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研究成果の概要（和文）：Methylobacterium属細菌が持つ複数のメタノール脱水素酵素（MDH)の個々の役割を遺
伝学的に調べ、カルシウム依存型MDHであるMxaFとランタノイド（Ln)型MDH、XoxF1がメタノール、エタノールで
の生育に必須であること、他のADHがプロパノールなどのアルコールへの生育に関与することが分かった。また
MxaF, XoxF1の発現切り替え機構に関わるMxbDタンパク質について遺伝学的解析を行い、MxbDがMxaFの発現に必
要であること、XoxFの発現には必要無いこと、またMxbDのHAMPドメインにおける自然突然変異がMxaF発現のXoxF
発現依存性を解除することを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：We genetically analyzed the function of multiple methanol dehydrogenase 
(MDH) -like genes in Methylobacterium species. It was found that Ca-dependent MDH, MxaF and 
Ln-dependent MDH, XoxF1 were necessary for the growth on methanol and ethanol. Another alcohol 
dehydrogenase is involved in propanol oxidation. In addition, genetic analysis on MxbD that acts as 
lanthanide-switch for the expression of mxaF and xoxF has been done. MxbD is necessary for mxaF 
expression but not for xoxF expression, and spontaneous mutation in HAMP domain in the protein 
releases the repression of mxaF expression by the presence of XoxF.

研究分野： 応用微生物学
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１．研究開始当初の背景 
 植物は地球上で年間1億トンという莫大な
量のメタノールを気孔を通じて排出してい
る。Methylobacterium属細菌はこのメタノー
ルを利用して生育し、植物表面において総細
菌中の 10-20%を占める、重要な共生菌の一種
である。植物の生育を促進する種も知られ、
生育促進機構についても大きく注目されて
いる。また植物上での生態のみならず、本属
細菌は細菌によるメタノール代謝のモデル
生物としても長年研究されてきたため、メタ
ノールの代謝に関わる酵素・遺伝子群はほぼ
網羅的に研究され尽くした感があった。とこ
ろが近年、これまでの生物学の常識を覆す酵
素が本属細菌に見つかった。 
 本属細菌はメタノールをメタノール脱水
素酵素【MDH】によって酸化する。MDH は補酵
素ピロロキノリンキノン(PQQ)と、通常カル
シウム【Ca】を補欠分子属として持っている。
この MDH は MxaF 遺伝子にコードされ、MxaF
破壊株は当然ながらメタノールへの生育能
を失う。一方、本属細菌ゲノムには XoxF1, 
XoxF2 という、MxaF と 50%程度の相同性を持
つ MDH ホモログが存在し、その機能は長らく
謎であった。というのは、XoxF1 遺伝子破壊
株はメタノールに生育しないにもかかわら
ず、発現精製した XoxF1 タンパク質に全くメ
タノール酸化酵素活性が見いだされていな
かったからである。 
 近年私たちは、本属のモデル細菌である M. 
extorquens AM1 株において、MxaF が Ca 依存
の酵素であるのに対して、XoxF1 はランタン
【La】、セリウム【Ce】などのランタノイド
【Ln】を利用する酵素であること、MxaF 破壊
株が La 存在下で XoxF1 によってメタノール
に生育することを、初めて証明した(PLoS One 
7, e50480, 2012)。 
 Ln は、希土類元素またはレアアースに含
まれ、その名によらず、天然にはある程度幅
広く存在しており、決して「レア」な元素で
はない。地殻中の含量は、生物が必要とする
モリブデンや亜鉛、コバルトと同程度(数十
ppb)含まれている。Ln は磁石などの物質の
性質を微量で大きく変えることから産業の
ビタミンと呼ばれるなど、工業的には重要な
元素である。しかし、生物学的な意義として、
むしろ Ca 依存酵素の阻害剤として用いられ
るなど、生物にとって重要な元素であると全
く考えられて来なかった。本属細菌の Ln 依
存 MDH の研究は、新たな微生物機能、新た
な金属の生物における機能を解き明かす上
で初めてのモデルケースとして生物学的に

