認された正会員、団体会員、賛助
会員は、所定の会費を速やかに納入する。
（総会）
第２条 総会の議案は副会長、幹事等と共に会長が
作成し、評議員会の議を経た後提出する。
議案には前年度の事業内容及び収支決算、
新年度の事業計画、及び収支予算を含むも
のとする。
第３条 総会は会員の１／１０以上の出席（但し委
任状を含む）をもって成立する。
（役員の選出）
第４条 会長、副会長、評議員は会員の選挙によっ
て決められる。会長は選挙によらず評議員
を指名することが出来るが、総会での承認
を必要とする。
第５条 会長は会員の中から少なくとも３名を選ん
で選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員
は選挙事務を行う。
第６条 会長は、評議員会の承認を得て必要な委員
会を作ることが出来る。
（評議員会）

2002 年 12 月 1 日改定
2003 年 12 月 1 日改定
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運営体制

極限環境微生物学会運営体制（2006-7 年度）

会長

掘越

弘毅

独立行政法人 海洋研究開発機構

副会長

大島

泰郎

共和化工（株）環境微生物学研究所

評議員（５０音順、敬称略）
五十嵐泰夫

東京大学大学院 農学生命科学研究科

鈴木健一朗

独立行政法人 製品評価技術基盤機構

石田祐三郎

福山大学 工学部 海洋生物工学科

辻井

薫

北海道大学 電子科学研究所

伊藤

進

北海道大学 創成科学共同研究機構

冨田

房男

放送大学 北海道学習センタ−

伊藤

佑子

創価大学 工学部 生命情報工学科

中川

和倫

愛媛県立 松山南高等学校

今中

忠行

京都大学大学院 工学部 工学研究科

中村

聡

東京工業大学大学院 生命理工学部 生命工学科

魚住

武司

明治大学 農学部 生命科学科

中村

信之

日本食品化工（株）営業三部

遠藤

勲

埼玉県産業技術総合センタ−

半澤

敏

東ソ−東京研究所 バイオグル−プ

大島

敏久

徳島大学 工学部 生物工学科

日野

資弘

アステラス製薬（株）技術本部 生物工学研究所

大森

俊雄

芝浦工業大学大学院 工学研究科

古川

謙介

九州大学大学院

鎌形

洋一

独立行政法人 産業技術総合研究所

別府

輝彦

日本大学 生物資源科学部

川上

文清

東洋紡績（株）ライフサイエンス事業部

辨野

義己

独立行政法人 理化学研究所 バイオリソ−ス

独立行政法人 産業技術総合研究所

星野

貴行

筑波大学 応用生物化学系

河原林

裕

生物資源環境研究科

倉光

成紀

大阪大学大学院 理学研究科

松井

裕

京都府立大学 農学部 生物資源化学科

河野

敏明

明治製菓（株）食料健康総合研究所

松沢

洋

青森大学 工学部 生物工学科

古賀

洋介

産業医科大学 医学部

丸山

正

独立行政法人 海洋研究開発機構

児玉

徹

独立行政法人 食品総合研究所

向畑

恭男

高知工科大学 総合研究所

小林

哲夫

名古屋大学大学院 生命農学研究科

森屋

和仁

北海道糖業（株）バイオ事業部

小林

良則

ダイセル化学工業（株）筑波研究所

山岸

明彦

東京薬科大学 生命科学部 分子生命科学科

小松

泰彦

独立行政法人 製品評価センタ−

山口

勇

独立行政法人 農薬検査所

坂口

健二

山本

幹男

日本食品化工（株）研究所

佐上

博

東北大学 反応化学研究所

若木

高善

東京大学大学院 農学生命科学研究科

サントリ−（株）品質保証部

渡辺

公綱

独立行政法人 産業技術総合研究所 生物情報

芝

弘孝

菅原

秀明

国立遺伝学研究所 生命情報研究センタ−

幹事会幹事
庶務兼会計

学術活動

シンポジウム委員会
工藤

俊章

独立行政法人理化学研究所

委員長

為我井秀行

日本大学 文理学部 化学

亀倉

正博

好塩菌研究所

副委員長

野尻

秀昭

東京大学 生物生産工学センタ−

加藤

千明

独立行政法人海洋研究開発機構

委員

伊藤

政博

東洋大学 生命科学部 生命科学

跡見

晴幸

京都大学大学院 工学部

佐藤

孝子

独立行政法人海洋研究開発機構

石井

正治

東京大学大学院 農学生命科学

玉腰

雅忠

東京薬科大学 生命科学部

石野

良純

九州大学大学院 農学研究院

道久

則之

東洋大学 生命科学部 生命科学

伊藤

隆

独立行政法人理化学研究所

八波

利恵

東京工業大学大学院 生命理工

井上

明

東洋大学 生命科学部 生命科学

古園さおり

独立行政法人理化学研究所

高品

東洋大学 生命科学部 生命科学

知典

仲宗根
湯本

薫
勳

近畿大学 工学部 化学環境工学
独立行政法人産業技術総合研究所

会計

宇佐美

会計監査

秋野

利郎

合同酒精（株）

高瀬

徳光

森永乳業（株）栄養科学研究所

三輪

哲也

独立行政法人海洋研究開発機構

HP担当

論

東洋大学 工学部 応用化学科
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2006 年 11 月 28 日（火）・29 日（水）
明治大学生田キャンパス、第二校舎2-3号棟4階
特殊プレゼンホール

第 7 回極限環境微生物学会年会の開催にあたって
今回の第 7 回年会の会場は、明治大学の中島春紫先生にお世話になり、明治大学生田キャンパス内の、特
殊プレゼンホールをお借りして開催される運びとなりました。中島先生をはじめとする明治大学の皆様には、
本当にお世話になりました。この場をお借りして感謝の意を表したいと思います。
さて、今回の年会では、掘越弘毅当学会会長の学士院賞受賞記念講演「好アルカリ性微生物の発見と、そ
の生理及び応用ー科学者の軌跡ー」が予定されており、特に未来のサイエンスを担う若い研究者・大学院生
の皆様方には大変に楽しみな企画となっております。また、年会初の試みとして、スペシャルセッション「ス
トレス耐性と水構造」を企画し（小松泰彦先生のご提案です）ました。ここでは各分野からの活発な討論が
期待されております。更に今回の年会では、企業、独立行政法人等の協力をいただき「技術コーナー」の展
示紹介もございます。
昨年の年会で役員改選が行われて、本年度より若手幹事を加えた新しい学会運営体制がスタートいたしま
した。私どもの研究対象である極限下の生命の世界は、この地球上のみならず、宇宙空間にも広がっている
ことが火星探査や、衛星、彗星等の探査により示唆されてきております。すなわち、極限生命の解明は、今
世紀最大のサイエンスのテーマの一つでありましょう。未来に向け更に私どもの研究の分野を広げ、裾野を
大きくしていくために、本学会活動を盛り上げ、種々の関連学会、研究会との連携・強化一層をはかってき
たいと思います。今後とも、当学会を盛り上げていくため、いっそうのご協力とご尽力をお願いいたします。
ありがとうございました。
極限環境微生物学会幹事一同
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第７回極限環境微生物学会年会・プログラム
11 月 28 日（火）
13：00～13：05 開会挨拶、
セッション１「好熱菌の生態と制御」 座長：山岸明彦（東薬大・生命）
13：05～13：20 O-01
発酵中堆肥の空間的微生物群集構造の解析 ○森屋利幸（東京薬科大学 細胞機能学研究室）
13：20～13：35 O-02
炭酸ガス依存性細菌の探索と多様性 ○上田賢志（日本大学生物資源科学部生命科学研究センター）
13：35～13：50 O-03
高温菌 Thermus thermophilus における緊縮制御 ○越智幸三（(独)農研機構 食品総合研究所）
14：00～14：30 総会、学会奨励賞授賞式
特別講演
14：30～15：30 S-01 学士院賞受賞記念講演
「好アルカリ性微生物の発見と、その生理及び応用－科学者の軌跡－」 ○掘越弘毅（(独)海洋研究開発機構）
15：30～16：30 ポスター発表（奇数番号）、コーヒーブレーク
スペシャルセッション 座長：掘越弘毅（独立行政法人海洋研究開発機構）
16：30～16：50 S-02
各種ストレス耐性と水分子との関連：酵母熱ショック応答からの考察 ○小松泰彦（製品評価技術基盤機構）
16：50～17：50 S-03 特別講演
「生体と水」 ○上平恒（元北大教授）
18：00～20：00 懇親会、ポスター賞発表・授賞式
11 月 29 日（水）
セッション２「低温・深海への適応」 座長：栗原達夫（京大院・化研）
10：00～10：15 O-04
高圧環境に棲息する深海微生物研究の歴史とその最前線 ○加藤千明（独立行政法人海洋研究開発機構）
10：15～10：30 O-05
水深 1162m より採取した深海魚由来細胞株の高圧力耐性 ○小山純弘（独立行政法人海洋研究開発機構）
10：30～10：45 O-06
好冷性細菌の熱ショックタンパク質発現機構の解析 ○山内清司（熊本大学発生医学研究センター）
10：45～11：00 O-07
低温菌 Shewanella livingstonensis Ac10 におけるエイコサペンタエン酸の機能 ○山本健太郎（京都大 化所）
セッション３「超好熱菌の機能解析」 座長：跡見晴幸（京大院・工）小林一三（東大院・新領域）
11：00～11：15 O-08
超好熱始原菌 Thermococcus kodakarensis 由来 phosphoenolpyruvate synthase 及び pyruvate kinase に関する遺伝学
的解析 ○山津敦史（京都大院工学研究科、合成・生物化学専攻）
11：15～11：30 O-09
超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis の転写因子破壊株の解析 ○武富尚吾（京都大学 工学研究科）
11：30～11：45 O-10
サブユニット連結体を用いたグループ II 型シャペロニンのサブユニット間協調作用機構の解析 ○神前太郎
（東京農工大学 工学府 生命工学科）
11：45～12：00 O-11
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高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクトの進捗状況 ○中川紀子（理化学研究所、大阪大学大学院 理学研究科）
12：00～12：15 O-12
真正細菌祖先型及び古細菌祖先型 NDK の全合成とその性質 ○木村光夫（東大 理学系研究科 地球惑星）
12：15～12：30 O-13
新規 DNA 結合フォールドを持つ制限酵素 PabI の変異体による解析 ○小林一三（東大院 新領域創成科学）
12：30～14：00 昼食、休憩
14：00～15：00 学会奨励賞受賞講演
J-01 掘削地球科学を中心に展開される「地球微生物学」という考え方と方向性について ○稲垣史生（海洋研
究開発機構極限環境生物圏研究センター・高知コア研究所）
J-02 好アルカリ性因子としいて見いだされたマルチ遺伝子型 Na+/H+対向輸送体と細菌の pH/塩環境適応に関
する研究 ○古園さおり（独立行政法人理化学研究所）
15：00～16：00 ポスター発表（偶数番号）、コーヒーブレーク
セッション４「好アルカリ菌の生理」 座長：高見英人（海洋機構・極限）
16：00～16：15 O-14
通性好アルカリ性細菌 Pseudomonas alcaliphila AL15-21 株における 3 種類の可溶性 cytochrome c の解析
○松野敏英（北大大学院 農学院 応用生物科学 ）
16：15～16：30 O-15
絶対好アルカリ性細菌 Bacillus clarkii K24-1U 株由来細胞膜結合性 cytochrome c のクローニングと大量発現系
の構築 ○尾上真一（北海道大学大学院 農学研究科）
16：30～16：45 O-16
好アルカリ性細菌 Bacillus pseudofirmus OF4 株の様々なｐH、塩濃度、粘度環境における運動性解析 ○藤浪
俊（東洋大学大学院 生命科学研究科）
16：45－16：50 閉会挨拶

ポスター発表
11 月 28 日 15 時までに所定の位置に掲示する。29 日 16 時以降に掲示を外す。発表日は、
11 月 28 日（火）15：30～16：30 奇数番号
11 月 29 日（水）15：00～16：00 偶数番号
＜好熱（生理）＞
P-01 超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis を用いた無細胞タンパク合成系の最適化 ○金井保 京都大
学工学研究科
P-02 薬剤耐性に基づいた超好熱始原菌の遺伝子破壊系の構築及びその系を用いた sugar transporter 遺伝子
（群）の破壊 ○松見理恵 京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻
P-03 超好熱菌キチン代謝遺伝子クラスターの転写制御解析
○瀬畑真 東京工業大学大学院 生命理工学
研究科
P-04 超好熱性古細菌 Thermococcus sp. strain KS-1（T. KS-1）由来シャペロニンの低温適応化 ○牛奥修三 東
京農工大学 生命工学
P-05 Sulfolobales 目において新しい系統関係を示す好熱性アーキア２分離株の系統分類学的研究
○池上智
則 理化学研究所バイオリソースセンター微生物材料開発室
P-06 超好熱性古細菌 Pyrococcus furiosus の SRP の構造と機能の解析 ○松田崇志 千葉工業大学 大学院
工学研究科 生命環境科学専攻 構造生物学研究室
P-07 超好熱性古細菌 Pyrobaculum islandicum の D-バリンを基質とする呼吸鎖電子伝達系の解明 ○登坂慎
知子 日本大学大学院 理工学研究科 物質応用化学専攻
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P-08 高度好熱菌 Thermus thermophilus におけるアルキル化塩基修復遺伝子の解析 ○森野 嘉恵 東京薬科
大学 生命科学研究科
P-09 利己的な制限修飾遺伝子に対する防御機構としての染色体構造
○石川健 東大院 理学系 生物化
学
＜好熱（酵素）＞
P-10 高度好熱菌 Thermus thermophilus のイソプロピルリンゴ酸イソメラーゼの解析 ○島田大資 東京薬
科大学 生命科学部
P-11 超好熱菌由来アミノトランスフェラーゼのキャラクタリゼーション
○金城健太
東京薬科大学 生
命科学部 細胞機能学研究室
P-12 温泉および沖縄近海土壌中におけるファミリーB 型 DNA ポリメラーゼ遺伝子の探索
○松川博昭
九州大学大学院 生物資源環境科学府 遺伝子資源工学専攻
P-13 高度好熱菌の SAM デカルボキシラーゼのプロ酵素の自己切断機構 ○古橋めぐみ 明治大学大学院
農学研究科
P-14 超好熱性古細菌 Pyrobaculum islandicum の NADH,NADPH 脱水素酵素 ○谷川 実 日本大学・理工
学部・物質応用化学科
P-15 好熱菌 Thermus thermophilus HB-27 株由来のグリオキシル酸還元酵素の異種宿主での発現と酵素の性質
○中山仁志 大阪府立大学大学院工学研究科
P-16 アーキア由来の DNA リガーゼにおいて普遍的に見いだされる新規 PCNA 結合モチーフ ○清成信一
九州大学大学院 生物資 遺資工 遺伝子機能制御学講座
＜低温・深海＞
P-17 日本海奥尻海嶺、微生物マット堆積物における微生物的多様性解析とその変遷
○國嶋雅之
日本大
学文理学部化学科
P-18 深海底泥からの硝化・脱窒関連遺伝子の探索 ○為我井秀行 日本大学文理学部化学科
P-19 マリアナ海溝より分離された絶対好圧性微生物 Shewanella benthica DB21MT-2 の高圧適応機構解析?イ
ソプロピルリンゴ酸脱水素酵素を例として ○佐藤孝子 海洋研究開発機構極限環境生物圏研究センター
P-20 低温菌 Shewanella livingstonensis Ac10 の低温環境適応に関与する低温誘導性ポーリンの機能解析
○
川本 純 京都大学化学研究所
P-21 凸面環境へのマウス繊維芽細胞 3T3L1 の接着 ○永原朋幸 独立行政法人 海洋研究開発機構 極限環
境生物圏研究センター
P-22 南マリアナトラフの硫化物構造体における微生物相の解析
○大場裕紀
東京薬科大学大学院 生命
科学研究科
＜耐性・適応＞
P-23 Identification and characterization of highly boron tolerant bacteria- a new frontier in extremophiles ○藤原
徹 東京大学生物生産工学研究センター
P-24 Chromobacterium sp. WK 株の生産するコレステロールオキシダーゼの精製と諸性質の解析 ○柴田貫平
東洋大学 生命科学部
P-25 非塩性通常土壌から分離した、5％以上の食塩を要求する新規好塩菌の分類学的研究
○越後 輝敦
東洋大学 工学部 応用化学科
P-26 高度好塩性古細菌 Haloarcula japonica の形態変化の熱分析による解析
○秋山洋子 東洋大学大学院
生命科学研究科
P-27 身近な環境に生息する細菌の放射線抵抗性
○佐藤勝也
日本原子力研究開発機構 量子ビーム遺伝
子資源研究グループ
P-28 放射線抵抗性細菌デイノコッカス・ラジオデュランスの放射線応答機構に関与する新規制御タンパク質
"PprM" ○大庭寛史 日本原子力研究開発機構 遺伝子資源
P-29 枯草菌マルチ遺伝子型 Na+/H+対向輸送体のイオン輸送に直接的に関与するサブユニットの同定 ○梶
山 裕介 RIKEN 工藤環境分子生物学研究室
P-30 枯草菌の K+取り込み系 ktrD の転写時期の解明 ○棚橋飛鳥 東洋大学 生命科学研究科
＜分解・代謝＞
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P-31 Terrabacter sp. YK3 株の 2,2’,3-trihydroxybiphenyl dioxygenase 遺伝子 (dfdB) の転写制御因子の解析
○杉原嘉寿子 理化学研究所 工藤環境分子生物学研究室
P-32 Dibenzofuran 4,4α -dioxygenase の X 線結晶構造解析 ○新井和也 横市大院国際総合
P-33 シロアリ共生系におけるバイオマス資化関連遺伝子の由来の解析
○大内和也
横浜市立大学大学院
環境分子生物学研究室
P-34 シロアリ腸内に共生する Joeniidae 科原生生物の small subunit rRNA 遺伝子配列による分子系統 ○栗崎
倫江 東洋大学
P-35 シロアリ腸内共生系における遺伝子発現のダイナミクス解析
○広谷直哉
横浜市立大学 国際総合
科学研究科 生体超分子科学専攻 環境分子生物学研究室
P-36 複合生物間相互作用解析の試み-メタボ・インタラクトロームの確立へ向けて ○雪真弘
横浜市立大
学大学院 国際総合科学研究科
＜リソース＞
P-37 理研バイオリソースセンターにおけるアーキア・極限環境細菌のリソース事業について
独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター 微生物材料開発室

○伊藤

隆

＜追加ポスター＞
P-38 高圧環境に棲息する深海微生物研究の歴史とその最前線（O-04 のポスター版） ○加藤千明
独立行
政法人海洋研究開発機構
P-39 水深 1162m より採取した深海魚由来細胞株の高圧力耐性（O-05 のポスター版） ○小山純弘 独立行
政法人海洋研究開発機構 極限環境生物圏研究センター
P-40 Shewanella violacea DS12 株より分離した新規紫色素 ○小林英城 独立行政法人海洋研究開発機構極
限環境生物圏研究センター
P-41 高濃度 NO2－環境下における脱窒素細菌のスクリーニング ○土肥 裕希 岡山理科大学工学部バイ
オ・応用化学科
P-42 新規 DNA 結合フォールドを持つ制限酵素 PabI の変異体による解析
（O-13 のポスター版）○渡部美紀 東
京大学大学院新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻
P-43 深海微生物 Shewanella violacea DSS12 における高圧環境に適応した呼吸鎖電子伝達系 ○筑广紗弥香 日
本大学大学院・総合基礎科学研究科
P-44 深海土壌からのアミノグリコシド合成に関与する糖質環化合成酵素遺伝子の探索 ○神田優美 日本大
学・文理学部
P-45 深海底泥からのアミノグリコシド生合成に関与するアミノ基転移酵素遺伝子の探索と多様性解析 ○青
木里恵 日本大学大学院・総合基礎科学研究科
P-46 マリアナ海溝より得られた脱窒細菌のペリプラズム型硝酸還元酵素遺伝子クラスターの解析 ○池田恵
理子 日本大学・文理学部
P-47 常圧下での組織培養細胞の力学的特徴の計測 ○山本康晶 独立行政法人海洋研究開発機構
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S-01 学士院賞受賞記念講演

好アルカリ性微生物の発見と、その生理および応用
- 科学者の軌跡 独立行政法人海洋開発研究機構
極限環境生物圏研究センター
掘越 弘毅
黴を殺す細菌を発見し米国留学
「冗談じゃないよ。いいかげんなテーマを与えて」
。一九五六年初夏、東京大学大学院修士課程の一年生だ
った私は思わず口の中で悪態をついた。私のいる発酵学教室の教授、坂口謹一郎が与えた修士論文のテーマ
は「コウジカビの自己消化の研究」だった。
「なぜ」と私が尋ねると、坂口は「日本酒の味わいはコウジカビ
の味だ。コウジカビが死んで分解して味になる。そこを調べろ」という。発酵学の大家で「世界の酒」など
の名著がある坂口らしい発想だが、私は若かった。
「要するにカビを生やして培養液をなめて味をみるという
ことじゃないか。血の気も多かったので思わずかっとなった。私はしぶしぶコウジカビを生やす実験を始め
た。
「坂口フラスコ」と呼ばれる独特のフラスコを五十本用意した。カビが生えると透明の培養液に綿が入っ
たように白く濁る。カビを生やしては中身を分析する毎日が続いた。実験を始めて半年ほど。
「ある朝、恒温
槽を開けてみると、五十本のうち一本だけ、カビが溶けてなくなっていた」。私は驚いてフラスコを持ったま
ま研究室中を歩き回って、だれかれかまわず尋ねた。
「この現象はいったい何だ」。だれかが答えた。
「お前は
実験技術が下手だから、外部からバクテリア(細菌)がまじってコウジを食べたんじゃないのか」。
「そんなこと
あるものか」
。負けん気の強い私が顕微鏡をのぞくと、いた。見慣れない細菌がいた。私は期せずして黴を殺
す細菌を見つけたのだ。当時黴を殺す細菌は一つも知られていなかった。教授の坂口に話すと「おれは大学
院生のやったことなど信用しないよ」とつれない返答。私が実験を繰り返して再現性を確認してから報告に
いくと、坂口は「これだけに集中して実験をやれ」と指示した。翌五七年、私はこの発見を英国の科学誌「ネ
イチャー」に投稿した。
「同僚に勧められたからだが、怖いもの知らずというか、ネイチャーがどんな権威の
ある雑誌か知らなかった」
。現在でもネイチャーに論文が載ることは科学者にとり一大事である。
この論文が私の人生を変える。世界各国から詳しい情報を求める手紙が殺到するが、その中の一通、米国
パデュー大学のヘンリー･コフラー教授の手紙は、私に「米国に来ないか」と打診してきた。一九五八年に米
国へ渡った。
「学者という商売も悪くない。一編の論文で顔も知らない若造に来いというのだからすごいもの
だ」
。意気揚々として海を越えたのだが、米国の研究環境は甘くはなかった。バデュー大学は米中西部の農業
地帯、インディアナ州にある。地平線まで見渡すかぎりの畑だ。日本とまったく異なる風土。科学者の姿勢
も違っていた。私は細菌から取り出した黴を溶かす酵素を精製して持っていたのだが、コフラー研究室の面々
に披露すると、一言の下に「こんなのは精製じゃない」と決めつけられた。確かに当時の日本では高性能の
分析装置は容易に入手できなかった。しかし、そうした状況に甘えていたら世界で勝負できる研究はできな
い、と思い知らされた。米国は今も昔も科学の闘牛場だ。世界中から闘牛士が集まり腕を競う。観客たちは
闘牛士たちの技量を見ながら、やんやとはやしたてる。それに比べると日本には「なあなあ主義」の甘えが
ある。
パデュー大学では一生涯つきあいが続く友人もできた。
「本当にありがたいと思ったのは「日本人の私」で
なく「パデュー大学を出た私」として仲間づきあいができたことだ」。世界のどこで出会ってもパデュー同窓
でたちまち打ち解けてしまう。私は６０年に２年間の留学を終えて帰国するが、６６年にカリフォルニア大
学デービス校で研究するため再度渡米した。パデュー大学で知り合った日系の科学者でデービス校の教授と
なったロイ・ドイの招きがあったからだ。今度は６３年に結婚した妻の幸子とともに米国の土を踏んだ。
新しい発想を得た欧州旅行
理化学研究所に職を得ていた私は二度目の留学から帰国した６７年以降、一種のスランプの中にあった。
学生時代からのテーマであるコウジカビの研究を続けていたが、どうもおもしろくない。
「頭を冷やしてくる」
と言って、家中の金をかき集め、理研にはウソの出張申請を出して欧州旅行に飛び出した。こんなわがまま
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にも妻は快くおくりだしてくれた。表向きは欧州の研究機関を訪問することになっていたが、建物や絵を見
てまわる毎日だった。早い話が憂さ晴らしである。
１９６８年 11 月、私はイタリアのフィレンツェにいた。メディチ家ゆかりのピッティ宮殿の丘の上からは
暮れかかるフィレンツェの町並みと田園が見下ろせた。そこには日本とまったく違った過去と現在があった。
ルネサンス期にメディチ家が治め、ダビンチやラファエロが才を競った世界があった。
「15 世紀の日本人は、
こんな世界が存在することを想像できただろうか」。その時、私の頭に一つの着想が生まれた。「人々は互い
に、違った世界の存在をまったく知らなかったはずだ。微生物にも教科書に書かれていない異なる文化があ
るのではないか」。すぐに飛んで帰り、私はフィレンツェの着想を実行にうつした。
微生物の培養には弱酸性から中性の培地を使うのが教科書的常識だった。微生物学の祖であるパスツール
がそう教えたからだ。知るかぎりアルカリ性培地での培養を試みた人はいなかった。肉汁に炭酸ナトリウム
を混ぜてアルカリ培地を作った。なめてみると口が曲がるほど苦かった。研究所の周囲から土壌を集めてき
て培地といっしょに試験管に入れた。20 本を作って内部が 37 度に保たれている恒温槽にいれて帰宅した。
翌日、恒温槽を開けて私はびっくりしてしまった。20 本ともすべての試験管に微生物が生えていたのだ。
「こ
んなに生えるはずがない」
。pH10、強アルカリである。
「とたんにゾッとした。冗談じゃない。1，2 本当たれ
ば大当たりだと思っていた。20 本全部というのはどう考えてもおかしい」。私にはにわかに信じがたかった。
非常識とも思える発想は金鉱を掘り当てていた。
どんなところにもアルカリ性環境で生息する微生物(好アルカリ性微生物)がいた。ただ、だれも見つけよう
としなかっただけなのだった。六九年、私は好アルカリ微生物の研究に没頭し、さまざまな微生物をつかま
えた。さらに微生物からアルカリ性環境でたんぱく質を分解するアルカリプロテアーゼ、澱粉を分解するア
ルカリアミラーゼ、植物繊維を分解するアルカリセルラーゼなど十数種の酵素を見つけた。好アルカリ微生
物は私の迷いを吹き飛ばした。私の目の前に未踏の世界が広がっていた。
「それにしても」と私は振り返る、
思い切って旅に出なければ転機はなかっただろうと心から妻に感謝している。
気付かなかった意外な用途
臭い、臭いと大変なひんしゅくをかいながら、一九七〇年、私は好アルカリ性微生物から取り出した酵素
をし尿処理に応用しようとした。当時、し尿処理場では集めたし尿の表面にできるセルロースの「ふた」に
頭を悩ましていた。未消化の植物繊維が処理棺内で表面に浮き上がって厚さ五メートルもの「ふた」となり、
分解を阻害していたのだ。アンモニアたっぷりの処理槽はアルカリ性の世界である。私はアルカリ環境で植
物繊維を溶かすアルカリセルラーゼを使ってふたの分解を試みた。実験試料としてふたの一片を持ち込んだ
ため、実験は理化学研究所内で悪名をとどろかせた。
苦労の末、この分解法を実用化まで持って行ったのだが、ほどなく水洗トイレが本格的に普及し、処理方式
自体が変わってしまった。まさに水とともに流れる実験とはこのこと。私は酵素を冷蔵庫にしまい込み、忘
れてしまっていたが、思わぬ用途が現れた。数年後、どこで聞き付けたか、
「アルカリセルラーゼを分けてほ
しい」という訪問答があった。この日のやり取りを私は忘れることができない。客は花王の研究者だった。
最初は酵素が必要な理由を明言しなかったが、私が重ねて尋ねると「洗剤に混ぜてみる」という。
「木綿の繊
維を溶かしちまうぜ」と言うと、
「いえ、そんなに品質の良いのはいらないです」と答えが返ってきた。その
瞬間、しまった、と私は思った。繊維を溶かすほどの力はない酵素だが、繊維を柔軟にすることはできる。
そんな用途はそれまで頭に浮かびもしなかった。一年後、アルカリセルラーゼを混ぜた洗剤はアカの落ちが
よくなるという実験結果がでた。八七年に「バイオ洗剤」と銘打って商品化、大ヒット商品「アタック」と
なった。このほかにもツーンとくる刺激を長期間失わないチューブ入り生ワサビだ。刺激の元が分解せず長
持ちするのは、シクロデキストリンというドーナツ状の物質のカプセルに入れであるからだ。私が見つけた
でんぷん分解酵素、アルカリアミラーゼを使うことによりコストが五十分の一になった。シクロデキストリ
ンのカプセルはシャンプー、アイスクリーム、生ラーメンなどさまざまな製品で芳香剤や防腐用アルコール
を入れるため使われている。
消去法で農芸化学を専攻
私弘毅が生まれたのは一九三二年(昭和七年)、小学校の一年生迄を大阪で過ごした。父の友造は島津製作所
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で鉛電池の国産化研究に取り組んで成功したころであった。その後東京に移り陸軍の命令で食糧増産のため
植物ホルモンの研究を手掛けた。私が科学の道を選ぶのは、子供向けの科学の本を買い与えたりした父親の
影響がある。当時通っていた千葉県の市川小学四年生の時、友造はラジオ屋でわざわざ分解させたラジオを
買ってきた。苦労して組み立てたが動かない。ラジオ屋に持って行ったら、やはり配線が間違っていた。私
はこれがきっかけで電気工作に熱中した。私に強烈な影響を与えた人物がもう一人いる。小学五、六年の時
の担任教師だった堀和夫。私は若く純粋な青年教師に魅せられ「人生感意気、功名誰復論」と堀が書いた色
紙を宝物にしている。
「カネのことや名誉のことなどを考えるなどという意味でしょう。子供ながらに二十歳
まで生きられるか」という覚悟のようなものがあった。今考えると決して楽しくはない時代だったが、いや
だとも思っていなかった」
。
私は「飛行機乗りになる」と決意するが、母のミヨシの反対にあう。女子師範学校を出た母は「与謝野晶
子の歌を口にする」自己主張のはっきりした女性だった。「戦争で死なすために育てたんじゃない」
。私はそ
ういう母に猛反発したという。私の場合も終戦は価値観を変える事件だった。昨日まで米兵とさしちがえる
とうそぶいていた人々が突然、態度を変え民主主義とはと教えるようになった。
「大人は信用できない」！私
の中にどこか「素直でない」ものが生まれた。戦後ほどなく、一九四六年に父をなくした。ラジオや無線い
じりがおおっぴらにできるようになると、それに私はのめり込んだ。勉強に身が入らず、東大理科一類を落
第。浪人の末、理科二類に入る。農芸化学を専攻に決める過程は「成り行きまかせ」の選択だった。
「工学は
製図があるからいやだ。物理は学生ができるやつばかりで大変そうだ」などと消去法の末、気楽そうなそし
て食いはぐれのなさそうな農芸化学を選んだ。
ここで坂口謹一郎や発酵学教室の面々と知り合い「学問的な生まれ変わり」を体験する。とくに「微生物
に求めてこたえられないものはない」と微生物万能思想とも受け取れる主張を学生に語った坂口の影響は大
きかった。ラジオ狂いから微生物屋への転身だが、機械好きが役に立つこともあった。黴を溶かす細菌を見
つけた時のことだ。科学誌「ネイチャー」に投稿した論文には、コウジカビの電子顕微鏡写真がついている。
私自身が撮ったのだ。当時東大に電子顕微鏡は一台しかなかった。医学部地下にある顕微鏡を一人の技師が
大事に使っていた。私はここに入り浸って、技師と親しくなり、使い方を教えてもらった。機械の調子が悪
い日は、たたいたりさすったりしながら撮った。
深海底に到達した研究の旅
一九九〇年十一月一日、私は相模湾に浮かぶ海洋科学技術センターの支援母船「なつしま」の上にいた。
空は低い雲で覆われ肌寒かったが、海面にはほとんど波がなく潜水日和だった。同センターが誇る潜水調査
船「しんかい 2000」に乗り込み、相模湾の底に向かった。私は身動きもままならぬ狭い船内に腹ばいになっ
て、強化ガラスの円形の窓から深海をのぞき込んだ。深度千八百メートル。巨大な水圧がかかる暗黒の冷た
い世界。視界は投光器が放つ光の範囲に限られるが、やみの向こうには無限の広がりがあった。生物は思い
のほか豊富で「時間の感覚がなくなり、四時間の潜水がつかの間に感じられた。潜水の目的は深海底の微生
物の調査だが、潜る前から多種多様な微生物が深海底で生きていることを疑わなかった。事実、深海底から
採取した泥の中からは陸上に引けをとらない多様な微生物が見つかった。微生物を追い求める旅はついに深
海底にまで行き着いたのだ。極限環境下の生物研究は今や世界中に広がっている。米国の研究者から助力を
求める手紙が届いたことがある。カリフォルニア大学に極限環境の生物を研究するセンターを作るというの
だ。おもしろかったのは『好アルカリ性菌は除く』というただし書きがついていたこと。尋ねたら『お前の
ところでやっているから、ここではほかのことをやる』。
終わりに
よく指摘されることだが、日本と欧米では研究の独創性を追い求める姿勢に違いがある。日本では昔から
農家は隣家を見て仕事をしていた。いつ種をまくか、田植えをするか、隣を見てやった。それで用が足りた
し、いちばん安全だった。日本の科学者も根っこの部分ではそうした農家と変わりがない。欧米科学者の独
創性への思い入れは時に日本的常識を越えている。米パデュー大学への留学中に知り合った「生涯の友」ヒ
ューバ卜･ゴチュリングというドイツ人はともに科学を志した仲だが、ゴチュリングは科学を捨て、絵かきに
なった。彼がベルリン大学助教授の時、教授から「おれの言う通りイエスと言ったら教授にしてやる」と言
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われたそうだが、
「イエスと言ったら自分の存在意義がなくなる」と拒否して大学を辞めたのだ。私はそんな
目にはあわなかったが、すごい自意識だと感心した。なれ合わず孤高を歩んだ私の生き方には、友の影響が
あるのかもしれない。
私には科学者としての転機があった。1）1956 年の黴を溶かすバクテリアの発見でアメリカに留学をした
こと、2）1963 年に彼女の人生の殆どを私のために捧げてくれた幸子との結婚。外国生活の長かった両親に
育てられ、広く物事を見ることを身につけていた。そのためとかく視野が狭くなりがちな研究生活を広く物
を見るようになった。3）フィレンツェで好アルカリ性微生物に気がついた。この 3 回のチャンスに恵まれた
のだ。
さらに 2006 年 7 月 3 日に本学士院から日本学士院賞をいただき、たった一人で始めた研究が「好アルカリ
性微生物学」として広く世界に認められた事に「科学者っていいもんだなー」と私は最高の喜びをかみしめ
ている。
（敬称略）

