
 

 

「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエ 

 ネルギー創成のための基盤技術の創出」研究領域 

 

さきがけ研究者 

（平成 22 年度採択） 

研究成果報告会 

 
 

 

講演要旨集 

 
 

日 時：平成 25年 11月 19日(火) 

10:10～16:50(開場 9：30) 

場 所：アキバホール 

 

 

主催：独立行政法人 科学技術振興機構 



 



プログラム 
 

10:10-10:15  開会挨拶 

        松永 是 研究総括 

             東京農工大学 学長 

 

座長 横山 伸也 領域アドバイザー 

         鳥取環境大学環境学部環境学科 教授 

 

10:15-10:40 「暗所で光合成を行う藻類の創生」 

鞆 達也 東京理科大学理学部教養学科 准教授 

 

10:40-11:05 「バイオ燃料高生産のための炭素固定能を強化したスーパーシアノバクテリ

アの創成」 

蘆田 弘樹 神戸大学大学院人間発達環境学研究科 准教授 

 

11:05-11:30 「バイオマス高度利活用を志向した人工代謝システムの創出」  

本田 孝祐 大阪大学大学院工学研究科 生命先端工学専攻 准教授 

 

11:30-11:55 「真核藻類のトリグリセリド代謝工学に関する基盤技術の開発」 

中村 友輝 中央研究院植物 微生物學研究所 助研究員    

     (Institute of Plant and Microbial Biology,Academia Sinica.) 

 

11:55-13:10  休憩 

 

座長 松永 是 研究総括 

 

13:10-13:55 ＜特別講演＞ 

「つくばが進める藻類バイオマス研究開発の展望」 

 井上 勲 領域アドバイザー 

筑波大学生命環境系 教授 

藻類産業創成コンソーシアム 理事長 

つくば 3E フォーラム 議長 

 

座長 嵯峨 直恆 領域アドバイザー 

        北海道大学 大学院水産科学研究院 院長 

 

13:55-14:20 「自己溶菌藻と発現ベクターを組み合せた有用物質生産・回収による排気 CO2 

 

 

 

ガス再利用資源化のための基盤技術創成」  

 朝山 宗彦 茨城大学農学部 教授 
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14:20-14:45 「ラン藻の窒素固定酵素ニトロゲナーゼを利用した水素生産の 

       高効率化・高速化」 

増川 一 科学技術振興機構 さきがけ研究者 

     (神奈川大学光合成水素生産研究所 客員研究員) 

 

14:45-15:00  休憩 

 

座長 大森 正之 領域アドバイザー 

         東京大学 名誉教授 

 

15:00-15:25 「グリコーゲンから油脂へ：シアノバクテリア変異株の代謝改変」 

日原 由香子 埼玉大学大学院理工学研究科 准教授 

 

15:25-15:50 「糖代謝ダイナミクス改変によるラン藻バイオプラスチックの増産」 

小山内 崇 科学技術振興機構 さきがけ研究者 

(理化学研究所環境資源科学研究センター 統合メタボロミクス 

研究グループ代謝システム研究チーム 客員研究員) 

 

15:50-16:15 「高増殖性微細藻の合成を目指した微細藻代謝フラックス制御機構の解明」

蓮沼 誠久 神戸大学自然科学系先端融合研究環 准教授 

 

 

5年型さきがけ研究：中間報告 

16:15-16:35 「藻類由来光合成器官の電極デバイス化とバイオ燃料変換系への展開」 

天尾 豊 大阪市立大学複合先端研究機構 教授 

 

16:35-16:45  講評 

 

16:45-16:50  閉会挨拶 

 

17:30-19:30  交流会 
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JST 戦略的創造研究推進事業 CREST＆さきがけ 

「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基

盤技術の創出」研究領域 

 

研究総括 松永 是  東京農工大学 学長 

 本研究領域は、藻類・水圏微生物を利用したバイオエネルギー生産のための基盤技術創

出を目的とします。藻類・水圏微生物には、高い脂質・糖類蓄積能力や多様な炭化水素の

産生能力、高い増殖能力を持つものがあることに着目し、これらのポテンシャルを活かし

た、バイオエネルギー創成のための革新的な基盤技術の創出を目指します。本研究領域の

成果により、効率がよく、低コストのバイオ燃料生産系を構築するための基盤技術が開発

されることが期待されます。この技術を活用することにより、原油等の化石燃料の使用が

削減されることが期待されます。また、物質代謝系技術の確立は、プラスチック原料を含

む化成品等の製造技術などへとつながることから、化学産業の石油依存度を変える可能性

があります。さらに、このような研究を通じて、医薬品、機能性食材等の原料となり得る

新規有用物質の創成が可能となります。これらの技術は、大規模実用化実験をへて、領域

終了後 5年から 10年をめどに達成されることが期待されます。 

 

領域アドバイザー 

石倉 正治 

王子ホールディングス株式会社 研究開発本部開発研究所バイオエタノール研究室 

上級研究員 

井上 勲 

筑波大学生命環境系 教授 

大倉 一郎 

東京工業大学 名誉教授 

大竹 久夫 

大阪大学大学院工学研究科 教授 

大森 正之 

東京大学 名誉教授 

嵯峨 直恆 

北海道大学大学院水産科学研究院 院長 

竹山 春子 

早稲田大学理工学術院 教授 

田畑 哲之 

（財）かずさＤＮＡ研究所 所長 

民谷 栄一 

大阪大学大学院工学研究科 教授 

横田 明穂 

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 教授 

横山 伸也 

鳥取環境大学環境学部環境学科 教授 
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タイトル：暗所で光合成を行う藻類の創生 

氏  名：鞆 達也（とも たつや） 

所  属：東京理科大学理学部 准教授 

 