極めて重要である。 
 
２．研究の目的 
 Methylobacterium属細菌はCaとLnの金
属の availability に応じて MxaF と XoxF1
を使い分けていると考えられる。その切り替
え機構はどのようになっているのだろうか。
MxaF 遺伝子発現の制御は非常に複雑であり、
MxaF タンパク質の成熟にも多くの因子が関
与する。それに対して XoxF1 遺伝子の近傍
にはMxaFほどその成熟に関与しそうな遺伝
子は存在しない。この切り替え機構を明らか
にするためには MxaF、XoxF1 制御機構の詳
細を明らかにする必要がある。 
 申請者はエゾスナゴケから分離した M. 
aquaticum 22A 株を用いている。本株はコケ
だけでなく幅広い種子植物に生育促進効果
を示しており（PloS One 8, e33800）、生育促
進のモデル菌として扱っている。本株におい
ても MDH として MxaF と XoxF1,2 の遺伝
子の存在を確認し、それらの破壊株は AM1
株と同様のフェノタイプを示すことを確認
した。 
 興味深いことに、 22A 株には MxaF, 
XoxF1,2 以外にそれらのホモログがさらに 3
つ（計 6 つ）存在することが分かった(AM1
株には計５つ)。これらは系統解析によって、
PQQ 依存エタノール脱水素酵素に属すると
考えられた。これらのアミノ酸配列には、Ca
ではなくLnを結合しうるXoxF1型のモチー
フが保存されていた。すなわち、本属細菌は
メタノール以外の基質を酸化する PQQ 酵素
として、XoxF1 以外にも Ln 依存酵素を持つ
可能性があった。その基質特異性や金属要求
性は不明であり、MxaF, XoxF1,2 との機能的
冗長性や調節も全く分かっていない。もちろ
ん、植物上での生育に重要なのかどうかも分
かっていない。 
 本研究の目的は Methylobacterium 属細菌
における Ca 依存 MxaF, Ln 依存 XoxF1 遺伝
子の切り替え機構、および、22A 株に見いだ
した他のMDH様脱水素酵素の性質を明らか
にすることとし、最終的には、何故いくつも
の MDH を持つのか、それらの金属要求性が
異なるのは何故か、そしてそれらの環境中に
おける役割は何か、という疑問に答えを見い
だす。また、XoxF は MxaF よりも多くの微
生物ゲノムに存在することが分かっている
ことから、Ln 依存的にメタノールを利用で
きる細菌の存在が示唆される。そこで、Ln
を要求するメタンあるいはメタノール資化
性細菌のスクリーニングも行った。 



 
３．研究の方法 
(1) 6 つの MDH 様酵素遺伝子の役割 
22A株において6つのMDH様酵素遺伝子につ
いて、それぞれの単独遺伝子欠失株、それぞ
れのみを残した単一遺伝子保持株を作製し
た。これらの株をメタノール、エタノール、
プロパノール、グルコースにランタンの有無
の条件で培養し、生育特性を調べた。 
 (2) XoxF 表現型抑制変異株の解析 
XoxF 遺伝子欠失株は Ln 型 MDH であり、かつ
Ca 型 MDH である MxaF 遺伝子の発現に必要で
あることから、XoxF 遺伝子欠失株は Ln の有
無に関わらずメタノールに生育しない。意外
なことに本変異株からメタノールへの生育
が回復した自然突然抑制変異株が分離でき
た。これらのゲノムを解析し、変異の原因を
調べた。 
 (3) Ln 依存メチロトローフの探索 
XoxF遺伝子はMxaFよりも多くの微生物ゲノ
ムにコードされていることから、Ln の存在に
依存する微生物の存在が示唆された。そこで
イネ根圏等から Ln 存在下でメタンに生育す
る細菌を集積培養し、Ln 依存性細菌をスクリ
ーニングした。 
 
４．研究成果 
(1) 6 つの MDH 様酵素遺伝子の役割 
6 つの MDH 様酵素遺伝子の機能について、

以下のことが明らかになった。MxaF はカルシ
ウム依存の MDH であり、その発現は Xox1F の
存在に依存する。XoxF1 は Ln 依存の MDH であ
り、単独でも機能するがカルシウムは補因子
としない。またこれらはエタノールでの生育
にも必須である。また ADH3 遺伝子はエタノ
ールでの生育に一部関与する。また Xox1F 遺
伝子欠失株が野生株よりもプロパノールに
良い生育を示すことからXoxF1遺伝子は他の
アルコール脱水素酵素を抑制しているよう
であった。XoxF2 遺伝子欠失株は全くフェノ
タ イ プを示 さ ず、遺 伝 子構造 か ら も
Pseudogene であることが示唆された。他の酵
素遺伝子についてもフェノタイプが観察さ
れなかった。 
(2) XoxF 表現型抑制変異株の解析 
複数の抑制変異株のゲノムリシーケンス

により MxaF の発現に必要とされていた MxbD
遺伝子に共通して変異が見つかった。ゲノム
の他の箇所にも変異が検出されたので、MxbD
遺伝子の変異が重要であることを以下のよ
うに証明した。XoxF1 遺伝子欠失株の MxbD 遺
伝子を変異型に置き換えた株が、やはりメタ

ノール生育を回復したため、MxaF の発現に
MxbD が関与していることが明らかとなった。
また MxbD 遺伝子欠失株は Ln存在下では生育
し、qPCR により XoxF 遺伝子の高発現が見ら
れたことから、MxbD は XoxF 遺伝子を負に制
御していることが分かった。 
(3) Ln 依存メチロトローフの探索 
Ln 依存性のメタン資化性細菌は分離できな
かったが、メタノール資化性細菌はいくつか
分離できた。この中で新属と考えられる株の
性 質 に つ い て 調 べ 、 Novimethylophilus 
kurashikiensis 及 び Oharaeibacter 
diazotrophicusと名付けた。また両者のゲノ
ムシーケンスを行い、MDH 様遺伝子について
Ln への応答を qPCR で解析した。また、後者
に関しては遺伝子欠失株を作製して、MxaF と
XoxF1 を持ち、Methylobacterium属細菌と同
様の制御機構がありそうであることと、エタ
ノールやプロパノール酸化に関わると考え
られる MDH 様遺伝子を同定した。 
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