（記念講演より）日本の金閣寺とイタリア・フィレンツェのドーモ。同時代の建築物なのにこうも違う。文
化の違い？文化= Culture、培地だ！
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スペシャルセッション「ストレス耐性と水構造」
S-02

基調講演

各種ストレス耐性と水分子との関連：酵母熱ショック応答からの考察
製品評価技術基盤機構
小松泰彦
生物の生育にとって逆境となる化学的、物理的、生物的各種環境をストレスという。化学的ストレスとは
文字通り主として各種化学種によるものの総称である。物理的ストレスの要因には種々の放射線、高温，高
静水圧、浸透圧等をあげることができる。また、高等動物では、ある種のヴィールスや細菌の侵略にみられ
るような生物的ストレスをあげることができる。全ての生物は、それらの生育に有害なこれらの逆境に素早
く対応して生き延びようとする機能を有する。生物ストレスやその応答機構に関する全体像については優れ
た成書や解説がある（１～４）。
生物におけるこのようなストレス応答機構に関する研究は、細胞生物学において世界的に最近の最も大き
な関心事の一つである。さらに、この分野の基礎的解明は細胞生物学における新分野への展開につながるも
のと期待され、医学やバイオテクノジーにわたる幅広い応用の道への可能性を秘める。ストレス応答を広義
に捉えると、非至適温度条件において長時間かけて獲得される適応機能と、短時間内にいわば応急措置的に
付与される適応機能とに分けることができる。本講演では後者に限定して述べる。
細胞を亜致死的高温下に置くと、いわゆる熱ショックタンパク質（hsp；heat shock protein）をコードする
幾つかの遺伝子が速やかに発現することが明らかにされている。この現象は現在の細胞生物学における主流
の一つである。ショウジョウバエで初めて発見されたこの応答機構（５）は、熱ショック応答と呼ばれ細菌
から高等動植物にいたる全ての生物に共通して認められる現象である。この機構は進化の極めて早い過程で
遺伝的に獲得され、各種生物に共通に維持されてきた機能で、生物が最も基本的に必要とする機能の一つと
考えられている。これらの hsp の機能について全てが解明されていないのが現状である。しかし、ある種の
hsp は一時的に高温耐性を獲得するためのなんらかの機構に関与していると考えられている（６）。また hsp
はストレス時以外にも常時微量ながら存在し、他の構成タンパク質の輸送等に重要な寄与をしていることが
報告されている（３，４，７）。
この分野における殆ど全ての研究は、生化学的、遺伝生化学的あるいはタンパク質化学的分野に包括できる。
演者らは生命の最も基本的な環境条件である水の物理化学的状態がストレス応答過程に関与しているという
仮説の下に、当該機構解明に着手した。
まず、モデル細胞である酵母細胞を液体窒素で凍結処理した後常温に戻す過程で、予め熱ショックを与えた
細胞において生存率が飛躍的に向上し、このことが hsp の増加と関連することを見出した（８）。さらに熱シ
ョック付与後の細胞水の状態を核磁気共鳴法により観察したところ、－50℃で不凍状態の水が約 1.6 倍に増
加するとともにその運動性を示すＴ２（スピンースピン緩和時間）が半減することが分った（９）。他方 150MPa
の静水圧下における酵母細胞の生存率が Me２SO の存在や熱ショック付与により２～３桁向上することを明
らかにした。これらの結果は静水圧耐性や耐凍性に細胞内の水構造が極めて重要に関与していることを示唆
する。
上記一連の考察にたいするヒントとして以下を上げることができる。
（１） グリセロール等凍結防止剤として知られる化学種の存在下では、熱ショックを付与しても hsp は誘導
されないにも拘わらず高温阻害は阻止される（10,11）
。このことは当該物質に特有な水素結合能によ
り運動性を拘束（構造化）された水分子の挙動と hsp の誘導とが密接に関連することを示唆する。逆
に水分子構造化因子としての hsp の機能も暗示する。
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（２） タンパク質など生体高分子に対する熱安定化に係る化学種として各種糖類や多価アルコールなどが
知られているが、これらの水溶液中においてタンパク質が選択的に水和されていることが知られてい
る（12～14）
（３） hsp の主な構成メンバーの 70kDa は、
高温下において変性タンパク質と会合すると自己リン酸化され、
界面活性剤として機能することが報告されているが（15）、このことは該タンパク質が水分子と強い
親和性を有することを示す。
（４） 静水圧と温度とは一定の範囲で熱力学的に同様に取り扱うことができる（16,17）
。
以上から本講演において酵母細胞における各種ストレス耐性を水の挙動との関連において概観する。なお
本講演は主として、下記にあげる演者と共同研究者らによる工業技術院微生物工業技術研究所（当時）にお
ける研究を主体とするものである。
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S-03

招待講演

生 体 と 水
元北海道大学 理学部 教授
上平 恒
１． はじめに
水は生体の 60～80 wt％を占めており、生体内の種々の生理反応は水を媒質にして行われている。生命反応
は主として酵素によって行われているが、酵素は固有の立体構造を保つことによってその機能を発現する。
タンパク質や DNA の立体構造と機能は水との相互作用と密接な関係がある。
生体内にはイオンやその他の種々の低分子が溶けており、これらの低分子と水との相互作用は溶質の種類
によって異なる。したがって、生体内の水の物理状態は生体高分子や低分子との相互作用によって影響を受
ける。水和状態の変化は、基質、リガンドと生体高分子との相互作用にも影響を与える。
２． 水和のダイナミクス
低分子や生体高分子と水との相互作用については多くの熱力学的研究があるが、ここではダイナミクスの
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観点から述べる。
水分子は生体中で激しい回転運動や並進運動をおこなっている。水分子は水素結合で結ばれたクラスター
を形成しているが、この激しい熱運動のためにクラスターの形も大きさも絶えず変化している。水素結合の
平均寿命は 1 ps のオーダである。
水に低分子や生体高分子が溶けると、これらの分子と接している水分子はバルク水と異なる状態になる。
水分子の変化の程度は次の動的水和数ν∆ΗΝ で表すことができる 1）。
ν∆ΗΝ = νη ( τχη / τχ0 −1 )
(1)
ここでνηは水和数、τχηとτχ0はそれぞれ水和水とバルク水中の水分子の回転の相関時間である。
ν∆ΗΝは水溶液中の水の NMR 測定によって直接求めることができる。νηは分子の接触可能面積から計算によ
って求めることができる。例えばエタノールは 15、アラニンは 27、リゾチームは 300 である。
τχη / τχ0の値が大きい分子ほど、その周りの水分子の熱運動は強く束縛されていることを示す。アミノ酸は
1.16～1.9 である。したがってτχη の値は 2.7～4.4 ps である 2)。
多くの球状タンパク質は内部にキャビティをもっている。このキャビティは疎水性で、その中に数個の水
分子が含まれている。Halle らの NMR の研究によると 3)、キャビティ内の水分子は 10-8～10-6 s という長い滞
在時間をもっている。これらの水分子はタンパク質全体のゆらぎにより、バルク水と交換している。一方、
タンパク質表面の水分子のτχη は 10 ps のオーダで、上述のアミノ酸のそれに近い。
水和水はタンパク質がコンホメーション変化をする際の潤滑油の役をしていると考えられる。
３． 生体中の水
生体中の水は一般に自由水と結合水（または不凍水）に分けて考えられている。大腸菌を例にとると全水
分子の量は 70 wt %で、その中約 10 wt % が結合水である 4)。残りは自由水で、生体反応はこの中で行われて
いる。
生体内の水の状態は加齢や病態などによって変化する 4,5)。例えば加齢によって生体組織中の水分量が減少
し、それに伴って水分子の熱運動の束縛の程度が大きくなる。
細胞内に疎水性分子が溶けると、タンパク質の疎水部分に結合し（疎水性相互作用）
、タンパク質のコン
ホメーションの変化を惹き起す。このようにして酵素反応は阻害される。
また、単糖や多価アルコールはその周りの水分子の熱運動を低下させ、その程度はこれらの分子のν∆ΗΝで
表される。細胞液にこれらの分子を溶かすと、温度などの外部条件に対する細胞の安定性は高まるが、その
程度は添加した物質のν∆ΗΝとよい相関関係を示す。
細胞内は繊維状タンパク質の網により細分化されている。したがって細胞成分の分布も不均一である。細
胞内では極めて複雑な化学反応が何も狂いも生ぜず同時に進行している。水分子はそれぞれの溶液の周りで
特有の配向をとるが、その配向はダイナミックな性質をもっている。水のこのような性質は、種々の生理反
応を同時に進行させるのに有利であると考えられる。
文
1)
2)
3)
4)
5)

献
上平 恒、水の分子工学、講談社サイエンティフィク 1998 年
M. Ishimura and Hi. Uedaira, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63, 1-5 (1990).
B. Halle, Phil. Trans. R. Soc. Lond. 359B, 1207-1224 (2004).
上平 恒、逢坂 昭、生体系の水、講談社 1989 年
上平 恒、多田羅恒雄、水の分子生理、メディカルサイエンス・インターナショナル
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学会奨励賞受賞講演
J-01

掘削地球科学を中心に展開される「地球微生物学」という考え方と方向性に
ついて
独立行政法人海洋研究開発機構
極限環境生物圏研究センター・高知コア研究所
稲垣史生
自己繁殖能力を持ち、かつ人間の肉眼ではその個体を識別できない生命体を我々は「微生物」と呼び、人
間活動のおよぶ環境条件を逸脱するような一見特殊な環境を「極限環境」と呼んでいる。従って、
「極限環境
微生物」という名称は極めて利己的だが、いまのところ人間以外にその言葉を使われることはなさそうなの
で、その主観性を問題視する必要はないだろう。しかし、分子生物学的手法の急速な発展に伴って微生物の
生息域に関する我々の知識が拡張し、
「極限環境」という場の認識は徐々に過去とは別のものに移行しつつあ
る。従来、
「極限環境微生物」は何か特殊な環境中の稀な微生物という意味合いがあった。しかし、地球内部
の広大な空間に我々が予想していなかった量と多様性を持つ生命圏が存在するとしたら、地球という惑星そ
のものを「極限環境」と捉える事はできないだろうか。これは、広大な宇宙の中で地球が唯一の生命の星と
して希有な存在である事実と一致している。換言すれば、我々は「微生物の星」の一部、リソスフェアーと
アトモスフェアーとのインターフェース、限られた環境にのみ暮らしていると言える。微生物界に言葉があ
れば、我々は間違いなく極限環境生物であり、その営みによって地球の生態系が自然状態から逸脱している
ことを考えると、かなり深刻なパソジェンと言えよう。
地球上のあらゆる生命が生命活動を営むには、生態高分子の骨格をなす化学因子とエネルギー物質がなん
らかの方法で供給され、供給媒体としての水の存在が不可欠である。地球の約７割を占める海洋底下の生命
圏においては、物質供給経路は地球の内部エネルギー循環（マントル）を原動力とする地殻表層の動きと光
合成によってもたらされる陸域・海水中の有機生産物の沈降堆積に大きく依存している。太陽光が届かず、
水理条件の発達していない大洋の多くの地下環境においては海底に堆積する光合成産物や無機酸化物を消費
尽くす以外、放射分解によって生じる微量の酸化物供給などの例外を除くと、主立ったエネルギー獲得の手
段がない。従って、肥沃な海底下生命圏は、
（１）陸海からの有機物供給に富む局所域あるいは中緯度大陸沿
岸の付加体堆積物、
（２）地球内部エネルギー循環が発達している熱水活動域やダイアピル構造体、などが有
力であり、それ以外の場所では、全体として極めて低い代謝活性を保つことで、エネルギー供給と物質循環
とのバランスが保たれている。
海底下生命圏に関する研究は、今後の国際統合海底掘削計画によって行われる重要科学目標の一つに挙げ
られている。海底下の生命活動がどの程度の深さ（圧力）や温度、ミニマムエネルギーフラックスによって
支えられているのか、その広がりや代謝活動がどの程度の割合と速度で有機物や無機物の物質循環に影響を
与えているのか、海底下において遺伝子進化や伝播はどのようにして起きているのか、そして微生物・遺伝
子資源としての新規性や有用性はどうか、など、基礎から応用にかけて様々な地球生命科学に関わる重要な
課題が我々の前に未解明のまま蓄積している。
こういった疑問を追究する学問として「地球微生物学」というある種学際的な新しい学問体系が確立しつ
つある。
「極限環境」という認識を新たにし惑星レベルで生命圏を捉えれば「地球微生物学」は「極限環境微
生物学」と同一の学問的性質を持つ事は自明であるが、そこに「地圏と生命圏」、
「ジオシステムとエコシス
テム」、
「惑星科学と生命科学」、「地球進化と生命進化」といったそれぞれがこれまでに独立して追究されて
きた分野・領域をリンクさせることに「地球微生物学」の独自性があり、地球システムの全体像が見えてく
るのではないかと思う。
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J-02

好アルカリ性因子としいて見いだされたマルチ遺伝子型 Na+/H+対向輸送体
と細菌の pH/塩環境適応に関する研究
独立行政法人理化学研究所
古園 さおり
微生物が極限的な環境や変動する外環境に適応するためには、
「細胞内の恒常性をいかに維持するか？」が
重要な戦略の一つとなる。特に、pH や塩環境への適応では、異なる細胞内・外環境を隔てる細胞表層（細胞
壁・細胞膜）が重要な役割を持つ。マルチ遺伝子型 Na+/H+対向輸送体(Sha 輸送体)は、好アルカリ性 Bacillus
halodurans C125 の「好アルカリ性因子」として初めて発見された。Sha 輸送体は、B. halodurans C125 のアル
カリ環境での生育に必須な pH ホメオスタシス機能として働いている。しかしながら近年のゲノム情報の蓄
積より、本輸送体のホモログが好アルカリ性ではない菌にも相次いで見いだされたことから、その役割に興
味が持たれた。我々は、好アルカリ性ではない細菌における Sha 輸送体の生物的意義は何か？を明らかにす
べく、枯草菌や緑膿菌など複数の細菌における Sha 輸送体の機能解析を進めた。
①枯草菌及び緑膿菌 Sha 輸送体の機能解析
枯草菌における Sha 輸送体は、pH よりは寧ろ Na＋ホメオスタシスの中心的機能として働いていた。「好ア
ルカリ性ではない」枯草菌における Sha 輸送体の生理的役割を調べていたところ、Sha 輸送体は胞子形成過
程にも重要な役割を持つことを見いだした。増殖に影響を与えない低濃度 NaCl 存在下で、Sha 輸送体欠損株
の胞子形成は完全に欠損する。その原因を解析した結果、胞子形成開始期に誘導されてくる特異的シグマ因
子の活性化が阻害されていた。Sha 輸送体が担う Na＋ホメオスタシスの維持は定常期（胞子形成期）移行に
おける遺伝子発現のスイッチングに重要であると考えられた。
一方緑膿菌では、Sha 輸送体は病原性と関連していた。マウス感染実験において、緑膿菌 Sha 欠損株は野
生株よりも低い病原性と感染臓器における定着性を示した。ところで、緑膿菌の病原性遺伝子は定常期に誘
導されるものが多く、その誘導には定常期シグマ因子 RpoS やクオラムセンシングが関与する。枯草菌では
Sha 輸送体が定常期移行と関連した事実を考慮して、現在 Sha 輸送体が病原性に関わるメカニズムを探って
いる。緑膿菌でも Sha 輸送体欠損により定常期移行が阻害され病原性遺伝子の発現が低下している可能性が
考えられ、実際にそのことを支持するデータが得られつつある。Sha 輸送体は、定常期移行を阻害し病原性
遺伝子の発現を抑制するための分子標的としての可能性を持つかもしれない。
Sha 輸送体のもう一つの特筆すべき特徴として、6/7 遺伝子にコードされるマルチ遺伝子型であることが挙
げられる。既知の Na＋/H＋対向輸送体の多くは 1 遺伝子型であるが、Sha 輸送体は対向輸送体としては珍しい
マルチサブユニット構造を持つと推測される。このマルチサブユニットからなる複合体構造が Sha 輸送体の
ロバストなホメオスタシス機能と密接に関わると考え、複合体形成の検証や各サブユニットの役割など Sha
輸送体の分子的実体の解明を進めている。これまでに、sha 遺伝子産物の全てがイオン輸送機能に必須である
こと、Na＋もしくは H＋輸送に関与する重要なアミノ酸残基を同定しており、Sha 輸送体の分子的実体に迫り
つつある。
これまでの研究成果から、Sha 輸送体が担う pH/Na＋ホメオスタシス機能は、好アルカリ性を越えて多様な
生物学的意義を持つことが明らかになりつつある。現在、Sha 輸送体ホモログはゲノムが公開されている細
菌の約 1/3 に見つかっており、そこには様々な環境に生息する菌が含まれる。好アルカリ性因子として発見
された Sha 輸送体が、pH/塩環境適応に関わる普遍的な因子として再発見されつつあるように思う。
②シロアリ腸内の高アルカリ領域に生息する細菌群の解析
これまでに多くの好アルカリ性菌が様々な自然環境から分離されてきたが、生物のなかにも高アルカリ環
境は存在する。我々はシロアリ腸内の高アルカリ環境に注目して、そこに生息する細菌群集の解析と好アル
カリ菌の単離を行った。K＋を豊富に含み pH 12 に近い高等シロアリ腸内からは、土壌由来の既知の好アルカ
リ性バチルスと近縁な細菌が分離されたが、土壌由来のものとは異なりアルカリ pH での生育に Na＋ではな
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く K＋を要求する性質を有していた。このような性質は K＋が豊富なシロアリ腸内環境に適応した結果である
と考えられる。また、高等シロアリ腸内は属レベルで新規な細菌を多く含んでおり、未知の好アルカリ性細
菌の宝庫であると考えられた。
今後は、Sha 輸送体が持つ多様な生物学的意義の解明を中心に、細菌の pH/塩環境適応機構における新たな
展開を目指したいと考えている。
最後に、栄誉ある極限環境微生物学会奨励賞受賞にあたり、大島泰郎先生を初めとする選考委員の諸先生
方、またご指導いただきました工藤俊章先生、並びに工藤環境分子生物学研究室の皆様に心より感謝の意を
表します。

2006 年度学会奨励賞を受賞された稲垣史生・古園さおり両博士。
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口 頭 発 表
セッション１「好熱菌の生態と制御」
O-01

発酵中堆肥の空間的微生物群集構造の解析
○森屋利幸１)､2）、橋本礼輔 2）、大島泰郎２）
1)
東京薬科大学 細胞機能学研究室
2)
共和化工株式会社 環境微生物学研究所
森屋 利幸 : toshiyuki.moriya@kyowa-kako.co.jp
現在、わが国では一年間に 5000 万トンを超える廃棄物が
排出されており、このうちの約 8 割を焼却で処理している。
しかし焼却は、有害物質を排出し環境負荷の大きい処理方
法であるなど多くの問題が残されている。この問題を解決
すべく、昨今では微生物の力を利用した処理方法"堆肥化
(Composting)"が注目を集めている。堆肥化は微生物の力に
よる分解であるため、有害物質などを排出せず､環境負荷の
小さい処理方法である。また、大規模な設備が不要であり、
常温・常圧で分解反応が進行するため安価な処理が可能で
ある。また、処理後の産物は肥料として再利用が可能であ
るなど多くのメリットがある。
堆肥化による有機性廃棄物処理では､堆肥中に存在す
る微生物が各種分解酵素を産生し､それにより有機性廃
棄物は徐々に消化を受ける｡最終的に微生物に取り込ま
れて代謝される｡この過程では､微生物の代謝熱により堆
肥内部が昇温し､数多くの好熱菌が堆肥中より単離され
ている｡また､この発酵と微生物の関連を明らかにするべ
く､発酵時期と微生物群集構造解析の変化を追跡した報
告が多くなされている｡しかしながら､発酵中の堆肥の上
層部､中層部､下層部など空間的な違いによる微生物群集
構造の変化を比較した例は少ない｡
そこで本研究では､株式会社山有の開発した､中心温度
が従来のものよりも高温で発酵する高温型堆肥(図 1)を
試料として用いた｡堆肥化 30 日目の高温型堆肥の断面よ
り､下層部から上層部(約 3 m)にかけて 11 カ所サンプリン
グした｡この試料を用いて各地点の含有水分量､C/N 比
(Carbon‐Nitrogen Ratio)､pH を測定した｡また､DGGE
(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)を用い､微生物群
集構造の変化を追跡した｡ 堆肥化 30 日目の高温型堆肥
は､高温期に入っており､好熱菌の作用により多くの分解
工程が進行していることが考えられる｡空間的な違いに
より微生物群集構造が異なれば､異なる分解反応が進行
していることも考えられる｡そこで本実験では､蛋白質分
解に焦点を絞り､ゼラチンザイモグラフィーにより蛋白
質分解活性が､どの位置で進行しているかを検討した｡
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図 1

発酵中の高温型堆肥の断面｡

中心温度は 100℃にまで達する｡

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

図 2 DGGE による発酵中堆肥の下層
(①)から上層(⑪)への微生物群集構造
の解析例｡
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堆肥化 30 日目の高温型コンポストは､70℃から 100℃程度の温度で発酵しており､地上 160 cm 付近の中層
部分が最も高い温度分布を示した｡また､この温度分布と TC (Total Carbon), TN (Total Nitrogen)の変化は一致し
ていた｡pH 概ね弱アルカリ性を示した｡
DGGE による微生物群集構造の解析では､多くのフラグメントが確認され(図 2)､サンプリングした位置に
よってそのパターンは大きく異なっており､同一発酵時期でも､堆肥中の空間的違いにより微生物群集構造が
大きく異なっていることが示された｡また､一部のサンプルではバンドが殆ど検出されない領域も確認され
た｡
ゼラチンザイモグラフィーにより堆肥中のゼラチナーゼ活性を検討した結果､上層部分で強い分解活性を示
すことが示され､下層部分では殆ど活性は検出されなかった｡
現在､DGGE で検出されたフラグメントの遺伝子塩基配列を決定し､近縁種を同定中である｡

O-02

炭酸ガス依存性細菌の探索と多様性
田上雄大、和辻智郎、○上田賢志、別府輝彦
日本大学・生物資源科学部・生命科学研究センター
[目的]
我々は最近、共生細菌 Symbiobacterium thermophilum の生理に関する研究において、その増殖因子の一つが炭
酸ガスであることを明らかにした。大腸菌を用いたモデル検証などを通じて、この炭酸ガス依存性の遺伝的
背景はカルボニックアンヒドラーゼ（ＣＡ；炭酸ガスと重炭酸の変換を触媒する普遍酵素。別名炭酸脱水酵
素）の欠損にあるものと予想される。炭酸ガスの要求性は、病原菌など一部の細菌の性質としてよく知られ
てきた現象であるが、微生物探索の現場で炭酸ガスを通気して培養することはほとんど行われてこなかった。
この現状は、難培養とされる環境微生物の一部には、炭酸ガスの通気によって培養できるものが存在する可
能性を予想させる。本研究では、炭酸ガスに依存する性質を示す微生物株を広く探索してその系統的多様性
の評価を行い、炭酸ガス依存性の一般性を明確にすると同時に、微生物探索への応用法を開拓することを目
的とする。
[方法と結果]
炭酸ガスインキュベーターを用いて、高炭酸ガス（５％）雰囲気下においてのみ顕著な増殖を示す菌株を広
く探索した。高炭酸ガス雰囲気下では、通常大気下に比べて増殖が顕著に促進されるコロニーが目立ち、お
そらくそれとも関連して、出現するコロニーの数も全体的に多いことが観察された。また、ＤＧＧＥ法
（denatured gradient gel electrophoresis；変性剤濃度勾配ゲルを用いた簡易な塩基多型解析法）を用いて、培養
されてくる微生物集団の構造を比較したところ、５％炭酸ガス雰囲気下における培養にのみ認められる 16S
rDNA 断片が高い頻度で観察された。これらの結果は、炭酸ガスの供給によって、微生物の増殖自体が促進
されると共に、それによってはじめて増殖する菌が存在することを示唆していた。これまでに約 50 株の炭酸
ガス依存性株を分離することに成功し、その 16S rDNA の配列に基づく系統的多様性の解析を行った。その
結果、既知の微生物株との相同性が 95％を下回る、新しい分類群に属すると推測される株が 5 株得られた。
今後、効率的選択分離法の開発などを通じて、さらに新しい菌が得られるものと期待している。
[参考文献]
1.上田賢志, 和辻智郎, 別府輝彦. 炭酸ガスが支えていた微生物どうしの見えない共生. 生物工学会誌. 2006.
印刷中（12 月号）.
2. 和辻智郎, 上田賢志, 別府輝彦. 炭酸ガスが支えていた微生物どうしの見えない共生. 化学と生物. 2006.
44:77-79.
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3. Watsuji TO, Kato T, Ueda K, Beppu T. CO2 supply induces the growth of Symbiobacterium thermophilum, a
syntrophic bacterium. Biosci Biotechnol Biochem. 2006. 70:753-6

O-03

高温菌 Thermus thermophilus における緊縮制御
○越智幸三、笠井光治、西澤智康、高橋公咲、保坂毅、青木裕之
(独)農研機構 食品総合研究所・生物機能解析ユニット
越智幸三：kochi@affrc.go.jp
(目的)アミノ酸欠乏により誘起される ppGpp(グアノシン 5’-二リン酸 3’-二リン酸)は緊縮制御を引き起こす原
因物質であり、微生物はこの制御システムにより悪環境下での生存戦略を練っている。この ppGpp は抗生物
質生産、胞子形成、バイオフィルム形成、毒性発現など多様な生命現象に関わっており、最近バクテリアの
みならず植物体(葉緑体)中にもその存在が確認された事 1)から、生物における基本制御物質として注目されて
いる。ppGpp が微生物アラーモンと呼ばれる所以である。ppGpp の機能発現の本質は、それが転写酵素であ
る RNA ポリメラーゼに結合して本酵素活性を制御することにあると思われる。事実、ppGpp は RNA ポリメ
ラーゼの活性中心のすぐそばに結合する事が高温菌 T. thermophilus 由来の RNA ポリメラーゼを用いた X 線結
晶解析により証明された。それでは、T. thermopholus 自身は ppGpp 生成能を有するのか？生成されるならば、
E. coli にみられるように RNA ポリメラーゼに結合する事によって RNA 合成を制御するのか？これら疑問の
解明は、緊縮制御の本質の理解を深めるだけでなく、極限環境微生物の特徴化にもつながる。
(方法と結果)T. thermophilus はアミノ酸アナログであるセリンヒドロキサメイトの添加により ppGpp を蓄積し
たが、そのレベルは 30 pmol/mg dry wt と微量であった。relA 変異または relC 変異の導入により、その生成能
は完全に消失した。ppGpp 蓄積時には細胞内 GTP レベルは 1/3 に低下し、RNA 合成は 1/4 に低下した。イン
ビトロ実験により、リボゾーム攻撃性抗生物質であるチオストレプトンまたはテトラサイクリン添加により、
ppGpp 生成能が著しく阻害される事を確認した。一方、rRNA 遺伝子のプロモーター活性は高濃度の ppGpp
によっても阻害されたが、むしろ GTP 濃度により多大の影響を受けた。T. thermophilus の IMP－デヒロドゲ
ナーゼ(GTP 合成酵素)は ppGpp による強い阻害を受けた。
(考察)以上の結果から、高温菌 T. thermophilus は通常菌のようにリボゾーム依存性の ppGpp 蓄積能を有する。
しかし、ppGpp 蓄積レベルを考慮すれば、その RNA 合成抑制機作は E. coli 型(ppGpp の RNA ポリメラーゼ結
合による直接阻害)ではなく、最近、枯草菌で提唱された GTP 低下を直接の原因とする間接型 2)であると結論
される 3)。ppGpp が高温菌のいかなる生物特性に関わっているか興味が持たれる。
(引用文献)
1) Takahashi, K., K. Kasai, and K. Ochi. Identification of the bacterial alarmone guanosine 5'-diphosphate
3'-diphosphate (ppGpp) in plants. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 101:4320-4324 (2004)
2) Krasny, L., and R. L. Gourse. An alternative strategy for bacterial ribosome synthesis: Bacillus subtilis rRNA
transcription regulation. EMBO J. 23:4473-4483 (2004)
3) Kasai, K., T. Nishizawa, K. Takahashi, T. Hosaka, H. Aoki, and K. Ochi. Physiological analysis of the stringent
response elicited in an extreme thermophilic bacterium, Thermus thermophilus. J. Bacteriol. 188: 7111-7122 (2006)
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セッション２「低温・深海への適応」
O-04

高圧環境に棲息する深海微生物研究の歴史とその最前線
○加藤千明１）、仲宗根薫２）、為我井秀行３）、河野宏明１）、阿部文快１）、佐藤孝子１）
１）
独立行政法人海洋研究開発機構、２）近畿大学工学部、３）日本大学文理学部
加藤千明：kato_chi@jamstec.go.jp
19 世紀後半から始まった深海調査研究航海により、それまで暗黒高圧下の深海底には生物が存在しないとい
う迷信が打ち破られ、深海底には驚くほど多様な生物や微生物が生息していることが科学的に明らかとなっ
た。そして前世紀中頃から本格的な深海微生物研究がはじまり、1979 年には世界で初めて高水圧下に適応し
た「好圧性微生物」の分離・培養に成功した。その後、1990 年には我が国において深海微生物研究の本格的
なプロジェクト（DEEPSTAR 計画）が、深海調査船を運航する本海洋研究開発機構（当時、海洋科学技術セ
ンター）にて立ち上がった。こうした研究の流れから、前世紀末〜今世紀初めにかけて、深海微生物を材料
とした加圧応答の分子メカニズムが次第に明らかとなり、いくつかのモデル好圧菌においてそのゲノム解析
も終了するに至った。本報告では、こうした深海微生物研究の歴史を俯瞰し、当プロジェクト研究において
明らかとなった加圧応答する転写のメカニズム、加圧下での呼吸系、タンパク質の圧力安定性等について解
説する。

世界最深海域、マリアナ海溝チャレンジャー海
淵でのサンプリング（左写真）と、そこから分離
された２種の超絶対好圧菌（下左写真）。これら
の微生物は 50 MPa (500 気圧)以下の圧力では
生育できない（下右図）。
Kato et al., (1998) Appl. Environ. Microbiol., 64,

参考文献
（好圧菌の多様性・分布）
Kato, C. and Nogi, Y. (2001) Correlation between phylogenetic structure and function: examples from deep-sea
Shewanella. FEMS Microbiol. Ecol., 35. 223-230.
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Kato, C., Nogi, Y. and Arakawa, S. (2006) Chapter II-3. Isolation, Cultivation, and Diversity of Deep-Sea Piezophiles.
In: High-Pressure Microbiology, Michiels, C. and Bartlett, D. H. (eds), ASM press, Washington DC, in press.
（モデル好圧菌と加圧応答転写）
Kato, C., Sato, T. and Horikoshi, K. (1995) Isolation and properties of barophilic and barotolerant bacteria from
deep-sea mud samples. Biodivers. Conserv., 4, 1-9.
Nogi, Y., Kato, C. and Horikoshi, K. (1998) Taxonomic studies of deep-sea barophilic Shewanella strains and
description of Shewanella violacea sp. nov. Arch. Microbiol., 170, 331-338.
Nakasone, K., Ikegami, A., Kawano, H., Usami, R., Kato, C. and Horikoshi, K. (2002) Transcriptional regulation under
pressure conditions by the RNA polymerase s54 factor with a two components regulatory system in Shewanella
violacea. Extremophiles, 6, 89-95.
（好圧菌の呼吸系）
Kato, C., Ikegami, A., Smorawinska, M., Usami, R. and Horikoshi, K. (1997) Structure of genes in a pressure-regulated
operon and adjacent regions from a barotolerant bacterium, strain DSS12. J. Mar. Biotechnol., 5, 210-218.
Kato, C., Tamegai, H., Ikegami, A., Usami, R. and Horikoshi, K. (1996) Open reading frame 3 of the barotolerant
bacterium strain DSS12 is complementary with cydD in Escherichia coli: cydD functions are required for cell
stability. J. Biochem., 120, 301-305.
Tamegai, H., Kato, C. and Horikoshi, K. (1998) Pressure-regulated respiratory system in barotolerant bacterium,
Shewanella sp. strain DSS12. J. Biochem. Mol. Biol. Biophys., 1, 213-220.
Tamegai, H., Kawano, H., Ishii, A., Chikuma, S., Nakasone, K. and Kato, C. (2005) Pressure-regulated biosynthesis of
cytochrome bd in piezo- and psychrophilic deep-sea bacterium Shewanella violacea DSS12. Extremophiles, 9,
247-253.
Yamada, M., Nakasone, K., Tamegai, H., Kato, C., Usami, R. and Horikoshi, K. (2000) Pressure-regulation of soluble
cytochromes c in a deep-sea piezophilic bacterium, Shewanella violacea. J. Bacteriol., 182, 2945-2952.
（RNA ポリメラーゼの圧力耐性）
Kawano, H., Nakasone, K., Matsumoto, M., Usami, R., Kato, C. and Abe, F. (2004) Differential pressure resistance in
the activity of RNA polymerase isolated from Shewanella violacea and Escherichia coli. Extremophiles, 8, 367-375.
（海ゲノム）
Ventor, J. C. et al. (2004) Environmental Genome Shotgun Sequencing of the Sargasso Sea. Science, 304, 66-74.

