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§１．研究実施体制 
 

（１）農工大グループ 

① 研究代表者：早出 広司 （大学院工学研究院・生命機能科学部門・教授） 

② 研究項目 

・シアノファクトリの開発 

 
 
§２．研究実施内容  

(文中に番号がある場合は（３－１）に対応する) 

 

Ⅰ．合成情報伝達系が組み込まれた海洋合成シアノバクテリアホストの開発 

【制御用リボレギュレータの開発】 

設計したリボレギュレータのシアノバクテリア内での動作を確認した。すなわち、レポーター蛋

白質である GFPuv の上流に crRNA の配列を配したプラスミドを Synechocystis sp. PCC 

6803 に導入したところ、crRNA 配列を持たない場合に比べ、GFPuv 由来の蛍光が顕著に低

下し、シアノバクテリア内で crRNA が正しく働いていることが示された。この crRNA 配列につい

ては、配列に改良を加えることで、多様な ON/OFF レベルを有するものをデザインすることに成

功している。また、Ni プロモータの下流に taRNA 配列を配した遺伝子を共存させた場合、

NiSO4 の添加により taRNA の転写が誘導され、crRNA 下流の GFPuv の発現が上昇すること

が確認された。 

さらに、RNA を安定化させる効果を持つといわれる Hfq 結合配列を taRNA に導入することに

より、大腸菌において翻訳抑制解除が増強されることを確認した。今後は、これらのリボレギュレ
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ータのさらなる改良を継続し、海洋シアノバクテリアで高効率に機能するリボレギュレータをデザ

インする。 

【緑色光センシングによる自動凝集・溶菌プロセスの開発】 

Synechocystis sp. PCC6803 由来の緑色光センシングドメインをクローニングし、これが海洋

シアノバクテリア Synechococcus sp.において動作することを確認した。また、この系において動

作する cpcG2 プロモータ配列を改良することで、プロモータ下流の目的遺伝子の発現を強化す

ることができた。 

また海洋シアノバクテリア培養の制御に用いる凝集因子および細胞溶菌酵素系については、

海洋シアノバクテリア内において有効なものを探索し、これの発現と活性について検証する。 

【青色光センサ蛋白質を用いる情報伝達系の構築】 

シアノバクテリアを含む原核生物において青色光を刺激として転写を制御するセンサ系を候

補として、シアノバクテリアにおいて機能する青色光センサキメラ蛋白質の構築を行った。具合

的には、Bacillus subtilis 由来 YtvA の LOV ドメインと Bradyrhizobium japonicum 由来

FixL のヒスチジンキナーゼドメインとの間でキメラ蛋白質を構築し、その挙動について

Synechocystis sp. PCC6803 で検証を行った。この過程において、PCC6803 に内在性のセン

サー蛋白質が存在することが示唆された。 

また、シアノバクテリアのゲノム中より上記 LOV ドメインと相同性の高い配列を検索し、これを

センサードメインとして、上記 FixL のヒスチジンキナーゼドメインとの間でキメラ蛋白質を構築し

た。このキメラ蛋白質を明条件下または暗条件下で大腸菌内で発現させたところ、光の有無によ

ってセンサードメイン中に存在するフラビンモノヌクレオチド由来の吸収スペクトルが変化してお

り、センサードメインが光に対して応答していることが明らかとなった。 

 

Ⅱ．バイオ燃料関連化合物生産用の合成オペロンの開発 

【合成オペロンの構築】 

前年度までに構築した PHB 合成関連遺伝子の発現ベクターを用いて海洋 Synechococcus 

sp.の形質転換を行った。窒素源を除いた培地で培養し、定常期のカルチャーから PHB 生産が

確認できた。また、アルカン合成関連遺伝子の発現ベクターを用いて同様に形質転換を行い、

炭化水素生産を評価した。その結果、野生株においてはアルカン合成が確認されていない

Synechococcus sp. NKBG 15041c 株において、Heptadecane の生産が確認された。さらに、

Heptadecane の生産量向上を目指し、発現ベクターのプロモータ改変を行った。NKBG 

15041c 株のゲノムからフィコシアニン遺伝子を同定し、その上流に存在するプロモータ配列を

使用した。その結果、従来使用していた trc プロモータと比較して、アルカン合成関連遺伝子の

RNA 量が３倍に増大した。 今後は各酵素の発現量と炭化水素生産のプロファイルを評価して

いく。 

【炭化水素合成シアノバクテリアのゲノム解析】 

Nonadecene の合成が確認されている Synechococcus sp. NKBG 15041c 株の全ゲノム
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情報（H23 年度にゲノム配列決定済み）から、アルケンの合成に関連する遺伝子の探索を行っ

た。Synechococcus sp. PCC 7002 株において同定されたアルケン生産に関連する酵素と

70％以上の DNA 配列の相同性が示されたことより、NKBG 15041c 株において新たに炭化水

素合成に関連した遺伝子を抽出することができた。現在、大腸菌のタンパク質発現系により当該

酵素の発現・精製を行っており、その in vitro での機能解析を進める予定である。 

 

Ⅲ．バイオ燃料関連化合物高効率抽出用イオン液体プロセスの開発 

【PHB 抽出用イオン液体プロセスの開発】 

共役酸の酸解離定数(pKa)が高いアニオンを用いたイオン液体が温和な条件で PHB を溶解

できること、含水条件においても未処理の PHB を溶解できることを明らかにした。特に、ベンゼ

ン環を有するイオン液体が含水状態での PHB 溶解に有効であった。また、疎水性のイオン液

体を用いて、水層から PHB を分離回収できることを見いだした。 

さらに、実際にシアノバクテリアを用いたイオン液体プロセスの検討を行った。種々のイオン液

体の特性評価を通じ 2,4)、水素結合受容性の高いイオン液体を用いることで含水含塩状態のシ

アノバクテリアを直接溶解可能であることを見いだし報告した 1)。 

【アルカン抽出用イオン液体プロセスの開発】 

アルカンのイオン液体への溶解は、これまでに報告されているイオン液体では比較的困難で

あるが、長鎖アルキル基を有するイオン液体がヘプタデカンを溶解すること、溶解後に水を少量

添加することで、溶解したヘプタデカンを分離できること、さらに、過剰量の水を含んだ系では、

水、イオン液体、ヘプタデカンの 3 層に分離し、ヘプタデカンを分離出来ることを明らかにした。 

【スターチ抽出用イオン液体プロセスの開発】 

多糖類を溶解するには水素結合受容性の高い極性イオン液体と呼ばれるグループが有効で

ある。しかし、通常の極性イオン液体は、カチオンが水と混和しやすいため、系の含水量が上が

ると溶解性が大きく低下する傾向があった。そこで、高い水素結合受容性を持つアニオンと、疎

水性のカチオンとを組み合わせ、糖と親和しつつ含水量の影響を受けないような疎水性高極性

イオン液体を設計した 3)。 

 

 

§３．成果発表等 

 
（３－１） 原著論文発表 
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