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微生物を創る時代に生きる 

 
産業技術総合研究所・北海道大学大学院 

鎌形 洋一 

 
震災、研究、そして…. 

 
 大震災から瞬く間に 6 ヶ月以上が経過した。幸い

けがもなくすんだものの、私達の職場も大きな被害

があった。研究をとりまく情勢は大きく変わった。

研究というのは、平和な時にこそ自由と喜びを享受

できるものであり、今回の震災を通して、この職業

の有り難さと脆さをあらためて実感した。日本は大

きく変わってしまった。今私たちは何をなすべき

か？何が起きようとも、研究の筋道を変えることな

く、より良いものを目指してゆくことに変わりはな

い。それゆえに私たちの存在が認められているとも

言える。 
 一方で私たちはこれまで以上に社会の要請に応え

るべき研究を行わなければならない状況にある。こ

れは、これまでの基礎研究とは対局にあるものかも

しれない。しかし、振り返ってみれば微生物学とい

う学問は、人間や動物の感染症の原因解明とその治

療法を目的とした実学的研究だった。少なくとも 19
世紀後半から今日まで脈々と続く近代微生物学はそ

ういう出自をもった学問である。私たちは微生物学

の本来持っているこうした実学的系譜をあらためて

意識しなければならない時を迎えていると言える。

であればこそ、放射線核種の濃縮・除去、新たなエ

ネルギー創出といった分野は、微生物学の成り立ち

を考えれば本道とも言える研究課題である。そして

それはまさしく極限生物学会の会員の皆さんが進め

るべき研究内容の一つである。 
 人間の歴史は常に人災、天災、戦争とともにある。

それらは常に起こり得るものであり、起きたことは

必ず刻印される一方、やがては歴史の中に埋もれて

ゆく。ただ、今回の震災の爪痕は容易に消え去るも

のではない。復旧を目指したあらゆる活動が行われ

ている一方で、原発事故も含め、にわかに収束しえ

ない多くの課題を抱えている。こうした中、人々は

復旧とともにある種の慰めを求めつつある。癒しが

たい傷をいくばくかでも和らげることのできる何か

を、である。不幸なことに今、科学は、原発事故の

責任を取ることを求められてこそすれ、人々に癒し

や勇気を与えるものにはなっていない。このことは

私たちの職業観（感?）に暗い影を落としている。 
 私は震災以降、静かな音を聞くことをささやかな

慰めとしている。例えばグスタフ・マーラーの多く

の交響曲の中でも有名な第５番のアダージェット….
昔から聞き慣れたこの曲が持つ美しさが、震災後の

心に響く。100 年以上前に作られたわずか 100 小節

あまりのこの音には勇気とか希望を与える何ものを

も含んでいない。どん底の絶望感もない。あるのは

ひたすら抑制された静寂と憂鬱と憧憬である。弦楽

合奏とハープが転調を繰り返し、ため息のような息

づかいが繰り返される。このような慰めに満ちた音

楽はなかなか無い。そんな音楽とは別に昨年、偶然、

「八日目の蝉」を映画館で見た。角田光代の代表作

であるが、小説よりもこの映画に衝撃を受けた。物

語の設定は極めて非日常的なものであるが、喪失し

た自分の過去をフラッシュバックの中で辿り、 後

に自分が求めていたものを静かに見つけ、わずかな

救いの光が射し込む物語である。挿入される小豆島

の棚田や祭りの風景が日本の原風景のように登場す

る。 後の 10 分はまさに静謐の中で人を泣かせる結

末である。非現実の世界で泣くのも大切な癒しかも

しれない。私たち研究者にもなすべき事への前向き

な気持ちとそのためのエネルギーを補給する何かが

必要かもしれない。 
 極限環境生物を愛する人こそ、日本の再起を支え

る柱になっていただけると期待し、是非ともご一緒

に新種と新人材の発見と育成にご協力願いたい。 

巻頭言 
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九州大学大学院農学研究院・極限環境微生物ゲノム機能開発学講座 河原林 裕 

 

 
昨今、研究費については、個人の努力で競争的研

究資金から獲得するようにという風潮が強くなって

きています。そこで個々の研究者は、競って競争的

研究資金に応募します。ところが、様々な全ての研

究分野が公平に資金的サポートを受けていない場合

も多々見受けられると思います。 近の例では、iPS
細胞と呼ばれる多分化能を持つ幹細胞に関する研究

がどの省庁の研究予算にも組み込まれていた事が挙

げられると思います。確かにこの iPS 細胞は、今ま

で不治の病であった疾病を治療できる可能性を秘め

ております。しかし、その様な研究費の集中によっ

て、研究のすそ野が限定されているような気もしま

す。特に 近は、微生物を対象とした研究費は、非

常に限られてきているのではないでしょうか。 
その様な状況の中で、微生物の研究をサポートす

る貴重な研究助成を行っている民間団体も存在して

おります。公益財団法人発酵研究所は、微生物に関

する幾つもの研究助成を実施されています。一般研

究助成・大型研究助成・若手研究助成として、「発酵、

応用微生物に関する研究」や「微生物の分類、生態、

進化に関する研究」等に対する助成を行われていま

す。それら研究助成の一環として、5 年間の「寄付

講座助成」が有り、大学等に寄付講座を設置するこ

とにも助成が行なわれております。研究課題として

の制約は、「微生物学全般」で、言ってみれば微生物

に関してどのような研究でも対象となるということ

です。この様な貴重な助成を民間から行ってもらえ

る事は、我々微生物を対象にしている研究者にとっ

ては大変ありがたいものです。この寄付講座は、す

でに京都大学、北海道大学に開設されており、本制

度 3 番目の寄付講座が九州大学大学院農学研究院に

「極限環境微生物ゲノム機能開発学講座」として、

2010 年 10 月に開設されました。 
実験室の整備や実験機器の搬入・据え付け等がほ

ぼ終了し、本格的な研究が本 2011 年 4 月からスター

トいたしました。当「極限環境微生物ゲノム機能開

発学講座」の目標は、極限環境微生物のゲノム情報

を基に新規活性や未知機能を見出していくことです。

研究最前線 
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元々筆者は、15 年前に超好熱アーキアのゲノム情報

の構築に取り組み、超好熱アーキア 3 種、Pyrococcus 
horikoshii、Aeropyrum pernix、Sulfolobus tokodaii のゲ

ノム全塩基配列を構築し、ゲノム・遺伝子情報と共

に公開してきました。しかしながら、この全ゲノム

情報中に推定される遺伝子のうち 20～30%程度は、

機能を推定できない機能未知遺伝子でした。これら

の遺伝子の配列と相同な遺伝子がデータベース中に

存在しない事から、機能に関する情報を既存の情報

から得る事が出来なかったものです。KEGG という

代謝経路データベースが京都大学により構築されて

おりますが、超好熱アーキアの代謝経路ではモデル

生物で見出されている代謝経路を構成する各酵素の

大部分が、ゲノム情報からは見出されないという例

が数多く見受けられます。しかし、無駄な遺伝子を

生物が保持しているとは考えにくいので、現在機能

未知といわれる遺伝子には、これまで見出されてこ

なかった非常に有用な機能が有ると考えることも出

来ると思います。では、これらの手掛かりのない遺

伝子の機能にどのようにアプローチしていくのが良

いのでしょうか。例えば、変異体を相補する事から

遺伝子産物の機能に近づくことも出来ると思います。

また、蛋白質の構造から機能にアプローチしていく

事も出来ると思います。これからどの様なアプロー

チを取るか、現在はまだまだ手さぐり状態ですが、

ゲノム情報や環境中の機能未知遺伝子の機能解明に

貢献できればと考えております。 
では、どの様な機能の解明について取り組むのが

良いのでしょうか？全ての代謝系が生命にとって重

要だと言えると思いますが、その中でも特に超好熱

アーキアのゲノム情報を基にして解析を進める事が

有利な代謝系は何でしょうか。現在、筆者らは「糖」

代謝に関与する酵素・遺伝子を対象に研究を進めて

いこうとしております。Sulfolobus がグルコースをリ

ン酸化せずに分解する代謝経路を有している事は有

名ですが、これらをはじめ超好熱アーキアでは糖代

謝経路が他の生物と異なっている例も幾つか知られ

てきています。 
筆者らは、Sulfolobus tokodaii が有するアーキア特

有の遺伝子の一つである ST0452 遺伝子について、

その遺伝子産物の活性や機能解析に取り組んできま

した。本 ST0452 酵素は、糖 1 リン酸とヌクレオチ

ド 3 リン酸から糖ヌクレオチドを合成する能力とア

ミノ糖 1 リン酸をアセチル化してアセチルアミノ糖

1 リン酸を合成する活性とを有している事が明らか

となりました。特にグルコサミン 1 リン酸をアセチ

ル化する事で合成されるアセチルグルコサミン 1 リ

ン酸は、同じ ST0452 酵素によって UTP と結合され

て UDP-アセチルグルコサミンとなる事が明らかと

なりました。この代謝経路は、フルクトース 6 リン

酸から UDP-アセチルグルコサミンを合成するバク

テリア型代謝経路の 後の 2 段階の反応を行ってい

る事から、超好熱アーキアではバクテリア型の UDP-
アセチルグルコサミン合成経路が用いられているこ

とが明らかとなりました。これは、個々の遺伝子産

物の活性・機能解析を行うことで、ゲノム情報から

だけでは不明であった代謝経路を明らかに出来るこ

とを示したものです。 
さらに本 ST0452 酵素の基質特異性を解析してい

く中で、本酵素がガラクトサミン 1 リン酸をアセチ

ル化しアセチルガラクトサミン 1 リン酸を合成する

事が出来、さらにアセチルガラクトサミン 1 リン酸

と UTP を結合して UDP-アセチルガラクトサミンを

合成できる活性も有る事が明らかとなりました。こ

のガラクトサミン 1 リン酸をアセチル化する活性は、

これまでどの生物からも見出されていなかった活性

で、これまで EC 番号も付与されていなかった反応

です。この結果は、超好熱アーキアが、UDP-アセチ

ルガラクトサミンを合成できる新規代謝経路を有し

ている事を強く示唆しております。 
これらの結果は、個々の遺伝子産物の活性・機能

解明によって、予想もされなかった新たな発見が有

ることを示していると思われます。超好熱アーキア

のゲノム情報中の未知遺伝子は、もしかしたら宝の

山かもしれません。大きな宝を見つけるために、写

真に有る様な 4 名で取り組んでまいります。今後は

同じ九州大学大学院農学研究院の大島敏久教授・石

野良純教授の研究室等とも協力しながら研究を進め

ていきたいと考えております。金印で有名な「志賀

島」もすぐ近くですので、福岡の方にお越しの際に

は是非お立ち寄り下さい。 
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超好熱菌の環境適応に関わる遺伝子制御機構の解析 
 