O-05

水深 1,162m より採取した深海魚由来細胞株の高圧力耐性
○小山純弘１）、小林広美 1,2）、三輪哲也１）、井上明 2）、相澤益男 3）
１）
独立行政法人海洋研究開発機構、２）東洋大学生命科学部、3）東京工業大学
小山純弘：skoyama@jamstec.go.jp
【目的】
深海に棲息する多細胞生物は、潜水調査艇浮上時に伴う温度上昇および減圧のダメージによって、ほとん
どが捕獲回収後数時間以内に死滅してしまう。その為、深海多細胞生物の分子細胞生物学的研究は今まで困
難を極めた。
演者らは、保温保圧型深海生物捕獲飼育装置を開発し、水深 1162ｍに棲息する深海魚コンゴウアナゴの大
気圧条件下での、初代培養および細胞の凍結保存に成功した。この深海生物由来細胞株の樹立により、よう
やく細胞レベルの研究が可能となった。
本研究では、このコンゴウアナゴ由来繊維芽細胞の高水圧下での耐圧特性について、マアナゴ胸びれ組織
由来繊維芽細胞およびマウス3T3-L1細胞と比較検討した。
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【方法】
下記の 3 項目について加圧実験を試み、深海魚コンゴウアナゴ由来細胞、マアナゴ由来細胞およびマウス
3T3-L1 細胞の耐圧特性について比較した。
1）加圧による各種細胞株の生死判別
2）加圧による細胞内アクチン・チューブリンの骨格の脱重合
3）各種細胞株の加圧培養時における増殖速度
深海魚コンゴウアナゴ由来細胞およびマアナゴ由来細胞には、4g/L NaCl、20％(v/v)牛胎児血清(FBS)、1％
(v/v)抗生物質ペニシリン・ストレプトマイシンを含むL-15培地を用い、大気圧条件の二酸化炭素濃度で、培
養温度を4〜25℃の範囲にて検討した。また、マウス3T3-L1細胞には、10％(v/v)FBS、1％(v/v)抗生物質ペニ
シリン・ストレプトマイシンを含むDME培地を用いた。
【結果】
25cm2 カルチャーボトルで各種細胞株を細胞密度 1-5×103cells/cm2 までそれぞれ培養した後 20 分間水圧加
圧を試みた。加圧終了後、各種細胞株の生死判別した結果、37℃のマウス細胞は 100MPa（1 気圧=0.1MPa）、
25℃のマアナゴ細胞は 130MPa、15℃のマアナゴ細胞は 100MPa で、すべての細胞が死滅する事を確認した。
一方、15℃のコンゴウアナゴ細胞は 150MPa の圧力条件までは死細胞が全く検出されず、200MPa の加圧条件
において、全ての細胞の形状が崩壊する形で死滅する事を確認した。
各種加圧実験を通じて各種細胞株の耐圧特性を比較した結果、コンゴウアナゴ細胞は、マウス細胞および
マアナゴ細胞と比べて高い圧力耐性を有する事を明らかとした。本研究の詳細は当日学会会場で説明する。
【参考文献】
Koyama, S. etal., Effects of the piezo-tolerance of cultured deep-sea eel cells on survival rates, cell proliferation, and
cytoskeletal structure., Extremophiles, 9, 449-460 (2005).
Koyama, S. etal., Pressure-stat aquarium system designed for capturing and maintaining deep-sea organisms., Deep
Sea Res. I, 49, 2095-2102 (2002).

O-06

好冷性細菌の熱ショックタンパク質発現機構の解析
○山内 清司 1)2)、奥山英登志 3)、西山佳孝 4)、林秀則 4)
1)
愛媛大院・理工、2)現所属 熊本大・発生研・細胞複製、3)北大院・地球環境、
4)
愛媛大・無細胞生命科学
林秀則：hhayashi@dpc.ehime-u.ac.jp
（背景および目的）
生物は各々固有の生育温度域を持っており、最適生育温度と異なった温度環境では高温、低温のような温
度ストレスを受ける。高温ストレスを受けた場合、生物は熱ショックタンパク質（以下 HSP）とよばれる一
群のタンパク質の発現量を増加させるが、ストレスを受ける温度域は各生物によって異なるため、生育温度
に応じた HSP の発現機構を持つことが必要である。
好冷性細菌 Colwellia maris strain ABE-1 は 10-15℃の低温環境で生育し、致死温度は 25℃である。このため、
常温生物にとって低温域である 20℃程度でも高温ストレスを感じて、HSP の合成誘導が起こると推測される。
本研究では、好冷性微生物の高温ストレス応答機構の全容を明らかにするとともに、好冷性微生物が持つ遺
伝子発現機構の温度依存性、即ちより低温域で遺伝子を発現する機構を明らかにすることを目的とした。
（方法）
① C. maris の HSP 遺伝子のクローニングおよび発現機構の解析
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好冷性細菌 C. maris から GroES, GroEL, DnaK, DnaJ の 4 種類の HSP 遺伝子をクローニングし、その塩基配
列およびアミノ酸配列を常温細菌および好熱性細菌のものと比較検討した。ノーザンブロットにより各 HSP
の転写が誘導される温度およびそのパターンを詳細に解析した。またプライマー伸長法により各 HSP 遺伝子
の発現に関わるプロモーター領域を特定した。
② C. maris の HSP 遺伝子の発現誘導に関わるσ因子(σ32)をコードする rpoH 遺伝子のクローニングおよび
その発現機構の解析
C. maris から rpoH 遺伝子をクローニングし、その塩基配列およびアミノ酸配列を常温細菌のものと比較検
討した。ノーザンブロットおよび転写阻害剤であるリファンピシンを用いて、rpoH 遺伝子の転写パターンお
よび温度変化における mRNA の安定性の変化を解析した。またプライマー伸長法により rpoH 遺伝子のプロ
モーター領域を特定した。rpoH 遺伝子の発現には rpoH mRNA の 5’側の二次構造が重要な役割をしているこ
とから、C. maris の rpoH mRNA の 5’側の二次構造をコンピュータにより解析し、大腸菌のものと比較した。
（結果と考察）
① C. maris の HSP 遺伝子のクローニングおよび発現機構の解析 [1, 2]
C. maris からクローニングした 4 種類の HSP のアミノ酸配列は常温細菌、好熱性細菌のものと高い相同性
を示した。特に GroEL, DnaK は大腸菌のものと 80％以上の非常に高い相同性を示した。ノーザンブロットに
よる解析では、groESL, dnaK は常温細菌のものより 20℃以上低い約 20℃で発現が誘導された。一方、dnaJ
は groESL, dnaK ほど強い誘導は見られなかった。groESL および dnaK の上流には、大腸菌と同じく RNA ポ
リメラーゼのσサブユニットの 1 つであるσ32 が認識する熱ショックプロモーターの配列が存在した。従って
C. maris の HSP は大腸菌のものと比較して 20℃以上低い温度域で発現誘導されるにもかかわらず、大腸菌と
同じくσ32 による調節を受けていると判断した。このように C. maris における、より低温域での HSP の発現
誘導にはσ32 発現調節機構の温度依存性が重要であるという結論を得た。
② C. maris の HSP 遺伝子の発現誘導に関わるσ32 をコードする rpoH 遺伝子のクローニングおよびその発現
機構の解析 [3]
C. maris のσ32 のアミノ酸配列も、大腸菌をはじめその他の生物のものと 60％以上の高い相同性を持ってい
た。またプロモーターは、温度変化に影響を受けないσ70 タイプのものであったが、ノーザンブロットの結果、
rpoH mRNA は高温である 20℃で蓄積していた。リファンピシンを用いた解析の結果、20℃での rpoH mRNA
の分解速度は 10℃の場合より遅く、rpoH mRNA の安定性の違いが 20℃での蓄積に関与していると結論付け
た。C. maris の rpoH mRNA 5’側の二次構造は大腸菌のものと比較して、翻訳効率に関わる Downstream box
とよばれる領域の 2 本鎖が短く、より低い温度でほどけやすくなっていることが推測された。このため、rpoH
mRNA 5’側の二次構造の違いが C. maris における比較的低温域での HSP の発現に関与していると推測し、現
在解析を続けている。
（引用文献）
[1] S. Yamauchi, H. Okuyama, E. H. Morita, H. Hayashi, Gene structure and transcriptional regulation specific to the
groESL operon from the psychrophilic bacterium Colwellia maris, Arch. Microbiol., 180(4) 272-278, 2003
[2] S. Yamauchi, H. Okuyama, Y. Nishiyama, H. Hayashi, Gene structure and transcriptional regulation of dnaK and
dnaJ genes from a psychrophilic bacterium, Colwellia maris, Extremophiles, 8(4) 283-290, 2004
[3] S. Yamauchi, H. Okuyama, Y. Nishiyama, H. Hayashi, The rpoH gene encoding heat shock sigma factor σ32 of
psychrophilic bacterium Colwellia maris, Extremophiles, 10(2) 149-158, 2006
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低温菌 Shewanella livingstonensis Ac10 における
エイコサペンタエン酸の機能
○山本健太郎１）、川本純１）、佐藤智２）、栗原達夫１）、北川正成３）、加藤郁之進３）、江崎信芳１）
１）
京都大学化学研究所、２）京都大学大学院理学研究科、３）タカラバイオ
代表発表者：山本健太郎 ykentaro@mbc.kuicr.kyoto-u.ac.jp
【目的】
地球上には、常温菌が生育出来ないような低温極限環境に適応する低温菌という微生物群が存在するが、そ
の低温適応機構はほとんど解明されていない。本研究で用いている Shewanella livingstonensis Ac10 は、南極
海水より単離されたグラム陰性の桿菌で、4℃でも良好に生育する低温環境適応能力を有する。本研究は、本
菌が特徴的に合成する高度不飽和脂肪酸の一種であるエイコサペンタエン酸（EPA、20:5）と低温適応機構と
の関連の解明を目的としている。
【方法】
EPA 欠損株の作製:本菌のドラフトゲノム配列に基づき、ORF 2、5、6、7、8 から成る EPA 合成酵素の遺伝
子クラスターを同定した。
各 ORF を欠損させた 5 種の EPA 欠損株を作製し、
各株の低温での生育を調べた。
ピレンを指標とした膜流動性の測定：得られた EPA 欠損株からスフェロプラストを調製し、膜内における
ピレンの衝突頻度を指標として、膜の流動性を測定した。また、同株から抽出したリン脂質からリポソーム
を調製し、その膜流動性も合わせて測定した。
EPA 欠損株のプロテオーム解析： EPA は膜を構成するリン脂質のアシル鎖として存在する。EPA の有無で、
量が変動する膜タンパク質をスクリーニングするために 2 次元電気泳動、及び、ペプチド・マス・フィンガ
ープリンティング解析を行った。
【結果・考察】
GC-MS 解析の結果、作製した５つの ORF 欠損株すべてについて EPA 欠損が認められた。次に、 EPA 欠
損が生育に与える影響を調べるため、先の 5 株について 18℃と 4℃で液体培養を行った。EPA の有無は、18℃
における生育には影響を与えないが、4℃では、EPA 欠損によって生育速度が著しく低下したことから、EPA
が本菌の低温適応において重要な役割を果たしていることが明らかとなった。しかしながら、ピレンを用い
た膜流動性測定の結果、予想に反して、EPA 欠損株においても膜流動性は野生株と同程度に保持されている
ことが示された。以上のことから EPA は一般的に言われているように単に膜流動性の保持に寄与している
のではなく、低温適応に重要な他の機能を担っていることが示唆された。プロテオーム解析の結果、EPA 欠
損によって量が変化する 5 つの膜タンパク質が見出され、EPA はこれらのタンパク質の機能保持に寄与して
いる可能性が考えられた。
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セッション３「超好熱菌の機能解析」
O-08

超好熱始原菌 Thermococcus kodakarensis 由来 phosphoenolpyruvate synthase
及び pyruvate kinase に関する遺伝学的解析
○山津 敦史、今中 洋行、福居 俊昭、跡見 晴幸、今中 忠行
（京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻）
山津敦史：yamatsu@imanaka2.sbchem.kyoto-u.ac.jp
大腸菌や真核生物は Embden-Meyerhof 経路（EM 経路）により glucose を２分子の pyruvate にまで分解して
いる（解糖）
。経路の上流では ATP-dependent hexokinase および ATP-dependent phosphofructokinase の作用によ
り糖はリン酸化され、２分子の ATP が消費される。Aldolase による糖の開裂後、3-phosphoglycerate kinase お
よび pyruvate kinase の作用により合計４分子の ATP が生産され、EM 経路全体として基質レベルで２分子の
ATP を生成するエネルギー生産回路である。一方で Thermococcus kodakarensis や Pyrococcus furiosus など
Thermococcales 目に属する従属栄養の超好熱菌は変形型の modified EM 経路で解糖を行っている。上述の２つ
の ATP 依存型糖リン酸化酵素の代わりに ADP-dependent glucokinase や ADP-dependent phosphofructokinase が
糖のリン酸化を担っている。また、glyceraldehyde 3-phosphate（GAP）から 3-phosphoglycerate までの変換は従
来の２つの酵素の作用により行われるのではなく、GAP:ferredoxin oxidoreductase（GAPOR）という１つの酵
素で触媒される。しかしながらこれにより 3-phosphoglycerate kinase による ATP 生産の段階が利用されないた
め、modified EM 経路全体として基質レベルのエネルギー生産がゼロということになる。今までに様々な炭素
源の消費と菌体収率の検討から modified EM 経路でエネルギーが生産されることが示唆されていたので、エ
ネルギーはどこで生産されるかが問題となっていた。
多くの細菌や始原菌には phosphoenolpyruvate synthase（PPS）という酵素が存在する。Pyruvate kinase（PK）
と PPS はともに phosphoenolpyruvate
（PEP）と pyruvate の間の変換に関与し、PK が PEP + ADP ⇄ pyruvate + ATP、
PPS は PEP + AMP + Pi ⇄ pyruvate + ATP + H2O の反応を触媒する。PK の反応の Gibbs 自由エネルギーの差は
大きく（ΔG は約–6.1 kcal mol-1）、生理的条件下で pyruvate から PEP への変換はあり得ない。したがって PK
は解糖方向にのみ寄与する酵素であることがわかる。一方 PPS が触媒する反応の Gibbs 自由エネルギーの差
はほぼゼロであるので、pyruvate から PEP への変換を触媒し得る。したがって一般的に PK は解糖系の酵素、
PPS は糖新生系の酵素として位置付けられている。実際大腸菌では PPS が pyruvate からの糖新生に重要な役
割を果たしていることが明らかになっている。超好熱菌では T. kodakarensis と近縁の P. furiosus 由来の PPS
が詳細に解析されている。組換え型 PPS の速度論的解析から本酵素が pyruvate から PEP、つまり糖新生方向
に寄与することが示唆された。一方で桜庭らは、PPS がエネルギー的に PEP から pyruvate への変換を触媒し
得ること、また PPS の転写量が解糖条件で上昇することなどから解糖においても PPS が貢献しているのでは
ないかと提唱した。
そこで我々は T. kodakarensis の PK 遺伝子（TK0511）および PPS 遺伝子（TK1292）をそれぞれ破壊し、各
破壊株の解糖・糖新生条件における増殖特性を検討した。アミノ酸を炭素源とした糖新生条件では PK 破壊
株、PPS 破壊株、宿主細胞は全て同程度の比増殖速度・菌体収率を示した。Pyruvate を主炭素源とした糖新
生条件では PK 破壊株、PPS 破壊株の比増殖速度・菌体収率は宿主細胞よりも若干低下した。最も顕著な形
質の変化は解糖条件で観察された。PK 破壊株では増殖の立ち上がりの遅延や比増殖速度の低下が観察され、
PK が解糖系に寄与していることがわかった。一方、驚くべきことに PPS 破壊株は解糖条件で全く増殖する
ことができないことが判明した。つまり PK が細胞内で機能している状況においても PPS の存在が解糖条件
で不可欠であることが明らかとなった。また PPS が PEP から pyruvate への変換を触媒していることから、解
糖系上流では 2ADP→2AMP、PPS により 2AMP→2ATP となり、modified EM 経路も基質レベルでエネルギー
を生産する経路（2ADP→2ATP）であることも証明された。
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超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis の転写因子破壊株の解析
○武富尚吾、金井保、今中忠行
京都大学大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻
今中忠行：imanaka@sbchem.kyoto-u.ac.jp
Thermococcus kodakaraensis は生育温度 60℃～100℃、最適生育温度 85℃の超好熱始原菌である。その全ゲ
ノム塩基配列は決定済みであり(2,088,737 bp)、2306 の ORF が同定されている(1)。また本菌の重要な特徴と
して、遺伝子組換え系が確立していることが挙げられる(2,3)。その結果ゲノム上の全ての遺伝子について、
遺伝子の破壊、増強によりその細胞内での機能を調べることが可能である。本研究では T. kodakaraensis の転
写因子と推定される２つの ORF について破壊株を作製し、それらの特性解析を行った。
Phr は、Pyrococcus furiosus で発見されたヒートショック制御因子であり(4)、Euryarchaeota において保存さ
れている。In vitro 転写解析の結果から、Phr は small heat shock protein(HSP20)、AAA+ ATPase、Phr 自身の転
写を抑制することが分かっている。T. kodakaraensis の Phr ホモログ(TK2291)は、P. furiosus の Phr と 63%の相
同性(identity)を示す。我々は T. kodakaraensis の TK2291 破壊株を作製し、その生育特性を調べた。その結果、
最適生育温度である 85℃では、両者の生育速度に差は見られなかったものの、定常期における最終菌体濃度
が、野生株に比べ TK2291 破壊株で有意に増加した。同様の傾向は 80℃以下での生育でも見られ、その差は
より顕著となった。一方で 90℃では両株の生育特性に違いはみられなかった(Fig. 1)。また 85℃で培養を行っ
た野生株と TK2291 破壊株のタンパク発現の様子を SDS-PAGE により比較した結果、TK2291 破壊株において
少なくとも 9 つ以上のタンパクが誘導されていた。これらの結果より、TK2291 は抑制因子として働いており、
TK2291 破壊株では常温においてもこれらのタンパクが過剰に発現した状態であり、このことにより生育に差
が出たものと考えられた。
TrmB(PF1743)は、P. furiosus の trehalose/maltose ABC transporter の転写抑制因子である(5,6)。T. kodakaraensis
のゲノムには、TrmB や trehalose/maltose ABC transporter のホモログが共に存在しない一方、機能不明の TrmB
のパラログ (PF0124)に対するホモログ TK1769 が存在している。TK1769 は PF0124 と高い相同性（67%
identity）を示すが、TrmB とは低い相同性（28% identity）しか示さなかった。我々は T. kodakaraensis の TK1769
破壊株を作製し、その生育特性を調べた。T. kodakaraensis は人工海水塩(ASW)とアミノ酸(AA)に、硫黄、ピ
ルビン酸、もしくはマルトデキストリンのいずれかを加えた合成培地で活発に生育する。TK1769 破壊株は、
ASW-AA に硫黄を加えた培地において生育がみられなかった、一方で ASW-AA+硫黄培地にマルトデキスト
リンを添加したところ、その生育が回復した。このことから TK1769 は細胞内での糖代謝の制御機構に関連
する可能性が考えられた。
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(1) T. Fukui, H. Atomi, T. Kanai, R. Matsumi, S. Fujiwara, & T. Imanaka (2005) Genome Res. 15, 352-363
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(6) Sung-Jae Lee, C. Moulakakis, S. M. Koning, W. Hausner, M. Thomm, W. Boos (2005) Mol. Microbiol. 57,
1797-1807
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85℃培養

80℃培養

90℃培養
●：野生株
△：TK2291 破壊株

Fig. 1 TK2291 破壊株の生育特性
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サブユニット連結体を用いたグループ II 型シャペロニンの
サブユニット間協調作用機構の解析
○神前太郎１），飯塚怜２）， Muhamad Sahlan１）, 石井則行３），古谷昌弘４），
養王田正文１）
１）
東京農工大学・工学府・生命工、２）東京大学・薬学部、３）産業技術総合研究所・生物情報解析研究セ
ンター、４）積水化学・水無瀬研究所
神前太郎：kanzaki@tuat.ac.jp
真核生物の細胞質や古細菌に存在するグループ II 型シャペロニンは，大腸菌の GroE に代表されるグルー
プ I 型とは、GroES を必要としないことなど構造や反応機構が異なっている。我々は，超好熱性古細菌
Thermococcus strain KS-1（T. KS-1）のシャペロニンが高いフォールディング活性を有することを利用して，II
型シャペロニンの反応機構の解析を進めている。これまでに、結晶構造の解析、Helical Protrusion の機能、
ATP 結合・加水分解にともなう反応サイクルの解明などを行った(1-4)。
シャペロニンの機能はサブユニット間の相互作用により巧妙に制御されている。Farr たちは GroEL の N 末
と C 末が近傍に存在することを利用し，サブユニットが結合した連結 GroEL を作成することにより、サブユ
ニット間の協調作用機構の解析を行っている（５）。我々のグループの古谷らは II 型シャペロニンも同様な構
造をしていることに着目し，T. KS-1 α サブユニットの 9 残基目と隣接するサブユニットの 526 残基目を直接
連結した変異体を作成した。この連結シャペロニンは，野生型と同様のオリゴマー構造を形成したが，変性
タンパク質を捕捉できず，シャペロニンとしての機能を失っていた（６）
。
我々は，活性を失った原因は連結に伴う構造の flexibility の低下によるものと考え，全長サブユニット（548
アミノ酸残基）の C 末端配列をプロテアーゼ認識配列に置換し、隣接するサブユニットの N 末端側とリンカ
ー配列を介して連結した発現系を作成した。そして、タンパク質の発現、精製後にプロテアーゼによりリン
カー配列を切断することで活性のあるシャペロニンを得ることに成功した。ホモオリゴマーとしては変性タ
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ンパク質のリフォールディング機能を失う３種類の変異体サブユニット（①ATP 結合・加水分解に伴う構造
変化がおこらない変異体サブユニット（G65C）、②ATPase 欠損変異体サブユニット（D64A/D393A：ΔATPase）、
および③変性タンパク質をシャペロニン空洞内部に閉じ込める役割をする helical protrusion 欠損変異体サブ
ユニット（Δ245-276：Δhelical））を野生型サブユニットと交互に並べた変異シャペロニン（それぞれ WT-G65C、
WT-ΔATPase、WT-Δhelical）を構築し、機能解析を行った。その結果、 WT-G65C、WT-ΔATPase は変性し
た GFP をリフォールディングする活性があった。その一方で、WT-Δhelical はΔhelical ホモオリゴマーと同
様に、変性タンパク質のリフォールディングを行うことが出来なかった。X 線小角散乱の結果から WT-Δ
helical は WT で見られた構造変化が失われていた。この結果から、II 型シャペロニンでは隣接するサブユニ
ット間の ATP 加水分解に伴う協調機構は余り重要ではないが、helical protrusion がタンパク質フォールディン
グに重要な構造変化に重要であることが明らかになった。
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O-11

高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクトの進捗状況
○中川紀子１）、２)、新海暁男１)、海老原章郎１)、増井良治１)、２)、横山茂之１)、３)、
倉光成紀１)、２)
１）
理化学研究所、２)大阪大学大学院･理学研究科、３）東京大学大学院･理学研究科
中川紀子：naka5@bio.sci.osaka-u.ac.jp
高度好熱菌 Thermus thermophilus HB8 は、85℃の高温でも生育できる好気性真正細菌である。そのゲノム
サイズは約 2 Mbp で遺伝子数は 2,200 余りであるが、最小培地で独立に生育できる生物として必須な遺伝
子は一揃い持っている。そのうち約 1/3 は機能未知と推定される遺伝子である。この高度好熱菌 T.
thermophilus HB8 をモデル生物とする「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」は、以下の４つの段階で研究
を進めている。
1) ゲノムワイドな立体構造解析
2) ゲノムワイドな機能解析
3) 細胞内の各システムの各論的個別研究
4) システム生物学
ゲノムワイドな立体構造解析では、これまでに、約 2060 個の発現プラスミドの構築を行い、約 940 個の
タンパク質精製が完了した。タンパク質の結晶化には結晶化ロボットと市販の結晶化試薬を用いて 500 条件
の初期スクリーニングを迅速に行い、回折データ測定には自動マウントロボットが搭載されている SPring-8
BL26B2 を利用している。多くの研究者の協力により、現時点までに約 320 種類のタンパク質の立体構造解
析が完了または進行中である。機能未知タンパク質の立体構造解析では、約６割の機能未知タンパク質につ
いて立体構造解析から何らかの機能推定の手がかりが得られた。
機能未知タンパク質を含め各タンパク質の機能や役割を知るためには、その立体構造解析を行うと同時に、
各タンパク質が細胞内のタンパク質とどの様な相互作用をし、どの様に機能的に関連しているかを知ること
が重要である。そこで耐熱化したカナマイシン耐性遺伝子を利用して、遺伝子破壊株を作製する方法を確立
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し、約 1,000 個の遺伝子破壊株作製用のプラスミドを作製した。いくつかの遺伝子については、その破壊株
を利用して、GeneChip による発現解析を行った。さらに、質量分析によるタンパク質の発現解析と代謝物質
の解析を進めている。本発表では、これらの進捗状況について報告する。

O-12

真正細菌祖先型及び古細菌祖先型 NDK の全合成とその性質
○木村 光夫 1）,2）、渡辺 敬子 1）, 清水 秀明 1）, 横堀
1）
東京薬科大学 生命科学研究科 生命科学専攻
2）
東京大学 理学系研究科 地球惑星科学専攻
木村 光夫: mitsuwo@eps.s.u-tokyo.ac.jp

伸一 1）, 山岸

明彦 1）,

16S/18S rRNA を基に作成した進化系統樹をみると、根元付近には至適生育温度が非常に高い生物が多く
存在していることが分かる。このことより、『全生物の共通の祖先(コモノート)は好熱性の生物だったのでは
ないか？』という仮説が提唱されている。この仮説を実験的に検証するため、本研究室ではこれまでにロイ
シン生合成系の酵素イソプロピルリンゴ酸脱水素酵素(IPMDH)、TCA 回路の酵素で IPMDH と起源が同じと
考えられているイソクエン酸脱水素酵素(ICDH)、タンパク質翻訳系の酵素グリシル tRNA 合成酵素(GlyRS)
の３種のタンパク質について、進化系統樹から祖先型アミノ酸残基を推定し、祖先型化変異酵素を作製し、
その熱安定性を調べてきた。その結果、祖先型化変異酵素の耐熱性は野生型より上昇する傾向があり、仮説
を支持する結果となった。しかし、これらの実験は数残基を既存の酵素に導入するものであった。そこで本
研究では、代謝系酵素であるヌクレオシド２リン酸キナーゼ(NDK)をモデル酵素として、現存の酵素を祖先
型に近付けた変異酵素を作るのではなく、共通の祖先が持っていたであろう全配列を推定・再現し、その性
質を調べることで仮説の検証を行った。
今回我々は、系統樹を基にして真正細菌祖先型及び古細菌祖先型 NDK のアミノ酸配列を推定し、PCR に
よって祖先型遺伝子を全合成した。それらの遺伝子を大腸菌内で発現させ、祖先型 NDK の精製を行った。そ
の後、円二色性（CD）を用いて祖先型 NDK の熱安定性を測定した。また、現存の生物である高度好熱性真
正細菌 Thermus thermophilus 由来の NDK と超好熱性古細菌 Sulfolobus tokodaii 由来の NDK をクローニング・
精製後、耐熱性を測定し、祖先型 NDK の耐熱性と比較した。その結果、真正細菌祖先型 NDK では Thermus
thermophilus 由来の NDK と同程度の熱安定性を示し、古細菌祖先型 NDK は Sulfolobus tokodaii 由来の NDK
よりも高い耐熱性を示した。
今回の結果より、真
正細菌の祖先は高度好熱菌以
上の温度で生育する生物であ
った可能性が高く、
古細菌の祖
先は超好熱性の生物であった
可能性が高い、ということが示
唆された。また、『全生物の共
通の祖先(コモノート)は好熱
性の生物だったのではない
か？』という仮説に関しては、
今後さらなる検証が必要であ
る。
(1) Miyazaki, J., Nakaya, S., Suzuki, T., Tamakoshi, M., Oshima, T. & Yamagishi, A., (2001) J. Biochem. 129, 777-782.
(2) Iwabata, H., Watanabe, K., Ohkuri, T., Yokobori, S. & Yamagishi, A. (2005) FEMS Microbiol. Lett, 243, 393-398.
(3) Watanabe, K., Ohkuri, T., Yokobori, S. & Yamagishi, A. (2006) J. Mol. Biol. 355, 664-674.
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(4) Watanabe, K. & Yamagishi, A. (2006) FEBS Lett. 580, 3867-71.

O-13

新規 DNA 結合フォールドを持つ制限酵素 PabI
の変異体による解析
宮園 健一 1）5）、渡部 美紀２）5）、永田 宏次 1）、澤崎 達也 3）、遠藤 弥重太 3）、田之倉 優 1）、○小林
一三 2）4）
1）
東大・院・農生科、２）東大・院・新領域・メディカルゲノム、2）東大・医科研、3）愛媛大・無細胞セン
ター、4）東大・医科研、5）Contributed equally.
小林一三：ikobaya@ims.u-tokyo.ac.jp
＜背景・目的＞
制限酵素は、特定の短い認識配列において DNA の２重鎖切断を起こす。細菌では、その認識配列をメチ
ル化によって制限酵素から保護する修飾酵素とペアになっており、それらの遺伝子 r と m は隣接している。
制限修飾遺伝子単位は、侵入 DNA だけでなく細胞の DNA も切断し、プログラム細胞死を引き起こす事が本
研究室によって発見され(1)、ホスト殺しによって自己の維持を図る利己的な遺伝子単位であるという仮説が
本研究室によって提唱された。さらに、制限修飾遺伝子がゲノムを動き、ゲノム再編をもたらす事が、近縁
細菌ゲノム比較と実験によって推測された。
これまでに、本研究室では、近縁ゲノムとの比較などによって、超好熱古細菌 Pyroccocus abyssi ゲノム配
列中に、II 型制限酵素修飾酵素遺伝子対を予測した(2)。そのうち一つに関して、小麦胚芽無細胞タンパク合
成系を用い、制限酵素活性を検出し、R.PabI と命名した(3)。更に R.PabI と隣接する修飾酵素 M.PabI につい
ても生化学的解析をおこない(4)、PabI 制限修飾系が機能をもって P.abyssi に存在している可能性を示唆して
きた。
R.PabI のアミノ酸配列からは、ピロリ菌などのイプシロンプロテオバクテリアのホモログを除いては、既
知のどのタンパク質ともホモロジーは検出できず、さらに、その立体構造が予測困難であることから、まっ
たく新しい立体構造を持つ事が期待できた(3)。
そこで本研究では、その立体構造を明らかにすることを目的とした。
＜結果・考察＞
R.PabI 制限酵素の in vivo 発現は、染色体切断による細胞死を起こすために、困難であった。そこで、小麦
胚芽無細胞タンパク合成系で R.PabI を大量発現し、精製し、結晶化を行った。さらに、セレノメチオニンを
導入した小麦胚芽無細胞タンパク合成系においても、native と同様の活性を持つセレノメチオニン化制限酵
素 R.PabI を大量発現させることに成功し、結晶を得た。
X 線解析によって R.PabI の立体構造を明らかにした。
その結果、R.PabI が新しいフォールドをとり、更に全く新しい DNA 結合様式を示す事がわかった(Ken-ichi
Miyazono, Miki Watanabe, Jan Kosinski, Masayuki Kamo, Tatsuya Sawasaki, Koji Nagata, Janusz M. Bujnicki, Yaeta
Endo, Masaru Tanokura & Ichizo Kobayashi, submitted)。また、立体構造より DNA 結合及び DNA 切断活性に関
与すると推測されたアミノ酸残基について、Ala に置換した変異体を作製した。小麦胚芽無細胞タンパク合
成系で発現させ、その DNA 切断活性を検討した。その結果、切断活性を検出できない変異体及び、野生型よ
りも低い切断活性を示す変異体が同定された。以上の結果に基づき、新規立体構造 R.PabI の DNA 切断と結
合様式について考察する。
＜引用文献＞
（1）T. Naito, K. Kusano, I. Kobayashi. Selfish Behavior of Restriction-Modification Systems. Science, 267: 897-899
(1995).
（2）A. Chinen, I. Uchiyama and I. Kobayashi. Comparison between Pyrococcus horikoshii and Pyrococcus abyssi
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genome sequences suggests association of restriction-modification genes with gross genome polymorphism. Gene.
259, 109-121 (2000).
（3）K. Ishikawa, M. Watanabe, T. Kuroita, I. Uchiyama, J. M. Bujnicki, B. Kawakami, M. Tanokura and I. Kobayashi.
Discovery of a novel restriction endonuclease by genome comparison and application of a wheat-germ-based cell-free
translation assay: PabI (5’GTA/C) from the hyperthermophilic archaeon Pyrococcus abyssi. Nucleic Acids Research,
33: e112 (2005).
（4）M. Watanabe, H. Yuzawa, N. Handa, and I. Kobayashi, Hyperthermophilic DNA Methyltransferase M.PabI (5′
GTm6AC) from an Archaeon Pyrococcus abyssi. Applied and Environmental Microbiology, 72: 5367-5375 (2006).