１．研究の狙いと背景 

従来の酸素発生型光合成は可視域に吸収極大を持つクロロフィル a が光エネルギー変換

反応を担っていましたが、私のさきがけ研究では、より低エネルギー領域を吸収する新奇

クロロフィルを用いて、これまで使用されていなかった領域の光を用いて光合成エネルギ

ーを創生することを目的としています。 

２．研究成果 

（１）低エネルギーで光エネルギー変換が可能な仕組み 

水を電子供与体とするエネルギー変換において低エネルギー領域に吸収を持つクロロフ

ィル d を主要色素としてもつラン藻から最初の電荷分離複合体の単離精製に成功した。そ

の標品を用いて光化学系 IIにおける電荷分離を担うクロロフィル種を決定し、電荷分離を

担うクロロフィルの酸化還元電位は既存の酸素発生型光合成と変えてはならず、低エネル

ギーを補償するために、還元側の電位（初期および第二次電子受容体）をシフトさせるこ

とが必要なことを明らかにした。 

（２）電位の制御 

光化学系 IIの還元側の電位の制御は酸化側に位置する表在性タンパク質によって調節可

能なことを明らかにし、低エネルギー利用のための電位調整の方法の一つを明らかにした。

とりわけ紅藻・珪藻に存在する新奇表在性タンパク質の影響と機能を明らかしたことによ

り、これらを利用して新奇クロロフィルでの光エネルギー変換が可能になると考えられる。 

（３）アンテナ色素の光エネルギー利用の効率化 

  近年発見された、より低エネルギーに吸収極大があるクロロフィルｆを持つラン藻のエ

ネルギー移動機構を明らかにした。クロロフィル a からクロロフィルｆへの励起エネルギ

ー移動は励起後数 ps以内に生じることから、クロロフィルｆ等の新奇クロロフィルをアン

テナ色素として光を捕集する光合成エネルギーの創生につながる。また、珪藻の集光性タ

ンパク質の光エネルギー移動システムを fs-ps レベルで明らかにした。この結果は、新奇

クロロフィルでも応用可能であり、効率の良いエネルギー獲得機構の創生につながる。 

３．考 察 

本研究では、これまで酸素発生型光合成が利用できないと考えられていた低エネルギー

光を利用可能な原理を明らかにした。光合成による持続可能なエネルギーの供給には、安

価で大量にある水を用いることが「鍵」となる。これまで、クロロフィルが吸収するエネ

ルギーが小さくなるときの水分解はどうように制御されているかが明らかとなっていなか

ったが、本研究により還元側の電位の調節が不可欠であり水分解における基本原理を明ら

かにした。また、そのために必要な電位制御の方法も明らかにした。これは、ラン藻、珪
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藻、紅藻等を用いた藻類の多様性を用いた成果で有り、今後より低エネルギーでの光エネ

ルギー変換反応でも応用可能な技術である。 

４．まとめと今後の展望 

このように本研究では、水を電子供与体とする低エネルギー光利用のメカニズムを明ら

かにした。クロロフィル d やクロロフィル f 等の低エネルギー利用の光合成メカニズムに

ついての大きな知見を得たことから、さらに低エネルギー側を利用可能な新奇クロロフィ

ルを作成し、新たな光合成バイオエネルギーの創生を行う。現在、光化学系 IIや Iを金粒

子に結合させることに成功しており、また光化学系 Iへの Pt触媒の付加に取り組んでいる。

これらの技術を応用して生体タンパク質を用いた人工光合成による水素エネルギー生産を

低エネルギー光を用いて行うことも新たな藻類の開発と併せて取り組んでいく。既存のク

ロロフィルと新奇クロロフィルを組み合わせることにより、より広波長領域の光をもちい

たバイオマスの増産につなげていく。 

参考文献  

1. Noji et al., Journal of Physical Chemistry Letters 2, 2448-2452 (2011) 

2. Tomo et al., J. Photobiol. Photochem. B 104:333-340 (2011) 

3. Allakhverdiev et al., Proc. Acad. Natl. USA 108, 8054-8058 (2011)  

(プレスリリース済) 

4. Tsuchiya et al., Biochim. Biophys. Acta 1817, 1285-1291 (2012) 

5. Tomo et al., Biochim. Biophys. Acta 1817, 1229-1305 (2012) 

6. Yokono et al. Biochim. Biophys. Acta 1817, 754-759 (2012) 

7. Uno et al., Biochemistry 52, 5705-5707 (2013) 

8. Nagao et l., Biochemistry 52, 6646-6652 (2013) 

9. Nagao et al., Photosynthesis Research in press (2013)  

(DOI 10.1007/ s11120-013-9903-5) 

他 5報 

 

略 歴 

1991年 3月          東京理科大学 理学部 卒業 

1992年 4月～1994年 3月  岡山大学理学研究科生物学専攻（修士課程）修了 

1994年 4月～1997年 3月 岡山大学自然科学研究科生物資源科学専攻（博士課程）修了 

            博士（理学） 

1997年 4月～2001年 3月 理化学研究所 基礎科学特別研究員・フロンティア研究員 

2001年 4月～2005年 3月 日本大学文理学部物理・応用物理学科助手 

2005年 4月～2009年 3月 京都大学・学術創成研究研究員 

2009年 4月～現在    東京理科大学准教授 

2011年１月～現在    科学技術振興機構 さきがけ研究者 

5



タイトル：バイオ燃料高生産のための炭素固定能を強化したスーパーシアノバクテ 

アの創成 

氏  名：蘆田 弘樹（あしだ ひろき） 

所  属：神戸大学大学院人間発達環境学研究科 准教授  

 

１．研究の狙いと背景 

RuBisCOはリブロースビスリン酸に CO2を固定するカルボキシラーゼ反応を触媒する光合成鍵酵

素である。しかし、RuBisCO は CO2 固定酵素として非効率な酵素特性を有し、様々な局面において

光合成を律速する。本さきがけ研究では、シアノバクテリアの炭素固定能向上のための基礎研究と

して、RuBisCO の機能発現機構・機能進化の解明を行ってきた。また、得られた結果をシアノバク

テリアにおけるバイオエタノール生産へ応用するための研究を進めた。 

 

２．研究成果 

（１）シアノバクテリアにおけるRuBisCOの機能発現機構 

シアノバクテリアは、RuBisCOのCO2固定反応を最適化するために、タンパク質シェルから構成さ

れるCO2濃縮器官carboxysome内でRuBisCOを機能させている。carboxysomeを介したRuBisCOの機

能発現機構解明を目指し、RuBisCO 量を増加、または低下させた Synechococcus PCC7942 株を解析

した結果、RuBisCO量増加により carboxysomeが肥大すること、RuBisCO量低下によりcarboxysome

が減少した。このことから、RuBisCOによるcarboxysomeの形成制御機構の存在が明らかになった。 

（２）RuBsiCOの機能進化 

 シアノバクテリア内でのRuBisCO機能進化解析から、好熱性シアノバクテリアRuBisCOが常温性

シアノバクテリアのものと比較して熱安定性と CO2親和性が高く、進化上、高い機能性を獲得して

いることを明らかにした。また、RuBisCOは largeと small subunitそれぞれ 8個ずつから構成さ

れるが、好熱性シアノバクテリア RuBisCO の酵素特性には、small subunit が関与していることが

明らかになった。 

また、RuBisCO が光合成以外でも機能するよう多様に進化していることに注目し、非光合成生物

のRuBisCOホモログの機能解析を行ってきた。枯草菌のRuBisCOホモログはメチオニン再生経路に

おいてエノラーゼとして機能しており、この経路における機能、また RuBisCOとホモログの比較酵

素解析から RuBisCO の機能発現機構を明らかにした。一方で、アーキアの RuBisCO ホモログは

RuBisCOであった。特にメタン産生アーキアにおいて、RuBisCOの基質リブロースビスリン酸を合成

する光合成カルビン回路特異的酵素ホスホリブロキナーゼを同定し、この酵素がRuBisCOとともに、

カルビン回路様の新規CO2固定回路で機能することが示唆された。 

（３）シアノバクテリアを用いたバイオエタノール生産研究への応用 

 シアノバクテリアSynechococcus elongatus PCC7942にpyruvate decarboxylase (PDC)と alcohol 

dehydrogenase (ADH)遺伝子を導入した代謝改変エタノール生産株のエタノール生産性改良を行っ

た。その結果、NADPH を補酵素に用いる ADH の利用することで、エタノール生産量が最適化前の数
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倍に増加した。また、最適に RuBisCO量的強化を施し光合成能が向上している株を用いてエタノー