京都大学 大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 金井 保 
 
 
１）はじめに 

環境中の微生物は、外的因子（温度、栄養物・塩濃

度、圧力、ｐＨなど）の変動に常に晒されながらも、

個々の変化に対応して細胞内システムを迅速に再構

築し、生存を図る。このような微生物の環境変化に

対する応答は、生物が多様な環境で生命を維持する

ために必要な基本的メカニズムの一つであり、その

解明に向けた研究は、これまで大腸菌や酵母など主

にモデル生物を中心に進められてきた。 
超好熱菌は 16S ribosomal DNA 配列に基づく分子系

統学的解析などから、生命進化の源流に位置する生

物群であると考えられている 1)。さらには、超好熱

菌のゲノムサイズが free-living microbeとしては比較

的小さなサイズ（~2M 程度）に留まることが判明し 
2)、この事実も超好熱菌が原始生命体に近い単純な

生物であることを示唆している。 
このように進化的に古い生物であると考えられる超

好熱菌においても、環境変化に対する積極的な応答

が観察されることから、生物における環境適応の起

源はその誕生付近にまでさかのぼる可能性が考えら

れる。従って、超好熱菌がもつ環境適応機構を解析

し、他生物種の機構と比較することにより、生物に

おける環境適応戦略の進化過程が明らかになること

が期待される。筆者はこれまでに超好熱性アーキア

Thermococcus kodakarensis を用いて、本菌の環境適

応に関わる遺伝子制御機構の解析を進めてきた。T. 

kodakarensis は全ゲノム解析が完了 3)し、さらには

実用的な遺伝子組換システムが利用可能であること

から 4, 5)、超好熱菌を対象に分子生物学を推進する

ことができる数少ない生物種の 1 つである。筆者は

これまでに本菌において、培地中の鉄イオン(Fe2+)
濃度依存的に Fe2+トランスポーター遺伝子の転写を

コントロールする新規な転写制御因子(TK0107)を発

見し 6)、さらには RNA polymerase の特定サブユニッ

トを介した新規な遺伝子転写制御系の存在を明らか

にした 7)。本稿では、T. kodakarensis の糖代謝系を制

御する転写制御因子 Tgr の同定 8)、Tgr regulon 中の

機能未知遺伝子 TK1436 の機能解明 9)、および T. 
kodakarensis の熱ショック応答に関与する転写制御

因子Phrの in vivo機能解析 10)に関する各研究につい

て紹介する。 
 
２）糖代謝関連転写制御因子 Tgr の同定 8) 
もし仮に細胞内で解糖系と糖新生系の flux が同時に

向上すると、物質変換を伴わずエネルギーだけが消

費される futile cycle が形成される。従って、いかな

る生物においても解糖系と糖新生系の flux は厳密に

制御されている必要がある。T. kodakarensis は、解糖

および糖新生の両培養条件下で良好に生育すること

から、外部環境に応答した解糖系・糖新生系酵素群

の活性制御機構の存在が予想される。そこでピルビ

ン酸を含む糖新生培養条件とマルトデキストリンを

含む解糖培養条件で生育させた T. kodakarensis 菌体

 極限環境微生物学会
研究奨励賞受賞研究 
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を用いて全ゲノム DNA Microarray 解析を行った結

果、これらの制御が主に転写レベルで引き起こされ

ていることが判明した。本菌において、これらの転

写制御に関わる候補遺伝子として、機能未知転写制

御因子をコードする TK1769 に注目した。その遺伝

子破壊株（KGR1 株）を作製し、増殖特性を検討し

た結果、糖新生条件で著しく増殖が悪化することが

判明した。次に増殖特性に大きな変化が観察された

糖新生条件で培養した KGR1 株と野生株の

transcriptome を Microarray 解析により比較した。そ

の結果、野生株と比べて KGR1 株で転写量が増加し

ている遺伝子が多数認められ（図１）、その大半は解

糖およびα多糖類の分解・取り込みに関連する遺伝

子群であった。一方で、少数ながら KGR1 株で転写

量が減少する遺伝子群も観察され、この中には興味

深 い こ と に 糖 新 生 の 鍵 酵 素 fructose 1,6- 
bisphosphatase（TK2164）等、糖新生系遺伝子群が含

まれていた。T. kodakarensis の解糖・α多糖分解・糖

新 生 に 関 わ る 遺 伝 子 の 5 ’ - 上 流 領 域 に は

Thermococcales-Glycolytic-Motif（TGM）と命名され

た共通配列が存在する 11)。TGM は、解糖系・α多

糖分解遺伝子群では基本転写配列 BRE/TATA box 配

列の下流に位置するのに対し、糖新生系遺伝子群で

は BRE/TATA box 配列の上流に位置している。そこ

で TK1769 タンパク質が実際に TGM に結合する因

子であると予想し、組換え TK1769 タンパク質と

TGM を 含 む promoter DNA を 用 い て EMSA
（Electrophoretic Mobility Shift Assay）を行った。そ

の結果、両者が特異的に複合体を形成することを確

認した。さらに本複合体の形成は maltotriose 存在下

で特異的に解消されたことから、本物質が遺伝子発

現の制御を引き起こす key metabolite である可能性

が示された。以上の結果より、TK1769 が T. kodaka- 
rensis の糖代謝制御に関わる中心的な転写制御因子

であることが示唆され、本遺伝子産物を Tgr
（Thermococcales Glycolytic Regulator）と命名した。 
これまでに明らかとなった事実に基づいて予想され

る、Tgr による T. kodakarensis の糖代謝関連遺伝子群

の制御機構の全容を以下に示す（図２）。Tgr は糖新

生条件下で解糖・α多糖分解遺伝子群の BRE/TATA 
box 配列下流に存在する TGM と結合し、RNA 
polymerase の集合を阻害することにより、これらの

遺伝子の転写を抑制する。一方、糖新生系遺伝子群

では、Tgr は BRE/TATA box 配列の上流に位置する

TGM と結合することで、基本転写因子の集合を促進

し、下流遺伝子の転写を活性化する。解糖条件下で

は、細胞内に取り込まれた maltotriose により Tgr の
TGM への結合が阻害されることにより、解糖系・α

多糖分解遺伝子群に対する Tgr の抑制作用が解除さ

れ、これらの遺伝子の転写が増加する。一方、同様

の作用により糖新生系遺伝子群に対する Tgr の活性

化作用も消失し、遺伝子の転写は減少する。このよ

うに、Tgr はそれ自身が生育環境中の糖濃度を検知

するセンサー機能をもち、さらにはプロモーター領

域への結合や解離を通じて解糖系遺伝子群と糖新生

系遺伝子群の転写を同時にかつ逆方向に制御する、

多機能性転写制御因子であることが明らかとなった。

Tgrにより制御される遺伝子群(Tgr regulon)の総遺伝

子数は 30 を超え、これまでにアーキアで見つかった

regulon としては 大級であった。この Tgr regulon
の発見は、超好熱菌がいかに少ない遺伝子数で環境

変化に応答して生命を維持するか、という疑問に対

する一つの回答であると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
図１ T. kodakarensis KGR1 株（Δtgr 株）

と KOD1 株（野生株）を用いたマイクロ

アレイ解析における各 ORF のシグナル強

度散布図 
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図２ T. kodakarensis の Tgr による遺伝子転写制御モデル 

 

３）GH57 family に属する新型 branching enzyme の

同定 9) 
Tgr regulon中のTK1436はGlycoside hydrolase, family 
57 (GH57 family)に分類される機能未知タンパク質

をコードしている。TK1436 は、GH57 family 内でこ

れまでに活性が知られていない新規な遺伝子サブフ

ァミリーに属することから、新たな酵素活性の存在

が予想された。そこで組換え TK1436 タンパク質を

調製し、様々な糖基質を用いて活性測定を行った。

その結果、amylose を基質とした場合に、微量なが

らも反応溶液中のマルトオリゴ糖含量が上昇した。

Branching enzyme (BE) は、amylose を基質として、

そのα-1,4 結合を切断し、α-1,6 結合に付け替える

ことで、glycogen や amylopectin の分枝構造を作る酵

素であり、反応副産物として少量のマルトオリゴ糖

を生成する。従来、BE としては GH13 family に属す

るタンパク質のみが知られていた。しかし T. 
kodakarensis が glycogen 様物質を合成するにもかか

わらず 12)、ゲノム上に BE 遺伝子が見つからないこ

とから、筆者らは TK1436 タンパク質が新規な BE
である可能性について検討を進めた。TK1436 タン

パクと amylose との反応産物を、さらに isoamylase
で処理した結果、多量のマルトオリゴ糖の生成が確

認された（図３）。また isoamylase 処理後の反応産物

をβ-amylase により処理したところ、glucose と

maltose にまで完全分解されたことから、反応産物は

α-1,4、α-1,6 結合のみからなる glycogen 様物質で

あることが判明した。次に平均分子量 3.0×104 の

amylose を基質として、反応産物の分子量を

Multi-Angle Laser-Light-Scattering photometer 
(MALLS) により分析した。その結果、基質の 100
倍以上の平均分子量をもつ高分子が生成しているこ

とが判明した。以上の結果より、TK1436 タンパク

質が新規な一次構造を有する BE であることが判明

した。これにより T. kodakarensis 細胞内にはグリコ

ーゲン様物質が存在するが、ゲノム配列上には BE
遺伝子が存在しないという代謝上のパラドックスが

解決した。興味深いことに、新型 BE ホモログは T. 
kodakarensis と類縁のアーキア（Thermococcales 目）

のみならず、バクテリアにも広く分布していた。特

に Thermus thermophilus, Bacillus halodurans, 
Clostridium acetobutylicum などでは、この新型 BE 遺

伝子の発見により、グリコーゲン合成に必要な全遺

伝子がゲノム上に存在することが明らかとなった。

近、TK1436 タンパク質の結晶構造解析が行われ、

立体構造が明らかとなった 13)。その結果、本タンパ

ク質は他の GH57 family タンパク質と同様に、歪ん

だ(β/α)7-barrel 構造をとり、さらにその C 末には複
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数のαヘリックスから成るドメインが結合していた。