セッション４「好アルカリ菌の生理」
O-14

通性好アルカリ性細菌 Pseudomonas alcaliphila AL15-21 株における
3 種類の可溶性 cytochrome c の解析
○松野敏英１）、尾上真一１）、横田篤１）、星野保２）、吉宗一晃２）、湯本勳１）２）
１）
北大・院・農学院・応用生物科学、２）産総研・ゲノムファクトリー
松野敏英：matsuno-p.alcaliphila@aist.go.jp
【目的】
Pseudomonas alcaliphila AL15-21 株は我々の研究グループにより北海道の留萌沿岸の海水から単離されたグ
ラム陰性の通性好アルカリ性細菌である。好アルカリ性細菌の呼吸鎖における電子伝達タンパク質である
cytochrome c（cyt. c）の研究は、これまでにグラム陽性細菌の膜結合性 cyt. c について行われており、グラム
陰性の好アルカリ性細菌についてはほとんど行われていない。我々は、これまでに P. alcaliphila AL15-21 株
の可溶性画分を用いた分光学的解析により、pH 10・低通気条件で培養した菌体の可溶性 cyt. c 含有量が pH 7・
高通気条件の場合よりも約 2 倍に増加することを見出した。さらに、その可溶性画分には複数種の cyt. c が存
在することが示唆され、そのうちの 1 つである分子質量 7.5 kDa の可溶性 cyt. c-552 を精製した。そこで、本
研究ではまず、P. alcaliphila AL15-21 株における cyt. c-552 以外の可溶性 cyt. c を精製し、それらの生化学的諸
性質および遺伝子配列の解析を行った。次に、得られた可溶性 cyt. c の分子的性質の構造的基盤および生理学
的機能を明らかにするために、大腸菌での発現系の構築について検討したので報告する。
【方法】
ジャーファーメンターにより pH 10・低通気条件（通気量 5L/min）で培養した P. alcaliphila AL15-21 株をフ
レンチプレスにより破砕し、得られた可溶性画分から QAE トヨパール及び Phenyl Sepharose カラムクロマト
グラフィー及びゲルろ過により可溶性 cyt. c を精製した。精製 cyt. c の N 末端アミノ酸配列とその相同性検索
から得られた共通配列に基づき cyt. c の遺伝子配列を決定した。cyt. c の発現系構築は、それぞれの cyt. c 遺
伝子を持つ組換えプラスミドと大腸菌由来の cyt. c 成熟に関与する遺伝子である ccmA-H を持つ pEC86 プラ
スミド (1, 2)を共に大腸菌に形質導入することにより行った。
【結果および考察】
P. alcaliphila AL15-21 株の可溶性画分から可溶性 cyt. c-552 の他に異なる 2 種類の可溶性 cyt. c を新たに精製
した。それらの cyt. c の還元状態での吸収スペクトルのα-ピークの波長が 554 nm と 551 nm であることから、
それぞれ可溶性 cyt. c-554、可溶性 cyt. c-551 と名付けた。これまでに報告した cyt. c-552 と同様、精製した cyt.
c-554 及び、cyt. c-551 はほぼ完全な還元状態で得られた。cyt. c-554 の分子質量は 11 kDa であり遺伝子配列か
ら推定される pI は 4.8 であった。また、cyt. c-551 は分子質量 19 kDa、pI 5.5 であった。cyt. c-552 の pI は 5.7
であることから、P. alcaliphila AL15-21 株が持つ 3 種類の可溶性 cyt. c は酸性タンパク質であることが示唆さ
れた。また、遺伝子配列の解析から cyt. c-552 と cyt. c-554 は cyt. c5 に分類され、cyt. c-551 は cyt. c4 に分類さ
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れることが明らかになった。ヘムあたりの cyt. c の質量を算出した結果、cyt. c-552 と cyt. c-554 はタンパク質
1 分子あたり 1 個のヘム c を持ち、cyt. c-551 は 2 個のヘム c を持っていた。さらに、cyt. c-552 遺伝子の 50
塩基下流に cyt. c-551 遺伝子が存在することから、アルカリ環境において cyt. c-552 と cyt. c-551 が共発現する
ことが推測される。それぞれの cyt. c の発現系構築では、組換え cyt. c を大腸菌のペリプラズム空間に発現さ
せることに成功した。これらの cyt. c の発現には、それぞれの cyt. c 遺伝子を持つ組換えプラスミドと共に
pEC86 プラスミドを大腸菌に導入することが必要不可欠であった。現在、P. alcaliphila AL15-21 株のアルカリ
適応への各種 cyt. c の機能について更なる解析を進めている。
【謝辞】
本研究を行なうにあたり、cyt. c の発現についてのご助言を賜り、さらに pEC86 プラスミドを快く分譲く
ださいました広島大学大学院生物圏科学研究科の三本木至宏助教授に心より感謝申し上げます。
【引用文献】
(1) Oikawa, K., Nakamura, S., Sonoyama, T., Ohshima, A., Kobayashi, Y., Takayama, S. J., Yamamoto, Y., Uchiyama,
S., Hasegawa, J., Sambongi. Y. (2005) Five amino acid residues responsible for the high stability of
Hydrogenobacter thermophilus cytochrome c552: RECIPROCAL MUTATION ANALYSIS. J. Biol. Chem., 280,
5527-5532
(2) Arslan, E., Schulz, H., Zufferey, R., Kunzler, P., Thöny-Meyer, L. (1998) Overproduction of Bradyrhizobium
japonicum c-type cytochrome subunits of the cbb3 oxidase in Escherichia coli. Biochem. Biophys. Res. Commun.,
251, 744-747

O-15

絶対好アルカリ性細菌 Bacillus clarkii K24-1U 株由来
細胞膜結合性 cytochrome c のクローニングと大量発現系の構築
○尾上真一 1) 2)、 松野敏英 1) 2)、 横田篤 1)、 吉宗一晃 2)、 湯本勳 1)2)
1)
北海道大学･院･農学研究科、 2)産総研・ゲノムファクトリー研究部門
尾上真一：ogami-0301@aist.go.jp
【背景・目的】
通常、好気呼吸における ATP の合成は P. Michell の化学浸透圧説により説明される。電子伝達の自由エネ
ルギーは、細胞膜に存在する電子伝達系が細胞膜の内側から外側に向かいプロトンを汲み出すことで生じる
細胞膜内外の電気化学的プロトン濃度勾配という形で蓄えられる。このプロトン濃度勾配の電気化学ポテン
シャルを使って ATP が合成される。しかし、好アルカリ性細菌はプロトン濃度が希薄な pH 10 程度のアルカ
リ環境で生育し、その細胞膜内の pH が 8 付近であるため、細胞膜を隔てたプロトンの濃度勾配が逆転して
おり、エネルギーの獲得が困難であると考えられる。しかしながら、好アルカリ性細菌はアルカリ環境で最
も高い生育を示し、中性細菌である B. subtilis よりも高い yield を示すという報告もされている 1)。このこと
より、好アルカリ性細菌はアルカリ環境を有利に利用していると考えられ、中性細菌とは異なる独自のエネ
ルギー獲得機構を有していると考えられる。
Bacillus 属や Pseudomonas 属に属する一部の好アルカリ性細菌では生育環境の pH 増加に伴い、電子伝達タ
ンパク質の一つである、cytochrome c の生産量の増加することが報告されている。さらに好アルカリ性 Bacillus
属細菌の cytochrome c は中性細菌に比べ非常に低い中点酸化還元電位を示すことや低い pI 値を示すことなど
の個性的な特徴を持っており、アルカリ環境への適応との関連が示唆されている。好アルカリ性 Bacillus 属
細菌の cytochrome c は膜結合性であるが、膜結合性の cytochrome c はその取り扱いの煩雑さなどから研究例
があまり見られない。好アルカリ性細菌由来 cytochrome c の分子的性質の構造基盤の解明および cytochrome c
とアルカリ適応の関連をより明確にするためには、その構造機能相関に関する解析が必須と考えられるが、
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そのためには大量の精製サンプルを簡易的に調整できることが望ましい。そこで本研究ではアルカリ環境で
多量の膜結合性 cytochrome c を生産する絶対好アルカリ性細菌である B. clarkii K24-1U 株から精製した
cytochrome c550 の機能相関に関する解析を行い、アルカリ適応との関連を考察するため、その遺伝子配列をク
ローニングし、大腸菌で大量発現を行い、簡易的に大量の cytochrome c を得る方法の構築を試みた。
【方法】
鋳型として B. clarkii K24-1U 株のゲノム DNA を、
また B. clarkii K24-1U 株由来細胞膜結合性 cytochrome c550
のプロテアーゼ切断断片のアミノ酸シーケンス分析結果より作成した mix primer を利用し、PCR を行った。
得られた PCR 産物をサブクローニングし内部配列を決定した後、Takara LA PCR in vitro cloning kit (Takara)を
用いて cytochrome c550 の全配列を決定した。
Cytochrome c550 の遺伝子配列を用いて、大腸菌における発現を試みた。
発現ベクターpET101 に同 cytochrome
c のシグナル領域を含む cytochrome c550 全遺伝子領域をクローニングし作成した pET101- c550 及び、大腸菌で
の cytochrome c の大量発現のために Thӧny-Meyer らにより作成された pEC862) を形質転換した大腸菌
BL21(DE3)株を培養し、IPTG 誘導を行った。可溶性画分及び膜画分を調整し、cytochrome c550 の局在を差ス
ペクトル法により測定した。
【結果･考察】
B. clarkii K24-1U 株の cytochrome c550 の全遺伝子配列はシグナル領域 51 塩基（17a.a.）を含む 357 塩基
（118a.a.）からなることが明らかになった。B. clarkii の cytochrome c550 はグラム陽性好アルカリ性細菌である
Sporosarucina pasteurii の cytochrome c553 と 最 も 高 い 相 同 性 を 示 し た 。 さ ら に 好 熱 性 Bacillus PS33) や
Heliobacterium gestii4)らの膜結合性シトクロム c と同様に N 末端 cys 残基に脂肪酸アンカーが結合し、細胞膜
に結合していることが推測された。また、他の好アルカリ性 Bacillus 属細菌のシトクロム c と同様、酸性ア
ミノ酸が多く、塩基性アミノ酸が少なく、pI が 3.3 と低い値を示していた。これらのことから、B. clarkii K24-1U
の cytochrome c550 は N 末端に結合した脂質アンカーにより膜に結合し、酸性アミノ酸を多く有し酸性タンパ
ク質となることでアルカリ環境に適応していることが示唆された。
BL21(DE3)では元株である K24-1U 株のおよそ 2 倍量の cytochrome c550 の発現が確認された。cytochrome c550
は可溶性画分、膜画分のどちらにも存在していたが、その大部分は膜画分に存在していた。現在、より簡便
に大量の cytochrome c550 を調整するため発現条件の検討を行っている。
【参考文献】
(1) Guffanti, A & Hicks, D. B., J. Gen. Microbiol., 137, 2375-2379(1991)
(2) Arslan, E., et.al., Biochem Biophys Res Commun., 251(3), 744-747(1998)
(3) Noguchi, S., et.al., Biochim Biophys Acta., 1188, 302-310(1994)
(4) Albert, I., et.al., Biochemistry., 37, 9001-9008(1998)

O-16

好アルカリ性細菌 Bacillus pseudofirmus OF4 株の様々なｐH、塩濃度、粘度
環境における運動性解析
○藤浪 俊 1）、寺原直矢 1）、李 善美 2）、伊藤政博 1）,2）
1）
東洋大学大学院・生命科学、2）東洋大学・生命科学
藤浪 俊:dx0400017@toyonet.toyo.ac.jp
目的
好アルカリ性 Bacillus 属細菌の運動性は、Na+ 依存性であり、また pH8 以下において低下することが 1980
年代に報告されていた（１）。また、1992 年には、青野らにより好アルカリ性細菌 Bacillus halodurans C-125 株
のべん毛の形成及びフラジェリンの発現は培養 pH に依存しており、中性 pH ではほとんどべん毛を形成しな
いことが報告されていた(２)。しかし、アルカリ性ｐH で培養した C-125 株を用いた中性からアルカリ性の広
い範囲での運動性解析は行われていなかった。一昨年、我々は、好アルカリ性細菌 Bacillus pseudofirmus OF4
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株からべん毛モーター固定子 MotPS を同定し、その性質を明らかにした(３)。そこで今回、（Ⅰ）なぜ通性好
アルカリ性細菌は、中性 pH 付近で運動性が悪くなるのか？（Ⅱ）pＨ7.5 から pＨ11 までの広い生育範囲を示
す OF4 株を用いて様々な条件下における運動性やべん毛の発現の解析を行うことを研究の目的とした。また、
これと同時に（Ⅲ）以前に取得していた軟寒天培地での運動性向上株(811M-M 株) と野生株との液体培地に
おける運動性の比較も行った。
方法
野生株と運動性向上株のべん毛の形成およびフラジェリンの発現と培養 pH との関係について調べるため、
様々な pH で培養した菌株のべん毛染色、およびウエスタンブロットによるフラジェリンの発現量の比較を
行った。次に様々な pＨ、Na+濃度、粘性条件下における菌株の運動性の解析を行った。アルカリ複合培地で
培養した OF4 株細胞を集菌し、さまざまな条件の培地に再懸濁して暗視野顕微鏡観察により遊泳速度を測定
した。また、中性とアルカリ性の軟寒天培地上での運動性解析も行った。
結果
C-125 株の場合と異なり、OF4 株のべん毛形成とフラジェリン蛋白質の発現は pH に依存していなかった。
培養 pH7.5～10.3 において野生株は約 1 本、運動性向上株は約 2～3 本のべん毛が観察された。ｐH10 におけ
る運動性向上株の細胞外フラジェリン量は野生株の約 3.9 倍であった。アルカリ複合培地で培養した野生株
の液体培地中での遊泳速度を測定したところ、10mM Na+を含む pH8 以下の培地では運動性を示さなかった。
しかし、高 Na+濃度の培地では pH7 でも運動性が観察された。pH8 から pH11 における遊泳速度は、Na+濃度
230mM までは Na+濃度の対数的増加に伴い直線的に増加した。pH7 では Na+濃度 230mM 以上でも(少なくと
も 560mM までは)遊泳速度が増加した。野生株の最適遊泳速度は、ｐH10、Na+濃度 230mM であった。また、
運動性向上株の遊泳速度は、通常の液体培地中では野生株とそれほど変わらなかったが、PVP などの増粘性
物質を含む液体培地や寒天濃度 0.3%の軟寒天培地上では野生株よりも明らかに高い運動性を示した。
考察
上記の結果から野生株の運動性が中性環境で低下する理由は、べん毛の発現が抑制されるからではなく、
中性環境下ではアルカリ性環境よりも H+濃度が高いため Na+駆動型のべん毛モーターが H+との競合阻害を受
けているという可能性が示唆された。一般に、pH7 付近まで生育が可能な好アルカリ性細菌は、生育におい
てアルカリ性よりも中性環境下でより Na+を要求する性質があり(4)、べん毛モーターにおいても同様なのでは
ないかと示唆された。また、運動性向上株の高粘性液体培地や軟寒天培地上での運動性の向上には、べん毛
の本数の増加により複数のべん毛が束になった構造を形成したことが起因していることが考えられた。
引用文献
1) Hirota et al. (1981) FEBS Lett 132: 278–280.
2) Aono et al. (1992) Biosci Biotechnol Biochem. 56(1):48-53.
3) Ito et al. (2004) Mol. Microbiol. 53:1035-1049.
4) Gilmour et al. (2000) J. Bacteriol. 182:5969-5981
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P-01

超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis を用いた
無細胞タンパク合成系の最適化
○金井保、遠藤太志、今中忠行
京都大学大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻
今中忠行：imanaka@sbchem.kyoto-u.ac.jp
【目的】
無細胞タンパク合成とは、生細胞由来の抽出液に DNA や mRNA などの鋳型を加えて試験管内でタンパク
を合成する手法である。現在、実用化されている無細胞タンパク合成系には、大腸菌、コムギ胚芽、ウサギ
網状赤血球を用いた系が存在するが、これらの系でのタンパク合成反応は、通常、室温付近(20-40℃)で行わ
れている。Thermococcus kodakaraensis は、生育温度が 60-100℃の超好熱始原菌である（至適生育温度 85℃）
。
本菌は全ゲノム解析が完了し(1)、さらには特異的遺伝子組換えシステムが存在すること(2)から、超好熱菌の
モデル生物と見なすことができる。我々は T. kodakaraensis を生物ソースとして用いた、高温でも反応可能な
無細胞タンパク合成系の開発を行っている(3)。しかしながら本手法による合成タンパク量の最大値は 1.3
mg/mL 程度と、実用化されている系に比べると格段に低い値（おおよそ 1/100 以下）である。今回、我々は
本系のタンパク合成量の増加を目的として、各プロセスの改良を試みた。
【方法および結果】
レポータータンパクとしては、これまでと同様に本菌由来のキチナーゼ変異体(ChiA∆4)を用いた(4)。合成
タンパク量は蛍光基質(4-methylumbelliferyl β-D-N,N’-diacetyl chitobioside)を用いたキチナーゼ活性の測定結果
から算出を行った。最初に無細胞抽出液(S30 画分)の調製法について検討を行った。その結果、細胞破砕に用
いる French press の回数と圧力の低減（10,000 psi, 3 times → 7,500 psi, 1 time）およびプレインキュベーショ
ン操作の廃止により、約４倍の高活性を有する S30 画分を調製することができた。
次に反応溶液中の各添加物（S30 画分、Mg2+、K+、NH4+、phosphoenolpyruvate、PEG8000、amino acid mixture
など）の濃度について、
個別に最適化を行った。興味深いことに、
本系のカリウムイオン濃度の最適値（250mM）
は他の無細胞タンパク合成系における値(<100mM)と比べて非常に高い値であった。これは超好熱菌の細胞内
カリウム濃度が高いことと関連があると考えられる。続いて、各添加物の最適濃度条件においてタンパク合
成反応を試みた。その結果、ChiAD4 の合成量が約 15 倍増加した。
Phr は T. kodakaraensis の近縁種である Pyrococcus furiosus において発見された、熱ショックタンパク(HSP)
群の転写抑制因子である(5)。従って Phr 遺伝子破壊株では、常温でも HSP タンパクの誘導が起きることが予
想される。そこで本菌の Phr ホモログ(TK2291)遺伝子の破壊株を作成し(KHR1 株)、無細胞タンパク合成に与
える影響を観察した。その結果、KHR1 株では無細胞タンパク合成の最適温度が５℃上昇した（60℃→65℃）
。
また反応最適温度の上昇に伴い、タンパク合成量の増加も確認された。
これまでに得られた最適条件を組合せた系を用いて ChiA∆4 の合成実験を行い、タンパク合成量の経時変
化を調べた(Fig. 1)。その結果、ChiA∆4 の合成量は反応開始後 15 分で 100 mg/mL を突破し、合成量の最大値
は 115.4 mg/mL に達した(Fig.1, 最適化過程２)。
【考察】
今回の最適化実験により、T. kodakaraensis を用いた無細胞タンパク合成系において大腸菌の系に匹敵する
100 mg/mL 強のタンパク合成量（バッチ反応）を達成することができた。本システムは、常温菌では生産が
難しい好熱菌タンパク質の生産系として、またタンパク質の耐熱化実験におけるスクリーニング系としての
応用が期待できる。一方で、本系は始原菌における翻訳再構成系であるため、始原菌の翻訳メカニズムの解
明にも貢献できると考えている。
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【引用文献】
(1) Fukui T., Atomi H., Kanai T., Matsumi R., Fujiwara S., & Imanaka T. (2005) Genome Res. 15, 352-363.
(2) Sato T., Fukui T., Atomi H., & Imanaka T. (2003) J. Bacteriol. 185, 210-220.
(3) Endoh T., Kanai T., Sato T.Y., Liu V.D., Yoshikawa K., Atomi H. & Imanaka T. (2006) J. Biotechnol. 126, 186-195.
(4) Tanaka T., Fujiwara S., Nishikori S., Fukui T., Takagi M. & Imanaka T. (1999) Appl. Environ. Microbiol., 65,
5338-5344.
(5) Vierke G., Engelmann A., Hebbeln C., & Thomm M. (2003) J. Biol. Chem. 278, 18-26.

(Fig. 1) 無細胞タンパク合成反応の経時変化
P-02

薬剤耐性に基づいた超好熱始原菌の遺伝子破壊系の構築及び
その系を用いた sugar transporter 遺伝子(群)の破壊
○松見 理恵、眞鍋 憲二、福居 俊昭、跡見 晴幸、今中 忠行
京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻
本研究では高温環境下でも利用可能な薬剤及びその薬剤耐性遺伝子を用いた超好熱始原菌における遺伝子
破壊系の構築を行った。一般的に既存の薬剤耐性遺伝子の発現産物は耐熱性を示さないため超好熱菌に対し
ては利用できない。そこで抗生物質として競争阻害効果のあるものに注目し、simvastatinの利用を検討するこ
とにした。3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzymeA (HMG-CoA) reductaseは細菌や始原菌において、酢酸からイ
ソプレノイド化合物を合成するのに必要な鍵酵素であるが、特に始原菌においてイソプレノイドの合成は細
胞膜脂質の構築に必要であることから生命維持に必須である。一方、simvastatinはHMG-CoA reductaseの強い
競争阻害剤であることが知られている。Simvastatinはin vivoで加水分解により開環状となり、この構造が
HMG-CoAの還元時に生成する中間体の構造と類似しているため競争阻害が起こる。そこで、85℃における最
小生育阻止濃度を調べたところ、4μM のsimvastatinでThermococcus kodakaraensisの生育が完全に阻害される
ことが確認され、本薬剤が高温環境で利用可能であることが判明した。次にHMG-CoA reductase遺伝子の大量
発現カセットを構築した。Promoterとして本菌由来glutamate dehydrogenase遺伝子の上流領域を用いた。この
DNAカセットを選択マーカーとし、T. kodakaraensisにおける相同組換えによる遺伝子破壊を行うための
plasmidを構築した。今回我々はamylopullulanase遺伝子(apuTk, TK1774)及びsugar transporter遺伝子群(malTk,
TK1771-1774)の破壊を試みた。それぞれの遺伝子（群）を破壊するためのplasmidを用いてT. kodakaraensisの
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形質転換を行い、4μM simvastatin存在下で薬剤耐性を示す株を選択した。分離後、複数の形質転換体に対し
て遺伝子破壊の有無をPCRで確認した。いずれにおいても相同組換えを反映した増幅断片の長さの変化が認
められ、目的の遺伝子破壊株が取得できた。さらにそれぞれの破壊株のさまざまな炭素源に対する増殖特性
を調べた結果、アミノ酸培地あるいはピルビン酸培地では野生株と同等の生育を示したのに対し、malTk破壊
株はプルラン、アミロース、マルトオリゴ糖を資化・増殖することができなかった。このことからMalTkは本
菌の唯一のsugar transporterであると考えられた。apuTk破壊株はプルランでは生育出来ず、意外なことにアミ
ロースにおいても生育速度が顕著に低下した。このことから本菌においては多糖のα-1,4結合を分解する主要
酵素がApuTkであると考えられた。さらに興味深いことに、ほとんどのマルトオリゴ糖に対してapuTk破壊株は
増殖を示したものの、特により短い糖鎖で増殖速度が低下した。このことはapuTkがマルトオリゴ糖の分解の
みならず取込みにも関与している可能性を示唆する。
今回新たに開発した遺伝子破壊系は、栄養要求性を示す宿主細胞の構築、また最少培地の開発などが不要
のため、さまざまな超好熱始原菌に対して検討可能な方法である。

P-03

超好熱菌キチン代謝遺伝子クラスターの転写制御解析
○瀬畑 真、中村 聡、福居 俊昭
東京工業大学大学院 生命理工学研究科
瀬畑 真 : sebata.m.aa@m.titech.ac.jp
【目的】
始原菌 (Archaea) は細菌 (Bacteria)、真核生物 (Eucarya) と並んで生物界における第三のドメインを構成す
る生物群である。また 90℃以上でも生育可能な超好熱菌の大部分は始原菌に属し、全生物の進化系統樹上で
根の近傍に位置している。始原菌の転写機構は真核生物に類似しながらも単純化されている一方で、転写制
御因子の一次構造は細菌由来因子と相同性が高い。これらのことから始原菌の転写制御についても興味が持
たれてきたが、超好熱始原菌での遺伝子操作ができなかったために従来の研究は in vitro 解析のみであった。
近年、超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis のゲノム解析が終了し、さらに超好熱菌として初めての遺伝
子操作系が確立された。T. kodakaraensis ではゲノム情報を参照しつつ、in vivo での遺伝子機能解析が可能で
ある。
本菌のキチン代謝研究に関する一連の研究の過程でキチン代謝遺伝子 chiA、glmA、dac、glmD が遺伝子ク
ラスター (Fig. 1)を構成していること、これらの遺伝子の発現は、キチナーゼ (ChiA)によるキチン分解産物
である GlcNAc2 によって転写レベルで制御されていることが明らかにされた。このことから GlcNAc2 が関与
した転写制御機構の存在が推測されるが、その詳細は検討されていない。そこで本研究は T. kodakaraensis 遺
伝子操作系を用いて、GlcNAc2 による転写制御機構の解明を目的とする。超好熱菌における制御可能プロモ
ーターやレポーターシステムは、今後の有用な解析ツールとなることも期待できる。
【方法】
転写開始点の決定
GlcNAc2 によって誘導される dppABCD-appF-glmD-glmA オペロンに関して dppA 上流の転写開始点をプライ
マー伸長法により決定した。
レポーター遺伝子挿入株および上流領域欠失株の作製
まず、GlcNAc2 により転写が誘導される遺伝子の上流部にレポーター遺伝子を挿入した KUWlacS 株を作製
した（Fig. 1）。レポーター遺伝子として、活性測定が容易な耐熱性酵素をコードする好酸好熱性始原菌
Sulfolobus solfataricus 由来のβ-ガラクトシダーゼ遺伝子(lacS)を利用した。さらに KUWlacS 株を宿主にして
上流領域を様々に欠失させた株を作製した。

glmD
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Fig. 1

T. kodakaraensis キチン代謝遺伝子クラスターと遺伝子挿入

レポーターアッセイ
作製したレポーター遺伝子挿入株および一連の上流領域欠失株を GlcNAc2 添加栄養培地（GlcNAc2 濃度 0,
0.1, 0.2, 0.5 %）で６時間培養した後、菌体を回収しタンパク質抽出液を得た。この抽出液を用いて、o-ニトロ
フェニル-β-D-ガラクトピラノシドを基質としたβ-ガラクトシダーゼ活性を測定し、比活性を算出した。
【結果・考察】
レポーターアッセイの結果、レポーター遺伝子挿入株において GlcNAc2 濃度に応じたレポーター活性の上
昇が見られた。これにより導入した外来 lacS 遺伝子がレポーターとして機能していることが確認できた。
さらに dppA の上流領域（-209 ~ -763 領域）を欠失させた株において、GlcNAc2 による活性誘導が見られな
くなった。このことから欠失させた-209 ~ -763 領域に転写誘導に必要な配列が存在すると考えられる。
また複数の上流領域欠失株においてレポーター活性の全体的な上昇が見られた。これらの株では TK1762
（conserved hypothetical protein）遺伝子が欠失、あるいは TK1762 遺伝子および隣接する TK1763（predicted
nucleic acid-binding PIN protein）遺伝子の両方が欠失していることから、これらの遺伝子が単独または共同で
GlcNAc2 による転写制御、おそらくは転写抑制に関与していることが示唆された。
今後、-209 ~ -763 領域をさらに細かく欠失させた株、および tk1763 欠失株を作製することでより詳細な解
析を進め、転写制御機構の全容解明を目指す。
【引用文献】
1. Toshiaki Fukui et al. Genome Res., 15, 352-363 (2005)
2. Takaaki Sato et al. Appl. Environ. Microbiol., 71, 3889-3899 (2005)
3. Takeshi Tanaka et al. J. Biol. Chem., 279, 20021-20027 (2004)

P-04

超好熱性古細菌 Thermococcus sp. strain KS-1（T. KS-1）
由来シャペロニンの低温適応化
○牛奥 修三 1）、神前 太郎 1）、山岸 明彦 2）、養王田
1）
東京農工大学大学院 工学府 生命工学専攻
2）
東京薬科大学 生命科学部 分子生命科学科

正文 1）

[緒言]我々は、至適生育温度を 85oC とする超好熱性古細菌 Thermococcus sp. strain KS-1（T. KS-1）由来 II シ
ャペロニンが、in vitro で高いタンパク質フォールディング活性を持つことを利用し、II 型シャペロニンの反
応機構の解明を進めている。しかし、50oC 以上の高温でのみ活性を示すことから、機能解析に用いる手法が
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限られるという問題に直面している。本研究では、好熱菌由来の酵素から高い耐熱性を保持したまま低温適
応化した変異酵素を得ることに成功した例があることに着目し、T. KS-1 由来シャペロニンの低温適応化を行
うことで広い温度範囲で安定かつ活性をもつシャペロニンを得ることを目的として研究を行った。
[方法と結果]低温適応化には、大きく分けて 3 つの手法がとられている。進化分子工学的手法、タンパク質の
立体構造情報を利用したデザイン、そして本研究で用いたアミノ酸の配列情報を用いる手法である。この手
法は、特別なスクリーニングシステムや膨大なタンパク質の構造情報を必要としないという利点がある。44
種の様々な至適生育温度の生物種の II 型シャペロニンのアミノ酸配列のアライメントを行い、低温適応化に
関与していると予想される 4 つの残基（H76N、E187D、K323R、A523K）を推定した。T. KS-1 由来シャペロ
ニンαサブユニット遺伝子に部位特異的に推定された変異を導入し、3 つの変異体 CPN αH76N、CPN αE187D、
CPN αK323R が得られた。これらの変異体の GFP リフォールディング及び ATPase 活性測定を野生型と比較
した。その結果、CPN αH76N は、野生型よりもアレスト活性、リフォールディング活性、ATPase 活性とも
に低下したが、CPN αE187D と CPNαK323R は比較的低温での GFP リフォールディング活性測定におけるア
レスト活性に改善が見られた。現在、さらに詳細な機能解析を進めている。
[考察]一般的に好熱菌由来のタンパク質は、その構造を rigid にすることで耐熱性を獲得し、常温、低温生物
由来のタンパク質は構造の flexibility を高くすることで、低温での高い活性を獲得したと考えられている。今
回、得られた低温適応化変異体の立体構造上の位置を確認したところ、H76N と A523K は、赤道ドメイン、
E187D は中間ドメイン、そして K323R は頂点ドメインに存在しており、シャペロニンが構造変化をおこす際
の可動部位近傍に位置していることが明らかとなった。また、得られた変異体の E187D は、シャペロニンの
アミノ酸側鎖の体積が減少したことにより flexibility が高くなったのではないかと考えられる。

P-05

Sulfolobales 目において新しい系統関係を示す好熱性アーキア
２分離株の系統分類学的研究
○池上 智則１）２）、高品 知典２）、伊藤 隆１）
１）
独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター微生物材料開発室、
２）
東洋大学大学院生命科学研究科
池上 智則：gami@jcm.riken.jp
【背景・目的】
陸上の温泉から頻繁に分離される好熱性アーキアとして、Sulfolobales 目のアーキアがよく知られている。
Sulfolobales 目は 1 科 6 属 16 種から成り、既知種はすべて好熱好酸性（至適生育温度：65~90℃、至適 pH：
2~4）、細胞形態は不整形球菌であり、DNA G+C 含量値は 31~46%である。我々はこれまで好熱性アーキアの
系統分類学的研究やバイオリソース拡充を目的として、日本及びフィリピンの温泉より好熱性アーキアの分
離を試みてきた。その結果、数多くの好熱性アーキアの分離に成功しており、その中には数多くの Sulfolobales
目アーキアが含まれていた。Sulfolobales 目分離株のうち、福島県野地温泉より分離した IC-088 株、秋田県玉
川温泉より分離した IC-134 株は、16S rRNA 遺伝子の部分塩基配列から Sulfolobales 目に属する新規な菌株で
あることが示唆された。本研究では、これら 2 株について系統分類学的検討を行った。
【方法】
両菌株は各温泉サンプルより、嫌気条件下で限界希釈法・MPN 法によって分離した。その後、形態観察、
生理生化学的性状の試験、16S rRNA 遺伝子の塩基配列比較、DNA G+C 含量の測定などの各種試験を行った。
【結果・考察】
両株とも不整形球菌であり、運動性は確認できなかった。IC-088 は絶対嫌気性であり H2-CO2 (4:1, v/v;
100kPa)の条件下で、IC-134 は通性嫌気性菌であり好気条件下でそれぞれよく生育した。至適生育温度及び pH
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は、IC-088 では 85℃及び pH3、IC-134 では 75℃及び pH4 であった。また、これら 2 株の DNA G+C 含量値は
49~51%であり、Sulfolobales 目既知種と両 2 株とで顕著な差異が認められた。16S rRNA 遺伝子の塩基配列比
較においては、両株でお互いに 97.5%と高い相同性を示したが、既知種とは 92%以下の相同性しか示さなか
った。Sulfolobales 目内の分子系統樹では、IC-088 と IC-134 は Lassen Volcanic National Park, CA, USA より検
出された未培養アーキアのクローンの一部と独自のクラスターを形成した。
以上のことより、これら 2 株は Sulfolobales 目で新属であることが推察された。さらに、IC-088 と IC-134
とでは生理生化学的性状や 16S rRNA 遺伝子の塩基配列比較の相違によって、お互いを別種として分類する
ことが妥当であろう。
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図：Sulfolobales 目において分離株、未培養アーキアのクローンを含めた
16S rRNA 遺伝子塩基配列に基づく分子系統樹。なお、図中の数値は
ブートストラップ値（%）を表す。ただし、50%以下の値は除いた。
【引用文献】
Patricia L. Siering, Jessica M. Clarke, and Mark S. Wilson. (2006). Geochemical and biological diversity of acidic,
hot springs in Lassen Volcanic National Park. Geomicrobiology Journal, 23: 129-141
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超好熱性古細菌 Pyrococcus furiosus の SRP の構造と機能の解析
○松田崇志 1)，高橋真梨 1)，越智丈衆 1)，岡田潔 1)，中村幸治 2)，金井昭夫 3),4) ，
坂本泰一 1)，河合剛太 1)
1)
千葉工業大学・工学部，2)筑波大学大学院・生命環境科学研究科，
3)
慶応義塾大学・先端生命科学研究所，4) 慶応義塾大学・環境情報学部，
松田崇志：s0573031HG@it-chiba.ac.jp
【目的】
シグナル認識粒子（Signal Recognition Particle；SRP）は，分泌タンパク質前駆体のN末端に存在するシグナ
ル配列を認識し，この前駆体を膜へ輸送する機能をもつ，RNAとタンパク質の複合体である．ヒトの場合は6
つのタンパク質（SRP9，SRP14，SRP19，SRP54，SRP68，およびSRP72）と1つのRNAから構成されている．
一方，古細菌の場合，２つのタンパク質（SRP19およびSRP54）と１つのRNAのみが見つかっており，他のタ
ンパク質因子は見つかっていない．また，ヒトの場合，SRP19はSRPの構成に必須な因子であり，SRP54とSRP
RNAが結合するためにはSRP19とSRP RNAの結合が必要であることが知られている．一方，古細菌の
Methanococcus Jannaschii やPyrococcus furiosusの場合には，SRP54は単独でSRP RNAと結合できる１）．しかし，
このSRPの再構成におけるヒトと古細菌のSRP19依存性の違いが何に起因するのかという点について明らか
になっていない．そこで我々は，SRP RNA，SRP19，SRP54の相互作用様式を明らかにするため，構造生物学
的研究を行っている2,3)．今回は，SRP19タンパク質の結合によってSRP RNAの構造変化がどのように起こり，
その変化がSRP54タンパク質とSRP RNAとの相互作用，さらにはSRP54タンパク質とシグナル配列との相互作
用にどのように影響するのかという点について明らかにすることを目的として，P. furiosus由来のSRP RNAの
SドメインとSRP19との相互作用をgel shift assayおよびNMR法を用いて解析したので報告する．
【方法】
－試料調製－ P. furiosus SRP RNAのSRP19およびSRP54結合部位（SドメインRNA，100残基）に対応する鋳
型DNAをPCR法を用いて調製した．次に，得られた鋳型DNAを用いたT7 RNAポリメラーゼによる試験管内
転写法によってSドメインRNAを合成し，ゲルろ過カラムクロマトグラフィーによって精製した．
N末端にHis-tagを付加したP. furiosus由来のSRP19を大腸菌の大量発現系によって合成し，Ni2+アフィ二ティ
ーカラムクロマトグラフィーにより精製した．また，SRP19の立体構造決定のために，15N/13Cで安定同位体
標識したSRP19（[15N/13C]SRP19）を調製した．
－相互作用解析－ S ドメイン RNA と SRP19 を混合し，室温（25 ℃）で gel shift assay を行った．緩衝液と
しては，89 mM Tris-borate（pH 8.3），2 mM EDTA・2Na（TBE）あるいは EDTA・2Na の代わりに 0.1 mM MgCl2
を含む緩衝液（TBM）を用いた．
SドメインRNAのイミノプロトンシグナルを，NOESYス
ペクトルを用いて解析したのち，モル比1：1でSRP19
を加えて，NMRスペクトルの変化を調べた．緩衝液と
して， 20 mM リン酸ナトリウム（pH 6.5），50 mM NaCl，
5 mM MgCl2を用い，NMR分光計として，DRX-500およ
びDRX-600（BRUKER BIOSPIN 社）を用いた．
【結果】
室温での gel shift assay において，Mg2+非存在下では
複数の複合体のバンドが観測されたが，Mg2+存在下で
は複合体のバンドが 1 つであった（Fig. 1）．すなわち，
S ドメイン RNA と SRP19 が特異的に結合するために
Fig. 1 gel shift assay
は，Mg2+が必要であることがわかった．これは，S ド
メイン RNA が特定の立体構造を形成するために Mg2+
が重要であるためと考えられる．
30 ℃のNOESYスペクトルにおいて，Sドメイン
130

