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研究成果の概要（和文）：細胞性粘菌のポリケタイド合成酵素SteelyはI型酵素とIII 型酵素が融合した特徴的
な構造を持つ。この酵素は細胞性粘菌の発生中期に柄細胞分化誘導分子のDIF-1を合成する。しかし、産物は
DIF-1 だけではない。本研究においてSteelyB酵素の第２の産物として塩素化されたジベンゾフランLCC-1を同定
し、その詳細な構造決定した。この化合物の生合成経路を、放射性同位体36Clラベルや、Feeding実験により検
証した。その結果DIF-1生合成の最初の２つの酵素はLCC-1合成にも共通して使われていて、発現場所を変えるこ
とによって、LCC-1生合成システムへとスイッチしていることが分かった。

研究成果の概要（英文）：Polyketide synthase “Steely” has a distinct structure that is a fusion of 
a type I and III polyketide synthases. One of them, SteelyB was identified to be responsible for the
 production of DIF-1 that induces (pre)stalk cells differentiation in the slug stage of D. 
discoideum development. We identified LCC-1, chlorinated benzofuran that accumulated in the stalk 
region of fruiting bodies as second product of SteelyB enzyme. NMR and Crystal structural analysis 
revealed the detailed structure of LCC-1. The result of chlorine labelling experiment showed that 
ChlA, a chlorinating enzyme that regulated DIF-1 production was also involved in biosynthetic 
pathway of LCC-1. The feeding experiment indicated that THPH, a DIF-1 polyketide backbone rescued 
the production of LCC-1 in stlB null mutant. From these results, we hypothesized that SteelyB and 
ChlA are also involved in the LCC-1 biosynthesis. These two enzymes change their localization and 
thus change the modifying enzymes to produce LCC-1

研究分野： 生物分子化学

キーワード： ポリケタイド　生合成　微生物
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
(1) 原生生物のポリケタイド生合成研究の
現状と本研究の位置づけ:新たな研究分野
の開拓 
 細胞性粘菌をはじめとする原生生物のポリ
ケタイド生合成に関する研究は歴史が浅く、
申請者の研究はこの分野の先駆けとして位
置づけられる。2005 年のゲノム解析終了に
より、細胞性粘菌はほかのどの微生物よりも
多くの pks 遺伝子を持ち、独特の進化を遂げ
てきたことが推察され、PKS 研究の優れた
モデル生物になる可能性が示された。申請者
は細胞性粘菌において初めて同定された新
規ハイブリッド型 PKS である Steely に関す
る研究を継続的に行っており、他の追随を許
さない状況にある。（Eichinger et al., 2005 
Nature  Austin, Saito et al ., 2006 
Nat.Chem .Biol. Narita et al., 2014 Plos 
One）。 
 
(2) 細胞性粘菌のポリケタイド研究の現
状：有用化合物資源としての細胞性粘菌 
 ポリケタイドはその多様な構造から幅広い
生理活性を有する。特に微生物は有用な化合
物を生産する生物群の一つであり、その重要
度は群を抜いた存在である。そのため国内外
を問わず、長年研究が進められてきた。現在
では、新たな物質資源、生合成遺伝子資源の
開発が解決を迫られる重要な課題となって
いる。そのなかにあって、細胞性粘菌が生産
する低分子有機化合物は、その生活環の制御
に関わる化合物が知られているにすぎない。
一方で細胞性粘菌は、従来の天然物化学でよ
く利用されてきた生物種とは進化的にも大
きく異なっているため、様々な新規化合物を
生産していることが期待される。これまで報
告されている化合物のいくつかは抗菌物質
や神経突起伸長作用を持つことが示されて
いる。（Sawada et al., 2000 J. Antibiot., Nes 
et al. 1990 PNAS） 
 
(3)これまでの研究から着想に至った経緯 
研究代表者は細胞性粘菌の細胞分化を制御
する芳香族ポリケタイドである DIF-1 の生合
成経路をゲノム情報をもちいて解明するこ
とを試み、新規ハイブリッド型 PKS である
SteelyB 酵素がそのポリケタイド骨格を作る
ことを示した。Steely 酵素はこれまで別個の
酵素と考えられてきた I 型 PKS の C 末端に
III 型 PKS が融合するという特異な構造を持
つ。一般に III 型 PKS は緩やかな基質特異性
を持ち複数の産物を与えることが知られて
いる。そこで、SteelyB 酵素の産物が DIF-1
以外に存在するかを調べたところ、DIF-1 が
なくなる発生後期に柄細胞に蓄積する塩素

化合物 LCC を合成していることを明らかに
した。更に stlB 遺伝子にタグをノックインし
in vivo での SteelyB 酵素の挙動を解析した。
その結果、SteelyB 酵素は発生中期（slug 期）
には予定胞子細胞で I 型と III 型 PKS が融合
した形で発現し、芳香族ポリケタイド DIF-1
を合成すること、しかし、発生後期（子実体
期）になると発現場所・酵素構造を変えて、
柄細胞で III 型 PKS のみが発現し、塩素含有
ポリケタイド化合物 LCC を合成することを
見つけ出した。この結果は Steely 酵素の III
型 PKSとアシルキャリアプロテイン（ACP）
+III 型 PKS をそれぞれ大腸菌で発現させた
場合 in vitro で異なる産物を与えるという
Ghosh らの結果（J.Biol. Chem 2008）を説明
しうると考え、一つの仮説を導きだした。 
つまり、Steely 酵素が発生後期に III 型 PKS
を切り離し、ACP からはなれることによりそ
の構造を変化させ、ひいては産物を変えてい
ると考えてこれをプロダクトスイッチ仮説
とした。この仮説を検証するために、一つの
酵素が発生段階で産物を変えるのは、どのよ
うな機構によるのかという問題に着目し、
SteelyB 酵素をモデルとして産物多様性創出
の機構を解明するという課題の発想に至っ
た。 
 

 
２．研究の目的 
 
細胞性粘菌の Steely 酵素は、これまで別個
の酵素と考えられてきた I 型ポリケタイド合
成酵素（PKS）と III 型 PKS が融合するとい
う特異な構造を持つ。III 型 PKS は芳香族ポ
リケタイドを合成し、緩やかな基質特異性か
ら複数の産物を与えることが知られている
が、Steely 酵素の場合は発生段階に応じて、
酵素の発現場所や構造を変化させ異なる産
物を与えることが研究代表者のこれまでの
研究結果から推定された。本研究では
SteelyB 酵素をモデルとして複数の異なる産
物を与える産物多様性創出の機構を解明す
ることを目的とする。 
 
 
３．研究の方法 
 
全体の実験計画の概要は以下の２点にまと
められる。 
 
(1) 物質生産の多様性創出機構の仮説（プロ
ダクトスイッチ仮説）の検証 
I 型と III 型の PKS が融合した Steely 酵素が
発生過程（発生後期）で分離して、III 型酵素
が単独で働き、他の修飾酵素と協調して
DIF-1 以外の新たな化合物（LCC）を作ると
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しての制御機構を解き明かす鍵となる部分
がどこか、どのような機構かを解析する
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