このような立体構造は GH13 型 BE とは全く異なる

ものの、一部の重要残基において両者に構造的な類

似性が観察された。 
 

 

図３ 
（Ａ）TK1436 反応産物の High-performance anion-exchange chromatography (HPAEC)解析 
（上段）基質として用いた amylose（平均分子量 30,000）。（中段）Amylose と TK1436 タンパク質を添加して

反応を行ったサンプル（下段）中段の反応サンプルをさらに isoamylase により処理したサンプル 
（Ｂ）BE による amylose の枝作りおよび isoamylase による枝切り反応の模式図 
丸：グルコース、横線：α-1,4 グリコシド結合、縦線（赤）：α-1,6 グリコシド結合 
 
 
４）転写制御因子 Phr が関与する熱ショック応答

regulon の解析 10) 
熱ショック応答は生物界に普遍的に見られる生命現

象であるが、細菌や真核生物と比較してアーキアの

熱ショック応答機構の全容は明らかとなっていない。

そこで T. kodakarensis の転写制御因子 Phr の遺伝子

（TK2291）破壊株（KHR1 株）を作製し、その

transcriptome 解析を行った。Phr は超好熱性アーキア

Pyrococcus furiosus において発見された熱ショック

応答性転写制御因子であり、in vitro による解析によ

り、small heat shock protein や AAA+ ATPase などのシ

ャペロン遺伝子を転写レベルで制御することが予想

されている 14)。KHR1株の transcriptome解析の結果、

本破壊株では通常生育温度においても prefoldin、

AAA+ ATPase、small heat shock protein などの分子シ

ャペロン遺伝子の転写量が上昇していることが明ら

かとなり（表１）、Phr が通常生育温度の細胞内にお

いて熱ショック応答を負に制御する転写抑制因子と

して機能することが示された。さらに Phr regulon 内

には、上記の既知の分子シャペロン遺伝子以外に多

くの機能未知遺伝子が含まれており、これらの遺伝

子がコードする機能未知タンパク質が新規な分子シ

ャペロンである可能性が示唆された。一方で、顕著

な熱ショック応答を示す高温誘導型シャペロニン遺

伝子(TK2303)の転写量が KHR1 株において顕著には

上昇しなかったことから、本菌において Phr 非依存

的な熱ショック応答機構が存在することも明らかと

なった。 
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５） 後に 
超好熱菌は進化の源流に位置する単純な生命体であ

るにもかかわらず、様々な環境変化に適応する能力

をもつ。超好熱菌のゲノムは小型であることから、

この様な仕組みの多くは、Tgr regulon のように非常

に合理的に設計されていることが予想される。その

一方で、一つの超好熱菌内に２種類（以上）の熱シ

ョック応答機構が存在するなど、一見すると多様な

制御機構の存在も明らかとなり、その生物学的意義

の解明も大変興味深い課題といえる。筆者は今後も

超好熱菌の環境応答に関わる転写調節因子に注目し、

その多彩な機能を遺伝子やタンパク質、細胞のレベ

ルで明らかにすることにより、超好熱菌がその長い

歴史の中で培ってきた巧妙な生命戦略を明らかにし、

その解明を通じて生命の進化の歴史の一端を明らか

にしていきたいと考えている。 
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極限環境耐性動物クマムシの分子生物学的解析基盤の創成〜 
ゲノム解読、トランスクリプトーム解析および機能プロテオミクス 
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 クマムシは、分類学的に緩歩動物門という独自の

動物門を形成し、極限的な環境耐性をもつことで知

られる微小動物である。陸生クマムシの多くは乾燥

に曝されると脱水してほぼ完全に代謝を停止した乾

眠と呼ばれる状態に移行する。乾眠状態では図１に

示すような超高温・超低温・超高圧・真空・放射線

などに耐性を示し 1-6)、これらのストレス曝露後も給

水により速やかに生命活動を再開する。 

 
こうした乾眠能力は 200 年以上前から知られていた

にも関わらず、その分子メカニズムはほとんど不明

のままである。乾眠能力を持つ他の動物、特に節足

動物や線形動物では、乾燥にともなって大量に蓄積

するトレハロースが乾燥耐性に寄与することが指摘

されているが、クマムシではトレハロースの蓄積が

ほとんどないことや、乾眠移行に必要な時間が他の

乾眠動物よりも極端に短いことから、独自の耐性機

構を持つ可能性が示唆されている 7-8)。 
ゲノム解読 
 クマムシの持つ耐性能力は動物の進化の過程でゲ

ノムに変異が蓄積し獲得されたものと考えられる。

そこで、我々はクマムシの持つ耐性能力の分子基盤

および進化的起源の解明を目的として、乾眠能力を

持つクマムシのゲノム配列の解読を行うことにした。

ヨコヅナクマムシは本邦札幌市から単離されたクマ

ムシ種で、高い乾眠能力・極限環境耐性を持ちなが

ら飼育が比較的容易であり 9)、ゲノムサイズも約

60Mb と緩歩動物門の中でも 小クラスであること

からクマムシのゲノム解読に も適した種と考えら

れた。野外から採取した個体群には様々な個体間配

列変異が蓄積している可能性があったため、個体間

の配列変異の影響を避けるために、ゲノム解読には

単一個体から確立された純系統(YOKOZUNA-1 系

統)を使用した。ゲノム配列の解読にはホールゲノム

ショットガン法を用いた。同じ動物門の中に参照で

きるリファレンスゲノムが存在しなかったことから、

解読技術としてはリード長の長いサンガー法を主に

用いた。これまでに約 1,000Mb のショットガン解析

(16x カバレッジ)を終え、アセンブル後の総塩基長は

58.8Mb と、予想ゲノムサイズの 98%に相当する配列

を決定し、ドラフトゲノムの解読をほぼ完了した 10)

（図２）。 

図１ 　 ク マムシの乾眠能力と 極限環境耐性
写真は本研究に使用し ているヨ コ ヅナク マムシ (Ramazzottius varieornatus)

 極限環境微生物学会
研究奨励賞受賞研究 
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トランスクリプトーム解析 
 クマムシ類には他に参照可能なゲノム情報が無く、

遺伝子情報も限られていたことから、比較的近縁な

動物門である節足動物に属するモデル動物ショウジ

ョウバエの遺伝子情報を基に計算機による遺伝子予

測を行った。しかしながら、系統関係が遠いせいか

遺伝子予測の精度は必ずしも高いとはいえなかった。

そこで、ヨコヅナクマムシの遺伝子セットを実験的

に決定するために、網羅的なトランスクリプトーム

解析を次に行った。まず、次世代シークエンサーに

よりゲノムサイズの 50 倍に相当する配列量(3Gb)を
乾眠前後の４状態の転写産物群それぞれについて決

定し（計 12Gb）、ゲノム配列にマッピングすること

により、発現している遺伝子領域（エクソン領域お

よびスプライシングサイト）を決定した。さらに、

遺伝子の転写開始点と転写終結点を明らかにする目

的で、完全長 cDNA ライブラリーを作成し、約４万

クローンについて、両末端をサンガー法で決定した。

両端配列の間を次世代シークエンサーのデータで補

完することにより、約 6,500 種の cDNA の配列を決

定した（図３）。 

 
 
プロテオーム解析 
 乾燥耐性に関わる候補タンパク質を同定するため

に、まず乾燥時に発現量が変動するタンパク質を２

次元電気泳動法によって繰り返し探索した。全体の

タンパク質のスポットパターンは乾燥前後で大きな

変化は見られず、乾燥によるタンパク質の変動は大

きくないと考えられた。変動が見られたスポットに

ついて再現性を確認したところ、４回試行した段階

で再現性のあるスポットが２つ見出されたが、さら

に４回の試行を追加したところ 大で６回の再現性

が得られるスポットがベストであり、８回すべてで

再現されたスポットは２次元電気泳動で解析した範

囲では見出されなかった。そこで、次に発現変動で

はなく、タンパク質の性状に着目して耐性に関わる

候補を同定することにした。 
 LEA タンパク質は、植物の種子に大量に蓄積する

タンパク質として同定され、一部の乾眠動物におい

ても乾燥時に発現上昇することから乾燥耐性への寄

与が指摘されている。LEA タンパク質は様々な機能

モデルが提唱されているが、親水性が高く、高熱な

ど変性ストレス条件に曝しても凝集沈殿を起こさな

い性質を持つことから、他のタンパク質の凝集を抑

制する分子シールドとして機能すると考えられてい

る 11,12)。そこで、このような性質を持つタンパク質

をヨコヅナクマムシから探索し質量分析を行った結

果、大量に発現するタンパク質として５種を同定す

ることができた。これらはいずれも他生物のタンパ

ク質との相同性が無い（もしくは極めて低い）クマ

ムシ固有のタンパク質であった。こうしたクマムシ

固有のタンパク質は、クマムシのゲノム配列データ

ベースなしには同定できなかったと考えられ、ゲノ

ムデータは有用な遺伝子情報基盤として機能したと

考えている。同定したタンパク質群は大きく３つの

ファミリーを形成し、それぞれが異なる細胞内コン

パートメントに向けたシグナル配列を持つことを明

らかにした。こうしたクマムシ固有の抗凝集性タン

パク質が各々のコンパートメントの保護に関わって

いる可能性がある。いずれも新規なタンパク質であ

ったが、クマムシのゲノム上には類似遺伝子（パラ

ログ）が多数コードされていることを明らかにした。

これらのタンパク質は乾燥耐性などクマムシ固有の

性質に関与する良い候補と考えている。 
 
終わりに 
 本研究は、乾眠能力／極限環境耐性を持つ動物と

して初のゲノム解析であり、本邦由来のヨコヅナク

マムシを極限環境耐性動物のモデルとして利用する

ための遺伝子情報基盤を提供するものである。本研

究で解読したゲノムと網羅的なトランスクリプトー

ムの結果は、並行して解析が進んでいるプロテオー

ム解析やメタボローム解析など、各種オミクス解析

の解釈を強力に支援する基盤になると考えられる。

特にゲノムは生命現象の基礎であり、他のオミクス

で得られた情報をゲノムの上に統合していくことで、

図２ 　 ホールゲノ ムショ ッ ト ガン法によるゲノ ム解読

予想ゲノ ムサイ ズ(60Mb )の 約 98%  に相当

772,854 reads, 951 Mb
42,592 fosmids, 55 Mb

ショ ッ ト ガン (ABI 3730xl )