Fig. 2

NOESY スペクトル

Journal of Japanese Society for Extremophiles (2006) Vol.5, No.2

RNA単独でGU塩基対に由来する強いNOEシグナル（10～11ppm付近）が観測された．このシグナルは，SRP19
を加えてもほとんど変化しなかった．一方，45 ℃のNOESYスペクトルにおいては，GU塩基対に由来する強
いNOEシグナルが消失したが，SRP19を加えることによって，強いNOEシグナルが観測された（Fig. 2）．す
なわち，45 ℃では，SRP19存在下においてSドメインRNAの構造が安定化されることが示唆された．
【考察】
室温（25 ℃）において，Mg2+が S ドメイン RNA と SRP19 の特異的な結合に必要だとわかった．そこで，
NMR 測定は Mg2+を含む緩衝液で行った．NMR 測定の結果から，30 ℃での比較的低温状態においては，SRP19
が結合しても S ドメイン RNA の立体構造が変化しないが，45 ℃での比較的高温状態においては，SRP19 が
存在しないと S ドメインの立体構造が不安定となるが，SRP19 があれば安定化されることが示唆された．こ
のことから，P. furiosus において，30 ℃以下の低温下では，S ドメイン RNA は RNA-RNA 相互作用により構
造を保持しているため SRP54 の結合における SRP19 依存性がみられないが，45 ℃以上の高温下では，SRP54
が結合可能な立体構造を形成するために SRP19 が必要となると推測された．一方，室温で SRP19 の依存性が
無いと考えられるのは，SRP54 が S ドメイン RNA に対して非特異的に結合するためという可能性も考えら
れる．
現在，SRP19 タンパク質の立体構造決定を進めている．また，NMR 法による相互作用解析についてもさら
に詳細に進めていく予定である．
【引用文献】
1) Christian, Z., Jerry, E., (2002) Archaea 1, 27-34.
2) Sakamoto, T., Morita, S., Tabata, K., Nakamura, K., Kawai, G., (2002) J. Biochem., 132, 177-182.
3) Okada, K., Takahashi, M., Sakamoto, T., Kawai, G., Nakamura, K., Kanai, A., (2006) Nucleosides Nucleotides
Nucleic Acids., 25, 383-395.
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超好熱性古細菌 Pyrobaculum islandicum の
D-バリンを基質とする呼吸鎖電子伝達系の解明
○登坂 慎知子１）、齋藤 孝平１）、谷川 実１）、長田 洋子１）
１）
日本大学・理工学部
【緒言】
超好熱性古細菌 Pyrobaculum islandicum は最適生育温度 100℃の絶対嫌気性の古細菌である。その電子
伝達系に関してはほとんど研究されていない。
本菌中には D-アミノ酸脱水素酵素の存在が報告されているが、我々は、本菌の b 型シトクロムが D-ア
ミノ酸脱水素酵素存在下で D-バリンの添加により還元型になることを見出した。本研究では、b 型シトク
ロムの精製を行い、これを用いて、本菌における D-バリンを基質とする電子伝達系を解明することを目的
とした。
【方法】
菌体をフレンチプレスで破砕した後に遠心分離 (20,000 g × 20 min) を行い、無細胞抽出液と未破砕細
胞とに分け、無細胞抽出液を超遠心分離 (140,000 g × 20 min) し、膜画分と可溶性画分に分画した。膜
画分を 1% Tween 20 で可溶化し、超遠心分離を行い、可溶化膜画分と膜画分とに分けた。
〔D-アミノ酸脱水素酵素の精製〕
可溶化膜画分から DEAE-Toyopearl 陰イオン交換クロマトグラフィーにより D-アミノ酸脱水素酵素を得
た。
〔シトクロムの精製〕
Tween 20-非可溶化膜画分を 5% Triton X-100 により可溶化し、超遠心分離により得られた上澄みを硫酸
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アンモニウム (硫安) 分画した。20～35%飽和硫安により生じた沈殿を 0.05% Triton X-100 を含む 50ｍM
リン酸 buffer (pH 7.0) に溶解し、CM-Toyopearl 陽イオン交換クロマトグラフィーおよび TSKgel G3000SWXL
ゲルろ過クロマトグラフィーによりシトクロムを得た。
【結果・考察】
精製したシトクロムは吸収曲線とピリジンフェロヘモクロムの吸収ピークの位置から、b 型のシトクロ
ムであることが示された (Fig.1) 。以下、シトクロムｂ559 と称する。TSKgel G3000 SWXL ゲルろ過カラ
ムによる分子量測定で、このタンパク質は約 168 kDa と推測された。SDS-PAGE を行い、CBB 染色すると
85 kDa と 56 kDa 付近にバンドが見られたが、
この 2 本のバンドはヘム染色によっても染色された (Fig.2) 。
よってシトクロムｂ559 は分子量約 160 kDa であり、それぞれヘムを持つ 2 種のタンパク質により構成さ
れているヘテロ二量体であると考えられる。
このシトクロムｂ559 に本菌の D-アミノ酸脱水素酵素、ユビキノン 0 および
D-バリンを加え、嫌気条件下，95℃，20 min 反応後吸収曲線の測定を行った結果、559，529，427 nm に
α，β，γピークがそれぞれ出現した (Fig.3) 。この結果は、D-アミノ酸脱水素酵素の働きにより D-バリ
ンから電子が生じ、シトクロムｂ559 まで電子伝達が行われたことを示している。よって、この系は本菌
における ATP 合成系の一つである可能性が示された。
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Fig.3. D-バリンからシトクロムｂ559 への電子伝達
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クトルを示す。

Fig.2. シトクロムｂ559 の SDS-PAGE
①:分子量マーカー、
②，③:シトクロムｂ559

P-08

高度好熱菌 Thermus thermophilus における
アルキル化塩基修復遺伝子の解析
○ 森野 嘉恵、時下 進一、太田 敏博、山形 秀夫
東京薬科大学・生命科学
1. 背景と目的
高度好熱菌 Thermus thermophilus は、至適生育温度が 70〜75℃、至適生育 pH は中性 (pH7.5) のグラム陰
性、好気性の真正細菌であり、ゲノムサイズは 1.9Mb と小さく、GC 含量は 69.4%と高い。高温で増殖する高
度好熱菌の細胞内では、大腸菌のような中温菌に比べて脱アミノや脱プリンなどの DNA 損傷が高頻度で生
じていると考えられる。アルキル化塩基に関しても、細胞内の S-アデノシルメチオニンによる非酵素的メチ
ル化で、3-メチルアデニンや 7-メチルグアニンが高頻度で生成していると思われる。
アルキル化塩基は、DNA 複製時に誤対合を起こして突然変異の原因となるため、これを取り除く酵素はあ
らゆる生物が保有している。T. thermophilus では、3-methyladenine-DNA glycosylase II 遺伝子 (alkA)および
methylated-DNA methyltransferase 遺伝子 (ogt)の二種類のアルキル化塩基修復遺伝子のホモログが見つかって
いる。本研究ではこの二種類の遺伝子の発現様式や機能解析を行なうことを目的とした。
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2. 方法
【発現様式の解析】
T. thermophilus のβ−グルコシダーゼ遺伝子(bgl) をレポーター遺伝子として利用した。 alkA、ogt の両遺伝
子の 5’UTR を含む領域を PCR により増幅させた。プライマーは 5’側に AccⅢの認識配列を付加したものと 3’
側に HindⅢ の認識配列を付加したものを用いた。増幅断片をベクタープラスミド pGLS の bgl 遺伝子 (ORF)
上流に組み込んだ。構築したプラスミドを用いて T. thermophilus JOS9 (Δbgl) 株を形質転換させた。得られた
形質転換株を対数増殖期まで培養した菌液について Bgl 活性を測定した。活性測定には、トルエン処理した
菌液に、基質 2NPGlc を添加し、80℃で 1〜2 時間反応させて、alkA、ogt の両遺伝子の発現量を調べた。さら
にアルキル化剤処理による発現の誘導の有無についても調べた。N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG)
又は N-ethyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine (ENNG) を様々な濃度で添加し、37℃で 30 分処理した後、70℃で培
養を行ない、Bgl 活性を測定した。
【ogt 遺伝子欠損株の分離と機能解析】
ogt 遺伝子を PCR により増幅し、大腸菌ベクター pTOPO に導入した。制限酵素処理により ogt 遺伝子の中
央部分を除き、T. thermophilus ベクター pTAP60 のカナマイシン耐性 htk 遺伝子を挿入した。構築した ogt::htk
プラスミドを用いて RT30 (hisD3110) 株から相同組換えによる形質転換株を分離し、KM19 (hisD3110、ogt::htk)
株を得た。なお、hisD3110 遺伝子座では G → A の復帰突然変異が測定できる。70℃で培養した対数増殖期
の菌液（0.1ml）、0.1M リン酸バッファー（0.4ml）、MNNG または ENNG（0〜100 μg）を混合し、37℃で
30 分処理した。処理菌液にトップアガー（2ml）を加え、全量を最少培地寒天プレートにまき、70℃で 2 日
間培養して His＋復帰変異コロニー数をカウントした。
3. 結果と考察
Bgl 活性を指標にして調べた結果、表 1 に示すように、alkA、ogt 両遺伝子とも単独では発現が見られなか
った。しかし、alkA 遺伝子は上流の遺伝子を含めた断片 (entB-alkA’-bgl) で調べたところ、発現が認められた。
ogt 遺伝子は上流遺伝子を含めた断片 (spo-ogt’-bgl) においても発現は認められなかった。アルキル化剤処理
による発現の誘導はいずれも認められなかった。
表1
Bgl (units／OD600)

900

Control

0.18

700

alkA’-bgl

0.27

500

entB-alkA’-bgl

1.55

400

ogt’-bgl

0.06

200

spo-ogt’-bgl

0.16

JOS9 (Δbgl)

800
600
RT30
KM19

300
100
0
0

0.1

0.2

0.5

1.0

2.0

5.0

MNNG (μg/plate)

図1
ogt 遺伝子が機能しているかどうかを調べるため、ogt 遺伝子破壊株を作製し、アルキル化剤による突然変
異誘発を解析した。変異株 KM19 では、MNNG や ENNG 処理による His＋復帰突然変異の誘発が親株 RT30
に比べ著しく高くなったことから(図 1)、ogt 遺伝子は O6-alkylguanine の修復に関与していることが判明した。
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P-09

利己的な制限修飾遺伝子に対する防御機構としての染色体構造
○石川 健１）、２）、３）、渡部 美紀２）、３）、小林 一三１）、２）、３）
１）
東大院・理・生化、２）東大院・新領域・メディカルゲノム、３）東大・医科研
（目的）私たちは、制限酵素修飾酵
素遺伝子単位が「利己的な動く遺伝
子」であり、ゲノムに挿入しゲノム
再編を引き起こす証拠を蓄積してき
た。
「なぜ、染色体はクロマチンの様な
高次構造を取る必要があるのか。
」と
いう問いに対する一つの仮説を、制
限修飾遺伝子と宿主ゲノムの相互作
用という観点から提案する。
（結果と考察）
古細菌の近縁種 Pyrococcus abyssi
と Pyrococcus horikoshii のゲノム比
較により、制限修飾遺伝子単位がゲ
ノム再編に関与している事が示唆さ
れた（１）。それによって新規制限酵
素 PabI を発見した (２)。 また、PabI
のホモログが Helicobacter pylori にあ
るが、P. abyssi と H. pylori で、この
制限酵素による攻撃に対するゲノムの防御策が異なる事が、ゲノム配列の特徴から示唆された。この発見か
ら、クロマチン構造は制限酵素の攻撃からゲノムを保護するために古細菌に獲得されたという仮説を提案す
る(３)。
（引用文献）
（１）A. Chinen, I. Uchiyama and I. Kobayashi. Comparison between Pyrococcus horikoshii and Pyrococcus abyssi
genome sequences suggests association of restriction-modification genes with gross genome polymorphism. Gene.
259, 109-121 (2000).
（２）Ken Ishikawa, Miki Watanabe, Toshihiro Kuroita, Ikuo Uchiyama, Janusz M. Bujnicki, Bunsei Kawakami,
Masaru Tanokura and Ichizo Kobayashi. Discovery of a novel restriction endonuclease by genome comparison and
application of a wheat-germ-based cell-free translation assay: PabI (5’GTA/C) from the hyperthermophilic archaeon
Pyrococcus abyssi. Nucleic Acids Research, 33: e112 (2005).
（３）Ichizo Kobayashi, Ken Ishikawa, Miki Watanabe, Proceedings of International Symposium on Extremophiles
and Their Applications (in press)
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＜好熱（酵素）＞
P-10

高度好熱菌 Thermus thermophilus の
イソプロピルリンゴ酸イソメラーゼの解析
○島田 大資、玉腰 雅忠、山岸 明彦
東京薬科大学 生命科学部
［背景と目的］
ロイシンの生合成には特異的な３つの酵素が関わっている。古細菌や一部の真正細菌ではこれらの酵素が
イソロイシン合成にも関与する。この 3 段階のうち、２番目の反応はイソプロピルリンゴ酸イソメラーゼ
（IPMI）が触媒する。IPMI は真核生物では単量体のタンパク質であるが、真正細菌や古細菌では leuC 遺伝
子と leuD 遺伝子によりコードされ、ヘテロ２量体のタンパク質であると考えられている。本酵素は触媒機構
や 1 次構造の相同性から、TCA 回路のアコニターゼとの関連が指摘されている。このように酵素や代謝系の
進化を考える上で大変興味深い酵素にも関わらず、真核生物型酵素の一部の生化学的性質が調べられている
に過ぎない。またバクテリア型 IPMI は遺伝学的な解析に留まっている。そこで本研究ではイソロイシン合成
にも関わる高度好熱菌 Thermus thermophilus の IPMI の発現系を構築し、生化学的な解析を行った。
［方法］
T. thermophilus の leuＤ遺伝子産物の N 末端に 8 つのヒスチジンのタグを付加するように遺伝子を設計し、
PCR により増幅後、T. thermophilus の染色体上にある leuＤ遺伝子と置き換えるためにインテグレーションベ
クターを作製した。T. thermophilus のΔpyrE 株を形質転換し、最少培地で培養後、集菌した。菌粉砕後、ニ
ッケルカラム、イオン交換カラム用いて精製した。IPMI の触媒活性は基質としてイソロイシン合成経路にお
ける中間体の１つシトラコン酸を用い、イソプロピルリンゴ酸デヒドロゲナーゼ（IPMDH）をカップリング
させ、IPMDH の反応で生じる NADH の吸光度を測定することによって行った。
［結果と考察］
以前、我々の研究室では大腸菌での発現系を試みたが、機能的ヘテロ２量体構造をとる IPMI は得られなか
った。そこで方法の項目で示したように N 末端にヒスチジンタグを付加した leuD 遺伝子産物を発現する組み
換え好熱菌を構築した。そしてその好熱菌株から目的の IPMI を精製した。SDS-PAGE の結果、leuC と leuD
遺伝子産物と思われる 51KDa と 22KDa のバンドがみられた。
IPMI が活性を示すためには２−メルカプトエタノールにより還元状態にする必要があった。アコニターゼ
には触媒活性発現のために鉄硫黄クラスターを必要とし、その酸化状態が重要であることが知られている。
T. thermophilus の IPMI でも同様の現象が考えられる。

P-11

超好熱菌由来アミノトランスフェラーゼのキャラクタリゼーション
○金城健太１）、赤沼哲史１）、根本直樹１）、真鍋簡利１）、李愚哲２）、丸岡慎太郎２）
田之倉優２）、山岸明彦１）
１）
東薬大生命、２）東大院農生研
アミノトランスフェラーゼはアミノ酸のアミノ基を 2-オキソ酸に可逆的に転移する反応 (Fig. 1) を触媒す
る酵素であり、生体内での様々なアミノ酸代謝反応に関与している。
ST1411 は超好熱箘 Sulfolobus tokodaii 由来のアミノトランスフェラーゼである。この酵素は、同じ超好熱箘で
ある Thermococcus profundus 由来の MsAT (Multi-substrate aminotransferase)と一次構造および立体構造が類似し
ており、多基質のアミノトランスフェラーゼであると推定された。この酵素の結晶構造はすでに決定されて
いる。そこで、pH 依存性、温度依存性、基質特異性等について解析した。
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まず大腸菌の pET システムを用いて ST1411 を大腸菌内で大量発現した。
菌体破砕後、
熱処理 (80℃、10 min)
2+
し、Ni カラムにより SDS-PAGE で単一になるまで精製した。酵素活性は、様々なアミノ酸のアミノ基をαケトグルタル酸に転移することによって生成したグルタミン酸を、ヤマサの L-グルタミン酸測定キットを用
いて定量することにより決定した。
その結果、pH8 前後の幅広い範囲で高い活性を示すこと、100℃近い高温でも高い活性を示すこと、主に疎
水性アミノ酸と芳香族アミノ酸に対して高い活性を持つこと(Fig. 2) が明らかになった。
本研究から、ST1411 は MsAT と同様に多基質のアミノトランスフェラーゼであることが示された。また、
一部の非天然アミノ酸に対しても活性を持つことが明らかになり、医薬品原料の合成などへの応用が期待で
きる。
この研究は「文部科学省タンパク 3000 プロジェクト」の一環として行われた。

Fig. 1. アミノトランスフェラーゼが触媒する反応
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Fig. 2. ST1411 の基質特異性（左：天然アミノ酸、右：非天然アミノ酸等）

P-12

温泉および沖縄近海土壌中における
ファミリーB 型 DNA ポリメラーゼ遺伝子の探索
○松川博昭１）、山上健１）、田島秀二２）、河原林裕３）、石野良純１）
１）
九大・院・遺資工、２）プレシジョンシステムサイエンス、３）産総研・生物機工
松川博昭：hmatsuka@agr.kyushu-u.ac.jp
DNA 複製、修復は細胞の増殖において必須の機構であり、その過程で重要な役割を担う酵素の一つとして
DNA ポリメラーゼが挙げられる。現在までに多くの微生物由来 DNA ポリメラーゼが分離同定されているが、
環境中に存在するであろう多くの培養困難な微生物に由来する遺伝子についてはほとんど研究がなされてい
なく、大変興味深い遺伝子資源として位置づけることができる。
我々は環境中に存在している DNA ポリメラーゼ遺伝子の多様性について解析を進めるために、土壌試料中
から直接抽出してきた遺伝子プールを用い、その中から DNA ポリメラーゼ遺伝子断片を検出する方法を試み
た。同じファミリーに属している DNA ポリメラーゼの遺伝子上には高度に保存された配列モチーフがいくつ
か存在しており、この領域で設計した縮重プライマーを用いて PCR を行うことにより、多様な遺伝子断片の
検出が可能であると考えられる。現在までに微生物由来のファミリーB 型 DNA ポリメラーゼにおける遺伝子
の多様性についての報告はほとんどされていない。今回は日本各地の温泉および沖縄近海の土壌について、
その中から検出されたファミリーB 型 DNA ポリメラーゼ遺伝子断片の系統解析の結果について報告したい。
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方法
環境 DNA については、岩手、宮城、栃木、大分、鹿児島の温泉と沖縄近海から 9 箇所の地域の土壌試料を採
取し用いた。ファミリーB 型 DNA ポリメラーゼの活性部位近傍をコードする約 400 bp 相当の領域に縮重プ
ライマーを設計し、PCR によって DNA ポリメラーゼ遺伝子断片の増幅を行った。増幅断片については各地
域ずつ一定数の断片をクローニングし、塩基配列を解析した。
結果および考察
国内 9 箇所の地域から採取した 380 種の試料について PCR を行ったところ、約 40 種から目的の遺伝子断片
の増幅が確認された。それぞれの増幅断片をプラスミド上にクローニングし、20 クローンずつ単離すること
により、合計 800 の遺伝子断片の塩基配列を解析した。その中から 170 種の異なる配列が確認され、既知の
配列と一致するものはほとんどなかったことから、新規の微生物由来の遺伝子断片であることが示唆された。
相同性解析の結果から、アーキア、バクテリア、ユーカリア、ウィルスそれぞれと近縁な微生物由来の配列
であることが予測され、高温環境である温泉土壌からはアーキア由来の、常温環境である沖縄近海土壌から
はバクテリア由来のものが多く見つかった。特に沖縄由来のサンプルからは多くの種由来の配列が分離され
ており、その環境中には系統的に多様な微生物種が混在していることが予測された。温泉地区に由来する試
料からは、クレナーキーオタに分類されるものが多く発見されたが、既知種との相同性は 30～80 %と広い範
囲にわたっていることから、かなり系統的に離れた微生物が存在していることが考えられる。また、高温環
境である温泉由来の試料から、好冷菌とより高い相同性を示す配列が見つかったことも興味深い。さらに、
今回解析に用いた領域において、同じファミリーB に属する DNA ポリメラーゼのアミノ酸配列のうち、アー
キア由来のものに比べ、バクテリアに由来すると考えられるアミノ酸配列のほうが 10 アミノ酸前後短いこと
が分かり、しかもそれが特定の領域に偏っていることから、この違いがアーキア由来とバクテリア由来のフ
ァミリーB 型 DNA ポリメラーゼを分類するための指標として使えることを提唱したい。今回 DNA ポリメラ
ーゼの遺伝子の一部を増やすことにより、環境中に存在しうるファミリーB 型 DNA ポリメラーゼおよびそれ
を有する微生物の多様性を解析する方法を用いたが、ある程度異なる種の配列が得られたことから、分子種
の多様性を比較するという手段としては有効な方法であると考えられる。

P-13

高度好熱菌の SAM デカルボキシラーゼのプロ酵素の自己切断機構
○古橋 めぐみ 1,2）、森屋 利幸 1,3）、岩崎 容子 1）、大島 泰郎 1）
1）
共和化工（株）環境微生物学研究所、2)明治大学大学院農学研究科、3)東京薬科大学 細胞機能学研究室
古橋 めぐみ：megumi.furuhashi@kyowa-kako.co.jp
【目的】S-アデノシルメチオニン デカルボキシラーゼ（SAMdc）は、ポリアミン合成系の最初の反応である、
S-アデノシルメチオニンの脱炭酸反応を触媒する酵素である。SAMdc をコードする遺伝子から転写された
mRNA からは、一本のポリペプチド鎖が生じ、これが自己切断により二本のペプチドとなり、それぞれがα
サブユニット、βサブユニットとなりヘテロサブユニット酵素を形成する 1)。自己切断は通常のペプチドの
加水分解でなく、切断点のセリン残基のＮ末側のペプチドが解裂して側鎖の OH 基とエステル－CO・OCH2
－を形成し、その後エステルの加水分解を受ける。その結果、もとのペプチドのＮ末側からは正常なペプチ
ドが得られるが、Ｃ末側から生じるペプチドはそのＮ末がピルビン酸に変換された異常なタンパクとなる 2)。
ピルビン酸残基は、本酵素の活性中心である。基質は、ピルビン酸残基のオキソ基とシッフ塩基を作り共有
結合で酵素と結合して ES 複合体となる。常温生物の SAMdc では発現するとすぐに自己切断がおこるが、高
度好熱菌の SAMdc は切断に高温を必要とするため、高度好熱菌の SAMdc の遺伝子を大腸菌内で発現させる
と、切断がおこる前の「プロ酵素」が得られる。プロ酵素と活性酵素を解析することにより、自己切断機構
を明らかにすることを目指す。
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【方法】Thermus thermophilusHB8 の 2 つの SAMdc 相同遺伝子（TTHA0825、TTHA1457）が導入された pET11a
を Escherichia coli BL21(DE3)に形質転換した。これを大量培養して得られた菌体を破砕した。細胞質画分を
熱処理（70℃、15 分間）および、陰イオン交換カラムと疎水カラムを用いた液体クロマトグラフィーを行い、
タンパクを精製した。精製したタンパクを 70℃に加熱して自己切断を誘導し、SDS-PAGE により切断の進行
を調べた。
【結果】TTHA0825 から分子量約 15 K の精製タンパクが得られたが、このタンパクでは加熱しても自己切断
がおこらなかった。また、TTHA1457 から分子量約 17 K の精製タンパクが得られ、このタンパクでは加熱に
より自己切断がおこった。しかし、切断には 70℃で数時間の加熱が必要であった。
【考察】T. thermophilus ではアミノ酸配列の相同性から SAMdc と帰属された遺伝子が 2 つ存在する。
TTHA0825 では SAMdc が活性をもつのに必要なプロ酵素の自己切断がおこらなかったので、これをコードす
る遺伝子は SAMdc ではなく、
「機能不明」に帰属を変更する方がよいと思われる。また、TTHA1457 は自己
切断がおこることから SAMdc であると思われるが、切断にかかる時間が長すぎるので、本来は何らかの因子
が切断を促進していると考えられる。
【引用文献】1) Tolbert WD, et al. (2003) Biochemistry, 42, 2386-2395
2) Toms AV, et al. (2004) J. Biol. Chem.,
279, 33837-33846

P-14

超好熱性古細菌 Pyrobaculum islandicum の NADH,NADPH 脱水素酵素
○谷川 実、毛利匡輝、長田洋子
日本大学・理工学部
【目的】
Pyrobaculum islandicum はアイスランド地熱発電所の漏水から単離された最適生育温度 100℃の絶対嫌気性
の超好熱性古細菌である。絶対嫌気性の超好熱性古細菌の電子伝達系についてはほとんど研究されておらず、
本菌についてもクエン酸回路を有し、水素または有機物を電子供与体、元素硫黄やチオ硫酸を電子受容体と
して硫化水素を生成することが報告されているが、エネルギー生産系である電子伝達系に関してはほとんど
知られていない。本研究では、M.Selig らの報告[1]にある P.islandicum のクエン酸回路由来 NADH と NADPH
が脱水素酵素の作用により電子伝達系に電子を渡すことができるかどうかを明らかにすることを目的とし、
NADH 脱水素酵素と NADPH 脱水素酵素を精製した。
【方法】
《NADH 脱水素酵素と NADPH 脱水素酵素の精製》
P.islandicum 菌体をフレンチプレスにより破砕し、遠心分離（20,000 g × 20 min）を行い、無細胞抽出液と
未破砕菌体とに分けた。無細胞抽出液に終濃度 50 mM になるように Na-リン酸 buffer (pH 7.0) を加え超遠心
分離（140,000 g × 1 h）し、上澄みの可溶性画分と沈殿の膜画分に分画した。沈殿の膜画分に 1% Tween 20
を加えて可溶化し、超遠心分離（140,000 g × 1h）を行い、上澄みに NADH 脱水素酵素と NADPH 脱水素酵
素を含む画分を得た。この画分を DEAE-Toyopearl カラムに通し、非吸着画分を CM-Toyopearl カラムに吸着
させた。1% Tween 20 を含む 50 mM 酢酸 buffer (pH 5.0) の NaCl 濃度を 0 から 500 mM に直線的に上昇させる
ことによりカラムから溶出した。この操作により NADH 脱水素酵素を含む画分と NADPH 脱水素酵素を含む
画分に分離することができた。
得られた NADPH 脱水素酵素画分をもう一度同じ条件で、CM-Toyopearl に吸着、溶出を行い、次に担体を
CM-Biogel カラムに変え、同じ条件で吸着、溶出を行い精製 NADPH 脱水素酵素画分を得た。
NADH 脱水素酵素画分は、AF-Blue-Toyopearl に吸着させ、1％ Tween20 と 1 M NaCl を含む Na-リン酸 buffer
（pH 7.0）を用い溶出を行った。次に TSKgel G-3000SW でゲルろ過を行い、精製 NADH 脱水素酵素画分を得
た。
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酵素活性は基質に NADH,NADPH をそれぞれ用い DCIP (2,6-dichlorophenolindophenol)の吸光度変化を測定
することにより求めた[2]。
《NADH，NADPH からの電子伝達経路の検討》
0.5% Octyl-β-D-thioglucoside (OTG) を含む 10 mM K-リン酸 buffer (pH 7.3) 中に NADH 脱水素酵素または
NADPH 脱水素酵素 (7 mg) 、0.5 mM 基質（NADH または NADPH）と Q0、精製したｂ型シトクロム（本年
度、極限環境微生物学会にて登坂らが発表）を含む反応液をツンベルグ型セルに入れ、嫌気条件下 50℃で 10
分間インキュベートした。分光光度計を用いて 400～700 nm の吸収スペクトルを測定した。
【結果・考察】
NADH 脱水素酵素と NADPH 脱水素酵素を精製した結果、無細胞抽出液のそれぞれ約 95 倍および約 20 倍
の精製標品を得た (Table.1,2) 。
NADH 脱 水 素 酵 素 の 精 製 標 品 を native-PAGE に て 分 析 し た 結 果 、 １ 本 の バ ン ド が 得 ら れ 、
p-iodonitrotetrazolium violet を用いた活性染色の位置と一致した。また、この標品を SDS-PAGE で分析した結
果、3 本の明瞭なバンドが得られた。
精製酵素標品に基質と、電子伝達系のシトクロムを加えて、嫌気条件に置くと吸収スペクトルが変化し 559
nm と 427 nm のピークが大きくなった (Fig.1) 。このことは、シトクロムが還元されたことを表わすので、
NADH と NADPH から酵素の触媒作用で脱水素され生じた電子がシトクロムにまで届いたことを示す。よっ
て、NADH、NADPH 共に本菌にとってエネルギー獲得のための重要な基質である可能性が示された。

427

Table 1. NADH 脱水素酵素の精製

956.0

Total
Specific
Yield
activity
activity
(%)
(nmol/min) (nmol/mg・min)

10038

10.5

100.0

1.0

93.33

4032

43.2

40.2

4.1

AF-Blue Toyopearl

5.53

4603

832

45.9

79.3

TSKgel G3000SW

0.038

38

1007

0.4

95.9

Cell-free extract
CM-Toyopearl

0.050

Purification
(fold)

Absorbance

Total
protein (mg)

559

NADH

559
NADPH

Table 2. NADPH 脱水素酵素の精製
Total
protein (mg)

Cell-free extract

4825

Total
Specific
Yield
activity
activity
(%)
(nmol/min) (nmol/mg・min)

86560

17.9

Purification
(fold)

100.0

1.0

1st CM-Toyopearl

32.0

3321

103

3.8

5.8

2nd CM-Toyopearl

19.0

3722

195

4.2

10.9

1.4

492

351

0.56

19.6

CM-Biogel

400

500
600
Wavelength (nm)

700

Fig. 1. 電子伝達系の再構成実験

【引用文献】
[1] M. Selig et al., Oxidation of organic compounds to CO2 with sulfur or thiosulfate as electron acceptor in the
anaerobic hyperthermophilic archaea Thermoproteus tenax and Pyrobaculum islandicum proceeds via the citric
acid cycle. Arch Microbiol, 162:286-294, 1994
[2] Y. Nagata et al., Occurrence of D-amino acids in a few archaea and dehydrogenase activities in hyperthermophile
Pyrobaculum islandicum, Biochim. Biophys. Acta, 1435:160-166, 1999
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P-15

好熱菌 Thermus thermophilus HB-27 株由来の
グリオキシル酸還元酵素の異種宿主での発現と酵素の性質
○中山 仁志，荻野 博康
大阪府立大学大学院・工学研究科
荻野 博康：ogino@chemeng.osakafu-u.ac.jp
・目的
グリコール酸は合成バニリン・医薬原料等に用いられ，世界で年間数千トンの市場を有する汎用化学品で
ある．グリコール酸の合成は，高温・高圧下で行われており，また，塩素化合物等の副産物が生成されるた
め，環境に対する負荷が懸念されている．それ故，温和な条件下でグリコール酸を製造できる反応プロセス
の構築が望まれている．本研究では，グリオキシル酸からグリコール酸を産生出来るグリオキシル酸還元酵
素（GR）遺伝子を遺伝子データベースから探索し，その遺伝子の異種宿主での発現を試みた．また，異種宿
主で発現させた GR の性質を検討した．
・結果及び考察
遺伝子データベースから GR 遺伝子を検索したところ，好熱菌 Thermus thermophilus HB-27 株のゲノムにも
存在することが見出された．本株のゲノム DNA を鋳型として，GR（TthGR）遺伝子を PCR 増幅し，発現ベ
クターに連結し，大腸菌に導入した．TthGR は His-tag を付与して発現させ，熱処理及び Ni2+アフィニティー
カラムクロマトグラフィーにより遺伝子産物を単一に精製した．
精製した TthGR の活性は，基質と補酵素（NADH または NADPH）と供に保温し，340 nm での吸収の消失
速度から測定した．本酵素は，グリオキシル酸に対してのみ高い触媒活性を示した．高い活性を示す温度は
45℃，pH は 6.5 であった．また，種々の温度で本酵素の CD スペクトルを測定したところ，Tm 値は 85℃付近
であった．
一方，TthGR のグリオキシル酸に対する Km 値は 0.46 mM（NADPH 使用時）であり，
補酵素 NADH と NADPH
に対する Km 値は各々0.076 と 0.004 mM であった． Thermococcus litoralis 由来の GR（TliGR）1)は NADH に
対して高い親和性を示し，ヒト由来の GR（HsaGR）2)は NADPH に対して高い親和性を示すことが見出され
ている．本研究で検討した TthGR のアミノ酸配列は TliGR 及び HsaGR のアミノ酸配列とほぼ同程度に類似
しているが，TthGR の補酵素に対する親和性は TliGR より HsaGR に近いことが見出された．
・引用文献
1. Ohshima, T. et al. (2001) A novel hyperthermophilic archaeal glyoxylate reductase from Thermococcus litoralis.
Eur. J. Biochem. 268, 4740-4747.
2. Booth, M. P. et al. (2006) Structural basis of substrate specificity in human glyoxylate reductase/hydroxypyruvate
reductase. J. Mol. Biol. 360, 178-189.