ル生産することで、その生産量をさらに増加することに成功した。 

 

３．考 察 

シアノバクテリアにおいて、RuBisCOによる carboxysome形成制御機構の存在が明らかになった

ことから、CO2固定複合体の人為的制御が可能となった。実際、CO2固定複合体制御を介して光合成

能を向上させ、バイオエタノール生産量増加に成功した。また、好熱性や非光合成RuBisCOの機能

解析の結果から、この酵素の改良ターゲットとなる構造・残基の同定が期待される。これらにより、

RuBisCO自身またはCO2複合体としての機能強化の新しい方向性が開けた。一方で、アーキアに光合

成カルビン回路の原型とも考えられる RuBisCOを利用した新規炭素代謝経路を見出した。この結果

は、光合成機構の進化に新たな考えを提唱するものである。 

 

４．まとめと今後の展望 

今後、更にRuBisCOを中心とした光合成炭素固定機構が明らかになることで、光合成能の根本的

な改良が可能となり、シアノバクテリアで確立されてきている様々なバイオ燃料の生産性増加が期

待される。 

 

参考文献 

1. Nakano T, Saito Y, Yokota A, Ashida H, 2013 Biochem. Biophys. Res. Commun. 431, 176-180. 

2. Nakano T, Saito Y, Yokota A, Ashida H, 2013 Biosci. Biotechnol. Biochem. 77, 1104-1107. 

3. Nakano T, Ohki I, Yokota A, Ashida H, 2013 PLoS One. DOI: 10.1071/journal.pone.0067385. 

 

略 歴  

1997年3月  大阪府立大学・総合科学部 卒業 

1997年4月～1999年3月 奈良先端科学技術大学院大学・バイオサイエンス研究科 博士前期課 

   程 修了 

1999年4月～2003年3月 奈良先端科学技術大学院大学・バイオサイエンス研究科 博士後期程  

   単位取得退学 

2003年12月  バイオサイエンス博士（奈良先端科学技術大学院大学）取得 

2003年4月〜2004年3月 奈良先端科学技術大学院大学・バイオサイエンス研究科 教務職員 

2004年4月〜2005年3月 オーストラリア国立大学 生物科学研究所 研究員 

2005年4月〜2007年3月 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 助手 

2007年4月〜2013年9月 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 助教 

2010年10月〜  (独)科学技術振興機構 さきがけ研究者 兼任 

2013年10月〜  神戸大学大学院人間発達環境学研究科 准教授 
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タイトル：バイオマス高度利活用を志向した人工代謝システムの創出 

氏  名：本田 孝祐（ほんだ こうすけ） 

所  属：大阪大学大学院工学研究科 准教授 

 

１．研究の狙いと背景 

微生物ゲノムを改変し、所望の代謝産物の選択的増産を目指す、いわゆる「代謝工学」

は、バイオ燃料をはじめとするバイオマス由来有用化学品生産のための有力な研究アプロ

ーチとなりつつあります。一方、私のさきがけ研究では、生きた微生物の代謝経路を改変

するのではなく、モジュール化した代謝酵素を自在に組み合わせ、物質生産に特化した人

工代謝経路を in vitro で再構成する新たな技術の開発に取り組みました。（超）好熱菌に

由来する耐熱性酵素に着目し、これらを過剰発現させた大腸菌等の中温菌を加熱処理の後

に直接触媒モジュールとして用いることで、操作のシンプル性と目的代謝産物の高収率生

産を兼ね備えた新たな化学品生産技術を確立することを目的としました。 

 

２．研究成果 

（１）ATP非生産性キメラ型解糖系の構築とその利用 

酵素反応を用いた in vitroでの物質生産では、ATPや NADH等の高価な補酵素類の利用効

率を高めるため、これらの物質の消費と再生をバランスさせた反応カスケードをデザイン

することが非常に重要です。本研究では、一般的な解糖系（Embdem-Meyerhof 経路、EM 経

路）の一部の酵素反応を超好熱性アーキアに見られる変形 EM経路のそれらと入れ替えるこ

とにより ATP/ADP の消費と再生がバランスした（すなわち ATP を生産しない）キメラ型 EM

経路を構築しました。さらに構築したキメラ経路にリンゴ酸/乳酸デヒドロゲナーゼなどの

酵素をカップリングさせることでグルコースからの乳酸およびリンゴ酸の選択的生産に成

功しました。 

（２）In vitro合成代謝経路を用いたグルコースからの 1-ブタノール生産 

上記のキメラ経路をさらに伸長し、16 種類の耐熱性酵素を用いて次世代バイオ燃料とし

て注目を集めるブタノールを生産させることに成功しました。天然の 1-ブタノール生産経

路をベースにしつつも、in vitro で十分に機能する経路構築のため、その一部を人為的に

再デザインしたほか、代謝流束をリアルタイムでモニターする手法を考案し、これを用い

て経路構築に必要な各酵素の濃度比を実験的に最適化することに成功しました。 

 

３．考 察 

このように本研究では、耐熱性酵素をモジュールとした in vitro人工代謝経路構築技術

を確立するとともに、本法を用いて 1-ブタノールをはじめとする各種の代謝産物を選択的

に作りわけることに成功しました。本法の魅力のひとつは、モジュールである耐熱性酵素

を自在に組み合わせることで、様々な有用化学品をオンデマンドで作り出せるポテンシャ
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ルがある点にあります。シンプルな操作で、「作りたいモノ」を作る夢のバイオプロセス開

発に向けての足掛かりとなる成果と言えます。 

 

４．まとめと今後の展望 

本研究で示された物質生産システムの力価は、生産速度と収率の点では既存の発酵プロ

セスを凌駕しうるものでした。一方、NADH など一部の補酵素の高温条件下での不安定性な

どが原因で長時間にわたる物質生産には適さず、結果的に得られた生産物濃度は実用化に

は不十分な値にとどまっています。NADHの利用効率を高めるための in vitroサルベージ合

成経路の構築とその利用など、残された技術的課題をクリアし、上述の「夢のバイオプロ

セス」を実現させることが今後の目標となります。 

 

参考文献 

1. Restiawaty et al. 2012 J. Biosci. Bioeng. 113, 521-525. 

2. Ye et al. 2012 Microbial Cell Fact. 11, 120. 

3. Ye et al. 2012 J. Biotechnol. 164, 34-40. 

4. Ninh et al. 2013 Appl. Environ. Microbiol. 79, 1996-2001. 

5. Morimoto et al. 2013 J. Biosci. Bioeng. In press. 

6. Krutsakorn et al. 2013 Metab. Eng. 20, 84-91. 

7. Krutsakorn et al. 2013 Microbial Cell Fact. 12, 91. 

 

略 歴 

1998年 3月 京都大学 農学部 農芸化学科 卒業 

1998年 4月～2000年 3月 京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 

博士前期過程 修了 

2000年 4月～2003年 3月 京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 

博士後期過程 修了 

 京都大学農学研究科 博士（農学） 

2003年 4月～2005年 3月 京都大学農学研究科 応用生命科学専攻 博士研究員 

2005年 4月～2010年 5月 大阪大学大学院 工学研究科 生命先端工学専攻 助教 

2010年 6月～ 大阪大学大学院 工学研究科 生命先端工学専攻 准教授 
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タイトル：真核藻類のトリグリセリド代謝工学に関する基盤技術の開発 

氏  名：中村 友輝（なかむら ゆうき） 

所  属：中央研究院植物暨微生物學研究所（台湾） 助研究員 

     (Institute of Plant and Microbial Biology,Academia Sinica.) 