4,191 contigs, 58.3 Mb
3,002 supercontigs, 58.8 Mb

アセンブリ  (version 1)

合計 ≈ 1,006 Mb
(x16 カ バレッ ジ )

28 supercontigs が 95%  をカ バー

（ 国立遺伝学研究所）

mRNA-seqのデータ をマッ プ

ゲノ ム

完全長cDNA開始配列 完全長cDNA終止配列

完全長cDNAの5�と 3�端を ゲノ ムにマッ プ

→計 6,555 個の転写産物の配列を決定

mRNA-seqショ ート リ ード

図３ 　 ト ラ ンスク リ プト ーム解析
完全長cDNAク ローン約４ 万個について解読し た末端配列と 、 イルミ ナの高速シーク エ

ンサーを用いた網羅的な転写産物配列解析 (mRNA-seq) で得ら れたショ ート リ ード 配

列群をド ラ フ ト ゲノ ムにマッ プするこ と で、 転写ユニッ ト およびエク ソ ン領域を推定

し 、 転写産物の配列を決定し た。
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クマムシの耐性能力の分子基盤を多面的にとらえる

ことができるようになるだけでなく、こうした基盤

の進化的起源の解析にも結びつくことが期待される。 
 本研究で行った機能プロテオミクスにより、クマ

ムシの主要な抗凝集性タンパク質は、他種で乾燥耐

性への関与が指摘されている LEA とは異なるクマ

ムシ固有のタンパク質であり、かつクマムシのゲノ

ム上で多数のパラログを持つファミリーを形成して

いることが分かった。このことから、クマムシ特有

の遺伝子ファミリーは耐性能力に関わる遺伝子とし

て良い候補である可能性がある。今後はこうした遺

伝子の機能解析が有望な手法と考えている。 
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有機溶媒耐性菌の応用研究から見出された新規なコレステロール酸化酵素に関する研究 
 

東洋大学 生命科学部 道久則之 

 

1. コレステロールオキシダーゼの臨床検査等における

利用について 
厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、血液中

の中性脂肪やコレステロールの値が高い人は、潜在的

患者も入れると、2,200 万人もいるといわれている。この

ような疾患は、「脂質異常症」と呼ばれる。アメリカや西

欧を含めると「脂質異常症」の可能性がある人は約 3 億

人に達する。コレステロール値が高いと動脈硬化の原

因となり、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まることが知ら

れている。微生物由来のコレステロールオキシダーゼ

（以下、COX と略す）は、このような高コレステロール血

症などの臨床検査のため、血中の総コレステロールの

定量に広く使用されている。メタボリック症候群検診が

2008 年 4 月から医療保険者全員にその実施が義務化

されたことから、その検査項目の 1 つであるコレステロー

ル値の検査数も急激に増加している。 
コレステロールオキシダーゼはコレステロールを酸化

して過酸化水素を生じる。このため、ペルオキシダーゼ

による過酸化水素発色法を組み合わせたコレステロー

ル量の酵素的測定法が臨床分析の分野で1970年代半

ばから広く普及した。酵素法は、従来の化学的測定法と

は異なり、酵素の高い反応特異性により、非特異的反

応を回避するために血液を前処理する必要はなく、精

度よく測定できる。 
近年、LDL（低比重リポタンパク質, いわゆる「悪玉」）

と HDL（高比重リポタンパク質,「善玉」）に含まれるコレ

ステロールをそれぞれ別々に分離して測定する技術も

開発されているが、この場合には酵素変性作用の強い

界面活性剤が使用されている。厚労省の「脂質異常症」

の診断基準として用いられる日本動脈硬化学会の「動

脈硬化性疾患予防ガイドライン」では、2007 年から LDL
と HDL 含まれるコレステロールの値を別々に評価する

点が重要視されており、今後は LDL-と HDL-コレステロ

ールの効率的な分離測定技術の必要性が高まるものと

予想される。このような技術開発には、様々な界面活性

剤存在下で安定な COX が必要となる。この他にも、

COX は、コレステロール以外のステロイド化合物の変換

反応やコレステロールに類似した構造のアルコールの

光学分割に応用する研究が報告されており、医薬品原

料の生産として注目されている。このような反応には、基

質を溶解するため反応液に有機溶媒が添加されており、

有機溶媒耐性の COX が望まれている。これらの用途以

外にも、COX の殺虫活性を利用した害虫抵抗性綿花

の育種など様々な応用が期待されている。 
我々の研究室では、これまで報告された全ての COX

の中で、最も高い熱安定性、界面活性耐性、有機溶媒

耐性を示す COX（グラム陰性細菌 Chromobacterium 
sp.DS-1 株由来）の探索に成功し、解析している 1)2)3)。 

 
2. 有機溶媒耐性微生物由来の COX 

有機溶媒耐性微生物の応用研究として、有機溶媒と

培養液の二相系においてコレステロールを変換する細

菌の探索を行った結果、有機溶媒に溶解したコレステロ

ー ル を 効 率 よ く 酸 化 修 飾 す る 細 菌 （ Burkholderia 
cepacia ST-200 株）を単離した。ST-200 株のコレステロ

ール酸化に関与する酵素について調べた結果、本酵

 極限環境微生物学会
研究奨励賞受賞研究 
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図 1 COX のコレステロール酸化物 
図 2  COX による白濁したスポットの生成 
(A) CEO 生成型 COX（Streptomyces sp. 由

来 ） と HCEO 生 成 型 COX （ Burkholderia 
cepacia ST-200 由来）をコレステロールを溶解

した寒天培地に滴下した結果 (B) コレステロ

ールを溶解した寒天培地上に形成された DS-1
株のコロニーと白濁したハロー 
 

図 3 DS-1 株の SEM 画像 

素は菌体外 COX であることが分かった。この当時、酵

素の性質や遺伝子配列、立体構造などが報告されてい

る COX は、Streptomyces 属や Brevibacterium 属などの

放線菌由来の COX であり、Burkholderia cepacia のよう

なグラム陰性細菌の COX については、報告がなかった。

ST-200 株由来の COX は、それまで知られていた COX
に比べて、非常に高い界面活性剤耐性や有機溶媒耐

性を示した。また、一般によく知られている COX による

コレステロール酸化反応では、コレスト-4-エン-3-オン 
(CEO)が生成するのに対し、本酵素によるコレステロー

ル酸化反応では 6β-ヒドロペルオキシコレスト-４-エン-3-
オン（HCEO）が生成することから、これまで知られてい

た COX とは反応様式の異なる新しいタイプの COX であ

ることが分かった（図1）4)。さらに、本酵素をコードする遺

伝子をクローニングし、塩基配列を決定した後、アミノ酸

配列に対する相同性を調べた結果、（この当時は）既知

のコレステロールオキシダーゼとは顕著な相同性は無く、

本酵素は新規なコレステロールオキシダーゼであること

が分かった 5)。本酵素は、現在、株式会社 キッコーマ

ンより市販されている。 

 

 

 

3. 新規な COX の探索 
HCEO を生成するタイプの COX については、これまで

報告例が少なかった。そこで、以下のような方法で

HCEO 生成型 COX 生産菌を探索した。界面活性剤を

添加することによりコレステロールを溶解した寒天プレ

ートに、HCEO 生成型 COX を滴下すると、白濁したスポ

ットを生じる（図 2）。一方、CEO を生成するタイプの

COX ではこのようなスポットは生成しない。HCEO 生成

型 COX 生産菌は、コレステロールを溶解した寒天培地

上でコロニーの周りに白濁したハローを形成すると考え、

この寒天培地を用いて HCEO 生成型 COX 生産菌を探

索することにした。界面活性剤を用いてコレステロール

を溶解した寒天培地に土壌試料を塗布して探索したと

ころ、白濁したハローを形成する細菌を分離することが

できた（図 2）1)。分離された 3 株のうち、2 株は 16SrDNA
部分配列の解析から、以前筆者らが報告していた

HCEO 生成 COX 生産菌と同じ B. cepacia であることが

示唆された。また残りの 1 株（DS-1 株）は、同定試験の

結 果 、 Chromobacterium 属 細 菌 で あ っ た 。

Chromobacterium 属細菌の COX はこれまで報告されて

おらず、新規な発見であった（図 3）。これまで多くの

COX はコレステロール資化菌から分離されていたが、

上記のような新しい探索方法により、新規な COX 生産

菌の分離に成功した。 
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図 4 COX の温度安定性 

図 5 DS-1 株由来の COX の立体構造 

4. DS-1 株由来の COX の性質 
DS-1 株から COX を精製して解析したところ、本酵素

は非常に高い熱安定性を示すことが分かった  1)2)。

様々な温度で 30 分間保温した後の残存活性を調べる

ことにより、本酵素と他の市販の COX の熱安定性を比

較した（図 4）。Pseudomonas fluorescens、Burkholderia 
cepacia 、 Nocardia erythropolis 、 Nocardia sp. 、 
Cellulomonas sp.、Streptomyces sp.由来の COX は、

60℃から 80℃で失活した。これに対して、DS-1 株由来

の酵素は80℃でも90％以上の残存活性を示した。筆者

らが調べた限りでは、DS-1 株由来の COX は、これまで

報告された COX の中で最も高い耐熱性を示す。また、

COX の基質となるコレステロールは非水溶性であるた

め、反応液に溶解するために、界面活性剤や有機溶媒

が用いられる。既知の COX の中には、界面活性剤や有

機溶媒存在下で失活する酵素もあり、界面活性剤や有

機溶媒に耐性の COX が望まれる。DS-1 株由来の COX
の界面活性剤や有機溶媒存在下における安定性を調

べた結果、以前に有機溶媒耐性 COX として筆者らが報

告した B. cepacia ST-200 株由来の COX やその他の市

販の酵素に比べて非常に高い有機溶媒耐性や界面活

性剤耐性を示すことが分かった 2)。 

 

 

また、DS-1 株由来の COX 遺伝子のクローニング、高

発現化に成功した 2)。アミノ酸配列に対する相同性を調

べ た 結 果 、 本 酵 素 は 、 Burkholderia 属 細 菌 や

Pseudomonas aeruginosa 由 来 の COX （ putative 
uncharacterized protein を 含 む ） と 高 い 相 同 性