P-16

アーキア由来の DNA リガーゼにおいて普遍的に見いだされる
新規 PCNA 結合モチーフ
○ 清成信一、石野良純
九大・院農
【 目的 】
PCNA(Proliferating Cell Nuclear Antigen)は DNA 鎖上でホモ 3 量体のリング構造をとり、例えば DNA 複製の
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場においては複製系 DNA ポリメラーゼと結合し、その酵素機能を活性化することが知られている。これまで
に真核生物において複数の PCNA 結合タンパク質が同定されており、PCNA と相互作用するタンパク質には
PIP box(PCNA interacting protein box)とよばれるコンセンサス配列が存在することが明らかとなっている。1)
PIP box は“Q-x-x-h-x-x-a-a”（h:疎水性アミノ酸、a:芳香属性アミノ酸）からなるアミノ酸配列によって構成
され、PCNA 結合タンパク質の N 末端か C 末端に存在するのが一般的である。近年、アーキアにおいても真
核生物の PCNA 結合タンパク質と機能的に対応するタンパク質群が PCNA と相互作用することが相次いで確
認され、その結合モチーフも真核生物における PIP box とほぼ同様の配列であることが明らかとなってきた。
しかしながらアーキア由来の PCNA 結合タンパク質のうち、DNA 複製や DNA 修復における最終段階で PCNA
と共役して働いていると考えられる DNA リガーゼに関しては明確な PIP box が存在しないことが指摘されて
いる。2)
これまでに我々は Pyrococcus furiosus 由来 DNA リガーゼに関する生化学的な研究を通して DNA リガーゼ
の酵素活性が PCNA によって促進されることを確認している。さらに X 線構造解析から DNA リガーゼの酵
素反応機構や他のタンパク質分子との相互作用部位について考察するに十分な構造的情報を入手することに
成功した。３）これらの知見をもとにして P.furiosus 由来 DNA リガーゼと PCNA との相互作用部位を同定し、
その生物学的意義を明らかにすることを目的として研究を行った。
【 方法 】
P.furiosus 由来 DNA リガーゼの結晶構造をもとにして各種の変異体を作成し、SPR 解析による PCNA-DNA
リガーゼ間の物理的相互作用と PCNA による DNA リガーゼ活性の促進を指標とした機能的相互作用の両面
から評価することで PCNA 結合部位を同定することを試みた。
【 結果 】
SPR 解析の結果から真核生物型 DNA リガーゼに共通して保存されている酵素触媒ドメインと DNA 結合ド
メインのうち、DNA 結合ドメインのみが PCNA との相互作用に必要であることが判明した。ヒトの DNA リ
ガーゼ I においても DNA 結合ドメインの N 末端に PCNA 結合部位が存在するため、真核生物とアーキアに
おいて PCNA との相互作用に必要な DNA リガーゼのドメインそのものは共通であることがわかった。ここ
で P.furiosus 由来 DNA リガーゼの DNA 結合ドメインを構成するアミノ酸の配列を確認したところ、PIP box
のコンセンサスを完全に満たすものではないが、その重要な構成要素であるグルタミン（Gln,Q）と代表的な
芳香属性アミノ酸であるフェニルアラニン（Phe,F）を含むアミノ酸配列“QKSFF”を見いだした。結晶構造
上、この配列がタンパク分子表面に露出していることを確認した後に、グルタミンと２個のフェニルアラニ
ンに対してアラニン置換を行った変異体を作成した。これらの変異体について物理的および機能的相互作用
について評価したところ、全ての変異体において相互作用能力の低下が確認され、この部位が PCNA との相
互作用において重要な役割を果たしていることがわかった。
【 考察 】
今回、P.furiosus 由来 DNA リガーゼにおいて見いだされた“QKSFF”配列は一般的な PIP box よりも短く、
またその存在位置がタンパク質分子の両末端ではないという点において新規なものであるといえる。すでに
ゲノム配列の解読が終了しているアーキアが有する DNA リガーゼのアミノ酸配列を確認したところ、今回見
いだされた“QKSFF”配列とほぼ同様の配列を DNA 結合ドメイン内に確認することができた。4)
今後、P.furiosus 由来 DNA リガーゼとの相同性が低いクレナーキオタ由来 DNA リガーゼについても生化学
的な実験を行い、この新規な PCNA 結合モチーフの普遍性について検証を続けていきたいと考えている。
【 引用文献 】
1) Wabrick, E. The puzzle of PCNA’s many partners. (2000) Bioessays 22, 997-1006.
2) Grabowski, B., Kelman, Z. Archeal DNA replication: eukaryal proteins in a bacterial context. (2003) Annu. Rev.
Microbiol. 57, 487-516.
3) Nishida, H., Kiyonari, S., Ishino, Y., Morikawa, K. The closed structure of an archaeal DNA ligase from
Pyrococcus furiosus. (2006) J. Mol. Biol. 360, 956-967.
4) Kiyonari, S., Takayama, K., Nishida, H., Ishino, Y. Identification of a novel binding motif in Pyrococcus furiosus
DNA ligase for the functional interaction with proliferating cell nuclear antigen. (2006) J. Biol. Chem. 281,
28023-28032.
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＜低温・深海＞
P-17

日本海奥尻海嶺、微生物マット堆積物における
微生物学的多様性解析とその変遷
○國嶋雅之１、２）、池田恵理子２）、福本健浩３）、Juan M. Gonzalez４）、河戸勝１）、
為我井秀行２）、仲宗根薫３）、森浩二５）、加藤千明１）
１）
独立行政法人海洋研究開発機構、２）日本大学文理学部、３）近畿大学工学部、
Naturales Y Agarobiologia de Sevilla、５）独立行政法人製品評価技術基盤機構
國嶋雅之：kunishimam@jamstec.go.jp

４）

Instituto De Recursos

目的：日本海奥尻海嶺、微生物マット域における微生物学的多様性を解析し、これまでのデータと比較して、
その微生物変遷と、コールドシープ活動の推移について検討を行った。
方法：2006 年度深海調査研究航海、YK06-07（首席、森浩二）に参加し、日本海奥尻海嶺、微生物マット域
（43°20.22’N, 139°39.85’E, しんかい 6500 dive No. 960、水深、2,960 m）において、MBARI 式柱状コア採泥
器により採泥を行った。得られたコア底泥を各 5 cm おきに無菌的に採取し、そこから Ultra Clean soil DNA kit
(MO Bio. Co.)を用い、母船「よこすか」の船内ラボにおいて DNA を抽出した。得られた DNA は液体窒素で
保管し、JAMSTEC 横須賀研究所に持ち込み、微生物学的多様性解析用のサンプルとした。以下の図に、サ
ンプリングのポイントと採泥の様子を示した。
(A)
(B)

(A) サンプリングサイトの
海 底 地 形 図 。 本
YK06- 07 航海にて
作成した。微生物マッ
トポイントは赤で示し
た。

奥尻海嶺

(B) 微生物マットポイント
でのサン プリングの
様子。

得られた DNA から、バクテリアとアーキアの 16S リボゾーム RNA 遺伝子の配列を指標とした、末端ラベル
制限酵素断片解析（t-RFLP）を行い、各深度別、サンプル別の微生物学的多様性解析を行った。
結果：t-RFLP のパターン解析から、バクテリアにおいては硫酸還元菌（デルタプロテオバクテリアグループ）
やイオウ酸化細菌（イプシロンプロテオバクテリア）が微生物マットにおいて特徴的に検出され、アーキア
のパターンでは嫌気的メタン酸化菌（ANME グループ）やメタン菌等が検出された。また、微生物マット域
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の鉛直方向の分布では 5 cm 以深において、硫酸還元菌と嫌気性メタン酸化菌とが同時に検出され、ここに「硫
酸還元メタン酸化微生物共同体」が形成されていることが示唆された。
考察：2003 年度に行った同微生物マットの調査では、本海域にて特徴的な「硫酸還元メタン酸化微生物共同
体」の形成が確認され、コールドシープ活動が活発であることを報告した（Arakawa et al., 2006）が、今回の
調査でも同様にそれが確認された。しかしながら、3 年前と比較をすると、明らかに微生物マットのサイズ
が小さくなってきていることが観察され（下の写真参照）、コールドシープ活動に関わる微生物学的多様性の
分布の変化が示唆されている。今後、クローン解析を試み、この 3 年間の微生物相の変化とシープ活動との
変遷について検討をう予定である。

6K#767, 2003

6K#960, 2006

2003 年度の微生物マットは果てしなく広がっていたが、2006 年度ではこれが点在する形になっ
ており、その分布の範囲はかなり小さくなっていた。

引用文献
Arakawa, S., Sato, T., Sato, R., Zhang, J., Gamo, T., Tsunogai, U., Hirota, A., Yoshida, Y., Usami, R. Inagaki, F. and
Kato, C. (2006) Molecular phylogenetic and chemical analyses of the microbial mats in deep-sea cold seep sediments
at the northeastern Japan Sea. Extremophiles, 10, 311-319.

P-18

深海底泥からの硝化・脱窒関連遺伝子の探索
○為我井秀行１）、青木里恵１）、荒川康２）、加藤千明２）
１）
日本大学大学院・総合基礎科学研究科、２）（独）海洋研究開発機構・極限環境生物圏研究センター
代表者 為我井秀行：htamegai@chs.nihon-u.ac.jp
（目的）
硝化と脱窒は地球上における窒素循環を担う微生物機能である。硝化は 2 種の独立栄養化学合成細菌、ア
ンモニア酸化細菌と亜硝酸酸化細菌によって行われ、アンモニアを硝酸へと酸化する。また脱窒は脱窒細菌
などによって行われ、硝酸を亜硝酸、NO、N2O、N2 へと順次還元する。典型的な嫌気呼吸である。生物圏か
ら自然界へ放出されたアンモニアは硝化細菌によって硝酸へと酸化され、さらに脱窒細菌によって N2 へと還
元されて大気中に放出される。N2 は窒素固定細菌によって再び生物圏へと取り込まれる。したがって地球上
での窒素循環を考える上で、環境中におけるこれらの細菌の動向を研究することは重要な意味を持つ。近年
分子生物学の発達に伴って、環境中から微生物を単離することなく DNA を抽出することによって微生物叢の
解析を行うことが可能となっている。ターゲットとしてはおもにリボソーム RNA 遺伝子を利用するが、硝化
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細菌のように極端に生育速度の遅い細菌は自然界での菌数が少なく、検知が困難である。また脱窒細菌のよ
うに幅広い系統の微生物を対象とする場合、リボソーム RNA 遺伝子では特定が不可能である。そこでそれぞ
れの細菌の持つ機能遺伝子をターゲットとして解析を行う手段が有効である。一般的には硝化細菌ではアン
モニアモノオキシゲナーゼをコードする amoA、脱窒細菌では亜硝酸還元酵素をコードする nirK または nirS
を用いて解析が行われている。
深海における窒素循環についてはまだあまり研究例がないが、マリアナ海溝底泥から脱窒細菌が単離され
ており、深海でも窒素循環が存在する可能性は示唆されている(Tamegai et al. 1997)。しかし脱窒には硝化細菌
による硝酸の供給が不可欠である。本研究では amoA、nirK および nirS を指標として、深海における窒素循
環の存在と関与する微生物群に関して検討を行う。
（方法）
海洋研究開発機構所属の「しんかい 6500」および「よこすか」によっておこなわれた NaBiSC 航海（YK05-08,
Leg. 1）で回収された南海トラフ底泥から DNA を抽出した。この際、深度および地点の異なる 6 個のサンプ
ルを用いた。これらの DNA を鋳型として PCR を行った。この際使用したプライマーはすでに amoA、nirK、
nirS の探索において使用されているものである(Rotthauwe et al. 1997; Braker et al. 1998)。予想されるサイズに
DNA 断片の増幅が見られたものに対して配列の解析を行い、BLAST による相同性検索、CLUSTALW による
類縁性解析を行った。
（結果および考察）
すべてのサンプルから amoA（計 42 クローン）および nirS（計 98 クローン）相同遺伝子を得ることができ
た。nirK 相同遺伝子はどのサンプルからも増幅が得られなかった。
amoA はこれまでの研究によって 9 個のクラスターに分類できるとされていたが今回得られたクローンは
系統樹上ではこれらのクラスターとは離れて存在していた。また深海コアサンプルから得られたクローンと
の類縁性を示したことから、深海には特有のアンモニア酸化細菌が存在することが示唆された。
これに対して nirS は既知の細菌の遺伝子、および他の海域から得られたクローンとある程度の類縁性を示
した。これはおそらくアンモニア酸化細菌は一般的に脱窒細菌に比べて生育が遅く単離が困難であるために、
未知の菌がまだ多く存在する可能性が高いためであろう。しかし系統樹では既知のクローンを含まないクラ
スターも複数見られた。これらは南海トラフ特有の脱窒細菌由来であると考えられる。
本研究では同じサンプルから硝化、脱窒関連の遺伝子を取得することに成功した。この結果は深海におい
ても窒素循環が存在することを示唆するものである。
（引用文献）
Braker G, Fesefeldt A, Witzel K-P (1998) Development of PCR primer systems for amplification of nitrite reductase
genes (nirK and nirS) to detect denitrifying bacteria in environmental samples. Appl Environ Microbiol
64:3769-3775
Rotthauwe J-H, Witzel K-P, Liesack W (1997) The ammonia monooxygenase structural gene amoA as a functional
marker: molecular fine-scale analysis of natural ammonia-oxidizing populations. Appl Environ Microbiol
63:4704-4712
Tamegai H, Li L, Masui N, Kato C (1997) A denitrifying bacterium from the deep sea at 11000-m depth. Extremophiles
1:207-211
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P-19

マリアナ海溝より分離された絶対好圧性微生物
Shewanella benthica DB21MT-2 の高圧適応機構解析
—イソプロピルリンゴ酸脱水素酵素を例として
○佐藤孝子１）、笠原良太２）、為我井秀行３）、加藤千明１）
１）
独立行政法人海洋研究開発機構・極限環境生物圏研究センター、
２）
日本大学大学院・総合基礎科学研究科、３）日本大学・文理学部・化学科
佐藤孝子：satot@jamstec.go.jp
地球の深海底最深部である、マリアナ海溝チャレンジャー海淵（深度 10898 m）の堆積物から分離された
好圧性微生物 Shewanella benthica DB21MT-2 は、その生育環境を反映した特性を示していることが既に知られ
ている。この菌株が低温、高水圧下で良好な生育を示すことは、他の深海底堆積物から分離された好圧性微
生物と同様だが、その生育至適圧力は 10℃において 70 MPa であるという特殊な生育特性を示した。現場圧
力に近い 100MPa での生育が可能な反面、大気圧下から 50 MPa まではほとんど生育がみられないことから、
本菌株は「絶対好圧性微生物」として、他の好圧性微生物と区別されている。幸い、Shewanella 属細菌は好
圧性の異なる菌株が深海底の各深度から分離されており、高圧適応のメカニズムを比較検討するのに良いモ
デル微生物群となっており、これまでにも加圧応答として遺伝子発現、脂肪酸組成、呼吸鎖等の側面で研究
がなされてきた。さらに近年、Shewanella 属細菌においては、S. violacea DSS12 を始めとするいくつかの菌株
でゲノムも解析され、これまでの知見とあわせ、網羅的な高圧適応機構の解明が期待される。そこでその一
端として、絶対好圧性微生物 S. benthica DB21MT-2 と圧力感受性微生物 S. oneidensis MR-1 由来のタンパク質
の圧力適応解析を試みた。
タンパク質としては、既に多くの知見があり、さらにその構造や、耐熱性といった物理的因子も検討され
ているが圧力に関する報告のないイソプロピルリンゴ酸脱水素酵素(IPMDH)を選択した。IPMDH をコードす
る leuB 遺伝子をそれぞれの菌株から PCR にて遺伝子増幅し、His-tag 精製用のプラスミド pQE80-L にクロー
ニングした。IPTG 誘導による IPMDH の大量発現後、キレートカラムにより精製タンパク標品を得た。それ
ぞれのクローンの塩基配列解析によって推定された IPMDH のアミノ酸配列の相同性は約 85％と高く、主に
C 末端側に相違が多く検出された。また、各精製 IPMDH を標品とし、大気圧下で至適温度及び熱処理後の活
性測定を、圧力分光高度計を用いて加圧下の酵素活性測定を行い、圧力特性を検討した。その結果、至適温
度活性のピークは両方とも同じ 65℃であったが、MR-1 は MT-2 に比べ同じ温度条件下で高い活性率を示した。
熱処理後残存活性については、失活する温度が MR-1 の方が MT-2 より 5℃高く、45℃以降において活性に差
があることが明らかとなった。また、各 IPMDH のアミノ酸配列データにより、RasMol プログラムを用いて
タンパク質の立体構造を推測したところ、N 末端から 339~344 で形成するターン構造近辺の立体構造に違い
があることが示され、これが、圧力による活性化体積変化（ΔV）に影響し、加圧下での酵素活性に違いを
もたらした可能性が示唆された。

P-20

低温菌 Shewanella livingstonensis Ac10 の低温環境適応に関与する
低温誘導性ポーリンの機能解析
○川本 純１）、栗原達夫１）、北川正成２）、加藤郁之進２）、江崎信芳１）
１）
京都大学・化学研究所、２）タカラバイオ
代表発表者:川本 純 jun_k@mbc.kuicr.kyoto-u.ac.jp
【目的】南極海水より単離された Shewanella livingstonensis Ac10 は 4˚C から 25˚C の温度範囲で生育し、18˚C
で最も良好に生育する低温菌である。地球上の 80% は年間を通して 4˚C 以下の低温環境であり、低温菌や
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好冷好圧菌のような低温環境に適応した生物は地球環境への適応に最も成功した生物種であると言える。低
温菌由来の低温酵素についての研究は多く報告されているものの、低温菌自体の低温環境への適応メカニズ
ムについての報告例は少ない。我々は S. livingstonensis Ac10 のドラフトゲノム配列を決定し、S. livingstonensis
Ac10 のゲノム情報に基づいた低温環境適応機構の解析を行っている。本菌のプロテオーム解析により、低温
で生産量が増加している 28 種のタンパク質を同定した。その中に、膜を介した物質輸送に関与することが
知られている外膜ポーリンタンパク質のホモログである Omp_C176 が含まれており、培養温度に応じて外膜
透過性を調節する仕組みが存在することが示唆された。本研究では、低温誘導性ポーリン Omp_C176 の機能
解析を目的とし、リアルタイム RT-PCR による発現量の解析、および omp_C176 遺伝子の破壊が低温での
生育速度と膜透過性へ及ぼす影響について解析した。
【方法】4˚C と 18˚C で培養した菌体から抽出した RNA を用いて、リアルタイム RT-PCR を行った。遺伝
子破壊用プラスミド pKNOCK-Km を使用し、遺伝子破壊株を作製した。p-nitrophenyl phosphate (PNPP) を基
質とし、菌体のペリプラズム画分のアルカリフォスファターゼ (AlPhos) 活性によって生じる p-nitrophenol
を測定することで、膜の透過性を解析した。
【結果・考察】本菌のゲノム情報から、S. livingstonensis Ac10 が omp_C176 を含めて少なくとも７つ外膜ポ
ーリン遺伝子を有することがわかった。リアルタイム RT-PCR の結果、omp_C176 が他のポーリン遺伝子に
比べて低温で顕著に誘導発現されていた。omp_C176 遺伝子破壊株は 22˚C においては、野生株と同程度に
生育したが、培養温度の低下に伴って野生株に比べて生育速度が低下したことから、S. livingstonensis Ac10 の
低温適応において Omp_C176 が重要な役割を担っていることが示唆された。細胞破砕液を用いて PNPP を
基質とした AlPhos 活性を測定した結果、野生株と omp_C176 遺伝子破壊株の間で差は無かったのに対して、
菌体を用いて測定した時、p-nitrophenol の生成速度は 60% 程度まで低下することがわかった。p-nitrophenol
の生成は膜を介して取り込まれる PNPP 量に依存することから、Omp_C176 の欠損が膜の透過性を低下させ
たことが示された。以上の結果から、S. livingstonensis Ac10 は低温環境で Omp_C176 を転写レベルで誘導生
産することで、低温環境での膜の透過性を調節していることがわかった。

P-21

凸面環境へのマウス繊維芽細胞 3T3L1 の接着
○永原朋幸１）2)、小西聡史１）、三輪哲也 1）、庄野厚２）
１）
海洋研究開発機構・極限環境生物圏研究センター、２）東京理科大学工学研究科化学工学専攻
小西聡史：skonishi@jamstec.go.jp
目的 従来の動物細胞担体は平面または凹面で構成されている．浮遊状態で球形である動物細胞は，これら
の担体表面で伸展して接着する．これに対し，われわれが新規な担体として提案したメッシュは，凸面で構
成されている．動物細胞にとって極限環境ともいえる凸面に動物細胞を接着させた場合，細胞が球形を保持
したまま接着することがわかってきた 1)．そこで本報告では，球形での接着の原因を探るべく，凸面である
繊維上で培養を行うことにより接着形状や増殖速度を調査し，メッシュ担体の優位性を検証し，バイオリア
クターへの応用を検討することを目的とした．
方法 細胞担体として用いた繊維はナイロン製モノフィラメント(繊維径 49,104,165μm) である．これにマ
ウス繊維芽細胞 3T3L1 を含む培地を添加して 37℃，5%CO2 のインキュベータ中で振盪培養した．繊維に接着
した 3T3L1 を位相差顕微鏡で観察し，平面上での接着した画像と比較した．
結果と考察 平面と繊維径が 49，104，165μm のそれぞれの繊維に接着し，4 日間培養を行った 3T3L1 の位
相差顕微鏡像を図 1 に示す．
平面上における接着と異なり，繊維上への接着では細胞が球形に接着することが確認でき，凸面が接着し
た細胞の形状に影響を与えていると考えられた．また，今回用いた繊維径においては全ての細胞が球形に接
着し，細胞が平面のように伸展する閾値は得られなかった．
引用文献 1）小西聡史ら，化学工学会秋田大会研究発表講演要旨集 C117（2004）
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2) 小西聡史ら，極限環境微生物学会誌 vol.3-2，p98（2004）
平面

104μm

繊維径：49μm

165μm

図 1 平面及び各繊維に接着した細胞の位相差顕微鏡像
P-22

南マリアナトラフの硫化物構造体における微生物相の系統解析
○ 大場裕紀１）、加藤真悟１）、掛川武２）、石橋純一郎３）、益田晴恵４）、浦辺徹郎５）、
山岸明彦１）
１）
東薬大・生命、２）東北大・理、３）九大・理・地球惑星、４）大阪市立大・理、
５）
東大理系大学院・地球惑星科学
大場裕紀：kawabu_no_hikari@yahoo.co.jp
海底熱水系の熱水噴出孔から湧き出る熱水にはメタンや硫化水素などの還元性物質が豊富に含まれ
ている。そしてそれらの還元性物質を酸化することで得られる化学エネルギーを利用して生育する微生物、
化学合成細菌の存在が明らかにされている。またこれまでの研究により、海底熱水系に化学合成細菌を一次
生産者とした生態系の存在が示唆されている。
本研究では海底熱水系から採取した硫化物構造体の一部を非培養法で解析することにより、海底熱水系の
微生物相についての新たな知見を得ることを目的とした。
試料採取地点は南マリアナトラフの 2 ケ所の熱水地帯(Fryer site、Pika site)である。今回我々はこの２つの
海底熱水噴出地帯から採取された硫化物構造体試料について解析を行った。
まずはじめに熱水マウンド試料から微生物のゲノム DNA を抽出した。次に、抽出したゲノム DNA をテン
プレートにして PCR によって 16S rRNA 遺伝子領域を増幅した。なお、プライマーはまず古細菌に特異的な
ものを用いた。その後、増幅された DNA 断片をクローニングし、シークエンシングによって 16S rRNA 遺伝
子の塩基配列を決定した。得られた配列を元に系統解析を行った。
その結果、硫黄に依存した独立栄養及び従属栄養を行う超好熱菌のクローンが多数検出された。このこと
から、南マリアナトラフの海底熱水系の高温環境においても超好熱菌を中心とする生態系があることが示さ
れた。この結果は、他の海底熱水系の高温環境における報告のいくつかと類似している。また古細菌クロー
ンについては、Crenarchaeota や Euryarchaeota よりも進化系統樹において根元に位置する Korarchaeota や
Ancient archaea group のクローンが検出された。さらに Korarchaeota については 118 クローン中 22 クローンと
約 20%の割合で検出された。これまでにも上記のようなクローンは発見されているものの、今回のような高
い割合で検出されたという報告はない。このことから今回解析した熱水噴出地帯の硫化物構造体内の微生物
相においては、Korarchaeota がかなりの比率を占めているかもしれない。今後、FISH 法での顕微鏡観察や定
量 PCR を行うことによってこの点を確認する予定である。
また今回解析した硫化物構造体の環境が Korarchaeota や Ancient archaea group にとって生育しやすい環境で
あることも示唆された。今後、この硫化物構造体について鉱物組成等詳細を解析していく予定である。
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Identification and characterization of highly boron tolerant bacteria- a new
frontier in extremophiles
Iftikhar Ahmed1),3), Akira Yokota2), ○Toru Fujiwara1),4)
1)
Biotechnology Research Centre, The University of Tokyo, Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, Japan. 2)Institute
of Molecular and Cellular Biosciences, The University of Tokyo, Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, Japan.
3)
National Agricultural Research Centre, Islamabad-45500, Pakistan, 4)SORST, JST, Japan. Toru Fujiwara:
atorufu@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp
We present boron (B) toxicity tolerance of bacteria as a new frontier in extremophiles.
Boron, a non-metal micronutrient, is required for the growth of plants and some animals. However, its essentially has
not yet been established for bacteria (except cyanobacteria), fungi and green algae. The elevated level of B is toxic and
the growth of living organisms is suppressed in B-contaminated environments. Due to toxic effects for microorganisms,
B has long been used in the treatment of recurrent vulvovaginal candidiasis caused by some species of Candida and
Saccharomyces.
We isolated and identified several species of bacteria from naturally high boron containing soils of Hisarcik area in
the Kutahya province of Turkey. Some of them were characterized as the novel species (Ahmed et al., 2006 a, b & c)
and were found to be tolerant to high concentration of B; a concentration at which most species of bacteria cannot
survive. Comparative 16S rRNA gene sequence data demonstrated that the isolates belong to five genera; Rhodococcus,
Arthrobacter, Chimaereicella, Gracilibacillus and Bacillus. The isolates belonging to Bacillus species showed the
highest B-tolerance and grew in TSB medium containing more than 450 mM B. The isolates belonging to
Gracilibacillus, Chimaereicella, Rhodococcus and Arthrobacter, grew in TSB medium containing B concentration of
450, 300, 100 and 80 mM B, respectively. The close neighboring type species of the isolates did not grow in the
medium containing 60–70 mM B. One of the isolated novel Bacillus species did not grow without B in the medium.
This is the first report that any bacterial species needs B for its growth as an essential component. The time course of B
uptake by Bacillus isolates from TSB medium containing 10 mM 10B demonstrated that the isolates maintained
significantly lower concentration of 10B in the cells than that in the medium. Our investigations also showed no
decrease of B in the culture medium with these B-tolerant strains grown at low (10 µM) as well as at high (500 µM) B
levels up to stationary phase. These results suggest that exclusion and/or efflux of B is a mechanism of tolerance against
high external concentration of B in the medium in prokaryotes.
References:
Ahmed, I., A. Yokota and T. Fujiwara. (2006a). A novel highly boron tolerant bacterium, Bacillus boroniphilus sp. nov.,
isolated from soil, which requires boron for its growth. Extremophiles. (in press).
Ahmed, I., A. Yokota and T. Fujiwara. (2006b). Gracilibacillus boraciitolerans sp. nov., a novel boron tolerant,
moderately alkaliphilic and moderately halotolerant bacterium isolated from soil. Intl. J. Syst. Evol. Microbiol.
(submitted).
Ahmed, I., A. Yokota, A. Yamazoe and T. Fujiwara. (2006c). Proposal of Lysinibacillus gen. nov., Lysinibacillus
boronitolerans gen. nov. sp. nov., and transfer of Bacillus fusiformis to Lysinibacillus fusiformis comb. nov., and of
Bacillus sphaericus to Lysinibacillus sphaericus comb. nov. Intl. J. Syst. Evol. Microbiol. (submitted).
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Chromobacterium sp. WK 株の生産する
コレステロールオキシダーゼの精製と諸性質の解析
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○柴田貫平、道久則之
東洋大学 生命科学研究科
柴田貫平：characterization-sibata@hotmail.co.jp
【目的】
コレステロールオキシダーゼ（COX）は、主として血中コレステロール濃度を測る際の臨床検査試薬に用
いられている。現在、様々な細菌由来の COX が報告されている。COX は、通常、コレステロールから
cholest-4-en-3-one（CEO）を生成する。しかし、近年、コレステロールから 6β-Hydroperoxycholest-4-en-3-one
（HCEO）を生成する COX が報告された。このタイプの酵素を生産する細菌として、現在のところ
Pseudomonas 属細菌の一部と Burkholderia cepacia が知られている。本研究では、これら以外の細菌由来の
HCEO 生成コレステロールオキシダーゼを解析することにより HCEO 生成コレステロールオキシダーゼの共
通の特徴や CEO 生成コレステロールオキシダーゼとの比較を目的として、HCEO 生成コレステロールオキシ
ダーゼ生産菌の探索を行った。さらに、スクリーニングより取得した菌株の中から酵素生産量が多い菌株を
選択し、HCEO 生成コレステロールオキシダーゼの精製と諸性質の解析を行った。
【方法】
スクリーニング方法
0.1% cholesterol を含む LB 寒天培地に関東各地から採取した土壌試料を塗布し、30℃で 2～3 日間培養した。
コロニーの周りに生成したハローを観察した。
コレステロールオキシダーゼ精製方法
8liter LB 培地に本菌を植菌し、30℃、16 ｈ、120 rpm の条件で培養した。遠心分離により培養上清を回収し、
この培養上清を 80％飽和硫安沈殿した。沈殿物を回収して透析した後、DEAE－cellulose DE52 カラムおよび、
Butyl-Toyopearl 650M カラムにより精製した。
【結果・考察】
スクリーニングの結果、コレステロールオキシダーゼを生産する Chromobacterium sp.WK 株を単離した。
本菌の酵素を精製した結果、分子量は 58 kDa であった。本酵素の至適温度は 65℃であり、至適 pH は 8.0 で
あった。また、pH 安定性は pH3.0 から 10.0 までの広い範囲で安定であり、温度安定性では、80℃において
も 90％以上の残存活性を示した。すでに報告されている多くのコレステロールオキシダーゼは 80℃でほぼ完
全に失活することが報告されており、市販されているコレステロールオキシダーゼと本酵素の温度安定性を
比較した結果からも本酵素の温度安定性が優れていることが示された。

P-25

非塩性通常土壌から分離した、5％以上の食塩を要求する新規好塩菌の分類
学的研究
○ 越後 輝敦 1), 2)、峯岸 宏明 1)、福島 忠将 1)、水木 徹 1)、亀倉 正博 3)、
宇佐美 論 1), 2)
1)
東洋大学バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター、
2)
東洋大学・工学部・応用化学科、3)好塩菌研究所
極限環境微生物の一種である好塩性微生物は、一般に増殖に 1.2% (w/v)以上の NaCl を必要とする微生物で
ある。現在までに好塩性微生物は様々な含塩試料、塩性環境から分離されている。海水は 0.6 M (3.5% (w/v))
程度の NaCl を含むことから、増殖至適 NaCl 濃度が 0.2-0.5 M (1.2-2.9% (w/v))の低度好塩性微生物や、0.5-2.5
M (2.9-15% (w/v))の中度好塩性微生物が多く分離され、より塩濃度の高い、塩蔵食物、醤油もろみ、塩田の砂
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や天日塩、塩湖、岩塩などからは中度好塩性微生物や、増殖至適 NaCl 濃度 2.5-5.2 M (15-32% (w/v))の高度好
塩性微生物が分離される。このように、好塩性微生物はその増殖に高濃度の NaCl を必要とすることから、高
塩濃度環境からのみ分離が可能であると考えられていた。そのため、非塩性環境である一般的な土壌などか
ら好塩性微生物が分離されたという報告はなかったが、我々は好塩性微生物が非塩性環境中においても普遍
的に存在していることを明らかにし、昨年の本年会で報告した。
本研究では関東近郊の非塩性土壌から、新規好塩性微生物である BH2T 株、BM2T 株を分離し、分類学的解
析を行った。分離菌株の 16S rRNA 遺伝子塩基配列に基づく系統解析の結果、BM2T 株は中度好塩菌である
Alkalibacillus haloalkaliphilus と 98.0%の相同性を示した。BH2T 株は最も近縁な株と 94.1%の相同性であった。
分離した BH2T 株、BM2T 株はいずれも、胞子形成能を有する好気性のグラム陽性桿菌であり、運動性を有
していた。いずれの菌株も NaCl 濃度 5.0-25% (w/v)の範囲で生育し、至適 NaCl 濃度が 10-15% (w/v)の中度好
塩性であった。また、BH2T 株は pH 5.5-10.0 の範囲で生育し、至適 pH は 8.5-9.0、BM2T 株は pH 7.0-10.0 の範
囲で生育し、至適 pH は 9.0-9.5 であり、いずれも好アルカリ性であった。
系統学的特徴、および表現型の特徴から、BH2T 株 (= JCM 14192T = DSM 18494T)を基準株とする新属新種
Halalkalibacillus halophilus、BM2T 株 (= JCM 14193T = DSM 18495T)を基準株とする Alkalibacillus 属の新種 A.
silvaisolus を提唱した（A. haloalkaliphilus との DNA-DNA ハイブリザイゼーション値は 23%以下）。
本研究は、非塩性土壌から分離した好塩菌に関する分類学的研究としては世界で最初の報告である。