 

１．研究の狙いと背景 

本研究では、バイオディーゼルの原料となる油脂トリグリセリドを、藻類を用いて大量

生産する新技術の開発を目指します。まず、藻類が油脂をどのように合成・備蓄している

かを、緑藻クラミドモナスを用いて分子レベルで明らかにし、油脂代謝の全容を捉えます。

次に、その知見をもとに、独自の「代謝スイッチング」や分子デザイン、リピドミクスな

どの先端技術と確立された分子生物学、生化学的解析法を駆使して、任意の質と量をもつ

油脂を自在に生産する技術の確立を目標とします。 

  

２．研究成果 

（１）藻類油脂合成酵素群の単離 

真核微細藻類のモデルであるクラミドモナスから、油脂合成酵素であるジアシルグリセ

ロールアシルトランスフェラーゼをコードすると考えられる機能未知の遺伝子を網羅的に

単離しました。遺伝子配列解析の結果、クラミドモナスは種子植物や動物、酵母などに比

べて多数の候補遺伝子をもつことがわかりました。 

（２）酵母での藻類油脂合成系の構築 

 ポリメラーゼ連鎖反応によりクラミドモナスのジアシルグリセロールアシルトランスフ

ェラーゼ候補遺伝子の各々を増幅しました。これらを、遺伝子操作法が確立した出芽酵母

(Saccharomyces cerevisiae)に導入して酵素タンパク質発現させることで、酵母の中で油

脂を生産することができるかを調べました。その結果、DGTT2と呼ばれる油脂合成酵素遺伝

子を導入すると、酵母が通常の約 10 倍に近い量の油脂を生産することがわかりました 1。

蓄積した油脂の組成分析を行ったところ、DGTT2が生産した油脂は酵母の野生株が生産する

油脂と同じ品質を持つことがわかりました。 

（３）代謝スイッチング法による藻類油脂大量生産技術基盤の構築 

 DGTT2の形質転換による酵母での油脂生産量をさらに向上させるため、酵母の脂質代謝を

人為的に改変しました。油脂合成と細胞膜を構成する膜脂質の合成は共通の前駆体に由来

しているため、まず膜脂質生合成の鍵酵素の機能を欠損させ、代謝の流れを油脂合成に転

換しました。さらに、この代謝の逆反応を触媒する酵素を欠損させ、油脂生産の前駆体と

なる物質であるジアシルグリセロールが蓄積しやすいようにしました。その結果、培養条

件により乾燥菌体重量の 50％－150％にあたる多量の油脂が生産できるようになりました。

この酵母は野生株と比べて生育速度が約半分に減少し、細胞が肥大化を起こして内部に大

量の脂質滴を蓄積していることがわかりました。 
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３．考 察 

 本研究により、クラミドモナスに存在する油脂合成酵素が網羅的に単離されました。こ

れらのうち、DGTT2が油脂合成における機能に優れていることがわかり、遺伝子形質転換技

術を用いて酵母に多量の油脂を蓄積させることが可能となりました。藻類由来遺伝子のこ

うした高い機能性は、なぜ藻類が油脂生産にすぐれるのかを明らかにするための重要な知

見となるとともに、藻類由来遺伝子を用いた有用物質技術を構築するための新たな手掛か

りとなります。 

 

４．まとめと今後の展望 

 本研究から、クラミドモナスの油脂合成酵素遺伝子が油脂蓄積に優れた機能性をもつこ

とが世界に先駆けて明らかとなりました。また、ほぼ同時期にアメリカの研究グループに

より、DGTT2がシロイヌナズナの葉においても大量の油脂を蓄積させることが独立に発見さ

れました 2。今後、こうした機能性に優れた藻類の遺伝子リソースを整備することで、これ

らの特性を生かした新たな代謝工学的手法の確立と、革新的な有用物質生産技術の開発が

国際的に期待されます。 

 

参考文献  

1. Hung C-H, Ho M-Y, Kanehara K, and Nakamura Y. (2013) Functional study of 

diacylglycerol acyltransferase type 2 family in Chlamydomonas reinhardtii. FEBS 

Lett.,587:2364-2370  

2. Sanjaya et al. (2013). Altered lipid composition and enhanced nutritional value of 

Arabidopsis leaves following introduction of an algal diacylglycerol acyltransferase 2. Plant 

Cell 25, 677-693. 

 

略 歴 

2002年 3月          東京工業大学 生命理工学部 卒業 

2002年 4月～2004年 3月  東京工業大学大学院生命理工学研究科修士課程終了 

2004年 4月～2007年 3月 東京工業大学大学院生命理工学研究科博士課程終了 

2007年 4月～2007年 9月 東京工業大学大学院生命理工学研究科特別研究員 

2007年 10月～2009年 9月 日本学術振興会海外特別研究員 

（シンガポール テマセック生命科学研究所） 

2009年 10月～2010年 8月 シンガポール国立大学リサーチフェロー 

2010年 9月～2011年 8月 アレクサンダー フォン フンボルト財団リサーチフェロー 

（ドイツ マックスプランク植物育種学研究所およびボン大学） 

2011年 9月～ 台湾 中央研究院植物暨微生物學研究所助研究員、さきがけ研究員（兼任） 

                 (Institute of Plant and Microbial Biology,Academia Sinica.)  
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タイトル：自己溶菌藻と発現ベクターを組み合せた有用物質生産・回収 

          による排気 CO2ガス再利用資源化のための基盤技術創成 

氏  名：朝山 宗彦（あさやま むねひこ） 

所  属：茨城大学農学部 教授 

 

１．研究の背景と狙い 

糸状性シアノバクテリア ABRG5-3株は、細胞

増殖が早く、炭酸ガス固定能にも優れた新種藻

です。また細胞破砕剤添加や超音波などによる

物理的な刺激を与えなくても、培養条件に依存

して自己溶菌する特徴を有しています。一方、

バイオ燃料等有用物質製造に関しては、最近、

藻の高生産能が注目されています。本研究では、

まず自己溶菌メカニズムを理解することを目

的としています。次に遺伝子操作藻を創生し、

バイオ燃料等任意の目的物質を藻細胞に高生

産させるばかりでなく、生産藻細胞を手間要ら

ずに溶かして、培地中から目的物質を簡単に回

収する基盤技術の創成を目指しています。 

 