（53%-62%程度）を示した。また、本酵素の X 線結晶構

造解析も行った（University of California, Santa Barbara 

の Martin Sagermann 教授との共同研究）(図 5) 6)。既に、

本 酵 素 と 約 45 ％ の 相 同 性 を 示 す Brevibacterium 
steloricum 由来の COX の立体構造が報告されていたた

め、この構造と DS-1 株由来の COX の構造を比較したと

ころ、全体的な構造は非常によく似ていた。アミノ酸の

組成を比較したところ、DS-1 株由来の COX ではアラニ

ンやロイシンがタンパク分子表面に比較的高頻度で認

められた。これらのアミノ酸組成の違いが、DS-1 株由来

の COX の高度な安定性に関与している可能性が示唆

された。 
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高度好塩性古細菌に由来する機能性タンパク質の解析 
 

東京工業大学・大学院生命理工学研究科 八波 利恵 
 
 

 
 

1. はじめに 
 Haloarcula japonica は、掘越特殊環境微生物プロジ

ェクトにおいて石川県の塩田土壌より分離された高

度好塩性古細菌である 8,12)。本菌は 1 辺が約 1.0 μm、

高さが 0.1 μm 程度の三角形平板状という特徴的な

形態を有している 2)（図 1）。これまでの研究により、

本菌の形態維持には細胞表層糖タンパク質（Cell 
surface glycoprotein: CSG）が関与することが示唆され

ている 4)。本稿では、筆者がこれまで一貫して行って

きた、Ha. japonica が生産する機能性タンパク質の解

析について述べる。 

図 1   Haloarcula japonica の電子顕微鏡写真 

細胞表層のコントラストの高い部分が CSG である。 

 

2. 光エネルギー獲得系に関与するタンパク質の解析 
 Ha. japonica の類縁菌である高度好塩性古細菌 
Halobacterium salinarum は、細胞膜に光駆動型プロト

ンポンプでるバクテリオロドプシン（bR）およびア

ニオンポンプであるハロロドプシン（hR）を有して

いる。光照射により bR はプロトンを細胞外へくみ出

し、hR は塩化物イオンを細胞内へくみ込む。このと

き生じた膜内外プロトン濃度勾配および膜電位は、

ATP 合成酵素による ATP 合成に利用される 7,10)（図 2）。
bR および hR は 1 本のポリペプチド鎖 [バクテリオ

オプシン：Bop（bop 遺伝子産物）、およびハロオプ

シン： Hop（hop 遺伝子産物）] に発色団である全

trans-レチナールが結合している。また、bop および

hop 遺伝子の発現は転写レベルで制御されており、光

照射下および低酸素分圧下で誘導されることが知ら

れている 14)。 
 筆者は、Ha. japonica の光エネルギー獲得系の詳細

を明らかにするために、本菌 bR 様タンパク質およ

び hR 様タンパク質をコードする遺伝子のクローニ

ングを行った。その結果、Ha. japonica のゲノムにも

bR および hR 様タンパク質［それぞれ、クルックス

ロドプシン（cR）およびクルックスハロロドプシン

（chR）］が存在することがわかった 17,19,20) （図 2）。 
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さらに、本菌の CSG 遺伝子プロモーター13)を用いた

cR 遺伝子発現系を構築し、組換え cR を取得した。

これを用いて物理化学的性質検討を行ったところ、

cR は bR と類似のフォトサイクル中間体を有する光

駆動型レチナールタンパク質であることが明らかと

なった。さらに、cR および chR 遺伝子の転写におけ

る光照射の影響を調べるために、本菌を暗所下およ

び光照射下で培養した。所定の時間ごとに Ha. 
japonica から全 RNA を抽出し、cR および chR mRNA
をノーザンハイブリダイゼーションにより検出した。

その結果、cR および chR 遺伝子の転写は光照射によ

って誘導されることがわかった 18,20)。また、低酸素

分圧下における両遺伝子の転写を調べるために、本

菌を暗所下において高酸素分圧条件から低酸素分圧

条件にシフトさせて培養を行った。ノーザンハイブ

リダイゼーションおよび RT-PCR による解析の結果、

暗所下における cR 遺伝子の転写は低酸素分圧下に

おいて誘導されることがわかった 18)。一方、chR 遺

伝子の転写は、低酸素分圧下および高酸素分圧下の

いずれにおいても誘導されないことがわかった。す

なわち、chR遺伝子の転写様式はHb. salinarum の bop
および hop、ならびに Ha. japonica の cR 遺伝子のい

ずれとも異なり、光照射によってのみ活性化される

ことが明らかとなった 20)。 
 Hb. salinarum bR遺伝子の上流にはバクテリオオプ

シン遺伝子活性化因子（Bacterio-opsin gene activator: 
bat） などの転写制御遺伝子群がコードされている 1）。

一方、Ha. japonica の場合、cR 遺伝子の上流には bat
などの制御遺伝子群は存在しておらず ATP 合成酵素

遺伝子オペロン群が存在していた 15)。さらに、cR 遺

伝子の下流にも、ATP 合成酵素のサブユニットの 1
部がクラスターをなして存在することが示された。

これより、Ha. japonica には Hb. salinarum とは異なっ

た遺伝子制御機構が存在する可能性が考えられ、現

在その解析を進めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2  Hb. salinarum（A）および Ha. japonica（B）に備わった光エネルギー獲得系 
 
3. カロテノイドおよびレチナール生合成系の解析  
 Hb. salinarum bRの発色団であるレチナールの生合

成は、カロテノイドの 1 種であるフィトエンからリ

コペン、β−カロテンを経由して合成されていると考

えられている 3,11)（図 3）。β−カロテンからレチナー

ルの生合成を触媒する酵素として既にバクテリオオ

プシン関連タンパク質（Bacterio-opsin related protein: 
Brp）が同定されているものの 9）、フィトエンからリ

コペンに至る高度好塩性古細菌のカロテノイド生合

成系の詳細は明らかとなっていない。そこで筆者は、

Ha. japonicaにおけるカロテノイドおよびレチナール

生合成系の完全解明に向け、まず本菌が生産するカ

ロテノイドの分析を行った。Ha. japonica を暗所下、

37°C で 10 日間培養し、菌体から有機溶媒を用いて

カロテノイドを抽出した。イオン交換クロマトグラ

フィーにより脂質などの不純物を除去した後、順相

クロマトグラフィーに供することにより、個々のカ

ロテノイドを含む画分を得た。各画分を逆相 HPLC 
に供し、HPLC における保持時間、吸収スペクトル、

さらには FD-MS 等による分析により、カロテノイ

ドの同定を試みた。その結果、Ha. japonica はフィト

エン、リコペン、イソペンテニルデヒドロロドピン

（ IDR）、ビスアンヒドロバクテリオルベリン

（BABR）、モノアンヒドロバクテリオルベリン

（MABR）およびバクテリオルベリン（BR）を生産

していることが明らかとなった（表 1）。一方、Hb. 
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salinarum brp遺伝子をプローブとしてHa. japonicaか
ら Brp 様タンパク質をコードする遺伝子クローニン

グを行った。その結果、本菌にも brp 遺伝子ホモロ

グが存在することがわかった 16)。さらに本菌 brp 遺

伝子の上流には、フィトエンからリコペンへの反応

を触媒すると推定されている CrtI をコードする遺伝

子が存在することが明らかとなった 22)。つい 近、

Ha. japonica の全ゲノム解析が終了し 5)、本菌は複数

の crtI 遺伝子を有することがわかった。現在 brp およ

び crtI 遺伝子破壊株を作製し、その解析を進めてい

る。 
 

 

 

 

 

 

図 3 高度好塩性古細菌における類推カロテノイドおよびレチナール生合成経路 

CrtB1、CrtY および Brp は Hb. salinarum においてその機能が確認されているが、CrtI2 はゲノム配列のアノテ

ーション結果からの類推である。



Journal of Japanese Society for Extremophiles (2011) Vol.10 (1) 

20 

4. Ha. japonica における外来タンパク質発現 
 Ha. japonica の細胞表層には多量の CSG が含まれ

ることから、CSG 遺伝子のプロモーターは強力であ

ることが示唆された。従って、CSG 遺伝子プロモー

ターを利用することにより、本菌において効率よく

外来タンパク質を生産させることが可能と考えられ

る。一方、高度好塩性古細菌として初めて全ゲノム

解析が終了した Hb. salinarum NRC-1 株のゲノム 6)に

おいて、キチナーゼホモログ（ChiN1 と命名）をコ

ードする ORF の存在が明らかとなった。ChiN1 はマ

ルチドメイン酵素であり、N 末端側からキチン結合

ドメイン（ChBD）、Polycystic kidney disease ドメイン

（ PKD ）および糖質加水分解酵素（ Glycoside 
hydrolase: GH）ファミリー18 触媒ドメイン（CatD）

の3つのドメインからなることが示唆された（図4）。 

図 4 ChiN1 の構造模式図 
  
 高度好塩性古細菌におけるキチナーゼの報告はこ

れまでなく、ChiN1 の実態も不明であった。そこで、

筆者は CSG 遺伝子プロモーターを利用した Ha. 
japonica における ChiN1 の大量発現を試みた。その

結果、ChiN1 発現型プラスミドを導入した本菌形質

転換体の培養上清に多量の ChiN1 が生産され、CSG
遺伝子プロモーターを利用した外来タンパク質の大

量発現系の構築が達成された 21)。さらに組換えChiN1
の性質を調べたところ、反応至適 pH は 4.5、至適温

度は 55˚C であることがわかった。また、本酵素は 1.0 
M NaCl に反応の至適を有し（図 5）、1.0-5.0 M NaCl
存在下においても安定な耐塩性酵素であることが明

らかとなった。タンパク質の耐塩性には、分子表面

の酸性アミノ酸が重要な役割を担っているといわれ

ている。すなわち、酸性アミノ酸が溶媒の水分子を

強固に保持することで、高塩濃度環境においても構

造を崩すことなく機能するというメカニズムである。

実際、ChiN1 触媒ドメイン領域の立体構造モデル（図

6）を見ると、非耐塩性酵素のキチナーゼに比して酸

性アミノ酸を非常に多く含み、当該アミノ酸は活性

部位以外の分子表面に広く分布していることがわか

る。そのため、分子表面に存在するアミノ酸の一部

を酸性アミノ酸に置換することで、反応の至適塩濃

度のさらなる向上が可能となるものと考えられた。

そこで、酸性アミノ酸の少ない領域に酸性アミノ酸

を導入した変異型 ChiN1 を構築し、その性質を調べ

た。その結果、酸性アミノ酸導入により ChiN1 の耐

塩性はさらに向上することがわかった 23)。現在、変

異型酵素の酵素学的性質を詳細に調べている。 

図 5 ChiN1 の反応 NaCl 濃度依存性 
 
5. おわりに 
 上述したように、つい 近 Ha. japonica の全ゲノム

解析が終了した。本菌には全長約 3.03 Mb および 614 
kb の 2 つの環状ゲノムと、507、95 および 51 kb の 3
つの環状プラスミドが存在していることが明らかと