P-26

高度好塩性古細菌 Haloarcula japonica の形態変化の熱分析による検討
○秋山洋子１）、河合良夫１）、高品知典２）
１）
東洋大学大学院・生命科学研究科、２）東洋大学・生命科学部
高品知典：takasina@itakura.toyo.ac.jp
【背景と目的】
高度好塩性古細菌 Haloarcula japonica は、1988 年に石川県能登半島の塩田土壌から高品、掘越らにより世
界で始めて分離された、三角形平板状という特殊な形態を持つ菌である。生育可能塩濃度は 2.5～4.3M で、
生育･形態維持には高濃度の Mg2+を必要とする。現在、Mg2+除去により細胞表層糖タンパク質（CSG）が細
胞表層から遊離して球状(スフェロプラスト)化することが明らかにされている。従って、形態維持には CSG
の関与が示唆されている。そこで本研究では、示差走査熱量測定（DSC）を用い、三角形平板状菌体とスフ
ェロプラスト化菌体の比較検討をすることによって形態維持機構に迫ることを目的とした。
【方法】
①三角形平板状サンプルおよびスフェロプラスト化サンプルの DSC による比較： 両サンプルの DSC を昇温
速度 1.5℃/min で行ない、比較した。装置は METTLER TOLEDO DSC821e を使用した。
②各ピークの検討： リボソーム、
赤色色素、CSG 画分を調製し DSC を行った。CSG 画分は、
菌体に Mg2+(-)buffer
を添加後、CSG が遊離した上清に Mg2+を再添加して得られたペレットを CSG 画分とした。
③SDS-PAGE による CSG の確認： スフェロプラスト化後、CSG を含む上清と CSG が脱離した菌体を、遠心
操作により分離し、菌体は超音波破砕した。これらのサンプルの SDS-PAGE を行い、CBB 染色および PAS
染色によりバンドを検出した。
【結果および考察】
三角形平板状サンプル、スフェロプラスト化サンプル共に 80、98℃付近の吸熱ピークを示した。リボソー
ム画分と、リボソーム抽出の際に得られた脂質と思われる赤色色素画分の DSC を行ったところ、80℃のピー
クはリボソーム、98℃のピークは赤色色素画分の吸熱ピークであると示唆された。この赤色色素画分から脂
質を抽出し TLC を行ったところ、この画分は脂質を含む画分と確認された。
また、三角形平板状サンプルのみが 70℃付近の吸熱ピークを示した。このピークがスフェロプラスト化サン
プルで消失したのは、Mg2+除去による CSG の遊離が原因ではないかと推測されたので、CSG 画分の DSC を
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行なった。結果、70℃付近のピークと一致した。しかしながら、三角形平板状サンプルとスフェロプラスト
化サンプルの Mg2+濃度を揃えると、消失した 70℃付近のピークが回復したので、ピークの消失は CSG の遊
離以外に原因がある可能性が示唆された。そこで CSG を含む上清と CSG が脱離した菌体の SDS-PAGE を行
なった結果、CSG は Mg2+除去により確かに遊離するが、菌体にも多くの CSG が残存していた。従って、70℃
のピークがスフェロプラスト化サンプルで消失したのは、CSG が遊離したためだけではなく、Mg2+除去によ
り CSG を単一成分とする surface-layer の構造が変化したためである可能性が示唆された。

P-27

身近な環境に生息する細菌の放射線抵抗性
○佐藤勝也１）、徳江将２）、原将樹２）、片山豪２）、大庭寛史１）、鳴海一成１）
１）
原子力機構・遺伝子資源、２）群馬県立中央高等学校
代表者氏名：sato.katsuya@jaea.go.jp
【背景・目的】
自然界において細菌の存在しない環境を見つけ出すのは困難であり、土壌・水圏はもちろん、あらゆる地
球環境に広く存在している。また、一般的に生理活性が阻害される極端な温度・pH・圧力・塩濃度、さらに
は放射線などの極限環境下からも様々な細菌が分離されている。極限環境微生物の一つである放射線抵抗性
細菌デイノコッカス・ラジオデュランスの有する高い DNA 修復能力を明らかにすることは、生命の根幹機
能である DNA 修復機構の生物進化を解き明かす手掛かりとなりうる。また我々は、これまでに放射線抵抗
性細菌の DNA 修復機構解明研究の過程において、生命科学・バイオ技術分野に応用可能な新規 DNA 修復促
進タンパク質 PprA を見出した（1, 2, 3）。このように、放射線抵抗性細菌は、有用遺伝子資源としても非常に
期待されている。これまでに環境中より多種多様な細菌が分離されているにもかかわらず、これら細菌の放
射線抵抗性についてはほとんど知られていない。そこで、本研究では身近な環境に生息する細菌を分離し、
放射線抵抗性について解析を行った。
【方法】
群馬県内の 7 ヶ所の地点より土および水を採取し試料とした。各試料は、30 あるいは 60℃にて純培養し、
菌体を分離した。分離した菌体よりゲノム DNA を抽出した後、16S rRNA 遺伝子の塩基配列の解析から菌種
を同定した。分離・同定した各菌体にガンマ線を照射し、生存率を測定した。さらに、カタラーゼ活性の有
無についても併せて解析した。
【結果および考察】
群馬県内の各所より採取した試料から、30℃にて培養可能な菌体を 12 種、60℃にて培養可能な菌体を 1 種、
分離・同定することが出来た。分離した菌体のうち 2 種は、非常にガンマ線に対して高感受性を示した。ま
た、4 種の菌体は、大腸菌と同程度のガンマ線感受性であった。これに対して、7 種の菌体は、放射線抵抗性
細菌よりはガンマ線感受性であったが、大腸菌よりも非常に高いガンマ線抵抗性を示した。さらに、ガンマ
線に抵抗性を示した細菌群では、ガンマ線感受性の細菌群と比較して、高いカタラーゼ活性が見られた。こ
のことから、ガンマ線抵抗性にカタラーゼ活性が重要な役割を担っていると考えられた。
（この研究は、群馬
県立中央高等学校理数科課題研究として行った。）
【引用文献】
1. Issay Narumi, Katsuya Satoh, Suzhen Cui, Tomoo Funayama, Shigeru Kitayama, Hiroshi Watanabe. (2004). PprA: a
novel protein from Deinococcus radiodurans that stimulates DNA ligation. Molecular Microbiology, 54, 278–285.
2. Katsuya Satoh, Seiichi Wada, Masahiro Kikuchi, Tomoo Funayama, Issay Narumi, Yasuhiko Kobayashi. (2006).
Method for detecting DNA strand breaks in mammalian cells using Deinococcus radiodurans PprA protein.
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Mutation Research- Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 596, 36–42.
3. 佐藤勝也, 大庭寛史, 鳴海一成. (2006). 放射線抵抗性細菌の新規 DNA 修復タンパク質. 生物物理, 46,
270–274.
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放射線抵抗性細菌デイノコッカス・ラジオデュランスの
放射線応答機構に関与する新規制御タンパク質 “PprM”
○大庭寛史１）、佐藤勝也 1）、ハイサム・エスガーヤル 1),2)、鳴海一成 1）
1）
原子力機構・遺伝子資源、2) 群馬大院・工学研究科
大庭寛史：ohba.hirofumi@jaea.go.jp
【目的】
放射線抵抗性細菌デイノコッカス・ラジオデュランスの非常に効果的な DNA 二本鎖切断修復には、放射
線照射によって DNA 損傷が生じた後に合成されるタンパク質が寄与している。放射線誘導性の主要な DNA
修復タンパク質として、デイノコッカス特有の PprA タンパク質 (1) 及び組換え修復タンパク質である RecA
(2,3) が知られているが、これらのタンパク質はデイノコッカス特有の PprI タンパク質によって誘導が制御さ
れていると考えられている (4,5,6,7)。しかし、PprI タンパク質によって制御される放射線応答の詳細な分子
機構については未だ明らかにされていない。本研究では、PprI タンパク質の機能的特性を解析し、放射線応
答の分子機構の解明を試みた。
【方法及び結果】
PprI タンパク質を精製し、PprI 抗体を作成した。この抗体を用いて、γ線照射後の PprI タンパク質の細胞
内変動を解析したところ、γ線照射、非照射にかかわらず、PprI タンパク質の細胞内誘導量は構成的であり、
さらに、PprI タンパク質は膜結合タンパク質であることを明らかにした。また、PprI タンパク質は pprA 遺伝
子プロモーター (8) に直接的に結合しなかったことから、PprI タンパク質と pprA 遺伝子プロモーターとの間
には未知のタンパク質が介在している可能性が示唆された。そこで、pprI 遺伝子を破壊し、野生株とのタン
パク質のプロファイルを比較したところ、pprI 遺伝子破壊株特異的に高発現するタンパク質を同定し、PprM
と名付けた。そこで、pprM 遺伝子を破壊したところ(XCSP1 株)、XCSP1 株はγ線に対して高感受性であるこ
とを明らかにした。また、XCSP1 株では PprA タンパク質の誘導が正常に起きず、PprM タンパク質は pprA
遺伝子の発現をプロモーターレベルで制御していることを明らかにした。
【考察】
PprM タンパク質は cold shock protein のホモログである。しかし、ラジオデュランスにおいて詳細な機能は
解っていない。本研究では、新たに同定した PprM タンパク質が、pprA 遺伝子発現において重要な役割を果
たし、膜結合タンパク質である PprI によって制御されているデイノコッカス・ラジオデュランス独自の放射
線応答機構に深く関与していることを明らかにした。
【引用文献】
(1) Narumi, I., Satoh, K., Cui, S., Funayama, T., Kitayama, S., and Watanabe, H. (2004) PprA: a novel protein from
Deinococcus radiodurans that stimulates DNA ligation. Mol. Microbiol. 54: 278-285.
(2) Narumi, I., Satoh, K., Kikuchi, M., Funayama, T., Yanagisawa, T., Kobayashi, Y., Watanabe, H., and Yamamoto, K.
(2001) The LexA protein from Deinococcus radiodurans is not inbolced in RecA induction following gamma
irradiation. J. Bacteriol. 183: 6951-6956.
(3) Satoh, K., Narumi, I., Kikuchi, M., Kitayama, S., Yanagisawa, T., Yamamoto, K., and Watanabe, H. (2002)
Charabterization of RecA424 and RecA670 proteins from Deinococcus radiodurans. J. Biochem. 131: 121-129.
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(4) Earl, A. M., Mohundro, M. M., Mian, I. S., and Battista. J. R. (2002) The IrrE protein of Deinococcus radiodurans
R1 is a novel regulator of recA expression. J. Bacteriol. 184: 6216-6224.
(5) Hua, Y., Narumi, I., Gao, G., Tian, B., Satoh, K., Kitayama, S., and Shen, B. (2003) PprI : a general switch
responsible for extreme radioresistance of Deinococcus radiodurans. Biochem. Biophys. Res. Commun. 306: 354-360.
(6) Gao, G., Le, D., Huang, L., Lu, H., Narumi, I., and Hua, Y. (2006) Internal promoter characterization and expression
of the Deinococcus radiodurans pprI-folP gene cluster. FEMS Microbiol. Lett. 257: 195-201.
(7) 佐藤勝也, 大庭寛史, 鳴海一成. (2006) 放射線抵抗性細菌の新規 DNA 修復タンパク質. 生物物理. 46:
270-274.
(8) Ohba, H., Satoh, K., Yanagisawa, T., and Narumi, I. (2005) The radiation responsive promoter of the Deinococcus
radiodurans pprA gene. Gene. 363: 133-141.

P-29

枯草菌マルチ遺伝子型Na+/H+対向輸送体のイオン輸送に直接的に関与する
サブユニットの同定

○梶山裕介1,2)、古園さおり1)、関口順一2)、工藤俊章1,3)
1)
理化学研究所・環境分子生物、2)信州大院・工・生物機能、3)横浜市大
【目的】
Sha (Mrp/Mnh/Pha)輸送体は様々な細菌で一価カチオン(H+, Na+, K+)恒常性の維持に中心的な役割を果たす
マルチ遺伝子型の一価カチオン/H+対向輸送体である。Sha 輸送体は好アルカリ性 Bacillus halodurans の好ア
ルカリ性因子として発見されて以来、枯草菌の胞子形成、緑膿菌の病原性、根粒菌の感染性などの多様な性
質に関与することで注目を集めている。Sha 輸送体の機能には shaABCDEFG の 7 遺伝子が必要であるが、各
遺伝子産物（Sha タンパク質）の分子的素性やイオン輸送における具体的な役割は明らかにされていない。
本研究は、Sha 輸送体における Na+もしくは H+結合に関与しうる酸性アミノ酸残基の同定を目的とした。
【方法・結果】
多くのカチオン輸送体で膜貫通領域内に位置する酸性アミノ酸残基がイオン輸送機能に重要であり、特に
Na+や H+の結合には側鎖のカルボキシル基が重要であることが示されている。そこで、枯草菌由来 Sha タン
パク質について、膜貫通領域に保存された 12 の酸性アミノ酸残基(ShaA- D50, D103, E113, E657, D743, E747、
ShaD-D75, D128, E137、ShaB-D121,ShaE-E67,ShaF-D38)の部位特異的変異解析を行った。
側鎖のカルボキシル基を維持する変異(D→E, E→D)、およびアミド基に置換する変異（D→N,E→Q）の影
響を、
大腸菌主要 Na+/H+アンチポーター欠損株を宿主として検討した。その結果、
ShaA-E113, E657, D743, E747、
ShaB-D121、ShaD-E137、ShaF-D38 がイオン輸送機能に重要であり、特に、ShaA-E657, D743, ShaB-D121,
ShaD-E137 では側鎖のカルボキシル基が必要十分であると考えられた。
ShaB, D, E, F については、His タグで標識した野生型および変異型の Sha を枯草菌Δsha 株に導入した相補
株を用いて、枯草菌における変異の影響も評価した。ΔShaB, D, E, F 株が 0.2M の NaCl に感受性を示すのに
対し、野生型 ShaB, D, E, F を導入した相補株で少なくとも 1 M の NaCl まで耐性が復帰することから、His タ
グによる標識が機能に影響しないことを確認した。ShaB-D121, ShaD-E137 は、ShaB-D121N,ShaD-E137Q 相
補株で NaCl 耐性の復帰が見られず機能に重要であると考えられた。また、ShaB-D121E 相補株では野生型相
補株と同様の NaCl 耐性が見られたが、ShaD-E137Q 相補株では、部分的な NaCl 耐性の復帰は見られるもの
の、野生型相補株程の NaCl 耐性は認められなかった。以上の結果は大腸菌での相補試験の結果とおよそ一致
しており、ShaB-D121 では側鎖のカルボキシル基が重要であり、ShaD-E137 では Glu 残基であることが重要
と考えられた。ShaD-D75, ShaD-D128, ShaE-E67, ShaF-D38 は、変異体が各野生型 Sha と同程度の NaCl 耐性を
付与したことから、機能に重要ではないと考えられた。ShaF-D38E/N 変異体の表現型は大腸菌と枯草菌の相
補試験において異なる結果を示しており、今後は Na+ efflux 活性等について詳細に検討していく必要がある。
各枯草菌相補株の膜画分の抗 His タグ抗体によるウェスタンブロットの結果、全ての変異体で野生型と同
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等、もしくはそれ以上の発現が見られ、変異体の機能欠損は発現レベルの低下によるものではないと考えら
れた。また、変異の影響が見られた ShaB-D121E/N, ShaD-E137D/Q 変異体については、His タグで標識した
Sha タンパク質と ShaE タンパク質との会合を Pull-Down により検討した。野生型および変異型相補株の膜画
分を界面活性剤により可溶化し、His タグによるアフィニティー精製画分に対して抗 ShaE 抗体によるウェス
タンブロットを行ったところ、いずれの画分にも ShaE を検出した。このことから、少なくとも ShaD-ShaE、
ShaB-ShaE は会合しており、さらに ShaB-D121,ShaD-E137 変異がこれらの会合には影響していないと考えら
れた。
以上の結果から、イオン輸送機能に重要な酸性アミノ酸残基は ShaA, B, D サブユニットに存在することが
明らかとなった。ShaA/D は互いに相同であり、さらに H+の一次輸送体である呼吸鎖複合体Ⅰ(Nuo)や膜結合
性のヒドロゲナーゼ(Mbh)の膜貫通サブユニットとも相同性を示す。機能に重要と考えられた残基の中で
ShaA-E113,ShaD-E137 は Nuo や Mbh の膜貫通サブユニットでも保存されているという点で、特に興味深い残
基である。

P-30

枯草菌の K+取り込み系 ktrD の転写時期の解明

○棚橋飛鳥１）、土屋貴弘１）、上田哲也 2）、伊藤政博１）
１）
東洋大学大学院 生命科学研究科、2）東洋大学 生命科学部
代表者氏名：棚橋飛鳥 gx0500136@toyonet.toyo.ac.jp
【目的】
枯草菌細胞において、K+は膨圧の維持における浸透圧保護物質、pH ホメオスタシスなどに重要な役割を持
つ。現在までに同定されている枯草菌の K+取り込み系には、CzcOD、TetA(L)、そして 2 つのホモログである
KtrAB と KtrCD がある。Holtman らの 2003 年の報告では、KtrAB は高親和性で主要な K+取り込み系であり、
KtrCD は低親和性の K+取り込み系であることが次に示す 2 つの実験結果から明らかにされている［1］
。①
+
SMM(K -free)培地における各欠損株の生育実験結果では、野生株は生育に 0.05mM KCl を要求するのに対し、
ktrAB 二重欠損株は 2mM KCl を、ktrCD 二重欠損株は 0.05mM KCl を、ktrAB ktrCD 四重欠損株は 30mM KCl
をその生育に要求した。②SMM 培地におけるノーザンブロット解析の結果から ktrAB、ktrC は転写されてい
るが、ktrD は全く転写されておらず、この転写量は ktrAB を欠損することで増加した。また、どの遺伝子も
塩の添加により転写量は増加しなかった。
しかし、本研究で構築した ktrD と lacZ が転写融合した ktrDΩpMUTIN 破壊株を用いた LacZ アッセイでは、
ktrD は LB 培地で転写されていることがわかった。このことから、枯草菌において KtrD が必要な環境がある
ことが考えられ、枯草菌は KtrAB と KtrCD を外環境によって使い分けている可能性が推察された。従って、
本研究では ktrD の転写時期の解析を行い、ktrAB と ktrCD のさらなる生理的役割の解明を試みた。
【方法】
転写量の解析には ktrA、ktrB、ktrC、ktrD の pMUTIN 破壊株を用いた。これらの株は、各遺伝子のプロモ
ーターと lacZ が転写融合しているため、β-ガラクトシダーゼ活性を測定することで転写量が測定できる。培
地は、LB 培地、SMM 培地を用いた。
【結果】
各培地条件で、ktrD の転写量を測定した。ktrD は、全く転写されていないという Holtman らの報告とは異
なり LB 培地、0.5mM KCl を添加した SMM(K+-free)培地において転写されていた。その転写量は、ktrAB よ
りも約 2 倍高かった。さらにこれらの条件下、ktrAB を欠損しても ktrD の転写量は増加しなかったが、LB 培
地において 150mM NaCl、500mM NaCl を添加するとその転写量は増加した。また、ktrD がどのシグマ因子に
依存しているのかそのプロモーター領域を調べると、ハウスキーピングシグマであるシグマ A の認識配列と
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相同性の高い配列が確認できた。このことは、ktrD が恒常的に転写されている可能性を示唆していた。
【考察】
今回行った条件において、枯草菌では高親和性の KtrAB よりも低親和性の KtrCD の方が転写量が多いこと
がわかった。さらに、ktrAB を欠損しても ktrCD の転写量が変化しないことから、この条件下ではその他の
K+取り込み系が ktrAB の欠損を補っている可能性が推察された。また、ktrAB の転写は塩の影響を受けないが、
ktrCD は塩の添加により転写量が増加することから、浸透圧アップショックの適応には ktrCD が関与してい
る可能性が推察された。さらに、ktrD の転写は通常はシグマ A に依存しているが、塩添加時には転写量を増
加させるような転写因子の存在が考えられた。現在、その他の K+取り込み系の転写量を測定すること、さら
に ktrAB、ktrCD との多重欠損株を構築し表現型を検討することで ktrAB、ktrCD とその他の K+取り込み系と
の相関を明らかにしようと試みている。詳細はポスターで発表する予定である。
【引用文献】
［1］Gudrun Holtmann., et al., (2003) J.Bacteriol, Feb. 2003, p. 1289–1298

＜分解・代謝＞
P-31

Terrabacter sp. YK3 株の 2,2’,3-trihydroxybiphenyl dioxygenase 遺伝子 (dfdB)
の転写制御因子の解析
○杉原嘉寿子 1, 2)、飯田敏也 2）、中村 薫 2）、宇佐美 論 1）、工藤俊章 2）
1）
東洋大学大学院工学研究科バイオ・応用化学専攻、2）独立行政法人理化学研究所 工藤環境分子生物学研
究室
【目的】ジベンゾフラン (以下 DF) は、難分解性の環境汚染物質であるダイオキシン類の炭素骨格化合物の
一つである。我々はダイオキシン類のバイオレメディエーションを目指し、DF の分解能力を有する細菌を自
然環境中より単離し、その分解に関わる酵素遺伝子を解析している。DF 資化性放線菌 Rhodococcus sp. YK2
株及び Terrabacter sp. YK3 株は、DF 分解に関わる dfd 遺伝子群を有している。dfdB は DF 分解の第二段階に
関わる酵素、2,2’,3-trihydroxybiphenyl (以下 THBP) dioxygenase の遺伝子であるが、その発現様式は両株で異な
り、YK2 株では構成的、YK3 株では DF 誘導的である。本研究では、dfdB の転写制御因子の同定と解析を行
い、両株の dfdB の発現制御メカニズムの差異を考察した。
【方法と結果】YK2 株と YK3 株の持つ dfdB の塩基配列相同性は、それらの 5’上流領域の塩基配列も含めて
解析した範囲内で完全に一致したことから、両者の dfdB の転写制御様式の違いは、それらの転写制御因子に
起因するものと考えられた。YK3 株の dfdB 下流域の塩基配列を解析し、転写制御因子遺伝子を検索したとこ
ろ、GntR-family の転写制御因子と有意な相同性を示すタンパク質 (283 アミノ酸鎖長、推定分子量 32.7 kDa)
を情報化する ORF を見出した。
dfdB 遺伝子の 5’上流領域 (PdfdB) 629 bp を bacterial luciferase 遺伝子 (luxAB) 上流に連結したものに当該 ORF
を組み込み、Rhodococcus sp. YK2 株に導入した。グルコースを炭素源とした培養菌体で、Lux 活性を指標に
PdfdB の転写活性を見たところ、当該 ORF 導入株は非導入株の 1 割程度に抑制されていた。また、培地に DF
を添加することで、その転写抑制は解除された。この結果から、当該 ORF を dfdB の転写制御因子 DfdS とし
た。DfdS による転写抑制は、DF、THBP 及びサリチル酸 (以下 SA) で解除されたが、SA の代謝産物である
ゲンチジン酸では脱抑制効果は認められなかったことから、DfdS の誘導基質は SA であることが示された。
Rhodococcus sp. YK2 株の dfdS 遺伝子の塩基配列を解析したところ、DfdS 情報化領域内で一塩基の欠損が
生じていた。このことから、YK2 株における dfdB の構成的発現化は、転写制御因子 DfdS のフレームシフト
変異による C 末端側の変異と欠損によるものと考えられた。
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P-32

Dibenzofuran 4,4a -dioxygenase の X 線結晶構造解析
○新井和也１）、小田切正人１,２）、飯田敏也２）、工藤俊章１,２）
１
横市大院国際総合、 ２理研・環境分子
背景・目的
環境中に広く分布するダイオキシン類等の環境汚染物
質の処理に関して芳香族化合物分解細菌を用いたバイオ
レメディエーションが注目されている。
ダイオキシン分解細菌である Terrabacter sp. YK3 株が
有する芳香環ジオキシゲナーゼ（DfdA）は特異的にダイ
オキシン骨格の核間部位（angular position）に酸素添加す
る初発酸素添加酵素である。一方、既知の芳香環ジオキ
シゲナーゼは核間部位ではなく、基質に対する水平方向
（lateral position）に対して酸素添加反応を触媒する。
DfdA は核間部位特異的酸素添加反応によりダイオキシ
図：DfdA の構造
ン骨格を一段階の反応により破壊すること、また基質特
DfdA はαサブユニット（上）とβサブユニッ
異 性 が 広 く 基 質 に よ っ て monooxygenation 、 lateral
ト（下）から構成される。αサブユニットの
dioxygenation、angular dioxygenation などの様々な酸素添
鉄-硫黄クラスターと活性中心である Fe は球
で示す。
加反応を触媒することから、環境汚染物質浄化法への応
用が期待される。しかし、塩素置換数の増加に伴い分解
効率の低下などの問題がある。これらの問題を立体構造に基づいて分解酵素の基質認識および反応機構を詳
細に解析することで解決し、分解酵素の高機能化および細菌の分子育種の基盤となる知見を得ることを目標
として X 線結晶構造解析を行った。
< 方法 >
DfdA の発現は放線菌 Rhodococcus sp.YK2 - RD2 株を宿主として行い、イオン交換クロマトグラフィー及び、
疎水性相互作用クロマトグラフィーにより精製した。約 10mg/ml の精製標品を用い、硫酸アンモニウムを沈
殿剤としてハンギングドロップ蒸気拡散法により結晶化を行った。また、基質複合体の調製は浸漬法により
行った。ネイティブおよび基質複合体結晶から回折強度データ収集を行い、回折強度データ処理を HKL2000
により行った。初期位相の決定には BphA1)をサーチモデルとした分子置換法により行った。モデル構築およ
び精密化を COOT、REFMAC により行い結晶構造を決定した。
< 結果・考察 >
ネイティブの結晶は空間群 R3 に属し、格子定数は a = b = 157.4Å c = 80.1Åであった。結晶構造は分解能
1.75Åで決定した。
（R-factor=0.190、Rfree=0.211）ビフェニル資化性放線菌が有する芳香環ジオキシゲナーゼ
BphA は Lateral 位に水酸基を付加する。酸素添加反応の機構解明のため、Angular 活性を持たない BphA と
Angular 活性を持つ DfdA の構造比較した結果、全体構造に大きな違いはなく、活性部位周辺の構造は似てい
たが、基質が入る部位周辺の Phe283 及び Thr317 の構造に違いが見られたことから、この両者のアミノ酸が
酸素添加様式に影響を与えているのではないかと推察される。
DfdA はジベンゾフラン、ビフェニルやナフタレン等の多種の芳香族化合物を広く水酸化することができる特
徴を持つため、これらの基質認識機構の解明を目指し、基質複合体構造解析を行った。多くの基質溶解度が
低く、基質複合体の形成を電子密度上で確認することが出来なかったが、比較的親水性の高いインドールを
基質として用いた結果、明瞭な基質の電子密度を得ることが出来た。基質複合体の構造は分解能 1.5Åで決定
し、（R-factor=0.219、Rfree=0.238）現在、精密化を進行中である。基質結合に伴う全体構造に大きな変化はな
く、インドールと結合することにより、基質が入る部位周辺の Asn233 の側鎖が回転していることが分かった。
157

Journal of Japanese Society for Extremophiles (2006) Vol.5, No.2

このことから、このアミノ酸がインドールと相互作用し、局所的な構造変化により基質を認識していること
が示唆された。
< 引用文献 >
1) Furusawa, Y. , Nagarajan, V. , Tanokura, M. , Masai, E. , Fukuda, M. , Senda, T. J. Mol. Biol. 342: 1041-1052
(2004).

P-33

シロアリ共生系におけるバイオマス資化関連遺伝子の由来の解析
○大内和也１）２） 守屋繁春１）２） 戸高眠１）２） 井上徹志１）２）
１）
理研 環境分子、２）横市大院国際総合

工藤俊章１）２）

＜目的＞
食材性昆虫であるシロアリには、腸内に数多くの共生原生生物を持つ種が存在する。これらの種における
木質、特にリグノセルロースの分解には、そうした共生原生生物が深く関わっていることが明らかになって
いる。これらの原生生物は難培養性であることから、我々はシロアリ腸内共生系全体としての cDNA ライブ
ラリーの構築といった、培養を介さない方法を用いて発現遺伝子の解析を行ってきた。そこから、GHF7EG・
GHF7CBH・GHF5・10・11・45 の計６種の糖質加水分解酵素（GHF）が効率的なセルロース分解の鍵である
ことが明らかとなっている。しかし、この cDNA ライブラリーは複数の原生生物の混合物から作られたもの
であるため、リグノセルロース分解系における個々の原生生物の役割は未だ明らかとなっていない。そこで
本研究では、シロアリ腸内共生系における高効率のリグノセルロース分解反応の要である各種 GHF の由来を
解析し、各原生生物が持っている GHF 遺伝子を同定することを目的する。
＜方法＞
シロアリは腸内に共生原生生物を有する下等シロアリの一種であるヤマトシロアリ（Reticulitermes
speratus）を用いた。シロアリの腸を摘出し、共生原生生物を回収した。ここからマイクロマニピュレーショ
ンによって単一種の原生生物のみを分取した。Phi29 DNA polymerase を用いてゲノム全体を増幅させた後、
縮重プライマーを用いて SSU rRNA 遺伝子（SSU rDNA）を PCR によって増幅し、シークエンスを行い、増
幅したゲノムが単一種の原生生物由来であることを確認した。cDNA ライブラリーの情報を元に各種 GHF 遺
伝子に対するプライマーを作成し、均一性が確認されたゲノム増幅産物を用いて、各種 GHF 遺伝子の取得を
行った。取得した GHF 遺伝子は大腸菌にクローニングし、RFLP によって分類し phylotype ごとにシークエン
スを行い、すでに得られている cDNA 配列と共に系統解析を行った。
＜結果と考察＞
ヤマトシロアリ腸内共生系の主要な構成要員である Pyrsonympha grandis、Dynenympha exilis、Dynenympha
porteri、Trichonympha agilis、Teranympha mirabilis を実験対象とした。現在までに Dynenympha porteri と
Teranympha mirabilis のゲノムの増幅および均一性の確認を完了した。また、これら２種の共生原生生物のゲ
ノムから GHF7CBH 遺伝子の取得に成功した。cDNA ライブラリーに含まれる GHF7CBH 遺伝子と共に系統
解析を行ったところ、原生生物ごとに独立したクラスターを形成することが示された。

P-34

シロアリ腸内に共生する Joeniidae 科原生生物の
small subunit rRNA 遺伝子配列による分子系統
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○栗崎倫江１）、２）、野田悟子１）、宇佐美論２）、工藤俊章 1）、大熊盛也 1）
１）
理研・環境分子、２）東洋大・工
大熊盛也：mohkuma@riken.jp
<目的>食材性昆虫であるシロアリの腸内には、嫌気性の真核単細胞生物である原生生物が高密度で生息して
おり、木質成分の分解に重要な役割を果たしている。パラバサリア門超鞭毛虫綱の原生生物は、シロアリと
その近縁のキゴキブリに共生するもののみが知られている。パラバサリア門は、3 つの目(Trichonymphida,
Trichomonadida, Cristamonadida)に分類され (文献 1)、これまでに我々はこれら原生生物の small subunit
rRNA(SSU rRNA)遺伝子による分子系統解析を進めてきた（文献 2-4）。分類学上超鞭毛虫綱の目として扱わ
れていた Lophomonadida は、Brugerolle らにより Cristamonadida 目の一部として再分類されたが(文献 1)、
Lophomonadida 目の SSU rRNA 遺伝子配列は報告されておらず、分子系統学的な解析がなされていなかった。
そこで今回新たに、形態学的に Lophomonadida に分類されている Joeniidae 科の 2 属の原生生物、及び、これ
まで未解析の Cristamonadida 目の原生生物の SSU rRNA 遺伝子による系統解析を行った。
<方法と結果>5 種のシロアリ腸内に生息する 5 属の原生生物（Joenia, Joenoides, Foaina, Gigantomonas,
Stephanonympha）を解析した。シロアリ腸内から各原生生物細胞をマイクロマニピュレーターで分取し、SSU
rRNA 遺伝子のほぼ全領域（約 1.5 kbp）を PCR 増幅した。増幅断片はそれぞれ TOPO 2.1 ベクターに連結し、
クローニングした。1 種類のサンプルから約 8 個のクローンの部分塩基配列を決定したところ、4 種類の原生
生物サンプルではそれぞれのクローン間の相同性は 98％以上であった。Hodotermes mossambicus からは
Joenoides 属原生生物は 1 種(J. intermedia)が記載されているが、互いに 94％の相同性を示すクローンが得ら
れた。これらが形態上分類が難しい別種由来なのか、種内のバリエーションなのかは今後検討が必要と考え
られる。
それぞれ代表の配列を用いて系統解析を行ったところ、Lophomonadida の原生生物は必ずしも単系統を形成
しなかった。詳細な系統解析の結果について報告する予定である。
1、Brugerolle, G. & Patterson, D. J. 2001. Org. Divers. Evol., 1:147-160.
2、Ohkuma, M. et al., 2000. J. Eukaryot. Microbiol., 47:249--259.
3、Ohkuma, M. et al., 2005. Mol. Phylogenet. Evol., 35:646--655.
4、Gerbod, D. et al., 2002. Mol. Phylogenet. Evol., 25 :545--556

P-35

シロアリ腸内共生系における遺伝子発現のダイナミクス解析
○広谷直哉 1）,2） 守屋繁春 1）,2） 戸高眠 1）,2） 井上徹志 1）,2）
1）
理研 環境分子、2）横市大院国際総合