２．研究成果 

（１）自己溶菌メカニズム解明 

 自己溶菌は、まずチラコイド内膜系の崩壊、続いて細胞間接着点付近に蓄積するリン酸

化合物による細胞構造上の歪みの誘導、最後は細胞壁が溶菌酵素によって崩壊する可能性

が示唆されました。このように、自己溶菌は幾つかの原因が組み合わさって進行するもの

と思われます。更なる原因究明として、チラコイド膜構造形成に関与する脂質等の成分分

析や細胞壁溶菌酵素遺伝子等の同定を試みています。 

（２）シアノバクテリア発現ベクター開発 

 シアノバクテリアを含むグラム陰性菌を広域宿主とする藻発現(シャトル)ベクター pAM

の開発に成功しました。このベクターの遺伝子発現制御領域(ECE)は、明暗培養条件に関わ

らず、目的遺伝子の高効率転写発現と mRNAの安定性が確保されるようにデザインされてい

ます。これにより組換ベクターは、接合伝達により様々なシアノバクテリア藻細胞へ導入

することができます。 

（３）バイオ燃料高生産藻の創生 

 バイオ燃料の一種アルカン(飽和炭化水素)を合成する遺伝子群を挿入した組換ベクター

をシアノバクテリア細胞に導入し、組換藻 Synechocystis 6803_ALK11 並びに

QuickTimeý Ç²
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Limnothrix/Pseudanabaena 5-3_ALK11 株を創生しました。両組換株において、2%炭酸ガス

供給培養条件下では、野生株と比較して 5〜7 倍程度の目的物質(ヘプタデカン, C17H36)の

増産が確認されました。 

（４）目的物質簡便回収法 

緑色蛍光蛋白質(GFP)を過剰蓄積する ABRG5-3株組換藻を創生し、自己溶菌させた後、培

養液上澄より GFP を回収することに成功しました。更に ABRG5-3 株の自己溶菌誘導因子を

検証したところ、振とうから静置への培養条件の切りかえ(２段階培養法)以外にも、暗黒

曝露等も有効であることが明らかになりました。以上をもとに、バイオ燃料生産藻 

5-3_ALK11株を自己溶菌させ、培養液よりアルカンの簡便回収を行なっています。 

 

３．まとめと考察 

本研究では、新種藻 ABRG5-3 株の特徴である自己溶菌原因の一端を解明することができ

ました。一方、有用物質生産に関しては、シアノバクテリア藻発現ベクターの構築に成功

し、目的物質をシアノバクテリアで高生産することが可能になりました。その一例として、

バイオ燃料高生産株を創生しました(特許出願)。今後、大規模培養による燃料製造の実用

化が期待されます。また暗黒静置培養条件等が自己溶菌誘導に非常に有効なことを発見し、

培養液からの簡便回収法が確立されれば、製造コストの大幅な軽減が期待されます。 

 

４．今後の展望 

自己溶菌メカニズムの更なる解明と共に、それを溶菌制御系構築に反映させてゆきたい

と考えています。また得られた組換藻を用いて大規模培養に挑戦し、目的物質製造の実用

化を図っていきたいと思います。目的物質に関しては、バイオ燃料の他に、バイオプラス

チック(PHB)高生産藻の創生にも成功していますが、今後は、他の高付加価値物質の生産に

も挑戦したいと思っています。さきがけ本研究で得られた成果が、藻の研究や産業に役に

立ち、それを通じて少しでも社会貢献ができればと願っています。 

 

参考文献 

1. Asayama, Appl. Microbiol. Biotechnol. 95:683-695 (2012) 

2. Kitazaki et al., Biosci. Biotechnol. Biochem. (in press) 

3. 朝山宗彦,特開 2013-198473 (2013) 

 

略 歴 

1991年  3月 東京農工大学連合農学研究科博士後期課程修了 

1991年  4月 茨城大学農学部助手 

1997年  3月  茨城大学農学部助教授 

1998年 11月 米国 NJ 州立ラトガース大学ワックスマン研究所客員助教授 

2012年 10月 茨城大学農学部教授 
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タイトル：ラン藻の窒素固定酵素ニトロゲナーゼを利用した水素生産の 

高効率化・高速化 

氏  名：増川 一（ますかわ はじめ） 

所  属：さきがけ専任研究者 

（神奈川大学光合成水素生産研究所 客員研究員） 

 

１．研究の狙いと背景 

水素は、将来のクリーンな再生可能エネルギーとして燃料電池などでの利用が期待され

ます。ラン藻の窒素固定酵素ニトロゲナーゼを利用した水素生産は、好気的条件でも水素

生産が可能で、高濃度まで蓄積できる特徴を持ちますが、現状の屋外での（光→水素）エ

ネルギー変換効率は、最高でも 0.1％（空気+2% CO2気相下、1 日以上にわたる水素生産）

に過ぎません。この系の水素生産効率が低い問題を解決できれば、長期的には、粗放型で

経済的な大規模水素生産に適していると考えられます。本さきがけ研究では、効率向上の

鍵になると考えられるニトロゲナーゼの水素生産活性を強化し、さらにニトロゲナーゼが

発現する場である異型細胞（ヘテロシスト）の形成頻度を増大させることにより、ニトロ

ゲナーゼの水素生産効率の大幅向上を目指します。 

２．研究成果 

（１）ヘテロシスト形成頻度の増大と水素生産性の向上 

ヘテロシスト分化の活性化因子である HetR の活性強化により、ヘテロシストの形成頻度

を増大させ、多様なヘテロシスト頻度を示す変異株の作成に成功しました。ランダム変異

法により、抑制因子 PatS により HetR が阻害されにくい Anabaena 変異の選抜を行った結

果、活性化因子 HetR 内に 21 種類、抑制因子 PatS 内に 10 種類のアミノ酸残基置換変異を

同定しました。同定した hetR 変異を Anabaena の染色体へ導入し、15 種類の HetR アミノ

酸残基置換変異株を作成し、ヘテロシスト形成頻度が有意に増大していた変異株を複数単

離しました。これらの変異株の中から、親株より少し高いヘテロシスト頻度を示す HetR 変

異株では、親株と比べて、ヘテロシスト頻度は約 1.3 倍増大、水素生産速度及びニトロゲナ

ーゼ活性（アセチレン還元活性）の最大値は約 1.5 倍増大し、1 週間に亘る累積水素生産量

は約 1.2 倍向上することがわかりました。 

（２）ニトロゲナーゼのランダム変異導入 

ニトロゲナーゼのランダム変異株作成のために、窒素固定ラン藻 Anabaena PCC 7120

株における、シャトルベクター系のニトロゲナーゼ発現系を新たに構築しました。ニトロ

ゲナーゼ活性の発現のために、既知のヘテロシスト特異的プロモーターはその活性が強過

ぎて悪影響を及ぼすことがわかったので、Anabaena のゲノムライブラリーから適度な強度

を持つプロモーターの選抜を行い、新規プロモーターを 20 種類単離しました。GFP 解析か

ら、これらのプロモーターはヘテロシスト特異的に発現することを確認しました。この発

現系を用いて、Anabaena 株のランダム変異株を作成し、窒素ガス気相下の水素生産活性が
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比較的高い変異株の選抜を行った結果、ニトロゲナーゼ活性中心部位近傍に位置するアミ