なった（表 2）。 

 
これにより、Ha. japonica の研究は新しい展開を迎

えることになる。現在、筆者が Ha. japonica より独自

にクローニングした、あるいはゲノム中に見出され

た、細胞分裂タンパク質、トランスデューサー、グ

ルコアミラーゼ、α-アミラーゼおよびイソプロピル

リンゴ酸デヒドロゲナーゼなど、種々の機能性タン

パク質についても解析を進めている。 
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図 6 ChiN1 触媒ドメイン領域の立体構造モデル図（A）と表面静電ポテンシャル図（B） 

A において赤色は酸性アミノ酸を表し、B において赤色および青色はそれぞれ正電荷および負電荷を示す。 
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1. はじめに 
高度好塩性微生物とは、ほとんど飽和の塩を含む塩

湖や塩田などの極限環境でのみ生育可能な微生物の

総称である。研究の歴史は古く、1800 年代からその

存在が知られていた。これら歴史的背景と生物体の

説明については亀倉氏の本誌特別寄稿で詳しく解説

されており(1)、ここでは割愛する。本総説では、あ

まり取り上げられる事のないタンパク質と Cl-の結

合、さらにはその役割にフォーカスして取り上げた

い。 
1971 年に高度好塩古細菌に分類される

Halobacterium halobium（現在は salinarum と呼ばれ

る）の細胞膜から、今や も有名かつ機能解析の進

んだタンパク質の一つであるバクテリオロドプシン

（BR）が発見された(2)。BR やバクテリオルベリン

色素などにより塩湖や塩田が赤色を呈すると考えら

れている。BR は、発色団として全トランス型レチ

ナール（図１）を持つ光受容タンパク質で、H. 
salinarum の膜上において重量比 70%以上もの割合

で存在している。BR が 570nm 付近の光を吸収する

と、レチナールがトランス型からシス型へ異性化し

（図１）、極大波長の異なる複数の中間体を経て元に

戻る光化学反応（フォトサイクル）が起こる。この

フォトサイクル中に、細胞内にあったプロトンが１

つ細胞外に放出される。生じた膜内外の電気化学ポ

テンシャル差は、ATP 合成酵素を通じて ATP として

細胞内に貯蔵されるため（図２）、BR による光エネ

ルギー変換は、極限環境を生き抜くための一種の光

合成と考えることも出来る。BR はその名が示すと

おり、我々の視覚を司るロドプシン（Rh）と以下の

２点で共通性がある。１）ビタミン A のアルデヒド

型であるレチナールを発色団とする。２）７本の膜

貫通αヘリックスを持つ。しかしながら、アミノ酸

の相同性がほとんど無いこと、高次構造の違いなど

から進化的には別のものと考えられている。このよ

うに、2000 年頃までは、レチナールを発色団とする

タンパク質（レチナールタンパク質あるいは、〜ロ

ドプシンと呼ばれる）は高度好塩古細菌と動物とい

う限られた生物種に存在する稀なタンパク質である

と考えられてきた。しかしながらゲノム科学の進展

で、好塩性の真正細菌（例えば Salinibacter ruber）
や中塩・低塩性の真正細菌（例えば海洋性γプロテ

オバクテリア）、カビ（例えば Neurospora crassa）や

緑藻（例えば Chlamydomonas reinhardtii）などの真核

生物から続々と新規ロドプシンタンパク質が発見さ

れ、その機能もイオンポンプだけでなくセンサー、

イオンチャネル、転写調節など多岐にわたることが

わかってきている。これらについては別の総説に詳

しい(3, 4)。 
 
2. H. salinarum の微生物型ロドプシンタンパク質 
H. salinarumにはBRの他に３つのロドプシンタンパ

ク質が存在し、それぞれハロロドプシン（HR）、セ

ンサリーロドプシン I（SRI）、センサリーロドプシ

ン II（SRII またはフォボロドプシン、pR）と呼ばれ

ている（図 2）(5)。HR は、細胞外から細胞内への光

駆動 Cl-ポンプとして機能し、SRI は伝達タンパク質

HtrI と協調して BR や HR が活性化される長波長光 

 MINI REVIEW 
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図１：レチナール分子と、トランス型からシス型への光異性化反応 
 

 

図 2：H. salinarum に存在する４つの微生物型ロドプシンタンパク質の機能 

 
（>520nm）への誘因応答を、SRII は HtrII と協調し

て、DNA に障害を与える短波長光（<520nm）から

の忌避応答を司るタンパク質である。このような

SRI と SRII の働きで、H. salinarum は自分に有利・
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不利な色（波長）を見分けることが可能で、これら

の情報伝達システムは、比喩的に微生物の“目”と

して捉えることも出来る。 
H. salinarum の生育環境を考えると、タンパク

質の機能と塩に何らかの関係があるのでは？という

事が容易に想像される。BR については極端な酸性

条件（<pH2）を除いて Cl-が結合することは無く、

カチオンの結合部位もないが、HR は Cl-ポンプ機能

を持ち、Cl-非存在下では機能できない(5)。2000 年に

報告された結晶構造(6)や分光学的な解析(7)などから

レチナールのシッフ塩基周辺に一分子の Cl-が結合

すること（図 3）、細胞外側に Cl-結合サイトが存在

することがわかっている。一方で、センサー型ロド

プシン（SRI、SRII）と塩の関わりについてはほとん

どわかっていなかった。これは、H. salinarum 由来の

SRI と SRII が低塩環境下で極めて不安定で、かつ天

然存在量が少ないことなどによる。我々はこの問題

を克服するために、他の好塩性微生物から SRI、SRII
ホモログ分子を単離し大腸菌での発現系構築を試み

た。その結果、1997 年に、高度好塩好アルカリ性古

細菌（Natronomonas pharaonis）の高安定性 SRII 分
子（NpSRII）の機能的大量発現に成功した(8)。2008
年には高度好塩性真正細菌（Salinibacter ruber）より、

高安定性 SRI 分子（SrSRI）を単離し、機能的大量発

現にも成功した(9)。これにより、SRI と SRII につい

ても塩の影響を議論出来る素地が整った。以下、我々

の 近の解析結果を中心に好塩性微生物のセンサー

型ロドプシンと Cl-結合について取り上げる。光セン

シング機構については別の文献を参照頂きたい (5, 

10-13)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3：H. salinarum 由来 HR の結晶構造と Cl-結合 
 
3. SRII への Cl-結合 
NpSRII において、HR の場合とは異なり脱塩しても

吸収極大に変化がみられないことから、発色団レチ

ナール近傍に塩の結合サイトが存在しないことが示

唆された一方で、pH が 2 以下の特殊環境ではレチナ

ール近傍のカルボン酸（Asp201 と考えている）がプ

ロトン化し、Cl-が結合することがわかった(14)。2001
年にはアメリカの２つのグループが独立に NpSRII
の結晶構造を報告した(15,16)。興味深いことに Royant

らの構造では、細胞外側に位置する Asp193 及び

Arg72 近傍に Cl-らしき電子密度（occupancy 50%）

がみられることを報告しているが（図 4）、Luecke
らの構造ではみられない。我々は、Cl-の有無で

Asp193 の pKa が影響を受けること（見かけの結合親

和性、~300mM）(17)、その pKa 制御に Arg72 が関わ

る事などを明らかにした(18)。さらに全反射赤外分光

（ATR-FTIR）法により、Cl-存在下では Asp193 がプ

ロトン化していることが明らかとなった(19)。Royant

水分子 
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らは Luecke らよりも 0.6 ユニットほど酸性側で結晶

化を行っており、そのため Luecke らの条件では

Asp193 が脱プロトン化し、電荷の反発により Cl-が

結合出来なかったのではないかと考えている。SRII
は BR と比べて効率が悪いもののプロトンポンプと

しても機能しうる (20)。Cl-はフォトサイクル中の

Asp193 からのプロトン放出に重要であるが、光中間

体の生成・崩壊速度には Cl-の有無でほとんど影響が

無く、光センシングへの役割については未だによく

わかっていないが、Asp193 が伝達タンパク質 HtrII
との相互作用に重要であることがわかっている(21)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4：細胞外側からみた NpSRII の結晶構造と Cl-（○） 
 
4. SRI への Cl-結合 
SRIについては結晶構造が明らかにされておらず、

塩との関係についての構造面からの知見は皆無であ

った。我々は先述の高安定性SRI、SrSRIの構造変化

を調べる目的で低温赤外分光(FTIR)法を行うことを

計画し、そのため脱塩試料を準備したところ、見た

目（吸収波長）が赤色方向へ変化することに気がつ

いた(22)。塩による波長変化という意味で微生物では

HRに続く２例目となったわけであるが、この結果は

当初全く想定しておらず、3つの理由で驚いた。１）

そもそもロドプシンタンパク質は膜貫通型タンパク

質であり、その内部は極めて疎水的であるにも関わ

らず色が変化するということはレチナール近傍に

Cl-（もしくはNa+）が結合することを示唆している

こと。２）HRとは異なるCl-（もしくはNa+）結合位

置を考えなければならないこと。何故ならHRファミ

リーの場合、全ての微生物型ロドプシンで保存され

ており機能にも必須のAsp残基がThrに置換されて

いる（図3）。それゆえ全ての微生物型ロドプシンで

保存されているLys残基（図１、３）の電荷を中和す

るためにCl-が結合すると考えられているが、SRIの
場合はAspのままであり、かつ脱プロトン化してLys
の電荷を中和していることが既に確かめられていた

からである(9)。３）１，２とも関係するが波長シフ

トの方向から、TrpやPheなどに囲まれた極めて疎水

の高いレチナールのリング（βイオノン環）付近に

Cl-が結合すると予想されること。の３点である。こ

れらの事を確かめるために種々の分光学的測定を行

い、さらに変異体での実験も試みたところ、上記３

つの予想は見事に裏付けられた(23)。すなわちβイオ

ノン環近傍に300mMのアフィニティーでCl-が結合

し、SRIファミリーでのみ保存されたHis131がカウン

Cl- 

Arg72 

Asp193 
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ターパートになることがわかった（図5）(23)。S. ruber
由来のSRIに特異的な性質である可能性もあるため、