工藤俊章 1）,2）

目的
シロアリは木質を分解、資化する事ができる稀な生物である。生物が木質を分解する際には、セルラーゼ、
キシラナーゼといった糖質加水分解酵素ファミリー（GHFs）が協調的に働き、進行する事が知られている。
シロアリの木質分解は自身とその腸内共生原生生物によって構成されるシロアリ腸内共生系により行われて
いる。しかしシロアリ腸内共生系は腸内に共生する原生生物の難培養性により、研究が困難である。そこで
本研究では培養を介さない分子生物学的手法を用い、この腸内共生系の解明を目指している。
現在までに、ヤマトシロアリ、コウシュンシロアリ、オオシロアリの腸内原生生物の cDNA ライブラリー
構築・EST 解析といった網羅的な解析が行われている。これらの解析より腸内共生系において発現している
GHFs の「種類」の知見が得られた。しかしシロアリ腸内共生系の解明にはまだ多くの未解明部分が残ってい
る。
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その中で我々は GHFs の発現量に注目した。腸内共生系における GHFs の発現量に関する情報は、未だ得
られていない。この情報はシロアリ腸内共生系の解明に有用であると考えられる。
そこで本研究では、食性の異なるヤマトシロアリ、コウシュンシロアリの腸内共生系における遺伝子の発
現プロファイルをマクロアレイ解析により比較した。
方法
ヤマトシロアリ、コウシュンシロアリの腸内共生系において発現している mRNA を
マクロアレイ解析により定量比較した。マクロアレイ解析では始めに cDNA ライブラリー中の GHFs の各フ
ァミリーのクラスター分けを行った。そして得られた各クラスターの代表となるクローンを選抜し、定量対
象とした。選抜されたクローン数はそれぞれヤマトシロアリ 35 クローン、コウシュンシロアリ 41 クローン
である。
選抜されたクローンは PCR により増幅しナイロン製のメンブレンにドットした。そして腸内共生系より得ら
れた mRNA と Hybridization し、mRNA の定量を行った。
マクロアレイ解析により得られた各クローンの発現量はそれぞれの機能により Cellobiohydrase(CBH)
Endo-glucanase(EG) Xylanase(XYL)に分類、集計した。
そして CBH、EG、XYL の発現量比を発現プロファイルとした。
結果、および考察
ヤマトシロアリ、コウシュンシロアリの発現プロファイルの類似性はとても高かった。(図１) また、ヤマ
トシロアリ、コウシュンシロアリの腸内共生系において最も多く発現しているクローンは GHF７CBH であっ
た。
ヤマトシロアリとコウシュンシロアリの食性は異なっており、ヤマトシロアリは腐朽の進んだ木材を餌と
し、コウシュンシロアリは腐朽の進んでいない乾材を餌とする。このように食性の異なる２種のシロアリの
腸内共生系の発現プロファイルの類似性が高い、最も多く発現しているクローンが同一ファミリー由来（GHF
７CBH）である、という２つの事はとても興味深い。このことはシロアリ腸内共生系が種や食性に関わらず、
同様の発現プロファイルを持つ可能性を示唆している。また本研究で解明された発現プロファイルは、木質
の腐朽度に関わらず、木材分解の為に最適化されたものである可能性もまた示唆している。
（図１）

20%

16%

XYL

XYL
EG

41%

EG
CBH

CBH

38%

43%
ヤマトシロアリ
EG
CBH
XYL

コウシュンシロアリ
非結晶性セルロースを切断する
結晶性セルロースを端から切断する。
キシランのβ−１,４結合を加水分解する

参考文献
T.INOUE K.MURASHIMA J.I.AZUMA A.SUGIMOTO M.SLAYTOR
Cellulose and xylan utilisation in the lower termite Reticulitermes speratus
J.Insect Physiol Vol 43 No3 pp 235-242(1997)
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P-36

複合生物間相互作用解析の試み―メタボ・インタラクトロームの確立へ向け
て
○雪真弘１）２）、守屋繁春１）２）、井上徹志１）２）、菊地淳 3）4)、工藤俊章１）２）
1
横市大院国際総合、2 理研•環境分子、3 理研 PSC、4 名大院生命農
自然界では多種多様な生物が生態系を形成し、複雑な生物間相互作用を構築している。このような複雑な
生物間相互作用を代謝レベルで理解するためには、新たな解析手法が必要である。本研究では、腸内の多種
多様な微生物と共生関係を結ぶことにより木質バイオマスという貧栄養資源の資化•利用を可能にしたシロ
アリを複合生物系のモデルとし、安定同位体標識物の NMR 計測と RNAi 法を組み合わせた複合生物間相互
作用の解明に向けた方法論の構築を試みた。
複合生物系の NMR 計測においては、生物間の物質フローを介した系全体の安定同位体標識の可否が重要
である。そこで我々はまずシロアリの主要な共生体として知られる腸内原生生物群の主要代謝産物である酢
酸と、シロアリ自身の分解作用によってセルロースから生成されるグルコースの 13C ラベル体をシロアリへ
投与摂食実験し、シロアリの組織が標識可能であることを確認した。その上で、13CO2 からの光合成による炭
酸固定で標識化した植物から 13C セルロースを作成し、これをシロアリの本来の餌として摂食実験すること
によって、共生原生生物群を経由したシロアリ共生系全体の標識が可能であることを確認した。本法を用い
ることによって共生原生生物群とシロアリの間での物質フローの包括的な観測が、今後可能になると考えら
れる。
同時に我々は宿主-共生体の生物間相互作用の解析モデルとして、シロアリ複合生物系で共生関係の鍵とな
っているピルビン酸脱水素酵素（PDH）に注目した。シロアリは腸内微生物がセルロースから産生した大量
の酢酸にエネルギー源を大きく依存していると考えられており、一方、シロアリ自身によって生成されるグ
ルコースに端を発する解糖系を TCA 回路へ連絡すべき PDH はシロアリ組織内では不活性型になっていると
する仮説がある。そこで我々は、RNAi 法による当該遺伝子の発現抑制を試み、次いでそれによる物質代謝の
変動を 13C グルコースによるシロアリの標識と 1H-13C HSQC 測定を組み合わせることによって観測した。そ
の結果 PDH 遺伝子発現を抑制しても 1H-13C HSQC で測定した代謝産物に変動は確認できなかった。この結果
は PDH がシロアリの組織内では不活性であり、エネルギー源は共生原生生物に由来する酢酸に依存している
という仮説の正当性を強く示唆するのみならず、この手法を前述の標識技術と組み合わせることによって、
この複雑な複合生物系の物質フローを要素分解的に解析することが可能であることを意味している。
今後我々は、今回報告する安定同位体標識法を基礎とした NMR と RNAi を用いた解析法によって、異種
生物間共生系の教科書的な例としてよく知られるシロアリ共生系における生物間物質フローの全容を包括的
立場と要素分解的立場の両面から解明していくことを目指す。このような方法論構築の積み重ねにより、近
い将来に多生物からなる複合生物系の生物間相互作用の解明ともに、シロアリ複合生物系の高効率木質バイ
オマス資化システムの応用への道が開かれると考えられる。

＜リソース＞
P-37

理研バイオリソースセンターにおけるアーキア・極限環境細菌の
リソース事業について
○ 伊藤 隆
理研バイオリソースセンター微生物材料開発室
ito@jcm.riken.jp
理化学研究所では 1980 年に微生物系統保存施設（JCM）が設立し、細菌・アーキア（古細菌）・酵母・糸
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状菌などの標準微生物株を中心に系統保存事業を推進してきたが、2004 年 7 月には同施設は理研バイオリソ
ースセンターのもとに微生物材料開発室（BRC-JCM）として改組され、より発展的に事業を展開させること
になった。具体的には、
「健康」と「環境」に関連する微生物リソースを充実させる方針を立て、またその利
用性の向上を図るために新たにバイオセーフティレベル 2 微生物リソースの提供体制の整備、微生物リソー
スの寄託・提供時において生物遺伝資源寄託同意書・生物遺伝資源提供同意書の導入による権利と義務等の
明確化、微生物リソース利用促進のための研修事業の開始、細菌・アーキアの新種発表等において必要とな
る寄託及び公開の証明書の発行などを行ってきた。これまで継続してきた事業実績や新たな事業展開によっ
て BRC-JCM は世界有数の微生物リソース機関として認められている。
BRC-JCM においては極限環境微生物は主要な収集対象リソースである。演者は BRC-JCM に着任以来アー
キアを中心にリソース事業を進めてきたが、近年では好熱性、好冷性、好酸性、好アルカリ性、絶対嫌気性、
独立栄養性、共生性など様々な極限環境細菌等も収集の対象にしている。こうしたアーキア・極限環境細菌
の培養・保存には専門的なノウハウが必要であり、独自のスキルアップや寄託者との連携は欠かせないもの
である。その一方で、リソース利用の促進を図るためには新たなサービスも必要であろう。その一環として
BRC-JCM では新たに微生物ゲノムの提供を開始している。現在は試行期間として対象微生物は Pyrococcus
horikoshii JCM 9974T、Thermus thermophilus JCM 10941T の 2 株だけであるが、今後はさらに対象菌株を増やし
希望するユーザーに便宜を図っていきたい。
またリソース開発事業の一環として温泉や塩湖などの極限環境から新たな分離・培養法を用いてアーキア
や極限環境微生物に関するリソース開発も進めている。特に好熱性アーキアに関するリソース開発では一定
の成果が見られており、これまで我々が日本・フィリピンの温泉から分離した好熱性アーキアには少なくと
も 8 新属、15 新種が存在していることが判明している。こうした新規好熱性アーキアの一部は公開・提供さ
れており、系統分類学のみならず生化学・遺伝学的分野にも有用なリソースであることが示されている。

＜追加ポスター＞
P-38

高圧環境に棲息する深海微生物研究の歴史とその最前線
○加藤千明１）、仲宗根薫２）、為我井秀行３）、河野宏明１）、阿部文快１）、佐藤孝子１）
１）
独立行政法人海洋研究開発機構、２）近畿大学工学部、３）日本大学文理学部
加藤千明：kato_chi@jamstec.go.jp

→O-04

P-39

水深 1,162m より採取した深海魚由来細胞株の高圧力耐性
○小山純弘１）、小林広美 1,2）、三輪哲也１）、井上明 2）、相澤益男 3）
１）
独立行政法人海洋研究開発機構、２）東洋大学生命科学部、3）東京工業大学
小山純弘：skoyama@jamstec.go.jp

→O-05

P-40

Shewanella violacea DS12 株より分離した新規紫色素
○小林英城、能木裕一、掘越弘毅
独立行政法人海洋研究開発機構極限環境生物圏研究センター
小林英城：hidekik@jamstec.go.jp
（目的）Shewanella violacea DSS12 株は沖縄近海の伊平屋海嶺より分離された好圧好冷性細菌である。DSS12
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株のコロニーは紫色を呈し、それ故 ”violacea” と命名された(1)。微生物が生産する紫色素は、植物病原菌
Chromobacterium violaceum が生産する violacein が報告されている(2)。しかし、violacein は水溶性色素であり、
培地中に溶け出さない本菌が生産する紫色素とは性質が異なっていた。そこで、本研究では DSS12 株が生産
する紫色素の精製を行い、その化学構造を明らかにする事を目的とした。
（方法）DSS12 株はコロニー状態の時、紫色素を生産する。そこで一晩８℃にて振盪培養した培養液を寒
天培地に 10µl 滴下して８℃にて５−７日間、静置培養を行った。その後、紫色のコロニーを掻き取り、凍結
乾燥を行った。凍結乾燥菌体からクロロホルムーメタノール（1:1）、クロロホルムにて紫色素の抽出を行っ
た。紫色素溶液を乾固させた後、水、メタノール、ヘキサンで紫色素を洗浄後、テトラヒドロフラン（THF）
に溶解させた。紫色素はシリカゲルカラムにて精製を行い、温度降下法にて結晶化を行い、精製標品とした。
この精製標品を用いて、X 線結晶構造解析および GC-MS にて化学構造の決定を行った。
（ 結 果 ） X 線 結 晶 構 造 解 析 お よ び GC-MS の 結 果 、 DSS12 株 が 生 産 す る 紫 色 素 の 化 学 構 造 は 、
5,5'-didodecylamino-4,4'-dihydroxy-3,3'-diazadiphenoquinone-(2,2')という構造であった（図１）。これは Erwinia
chrysanthemi または Clavibacter michiganensis が生産する indigoidine という青色素の骨格にアルキル基が結合
した構造であった(3)。また本色素は indigoidine と異なり、クロロホルムと THF にのみ溶解すると言う性質を
示した。

図１S. violacea DSS12 株が生産する紫色素
（考察）本色素の発色団は青色素として知られている indigoidine と同等であった。また本色素のクロロホ
ルムや THF 溶液は青色を呈する。しかし、２本のアルキル基が結合する事によって、その物理化学的性質は
異なっていた。アゾ色素にアルキル基を化学結合させ、発色団をお互いに接近させた場合、吸収波長の
blue-shift が認められる事が報告されている(4)。本色素が結晶、または固体状態において紫色を呈する事の一
因と考えられる。本色素は、その化学構造から液晶状態となる事が期待されたが、特に認められなかった。
ラクタム環の-NH 基と=O 基が、分子間水素結合により強固に結合しているためと推察された。したがって、
化学修飾等により水素結合を切断する事により、生物由来の液晶材料としての応用が期待できる。
引用文献
1.
Nogi Y, Kato C, Horikoshi K (1998) Taxonomic studies of deep-sea barophilic Shewanella strains and description
of Shewanella violacea sp. nov. Arch Microbiol 170:331-338
2.
Kimmel KE, Maier S (1968) Effect of cultural conditions on the synthesis of violacein in mesophilic and
psychrophilic strains of Chromobacterium. Can J Microbiol 15:111-116
3.
Heumann W, Young D, Gottlich C (1968) Leucoindigoidine formation by an Arthrobacter species and its
oxidation to indigoidine by other microorganisms. Biochim Biophys Acta 136:429-431
4.
Shimomura M, Aiba S, Tajima N, Inoue N, Okuyama K (1995) “Crystal engineering” based on two-dimensional
molecular assemblies. Relation between chemical structure and molecular orientation in cast bilayse films.
Langmuir 11:969-976.
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高濃度 NO2−環境下における脱窒素細菌のスクリーニング
163

Journal of Japanese Society for Extremophiles (2006) Vol.5, No.2

○土肥 裕希 1）、滝澤 昇*2）
1）
岡山理科大学・院・工・応化、2）岡山理科大学・工・バイオ応化
*takizawan@dac.ous.ac.jp
【目的】
脱窒素とは、主に NO3−から還元反応を繰り返し、最終的に N2O や N2 として大気中に放出する過程で得ら
れるエネルギーを利用する嫌気性呼吸で、硝酸塩呼吸とも呼ばれている（FIG.1）。この脱窒素細菌をスクリ
ーニングする際は、
脱窒素の基質として NaNO3 や KNO3 などの硝酸塩を加えることが一般的である。これは、
硝酸塩以外では固体として取り扱える物質が NaNO2 や KNO2 などの亜硝酸塩のみであり、その NO2−が生体に
とって非常に毒性が高いことに由来する。本研究では、基質として高濃度（0.080M）の NaNO2 を添加し、高
濃度 NO2−環境下における脱窒素細菌のスクリーニングをおこなった。

NO3-

NO2Nar

NO

N2O

Nir

FIG.1

Nor

N2
Nos

脱窒素

【方法】
1）脱窒素細菌のスクリーニング
脱窒素細菌をスクリーニングするサンプルは水槽の浄化槽より採水した。採水を亜硝酸塩還元液体培地
（Polypepton 0.5%、Nutrient Broth 0.3%、Sodium chloride 0.3%、Sodium nitrite 0.5%）10ml に 1%（100μl）添
加し、滅菌した海砂を 5g 加えて集積培養をおこない、海砂内や培養液上部に気泡が見られたものを陽性とし
て、定期的に培養液を交換しながら培養を継続した。約 1 週間集積培養を継続した後、亜硝酸塩還元平板培
地に培養液を 50μl 塗布し、得られた各コロニーをそれぞれサンプリングし、再び上記と同様に培養をおこ
なって、気泡を発生させる菌株を選別した。
2）属種の分類と脱窒素能の追試
菌株の属種の分類は 16S rRNA 遺伝子部分解析によっておこなった。また、脱窒素能の追試は、発生した
気泡のガスクロマトグラフィーによって分析すると共に、NO2−から NO への還元反応を触媒する亜硝酸塩還
元酵素:nitrite reductase 遺伝子部分解析によっておこなった。
【結果】
1）脱窒素細菌のスクリーニング
気泡の発生が確認された菌株は全部で 72 株得られ、特に気泡の発生が顕著である菌株が 3 株（No. 35、50-2
& 50-3）得られた。
2）属種の分類と脱窒素能の追試
気泡の発生が顕著であった 3 株の 16S rRNA 遺伝子の部分解析結果より、No. 35 は Alcaligenes sp.、No. 50-2
と 50-3 は Ochrobactrum sp.であった。また、これらの菌株が発生させた気体は、ガスクロマトグラフィーに
よる気体解析より窒素であることが証明され、加えて、保有する亜硝酸塩還元酵素を遺伝解析した結果、両
菌株とも銅含有型（nirK）の酵素を有していた。
【考察】
脱窒素細菌をスクリーニングする際にくわえた海砂の意義は、脱窒素がおこなわれる環境、つまり嫌気的
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環境をつくるためである。嫌気的環境を作るには、培養液上部を流動パラフィンのような油滴によってふた
をしたり、容器内の酸素をガス置換によって排気するなどの方法があるが、本研究においては効果がみられ
なかった。これは、菌体によって好気呼吸から脱窒素（嫌気呼吸）に移行しはじめる酸素濃度が一定ではな
いことや、完全な嫌気環境では脱窒素がおこなわれないことに由来すると思われる。そのため、単に海砂を
積む方が酸素濃度に勾配ができ、その菌にとって脱窒素をおこなうのに適度な酸素濃度が得られたと考えら
れる。この方法は、短期間（約 2 日）で気泡の有無が確認できるため、
「脱窒素」という現象を追ったスクリ
ーニングにおいては、非常に有効な方法である。
スクリーニング、同定した Alcaligenes sp.および Ochrobactrum sp.は共に銅含有型の亜硝酸塩還元酵素を有
していた。本酵素には cytochrome cd1 型の NirS と銅含有型の NirK の 2 種類存在する。前者の NirS を有する
Pseudomonas aeruginosa では、本研究で使用した亜硝酸塩還元培地に含まれる亜硝酸塩濃度下において NO2−
の減少がみられず、脱窒素がおこなわれることはなかった。これは、NirS と NirK の補酵素（電子供与体）
の違いに由来するのではないかと思われる。NirS の補酵素である cytochrome c-551 は、
亜硝酸塩濃度が 0.050M
を超えたあたりより非酵素的に酸化された。この酸化型 cytochrome c-551 は NirS を負にフィードバックする
ことが示されている。一方で、NirK の補酵素は azurin や pseudoazurin と報告されており、これらの補酵素が
NirK を負にフィードバックすることは報告されていない。よって、本研究でスクリーニングされた菌株が全
て銅含有型 nitrite reductase を有していたのは、亜硝酸塩濃度が高い環境下にてスクリーニングをおこなった
ためであると思われる。

P-42

新規 DNA 結合フォールドを持つ制限酵素 PabI の変異体による解析
宮園 健一 1）5）、渡部 美紀２）5）、永田 宏次 1）、澤崎 達也 3）、遠藤 弥重太 3）、田之倉 優 1）、○小
林 一三 2）4）
1）
東大・院・農生科、２）東大・院・新領域・メディカルゲノム、2）東大・医科研、3）愛媛大・無細胞セ
ンター、4）東大・医科研、5）Contributed equally.
小林一三：ikobaya@ims.u-tokyo.ac.jp
→O-13
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深海微生物 Shewanella violacea DSS12 における
高圧環境に適応した呼吸鎖電子伝達系
○筑广紗弥香１）、笠原良太１，２）、加藤千明２）、為我井秀行１）
１）
日本大学大学院・総合基礎科学研究科、２）(独)海洋研究開発機構・極限環境生物圏センター
為我井秀行：htamegai@chs.nihon-u.ac.jp
【緒言】
深海は熱水などの噴出している部分を除いて低温・暗黒・高水圧の極限環境である。そこに生育する生命
体を理解することは、生命の限界と可能性を考える上で非常に重要なことである。
Shewanella violacea DSS12 は 1995 年に琉球海溝底泥から単離された生育至適温度 8℃、生育至適圧力 30 MPa
の深海微生物である１）。本細菌は幅広い圧力範囲で生育することができるため、微生物の高圧環境への適応
機構を研究するのに適している。
これまでの研究で、本細菌の呼吸系構成成分が生育圧力によって変化することが分光学的解析によって明
らかになり、高圧環境下で d 型チトクロムが発現していることが確認された 2)。またこの相違は、転写レベ
ルの遺伝子発現制御によって引き起こされることが報告されている。さらに、本細菌を大腸菌に知られてい
るｄ型チトクロム誘導条件下で培養したところ、それらの菌体には本チトクロムがほとんど観察されず、高
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圧下でのみ特異的に発現することが示された 3)。
しかしながら、実際の酵素活性がどのように変化しているかに関しては知見がなく、生育圧力による S.
violacea DSS12 の呼吸系構成成分の差異の意味するところは不明である。
そこで本研究では、様々な圧力で培養した菌体の呼吸活性と末端酸化酵素活性を測定した。さらに、高圧
条件下における末端酸化酵素活性の測定を行い、生育圧力と呼吸系の酵素活性との相関について検討を行っ
た。
【実験】
〈培養〉S. violacea DSS12 菌体の大気圧、30 MPa、50 MPa、65 MPa における培養は独立行政法人海洋研究開
発機構(JAMSTEC)の高圧大量培養装置 DEEP BATH を用いておこなった。本細菌を 8℃、各圧力で 3 日間培
養を行い、遠心分離により集菌した後、菌体を-80℃で保存した。
〈酸素消費活性〉それぞれの圧力で培養した菌体を超音波破砕して、無細胞抽出液を得た。NADH を基質に
して、得られた無細胞抽出液を用いて酸素消費活性の測定を行い、その阻害剤となるシアン化カリウム及び
アンチマイシンの影響を検討した。
〈末端酸化酵素活性〉無細胞抽出液から超遠心分離によって、膜画分を調整した。末端酸化酵素の電子供与
体である TMPDH2 を基質にして、活性に対する阻害剤であるシアン化カリウム、アジ化ナトリウムの膜画分
の末端酸化活性に対する効果を分光光度計により測定した。
〈高圧末端酸化酵素活性〉
大気圧、50 MPa で生育した菌から得た膜画分の末端酸化酵素活性を、測定圧力 0.1 MPa、50 MPa で高圧分光
光度計により測定をおこなった。
【結果】
無細胞抽出液の酸素消費活性におけるシアン化カリウムの影響は、大気圧と 50 MPa で生育した菌体のどち
らも 2 - 5 mM のシアン化カリウムの濃度で完全に阻害されるなど、同じような阻害様式を示した。同様に、
アンチマイシンによる酸素消費活性の阻害パターンも生育圧力の影響による有意な差は見られず、いずれの
場合も高濃度のアンチマイシンで 40%の活性が残った。
一方、本細菌の膜画分の末端酸化酵素活性における阻害剤の影響を調べたところ、生育圧力によって異な
る阻害パターンを示した。シアン化カリウムおよびアジ化ナトリウムに対する阻害曲線において、生育圧力
の上昇に伴う変化は、酵素活性を完全に阻害するのに要する阻害剤濃度は高いものになり、その二相性はよ
り顕著になった。
また、末端酸化酵素活性に関して圧力耐性を調べたところ、高圧で培養した菌と大気圧で培養した菌とで
は測定圧力 150 MPa で相対活性にして 25%の差が確認でき、高圧耐性を持つ酵素を生育圧力に応じて発現さ
せていることが確認できた。
【考察】
酸素消費活性の結果から、S. violacea DSS12 の全体の呼吸系経路は生育圧力によらず、アンチマイシンの
阻害の影響を受けるチトクロム bc1 を通る系が 60%と通らない系が 40%、並列して存在すると推測される。
ところが、末端酸化酵素活性の阻害パターンは生育圧力が上昇するにつれ、二相性が高まることを示し、少
なくとも二つの酵素が機能していることが示唆された。また、高圧下における末端酸化酵素活性の測定結果
から、高圧生育菌の方が大気圧生育菌よりも高圧下で高い活性を有することが明らかになった。これより、
高圧環境下に適応するために圧力耐性の高い酵素を発現させていると考えられる。
これらの結果はこれまでの分光学的レベルおよび遺伝子レベルの研究を裏付けるものであり、本細菌が深
海という高圧環境に適応するために電子伝達経路を使い分けているということが本研究により初めて活性レ
ベルで明らかになった。
【引用文献】
1. Kato C., Sato T., Horikoshi K., 1995, Isolation and properties of barotolerant bacteria from deep-sea mud samples,
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Biodiv. Conserv. 4:1-9
2. Tamegai H., Kato C., Horikoshi K., 1998, Pressure-regulated respiratory system in barotolerant bacterium,
Shewanella sp. Strain DSS12, J. Biochem. Mol. Biol. Biophys. 1:213-220
3. Tamegai H., Kawano H., Ishii A., Chikuma S., Nakasone K., Kato C., 2005, Pressure-regulated biosynthesis of
cytochrome bd in piezo- and psychyophilic deep-sea bacterium Shewanella violacea DSS12, Extremophiles
9:247-253
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深海土壌からのアミノグリコシド合成に関与する
糖質環化合成酵素遺伝子の探索
○神田優美１）、青木里恵２）、荒川康３）、加藤千明３）為我井秀行１，２）
１）
日本大学・文理学部、２）日本大学大学院・総合基礎科学研究科、
３）
（独）海洋研究開発機構・極限環境生物圏研究センター
為我井秀行：htamegai@chs.nihon-u.ac.jp
(目的)
2-deoxy-scyllo-inosose (DOI)合成酵素はアミノグリコシド抗生物質合成経路に関与する酵素として知られ
ている。2-deoxystreptamine 含有型アミノグリコシド生合成には必須な酵素である。本酵素は D-グルコース
などの糖から DOI を合成する。DOI は容易に芳香環化して有用な有機資源であるカテコールを生成する。
このように、DOI 合成酵素を利用することによって有機溶媒を利用することなく、糖から有機工業資源を生
産できる。近年の石油枯渇の環境問題解決の手助けに利用できると期待できる。しかし今まで発見されてき
た DOI 合成酵素は資源生産のための利用には活性が低く効率が悪い。今までにない DOI 合成酵素を見出す
ことは今後重要とされる課題となる。
そこで、本研究では新規 DOI 合成酵素をスクリーニングする場所として、未解明の有用資源が多く眠る
と思われる深海土壌に着目した。深海底泥から抽出した DNA より本酵素遺伝子の探索を行い、新規遺伝子
資源の開拓に資する。
（方法）
釧路沖広尾海底谷から採取した土壌より DNA を抽出し、PCR により目的遺伝子の増幅とスクリーニングを
行った。遺伝子断片をライゲーションによりベクターに組み込み、形質転換し、ブルーホワイトセレクショ
ンにより選別したのち培養した。その後プラスミド精製を行い、制限酵素処理でインサートの有無を確認し
た。インサートが確認されたものに対し、配列を決定し、既知の遺伝子との相同性検索を行い系統樹を作成
した。
（結果および考察）
釧路沖広尾海底谷からのサンプルを鋳型として nested PCR で増幅した結果 379 bp にバンドが確認された。
配列解析の結果、12 個 10 種の目的遺伝子クローンが得られた。この結果により深海土壌にも DOI 合成酵素
遺伝子が存在することが明らかとなり、深海には有用遺伝子資源がまだ数多く存在していることが示唆され
る。GC 含有量はすべて高く、放線菌由来の生産菌が多く含まれていることが考えられる。

P-45

深海底泥からのアミノグリコシド生合成に関与する
アミノ基転移酵素遺伝子の探索と多様性解析
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○青木里恵 1)、長屋篤史 1)、荒川康 2)、加藤千明 2)、為我井秀行 1)
1)
日本大学大学院・総合基礎科学研究科、 2) (独) 海洋研究開発機構・極限環境生物圏研究センター
為我井秀行：htamegai@chs.nihon-u.ac.jp
【目的】
水深 200 m 以上の深海には有用な生物資源が数多く眠っていることが考えられる。また地球上に存在する微
生物の 99％は単離・培養が困難とされており、有用な遺伝子資源が利用できていない状況にある。そのため
未知の遺伝子資源として抗生物質生合成遺伝子を解析することは重要なことである。これまで深海底からの
抗生物質生合成に特有な遺伝子の取得に関する報告がされていないことから深海底において抗生物質生合成
遺伝子を探索することは興味深いことである。そこで本研究では HIV 感染症への応用の可能性が示唆されて
いる重要な化合物であるアミノグリコシド系抗生物質のアミノ基転移酵素遺伝子をターゲットとし、生合成
遺伝子の探索と多様性解析を試みた。
【方法】
釧路沖広尾海底谷から回収した底泥より抽出した DNA を鋳型として、既知配列を基に設計した degenerate プ
ライマーを用いた nested PCR により遺伝子の増幅を行った。得られた遺伝子断片はベクターに組込み、配列
解析を行った。また、TGGE (Temperature Gradient Gel Electrophoresis) による解析も行った。
【結果・考察】
数地点の底泥より抽出した DNA からアミノ基転移酵素をコードしているクローンを多数確認した。それら
は放線菌に由来すると思われるグループと非放線菌に由来すると思われるグループに区別することができた。
またサンプルの採取地点により目的遺伝子の多様性に偏りがみられ、作成した系統樹上での分布の仕方にも
差がみられた。さらに獲得したクローンの塩基配列とアミノ酸配列に基づく各系統樹を比較すると少数のク
ローンにおいて相違が確認でき、分子進化を考える上で興味深い結果となった。また陸上の土壌に対して同
様の解析を行った以前の結果と比較してみたところ、陸上と海底の土壌では生合成遺伝子の進化の過程に相
違があることが示唆される結果となった。そして、陸上と海底の土壌から目的遺伝子を獲得できたことから
アミノグリコシド生産菌が自然界に広く分布していることが考えられ、海底に眠る有用な遺伝子資源の存在
を示すことができた。この結果は、海底には多種多様な遺伝子資源が眠っていることを示している。現在、
TGGE 解析からより詳細な多様性を検討している。

P-46

マリアナ海溝より得られた脱窒細菌のペリプラズム型
硝酸還元酵素遺伝子クラスターの解析
○池田恵理子１）、加藤千明２）、掘越弘毅２）、為我井秀行１）
１）
日本大学・文理学部、２）（独）海洋研究開発機構・極限環境生物圏研究センター
代表者氏名 為我井秀行：htamegai@chs.nihon-u.ac.jp
（目的）
Pseudomonas sp. strain MT-1 はマリアナ海溝の底泥より単離された脱窒細菌である。本細菌の 16S rDNA の
配列は Pseudomonas stutzeri ときわめて近縁であるが、P. stutzeri と比べて低温、高圧という深海環境に適応
した性質を示す。脱窒系は酸素呼吸系の祖先型であると考えられており、マリアナ海溝のように外界から遮
断されている環境での脱窒系酵素がどのような進化を遂げるのか非常に興味深いことである。すでに我々は
脱窒の初段階である二種類の硝酸還元酵素のうち、膜結合型酵素に関する nar 遺伝子クラスターの解析を行
い、深海では属を越えた脱窒系酵素遺伝子の水平伝搬による組み換えが起こっている可能性を示唆した。異
化型硝酸還元酵素には膜結合型とペリプラズム型が知られているが、本細菌に両方の酵素が存在するかは明
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らかではない。そこで本研究では脱窒系硝酸還元酵素のうち、ペリプラズム型酵素をコードする nap 遺伝子
クラスターの解析を行い、本酵素の活性を測定した。
（結果および考察）
ペリプラズム型硝酸還元酵素の触媒サブユニットである NapA の保存領域を元に PCR プライマーがすでに
設計されており、これを利用して strain MT-1 ゲノムを鋳型として PCR を行い、目的遺伝子の全領域を取得し
た。この情報を元に inverse PCR を繰り返し行うことにより nap 遺伝子クラスターの一部を同定した。その結
果、napDABC のみが存在しており、近縁である P. stutzeri とそれぞれ 80％前後の相同性を示した。しかし他
の脱窒細菌では機能発現に必須と考えられていた遺伝子 napE や napF は strain MT-1 では存在しなかった。
また 10 mM 硝酸塩存在下において嫌気的に培養した strain MT-1 の可溶性画分の硝酸還元活性の測定を行っ
たところ、可溶性画分は硝酸還元活性を示した。このことから strain MT-1 には、機能し得るペリプラズム型
硝酸還元酵素が存在するが、napEF は機能発現に必須ではないことを示唆する。現在本酵素の発現調節に関
して研究を進めている。

P-47

常圧下での組織培養細胞の力学的特徴の計測
○山本康晶 1）・林純子 2）・三輪哲也 2）・吉村英恭 1）
1）
明治大学 1）JAMSTEC
[背景]
長年、深海という高圧・低温・暗所環境では生物は生存できないと考えられてきたが、近年、深海環境で多
様な生物が生息していることが分かってきた。
しかし何故過酷な環境下で生存できる生物がいるのであろうか？
海洋深海生物・海洋表層生物・地上生物との違いは何処にあるのであろうか？
本研究では、深海極限環境の特徴の中でも高圧環境による生物への影響に注目したい。
高圧環境による生物への影響としてまず挙げられるのは、培養プレート上に培養した組織培養細胞に高い静
水圧力を加えていくと、細胞の形態が変化していく現象である。
この圧力による変化は、細胞中のアクチンフィラメントを蛍光染色し、蛍光顕微鏡下で観察すると、アクチ
ンフィラメントが崩壊しているように観察されることで確認できる。
[目的]
本実験では、培養プレート基盤上に伸展したカサゴ鰭由来繊維芽細胞（海洋表層生物由来細胞）コンゴウア
ナゴ鰭由来繊維芽細胞（海洋深海生物由来細胞）を用いた。各細胞の特徴と圧力による影響を原子間力顕微
鏡（AFM）の液中観測を利用することにより、直接イメージングと細胞表面の力学的な特性をフォースカー
ブの測定により比較検討する事とし、まず、常圧下での測定を行った。
[結果]
本実験で得た弾性率は一点での測定ではあるが、その結果からコンゴウアナゴ鰭由来繊維芽細胞がカサゴ鰭
由来繊維芽細胞よりも柔らかいとう結果を得た。これは深海という高圧環境に対して柔らかい事で最適な形
をとりやすいからだと推測される。
共焦点レーザー顕微鏡を用いてアクチンフィラメントを観察するとコンゴウアナゴ鰭由来繊維芽細胞は細胞
内で網を広げたように観察される。しかしカサゴ鰭由来繊維芽細胞ではまるで網を畳んだ様に観察された。
この事から、アクチンフィラメントの状態と弾性率には関係があると推測される。
又、コンゴウアナゴ鰭由来繊維芽細胞とカサゴ鰭由来繊維芽細胞では、伸展時の細胞の大きさが大きく異な
る事が観察された。
これも同様に考えられるのではないだろうか。

169

Journal of Japanese Society for Extremophiles (2006) Vol.5, No.2

編集後記
今回から初めて学会誌編集作業に携わらせていただきました。な
にぶん不慣れなこともあり、当初予定していた発行日からは遅れま
したが、ようやく刊行にこぎつけました。早くに原稿をお寄せくだ
さった先生方、また、本号を心待ちにされていた会員の皆様にご心
配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。今回の反
省を生かし、次号からは「迅速･正確」を目標に作業を進めたいと
存じます。何かお気づきの点がございましたら、何なりと遠慮なく
お知らせください。皆様のご協力をお願い申し上げます。
群馬、板倉の地より
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