ノ酸残基置換変異を同定できました。 

３．考 察 

このように本研究では、窒素固定ラン藻 Anabaena PCC 7120 株において、ランダム変異

による改良の成功例を初めて示すことができ、タンパク質の活性や機能に重要な新規アミ

ノ酸残基を同定することができました。HetR 内の推定 PatS 結合部位のアミノ酸残基置換

により、ヘテロシストの形成頻度を制御できることが明らかになりました。ヘテロシスト

頻度が増大し過ぎるとニトロゲナーゼ活性に悪影響がでますが、頻度を適度に増大させる

ことで、長期間にわたるニトロゲナーゼによる水素生産性を有意に向上させることができ

ました。このことから、このアプローチは、ヘテロシストを利用した他の有用物質生産に

おいても有効であるだろうと考えられます。 

４．まとめと今後の展望 

このように本研究では、窒素固定ラン藻 Anabaena PCC 7120 株のニトロゲナーゼによ

る水素生産性を有意に増大させることに成功しました。今後、ヘテロシスト頻度が増大し

たときの代謝系を解析することで、水素生産性のさらなる向上につながると期待されます。

また、ヘテロシスト頻度増大変異とニトロゲナーゼ変異などの複数の変異を組み合わせる

ことで、水素生産性をさらに向上させ、実用化に資するラン藻株の開発を目指していきま

す。 

 

参考文献  

1. Masukawa et al. 2011 AMBIO 41, 169-173. 

2. Sakurai et al. 2013 J. Photochem. Photobiol. C: Photochemistry Reviews 17, 1-25. 

3. 増川一、櫻井英博 2013 水素エネルギーシステム 38(1), 27-32. 
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タイトル：グリコーゲンから油脂へ：シアノバクテリア変異株の代謝改変 

氏  名：日原 由香子（ひはら ゆかこ） 

所  属：埼玉大学大学院理工学研究科 准教授 

 

１．研究の狙いと背景 

私はこれまで、シアノバクテリア Synechocystis sp．PCC 6803の転写因子に関して研究

を進める過程で、Sll0822転写因子欠損株では、細胞体積が野生株の 5倍、細胞あたりのグ

リコーゲン蓄積量が野生株の 10 倍にも達することを見出しました。「器が大きく原料に富

む」この Sll0822 欠損株をプラットフォームとした代謝改変により、高蓄積しているグリ

コーゲンを脂肪酸・油脂に変換できないか、というのが本研究の狙いです。 

Sll0822 は、シアノバクテリアに特有かつ高度に保存されている cyAbrB ファミリーに属

しており、代謝制御の鍵となる重要な転写因子であると予想されますが、実際に Sll0822

が代謝をどのように制御しているのかの情報は皆無でした。そこで Sll0822 転写因子欠損

株について、その代謝特性を明らかにすること、および代謝改変を行って脂肪酸・油脂を

高生産することを２本の柱として、これまで本研究を進めてきました。 

 

２．研究成果 

（１）Sll0822転写因子欠損株の生理学的解析 

光独立栄養条件下では、Sll0822欠損株は、野生株と同等以上の光合成活性を示しますが、

窒素代謝・糖代謝関連遺伝子の発現レベルが低く、ピルビン酸や 2-オキソグルタル酸とい

ったいくつかの重要な中心炭素代謝経路の中間体量が少ないことが分かりました。培地に

グルコースを加えた光混合栄養条件では、その傾向はさらに助長され Sll0822 欠損株は厳

しい生育阻害を受けますが、培地に 2-オキソグルタル酸を添加すると、細胞内代謝が活発

化され、生育阻害が回避されました。これらの結果から、Sll0822が細胞内の炭素・窒素代

謝の停滞を防いで円滑に進行させる調節に関与し、変動する栄養条件下での生存を可能に

している重要な転写因子であることが分かりました。 

 

（２）脂肪酸・油脂の高生産に向けての代謝改変 

Sll0822欠損株においては光合成による炭素の固定は十分に行われているが、それが各種

代謝系で十分に使用されず、結果として余剰糖がグリコーゲンとして蓄積していることが

分かりました。そこで、１．グリコーゲンを蓄積させない、２．糖代謝を促進する、３．

脂肪酸生合成経路を増強する、４.トリアシルグリセロール(TAG)を蓄積させる、５.脂肪酸

を細胞外へ放出させる、という５項目について検討を進めてきました。 

１．グリコーゲン合成系酵素遺伝子 agp 破壊による、グリコーゲン蓄積の阻害を試みま

したが、sll0822欠損バックグラウンドでは、２－５の代謝改変を同時に行っても、agpの

完全破壊株を得ることはできず、グリコーゲン量の減少は見られませんでした。現在、グ
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リコーゲン分解酵素の条件誘導によるグリコーゲンの強制的分解を試みています。 

 ２．解糖系の促進効果が報告されている sigE過剰発現を行ったところ、解糖系中間体量

の増加が観察されたものの、グリコーゲン量や脂肪酸量に特に影響は見られませんでした。 

３．脂肪酸生合成経路の鍵酵素をコードする accBCDA の過剰発現により、MGDG(1.7 倍)

および、膜脂質中のパルミチン酸(1.4 倍)、オレイン酸(2.6 倍)の増加が観察されました。 

 ４．Acinetobacter sp. ADP1株の TAG合成酵素遺伝子 wax-dgaTを条件誘導的に発現させ

たところ TAGの蓄積が検出されました。現在詳細な蓄積条件の検討を行っています。 

 ５．結果を得ておりますが、現在特許申請段階にあり、公表を控えさせていただきます。 

 

３．考 察 

Sll0822欠損株にとって、グリコーゲンの蓄積が生存に必須であることが分かってきまし

たが、この株の長所を最大限に生かすためには、余剰糖を脂肪酸・油脂生産の原料とする

ことが必須です。今後はグリコーゲン量を減少させる方策を見つけ出し、結果の得られて

いる３－５の代謝改変と統合することが最重要課題であると考えております。 

 

４．まとめと今後の展望 

Sll0822 転写因子が各種代謝経路のバランスを取る上で重要な役割を果たしていること、

脂肪酸生合成において、Sll0822欠損株は野生株に比べて高生産が期待される系であること

が明らかになりました。Sll0822の改変による代謝の人為的制御、欠損株を用いての物質生

産は、高効率なエネルギー・物質生産を達成する上での有力な手段となると期待されます。

また、cyAbrB 転写因子はシアノバクテリアの種内に広く保存されているため、将来的には

Synechocystis以外の有用種の代謝改変にも、本研究の成果は応用可能であると考えます。 
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タイトル：糖代謝ダイナミクス改変によるラン藻バイオプラスチックの増産 

氏  名：小山内 崇（おさない たかし） 

所  属：さきがけ専任研究者 

（理化学研究所環境資源科学研究センター 客員研究員） 

 

１．研究の狙いと背景 

私のさきがけ研究では、酸素発生型光合成を行う細菌であるラン藻を用いて、バイオプ

ラスチックポリヒドロキシ酪酸（PHB）の増産を目指しています。ラン藻の PHBは、他のバ

クテリア同様、窒素欠乏時に合成されます。一般的に目的物質の増産を目指す場合、合成

酵素の高活性化などに着目します。しかし、局所的な酵素活性の改変ではしばしば、基質

の枯渇や代謝バランスの崩れなど、目的物質の生産量が酵素活性以外の部分で頭打ちにな

ってしまいます。そこで本研究では、PHB増産を目指して、代謝全体を包括的に変える新し

い方法論の開発を主目的としました。 

 

２．研究成果 

（１）野生株における窒素欠乏時の代謝産物量変化(Osanai et al. 2013 Environ. 