近見出した高度好塩古細菌Haloarcula vallismortis
由来の高安定性SRI（HvSRI）でも同様の実験を行っ

たが結論は変わらなかった(24)。 
光反応速度の解析からもう一つの事実が浮か

びあがってきた。一般に、センサー型ロドプシンの

場合、活性状態（M中間体）を長寿命化するように

制御されている。これは、活性型を長時間保つ事で、

下流の伝達タンパク質群（図２）に効率よく情報を

伝えるためと考えられている(5)。Cl-存在下でのSrSRI
でも長寿命M中間体がみられるが(9)、Cl-非存在下で

は、その寿命が1/5程度に短くなり（半減期23ms）、

著しくセンシング効率が低下するとされる寿命にな

っていた(23)。SRIは誘因応答の光センサーであり、

これらの結果から、Cl-結合が、１）プロトンポンプ

（S. ruberの場合、BRホモログとしてキサントロド

プシンが存在する）を効率よく駆動できる光に集ま

るため（波長制御）、２）効率よく光信号を下流へ伝

えるため（中間体の寿命制御）に重要であると考え

られる。一方、ヒトをはじめとした高等動物の赤色

を関知するロドプシンタンパク質（赤色受容体）で

は、HR, SRII, SRIとは全く異なる位置（ループ部位）

にCl-が結合し3原色色覚の分子基礎となっているこ

とがわかっている(25)。Cl-結合とロドプシンタンパク

質には密接な関係があるのかも知れない。 
 

 

図 5：SRI の構造モデルと推定 Cl-結合部位。膜に向かって a)側面からの図、b) 上部からの図。 
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5. おわりに 
ここで示したように、様々な分野の進展の恩恵を受

けて、好塩微生物由来センサリーロドプシンタンパ

ク質に Cl-が結合し、色制御、情報伝達、イオン輸送

などに重要であることがわかりつつある。図６に本

総説で主に取り上げた４種類のロドプシンタンパク

質の構造と推定 Cl-結合位置を示した。ここで目を引

くのは、Cl-結合位置が三者三様であることと、SRI
を除く３つの結晶構造がほとんど同一（重ねた際の

主鎖 Cαの平均二乗偏差（RMSD）がわずか 1.66Å）

であるという一見矛盾した事実である。すなわち水

分子や側鎖を含む微細構造の制御が Cl-結合に重要

であることを示しており、タンパク質分子の懐の深

さと、精密で信頼性の高い実験の必要性を感じずに

はいられない。一方で、センサリーロドプシンを持

つ生物が高度好塩性であるが故に（低塩性真正細菌

の SR は遺伝子情報のみわかっている）、Cl-非存在下

（あるいは低 Cl-濃度下）での走光性測定が現実的に

不可能である。そのため、センサリーロドプシンへ

の Cl-結合と光センシングとの直接の関係はよくわ

かっていない。我々はこの問題にアプローチするた

め、in vitro での活性測定の立ち上げ(26)と低塩濃度下

でも生育可能な大腸菌への光センシングシステムの

移植(27)を試みている。これらの取り組みにより、さ

らに一歩踏み込んだ理解へとつなげていきたい。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6：微生物型ロドプシン（BR, HR, SRII）の結晶構造と Cl-結合位置（●）。 
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Abstract Escherichia coli was cultured in media 
containing different types and concentrations of salts 
under various pressures. Relatively high salt 
concentrations improved the growth of E. coli under high 
hydrostatic pressures. Chloride ions are especially 
effective for survival. The effects of chloride on 
improvement for growth of E. coli under high hydrostatic 
pressure can contribute for survival under such stress 
conditions. 
 
Key words: high hydrostatic pressure, osmolarity, 
Escherichia coli 
 
  The deep sea is an environment with high hydrostatic 
pressures, low temperatures, darkness and 3.5 percent 
salt concentrations. Of these parameters, high hydrostatic 
pressure is a unique property of the deep sea. To decipher 
the piezotolerant properties of deep-sea organisms, the 
effects of high pressure on these organisms should be 
investigated. Many studies in this regard were performed 

comparing model organisms and piezophiles isolated 
from the deep sea.6) In addition, relatively high 
osmolarity is also unique in the sea. However, there is a 
little information available regarding the relationship 
between osmolarity (osmotic pressure) and hydrostatic 
pressure as they affect marine organisms. 
  In the case of the piezophile Photobacterium 
profundum SS9, a unique outer membrane porin 
(diffusion channel) OmpH is induced under high 
hydrostatic pressures.2, 1) Up-regulation of the expression 
of gene encoding porin could be one mechanism for 
piezoadaptation of P. profundum SS9. On the other hand, 
the expression of the major porins OmpC and OmpF was 
repressed under high hydrostatic pressures in the 
non-piezophile Escherichia coli.7) The expression of 
these genes is known to be regulated by osmolarity,3) 
suggesting that there is some relationship between 
osmotic and hydrostatic pressures. Thus, exploration of 
the effects of pressure on the growth of bacteria at 
different osmolarities could reveal novel insights in 

 ORIGINAL PAPER 
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osmotic pressure-hydrostatic pressure relationship. 
  In this study, we cultivated E. coli with different types 
and concentrations of salts under various pressures. The 
effects of salts on the growth of E. coli under high 
pressure were then evaluated.  
 
  E. coli NBRC 12713 (K12 W3110) was used in this 
study. LB-based medium (1% tryptone and 0.5% yeast 
extract containing various concentrations of the salts) 
was used for cultivation. Sterilized plastic tubes (2 mL) 
were filled with the seeded medium, followed by tight 
sealing with parafilm. Subsequently, the tubes were 
pressurized (50 MPa) in a pressure vessel (Syn, Kyoto, 
Japan). Cultivation without pressurization was also 
performed as a control. Under these conditions, no 
additional O2 was supplied during the cultivation 
(microaerobic conditions). To maintain the growth under 
such O2-limiting conditions, respiratory substrates 
(NaNO3, dimethyl sulfoxide [DMSO], fumarate, or 
trimethylamine N-oxide [TMAO]) were added to a final 
concentration of 10 mM when necessary. The 
cultivations were carried out at 37 ºC and growth was 
monitored by measuring OD660 every 3 h. 
  E. coli was cultured microaerobically as described 
above in media containing 50 mM and 200 mM NaCl 
under 0.1 and 50 MPa without any respiratory substrate. 
No significant difference was observed in the growth 
under atmospheric pressure. On the other hand, high 
hydrostatic pressure strongly suppressed the growth in 
both cases. However, growth in the medium with higher 
NaCl concentrations is slightly better than at lower 
concentrations (Fig. 1). Growth rates under these 
conditions were not high because of the lack of O2. In 
order to improve growth, substrates for anaerobic 
respiration were added to the medium. When NaNO3, 
fumarate or TMAO were added, it was clear that higher 
NaCl concentration stimulated growth at a pressure of 50 
MPa (Fig. 2). These results suggested that NaCl plays 
some important roles in the growth of E. coli under high 
pressure. DMSO was quite effective even under low 
NaCl concentration (Fig. 2). This may be due to the 
known property of DMSO in cryopreservation of 
bacterial cells. It is thought that DMSO affects the 
formation of crystals of H2O in the cell under low 
temperature, and thereby protects intracellular molecules 
from denaturation. Because the molecular vibration 

lowers under the conditions of high pressure as same as 
low temperature, it is expected that the formation of 
cluster of H2O is enhanced. It is possible that DMSO 
protected the cells also under high hydrostatic pressure 
by preventing the formation of H2O clusters. 
 

 
Fig.1. Growth curve of E. coli in media containing 50 
mM NaCl (A) and 200 mM NaCl (B) under a pressure of 
0.1 MPa (square) and 50 MPa (circle) grown 
microaerobically with no added respiratory substrate. 
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Fig.2. Growth curve of E. coli in media containing 50 mM NaCl (square) and 200 mM NaCl (circle) with 10 mM 
NaNO3 (A), 10 mM fumarate (B), 10 mM TMAO (C), and 10 mM DMSO (D) under a pressure of 50 MPa. 
 

  In order to investigate the effect of other types of salts, 
KCl or Na2SO4 were added to the medium instead of 
NaCl (Fig. 3). To improve the growth under 
microaerobic conditions, TMAO was used as the 
respiratory substrate. Higher KCl concentrations restored 
growth under high pressure similar to that using NaCl 
(Fig. 3A). On the other hand, Na2SO4 showed no effects 
even at concentrations of 100 mM (corresponding to 200 
mM NaCl as Na+ concentration) or 200 mM (200 mM 
NaCl as the anion concentration) (Fig. 3B). These results 
indicated that the presence of Cl- is required for 

improvement of E. coli growth under high pressures, 
while Na+ and anionic strength are not involved. 
  In the case of P. profundum SS9, betaine, glutamate, 
glycine and β-hydroxybutyrate (β-HB) accumulated 
under conditions of high NaCl concentrations. These 
compounds can act as osmolytes. Additionally, P. 
profundum SS9 uses β-HB and its oligomer as piezolytes 
accumulated under high-pressure growth conditions.5) 
This can contribute to the adaptation of P. profundum 
SS9 to high pressure. However, E. coli does not behave 
as a piezophile and it is expected that this organism does 



Journal of Japanese Society for Extremophiles (2011) Vol.10 (1) 

33 

not have any mechanisms to adapt to high pressure 
environments. Therefore, it is possible to postulate that E. 
coli accumulated osmolytes under high NaCl 
concentrations, and these compounds contributed to the 
improvement of growth under high pressure like 
piezolytes in piezophile. 
 

 

Fig.3. Growth curve of E. coli in media containing KCl 
(A) and Na2SO4 (B) with 10 mM TMAO under a 
pressure of 50 MPa. Salt concentrations were 25 mM 
(diamond), 50 mM (square), 100 mM (triangle), and 200 
mM (circle). 
 
 
 

  In this study, we suggested the importance of Cl- for 
the growth of E. coli under high pressure. Although it is 
not clear why SO4

2- is not as effective, the mechanism 
involved may be important for survival under high 
hydrostatic pressure stress conditions. 
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極限環境生物学会第 11 回年会報告 
 

第 11 回年会は、11 月 15、16 日の両日にわたって京都大学・化学研究所、宇治おうばくプラザで開催されま

した。「極限環境生物学会」としてのスタートをきる本年会には、多くの会員・非会員の皆様にご参集いただ

き、大変盛況な中で開催することができました。参加者合計は 195 名（内訳を以下の表に示す）となり、関

東地区以外で開催された年会として、過去 高の参加者人数となりました。年会を主催していただきました、

京都大学、跡見先生・栗原先生には大変お世話になりました。また、ご参加いただいた皆様に事務局一同心

より感謝申し上げます。 
 

 事前申し込み人数 当日申し込み人数 合計 
一般 85 

（会員 74、非会員 11） 
24 
（会員 7、非会員 17） 

109 
（会員 88、非会員 26） 

学生 78 
（会員 6、非会員 72） 

8 
（会員 0、非会員 8） 

86 
（会員 9、非会員 171） 

総計 163 
（会員 80、非会員 83） 

32 
（会員 7、非会員 25） 

195 
（会員 87、非会員 108） 

 
スペシャルセッション 
学士院賞受賞記念講演として、立教大学の黒岩常祥先生に「細胞誕生の謎を極限生物“シゾン”で解く」と

題しご講演をいただきました。また、特別セッションとして跡見先生のお世話のもと、奈良先端科学技術大

学の横田明穂先生に「野生種スイカの環境適応能力の解明とその産業利用」、立命館大学の今中忠行先生に「超

好熱菌の解剖」と題し、それぞれご講演をいただきました。極限環境下の始原的な真核生物、植物、超好熱

菌と話題は多岐にわたり、今後当学会が目指す方向性を示唆したようなセッションとなりました。 
 
学会奨励賞受賞者（敬称略） 

 金井保（京都大学・工学研究科）「超好熱菌の環境適応に関わる遺伝子制御機構の解析」 

 國枝武和（東京大学大学院理学系研究科生物科学）「極限環境耐性動物クマムシの分子生物学的解析基

盤の創成～ゲノム解読、トランスクリプトーム解析および機能プロテオミクス」 

 道久則之（東洋大学・生命科学部）「有機溶媒耐性菌の応用研究から見出された新規なコレステロール

酸化酵素に関する研究」 

 八波利恵（東京工業大学大学院生命理工学研究科）「高度好塩性古細菌に由来する機能性タンパク質の

解析」  

 
掘越会長、大島選考委員長を囲んで。左より、國枝博士、道久博士、掘越会長、大島委員長、八波博士、金

井博士。おめでとうございます。今後の更なるご活躍を期待しております。 

 学会記事 
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ポスター賞受賞者（敬称略） 
P-8 友池史明（大阪大学大学院、理化学研究所)「新規特異性を持つウリジンキナーゼの解析が示唆する高度

好熱菌 Thermus thermophilus HB8 の特殊なヌクレオシド代謝系」 
P-12 仲山英樹（神戸大学）「中度好塩性細菌 Halomonas elongata OUT30018 株のペリプラズムにおける銅恒常

性制御機構の解析」 
P-16 峯岸宏明（東洋大学）「好塩性古細菌 Halobacteriaceae 科のより正確な系統分類に向けて」 
P-38 平田章（愛媛大学）「クレンアーキア由来 RNA スプライシングエンドヌクレアーゼのブロードな基質特

異性のメカニズム」 
P-46 牧野友理子（東京工業大学大学院）「高度好塩性古細菌 Haloarcula japonica 由来各種組換え型 FtsZ ホ

モログの性質検討」 
P-51 梅田隆志（東京大学）「Carbazole 1,9a-dioxygenase の酸化酵素-フェレドキシン間電子伝達の機能構造解

析」 

 
掘越会長を囲んで。 

 
後に、本年会を会場側として盛り上げていただいた京都大学の跡見先生、栗原先生をはじめとする関係者

一同に感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 

極限環境生物学会事務局 
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極限環境生物学会誌投稿規定 

 
１．投稿者の資格 
極限環境生物学会誌（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、 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 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。 
 
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 東京都文京区弥生 1-1-1 東京大学大学
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) 
 
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 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。 
 
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 
別刷りは、pdf ファイルとして配布する。 
 
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．その他 
極限環境生物学会誌投稿規定ならびに極限環境生物
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。 
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極限環境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

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 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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極限環境生物学会会則 
 

（名称） 
第１条 本会は、極限環境生物学会（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、極限環境生物研究の発展に寄与し、

極限環境生物の研究、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、

極限環境生物学会誌（英名： 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。 
（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 20,000 円 
賛助会員 年額 一口以上（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 2 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、幹事長、庶務、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、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（会長指名の若干名で

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. シンポジウム委員会（会長指名の若干名

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。 
 
 

 学会会則 
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（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 
2005 年 11 月 7 日改定 
2007 年 12 月 1 日改定 
2010 年 1 月 1 日改定 

 

 
        

 
 
 

      極限環境生物学会細則 
 
（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） 
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、東洋大学生命科学

部井上研究室（群馬県邑楽郡板倉泉野）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。 
 
 
 

2002 年 12 月 1 日改定 
2003 年 12 月 1 日改定 
2006 年 6 月 30 日改定 
2007 年 12 月 1 日改定 
2010 年 1 月 1 日改定 
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極限環境生物学会運営体制（2010~11 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 共和化工株式会社 環境微生物学研究所 

工藤 俊章 長崎大学 水産学部 

 

評議員（５０音順、敬称略） 

秋野利郎 合同酒精株式会社 

五十嵐泰夫 東京大学大学院農学生命科学研究科 

伊藤進 琉球大学農学部 

伊藤雅道 駿河台大学経済学部 

伊藤佑子 創価大学工学部 

今中忠行 立命館大学生命科学部 

大島敏久 九州大学大学院農学研究院 

大森俊雄 芝浦工業大学大学院工学研究科 

鎌形洋一 独立行政法人産業技術総合研究所 

川上文清 東洋紡績株式会社敦賀バイオ研究所 

河原林裕 独立行政法人産業技術総合研究所 

倉光成紀 大阪大学大学院理学研究科 

小林哲夫 名古屋大学大学院生命農学研究科 

小林良則 財団法人バイオインダストリー協会 

小松泰彦 独立行政法人産業技術総合研究所 

坂口健二   

佐上博 東北大学反応化学研究所 

芝弘孝 サントリービジネスエキスパート株式会社 

菅原秀明 国立遺伝学研究所 

鈴木健一朗 独立行政法人製品評価技術基盤機構 

冨田房男 放送大学北海道学習センター 

中川和倫 愛媛県立松山南高等学校 

中村聡 東京工業大学大学院生命理工学研究科 

南部滋郎 日本赤十字九州国際看護大学看護学部 

長谷川功 日本大学生物資源科学部 

半澤敏 東ソ−株式会社東京研究所  

古川謙介 別府大学食物栄養科学部 

別府輝彦 日本大学 

松井裕 石川県立大学生物資源工学研究所 

丸山正 独立行政法人海洋研究開発機構 

山岸明彦 東京薬科大学生命科学部 

山本幹男 日本食品化工株式会社研究所 

湯本勲 独立行政法人産業技術総合研究所 

若木高善 東京大学大学院農学生命科学研究科 

渡辺公綱 独立行政法人産業技術総合研究所 

幹事会     

幹事長 井上明 東洋大学生命科学部 

庶務 亀倉正博 好塩菌研究所 

  加藤千明 独立行政法人海洋研究開発機構 

学術活動   

編集委員長 石井正治 
東京大学大学院農学生命科学研

究科 

学会誌担当 石野良純 九州大学大学院農学研究院 

  高品知典 東洋大学生命科学部 

  古園さおり 独立行政法人理化学研究所 

学術幹事 跡見晴幸 京都大学大学院工学研究科 

  伊藤隆 独立行政法人理化学研究所 

  仲宗根薫 近畿大学工学部 

  國枝武和 東京大学大学院理学系研究科 

  青木俊夫 日本大学生物資源科学部 

  為我井秀行 日本大学文理学部 

シンポ担当 伊藤政博 東洋大学生命科学部 

HP 担当 三輪哲也 独立行政法人海洋研究開発機構 

会計 宇佐美論 東洋大学理工学部 

会計監査 高瀬光徳 
森永乳業株式会社栄養科学研究

所 

  伊藤俊洋 財団法人北里環境科学センター 

   

シンポジウム委員会   

委員長 宮崎健太郎 
独立行政法人産業技術総合研究

所 

 委員 平山仙子 独立行政法人海洋研究開発機構 

  梅野太輔 千葉大学大学院工学研究科 

  前田理久 明治大学 農学部 

  黄川田隆洋 
独立行政法人農業生物資源研究

所 

  仲山英樹 
神戸大学自然科学系先端融合研

究環 

  相馬亜希子 立教大学理学部 

  東端啓貴 東洋大学生命科学部 
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編 集 後 記 

 
極限環境生物学会となって、「微」の字がとれてから早くも 1 年が過ぎました。年会や

シンポジウムで「クマムシ」や「ネムリユスリカ」、「アルテミア」などの極限生物の名

前がすっかりなじんできていると思います。今後の新たなる「極限環境生物学」の構築

に向け、今後ともがんばっていきたいと思っております。 
 さて、本誌も出版が遅れてしまいました。日常的な忙しさにかまけてしまっていると

いう事に、反省をするこの頃です。原稿をいただいた先生方や会員各位には心よりお詫

び申し上げます。いずれにせよ、極限環境下の生命全般を対象とする学会へと発展して

いくために、更に運営に努力を傾注して参りますので、引き続き皆様のご協力をお願い

申し上げます。ありがとうございました。 
 

庶務幹事 加藤千明 
 

 
 
 

 
編集委員会 
委員長 ：石井正治（東大） 
副委員長：石野良純（九大） 
委  員：阿部文快（青学大）、伊藤 隆（理研）、鎌形洋一（産総研）、河原林裕（産総研）、 

高品知典（東洋大）、為我井秀行（日大）、中村 聡（東工大）、中村 顕（筑波大）、 
三輪哲也（JAMSTEC）、湯本 勲（産総研） 

 
 
学会事務局  
〒374-0193 群馬県邑楽郡板倉町泉野 1-1-1 
東洋大学 生命科学部 生命科学科 井上研究室内 
極限環境生物学会事務局 井上 明 (幹事会幹事長) 
D-FAX: 020-4662-1960 E-mail: kyokugenjm10@extremophiles.jp 
 
学会誌編集 
〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町 2-15 
独立行政法人海洋研究開発機構 海洋・極限環境生物圏領域 (加藤千明、庶務幹事) 
TEL：046-867-9550 FAX：046-867-9525 E-Mail：kyokugenjm10@extremophiles.jp 
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