Microbiol.) 

PHBが合成される窒素欠乏時の代謝産物量変化をCE-MS、LC-MS/MSにより解析したところ、

特に TCA 回路の有機酸が大きく増加することが分かりました。また、プリン、ピリミジン

ヌクレオチドが包括的に減少し、リン酸基を多く持つほど大きく減少するといった代謝の

法則を発見しました。 

 

（２）シグマ因子 SigEによる糖異化促進と PHB増産(Osanai et al. 2011 J. Biol. Chem.; 

Osanai et al. 2013 DNA Res.) 

 RNA ポリメラーゼシグマ因子 SigE は、窒素欠乏時に発現が増加します。これまでの研究

から SigEは、糖異化酵素の遺伝子群を制御することが知られていました。SigEの過剰発現

株を作製して解析したところ、グリコーゲン量が減少し、グリコーゲン異化や酸化的ペン

トースリン酸径路の酵素量が増加することが分かりました。また、PHB合成酵素の量が増加

し、窒素欠乏時の PHB量が野生株と比べ約 2.5倍に増加することが分かりました。 

 

（３）シグマ因子 SigEによる水素増産と多様な表現型(Osanai et al. 2013 Plant J.) 

 SigE 過剰発現株では、PHB 増産以外に多様な表現型を示すことが分かりました。細胞の

直径が約 1.6倍に増加することや光合成、呼吸活性が 1〜2割減少することが分かりました。

また、トランスクリプトーム解析から SigEが水素生産に関与する可能性が示唆されたため、

嫌気条件の水素生産量を調べたところ、野生株の 2倍以上に増加することが分かりました。 
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（４）レスポンスレギュレーターRre37による糖異化促進と PHB増産 

 窒素欠乏時に発現誘導を受けるレスポンスレギュレーターRre37 の過剰発現株を作製し

て解析したところ、グリコーゲン異化酵素や解糖系、PHB 合成酵素の mRNA 量、タンパク質

量が増加することが分かりました。また、PHB量も増加し、SigEとの二重過剰発現では PHB

量が相加的に増加することが明らかになりました。 

 

３．考 察 

このように本研究では、SigE と Rre37 という転写制御因子を使うことにより、糖異化が

促進され、PHB量が増加することが分かりました。本研究により、代謝を包括的に制御する

転写制御因子が、ラン藻の代謝工学に有用であることが示されました。この他にも、ヒス

チジンキナーゼ Hik8 による SigE タンパク質量の制御や、他の転写制御因子によるラン藻

の一次代謝の制御機構についても明らかになりつつあります。 

 

４．まとめと今後の展望 

私の研究では、PHBだけでなく、水素も含めた幅広い物質の生産に有用な「代謝工学の基

盤」となるラン藻の作製を目指しています。現時点ではさらなる収率の増加が実用化には

必要ですが、ラン藻を介した光と二酸化炭素の利用によって、将来的に環境に優しいバイ

オマテリアル・バイオエネルギー生産が可能となることが期待されます。 
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4. Osanai et al. 2013 Plant J. DOI: 10.1111/tpj.12310. 
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タイトル：高増殖性微細藻の合成を目指した微細藻代謝フラックス制御機構の

解明 

氏  名：蓮沼 誠久（はすぬま ともひさ） 

所  属：神戸大学自然科学系先端融合研究環 准教授 

 

１．研究の狙いと背景 

バイオエネルギー生産系として利用可能なラン藻や微細藻を創製するために、光合成代

謝能力の強化は最も有効な手段の一つであり、光エネルギーを物質エネルギーに変換する

機構の改良として、光合成電子伝達系の改良や CO2同化速度の促進は重要な課題となってい

ました。しかしながら、これまでのラン藻の代謝研究は遺伝子発現やタンパク質の解析が

中心で、ルビスコによる CO2固定反応に始まり、代謝産物（糖質、タンパク質等）にいたる

物質代謝経路の解析はほとんど行われてきませんでした。その理由としては、カルビン回

路等の中枢代謝経路に位置する中間代謝物質の存在が微量で不安定であり、極性が高いた

めに従来型の分析手法での分離・検出が困難であったことが挙げられます。そこで本研究

では、キャピラリー電気泳動・飛行時間型質量分析系により中枢代謝経路の中間代謝物質

を一斉分析する手法を開発し、ラン藻のメタボローム解析技術を確立することとしました。

さらに、細胞内代謝の動的な変動を観測するために、13CO2を用いた in vivo 13C標識技術と

メタボロミクスを組み合わせた動的代謝プロファイリング技術の開発を目指しました。ラ

ン藻の光合成は光強度や CO2濃度等の外的環境に左右されるため、培養条件を変えることに

より細胞の増殖速度を変化させ、増殖の違いを動的代謝プロファイリング技術で解析する

ことにより、増殖と関連する代謝物質や代謝経路を推定することを目的としました。 

 

２．研究成果 

（１）ラン藻動的代謝プロファイリング技術の開発 

ラン藻メタボロミクス技術を確立するとともに、13CO2を用いた in vivo 13C標識システム

を導入することにより、細胞内の炭素代謝フローを観測することが可能な動的代謝プロフ

ァイリング技術を開発することに成功しました。本技術を用いることにより、窒素源制限

下における代謝変動を世界で初めて観測することに成功し、グリコーゲン生産がタンパク

質の分解により促進されることを明らかにしました。 

（２）ラン藻動的代謝プロファイリング技術を用いた炭素代謝制御機構の解析 

十分な光照度条件下においてラン藻の細胞増殖は CO2濃度と正の相関を示すことから、細

胞への CO2 流入量を変化させ、CO2 濃度依存的に生合成されない代謝物質を捉えることによ

り炭素フローの律速点を探索することとしました。動的代謝プロファイリング解析からは

カルビン回路が CO2濃度依存的なターンオーバーの増加を示したのに対し，ピルビン酸周辺

の代謝物が CO2濃度非依存的であることを見出しました。また、アミノ酸代謝も CO2濃度に

より大きく変動することを明らかとしました。 
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（３）遺伝子工学的手法による高増殖性ラン藻の作出とバイオエネルギー生産 

 光合成電子伝達系の改変により光合成能を改良した株の作出に成功し、動的代謝プロフ

ァイリング技術により炭素同化速度の向上を観測しました。本研究は炭酸固定を代謝物レ

ベルで実測した世界で初めての例であり、本技術の有用性を実証することに成功しました。 

 

３．考 察 

本研究により、ラン藻の細胞内代謝を網羅的に観測するだけでなく、代謝変動を動的に

捉えることが可能になり、代謝物の合成・分解や炭素の分配に関する情報を取得すること

が可能になりました。また、動的代謝プロファイリング技術は光合成能の評価において有

用な手法であることを明らかにしました。速度論的な代謝情報の取得は代謝ネットワーク

の制御に関連する因子の推定に有効であり、取得した情報を基にさらなる光合成能の向上

が期待できます。 

 

４．まとめと今後の展望 

本研究ではラン藻の光合成代謝研究において有用な解析ツールを開発することに成功し

ました。遺伝子リソースが豊富で、形質転換技術が整備されたラン藻は合成生物学的研究

の実践に優れたホストであり、今後は、バイオ燃料や化学品原料など様々な物質生産に応

用していきたいと考えています。 
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2. Aikawa et al. 2013 Energy Environ. Sci. 6, 1844-1849. 

3. Hasunuma et al. 2013 J. Exp. Bot. 64, 2943-2954. 

4. Izumi et al. 2013 J. Chromatogr. B 930, 90-97. 
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5年型さきがけ研究：中間報告 

タイトル：藻類由来光合成器官の電極デバイス化とバイオ燃料変換系への展開 

氏  名：天尾 豊（あまお ゆたか） 

所  属：大阪市立大学複合先端研究機構 教授 

 

１．研究の狙いと背景 

地球環境保全のためには環境低負荷型エネルギー循環システムの構築や有害物質を有効

利用するエネルギー変換システムの開発が必須であり，特に二酸化炭素の削減技術を取り

入れた低炭素社会の構築が急務です．低炭素社会を築き上げていくために必要なエネルギ

ー源として，水，多糖類バイオマス，太陽光エネルギー，メタノールなどの低炭素燃料の

利用があげられます．特に太陽光エネルギーを直接電気エネルギーに変換できる太陽電池

は，将来のエネルギー供給源として期待されています．また，2009 年国連地球変動サミッ

トで「日本は 2020 年までに 1990 年比で 25%の温室効果ガスを削減する」と明言し，二酸

化炭素も大幅に削減する技術も同時に必要となっています．本研究では濃緑色単細胞微細

藻類スピルリナプラテンシスの水中での効率的な光合成機能に着目し，光合成反応場であ

る光合成膜を電極上に固定し，これを用い，水・二酸化炭素を作動媒体とした低炭素燃料

生成機能を有する光電変換系を創製することを目的としています． 

２．研究成果 

（１）濃緑色単細胞微細藻類であるスピルリナプラテンシスの培養と光合成膜の分離精製 

スピルリナプラテンシスの定常的な培養法を確立しました．さらに電極上に固定するた

めに必要な酸素発生能を保持した光合成膜の分離・精製に成功しました． 

（２）光合成膜固定酸化チタン電極の調製と光電変換能の評価 

スピルリナから分離した光合成膜を酸化チタン薄膜電極上に固定化及び光電変換能，酸

化電位印加状態における可視光照射による酸素発生機能について評価し結果，酸化電位印

加状態において酸化チタン薄膜電極上の光合成膜に光照射するとこで酸素が発生し，さら

に白金電極とで組んだ光電変換系が作動することを明らかにし，電極 1cm2あたり 20μA 程

度の光電流が得られました． 

（３）電子伝達分子-ギ酸・アルデヒド・アルコール脱水素酵素固定電極の調製と機能評価 

 電子伝達分子-ギ酸・アルデヒド・アルコール脱水素酵素固定電極の調製と機能評価に関

して，特に重要な二酸化炭素分子変換の最初の段階であるギ酸脱水素酵素が関与する反応

について，ビオローゲンを基盤として新規に合成した人工補酵素の合成を進め，ギ酸脱水

素酵素とともに電極基板上への固定化を達成しました．二酸化炭素飽和下においてビオロ

ーゲンの還元電位に相当する電圧を印加したところ二酸化炭素がギ酸に変換されることを

見出しました． 

（４）光合成膜固定化電極とギ酸脱水素酵素固定電極による光電変換機能評価 

 光合成膜固定電極とギ酸脱水素酵素固定電極とを組み合わせた光電変換系を構築したと
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ころ，光照射によって光電流（電極 1cm2あたり 55μA 程度）が観測され，さらに発電と同

時に二酸化炭素が還元されギ酸（3 時間の発電で 30μM 程度）が生成することを見出しまし

た． 

３．考 察 

本研究では上述のように研究項目を４つに分類して最終目標達成のために要素技術を十

分に検討しました．さらに光合成膜固定化電極，ギ酸脱水素酵素固定電極及び二酸化炭素

を飽和した電解質溶液で構成される光電変換系の機能を評価しました．その結果，太陽光

と同等の可視光を照射することで起電力が生じ，光電流が得られ，さらにギ酸が生成しま

した．このことから本系は光照射によって光合成膜固定化電極上で水が分解され酸素と電

子が得られ、得られた電子が対極であるギ酸脱水素酵素固定電極に移動し二酸化炭素がギ

酸に変換されたと考えられます． 

４．まとめと今後の展望 

本研究では，スピルリナの光合成組織をデバイス化した電極を構築し，太陽光エネルギ

ーによる発電中に二酸化炭素が削減され，ギ酸が同時に生産可能な多機能太陽電池システ

ムのプロトタイプを確立するができました．尚，本提案は研究期間 5 年で申請しており，

今後最終目標である水と二酸化炭素を作動媒体としたメタノール生成機能を持つ光電変

換系の構築を達成したいと考えています．最終的には本成果を一つのデバイスに太陽電

池，二酸化炭素削減，低炭素燃料生成機能を装備した一石三鳥の技術に発展させます． 
参考文献 
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略 歴 

1992年 3月  茨城大学 理学部 卒業 

1992年 4月～1994年 3月 茨城大学大学院 理学研究科 修士課程修了 

1994年 4月～1997年 3月 東京工業大学大学院 生命理工学研究科 博士後期課程修了 

博士（工学） 

1997年 4月〜1998年 1月 財団法人神奈川科学技術アカデミー専任研究員 

1998年 2月〜2001年 1月 科学技術庁航空宇宙技術研究所（現 JAXA）研究員 

2001年 2月〜2002年 3月 大分大学 工学部応用化学科 講師 

2002年 4月〜2007年 3月 同 助教授 

2007年 4月〜2013年 3月 同 准教授 

2011年 4月～現在 （独）科学技術振興機構 さきがけ研究者（兼任） 

2013年 4月〜現在 大阪市立大学 複合先端研究機構 教授 

同 人工光合成研究センター 副所長 

23



M  E  M  O 

24


	成果報告要旨_表紙F2
	1_8006鞆達也H25研究成果報告要旨F 
	2_8002蘆田弘樹H25研究成果報告要旨 
	3_8010本田孝祐H25研究成果報告要旨2 
	4_8007中村友輝H25研究成果報告要旨-改訂版2
	5_8001朝山宗彦成果報告要旨_最終確認版
	6_8011増川一H25研究成果報告要旨_訂正版
	7_8009日原由香子H25研究成果報告要旨 改訂版
	8_8004小山内崇H25研究成果報告要旨
	9_8008蓮沼誠久H25研究成果報告要旨 
	10_8003天尾豊H25研究成果報告要旨F
	M  E  M  O



