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研究成果の概要（和文）：本研究では99%以上とも言われる環境中未知微生物資源という名の巨大なプールから数々の
有用機能を取り出すことを目的とし、具体的には基質誘導による機能遺伝子発現解析（SIGEX：Substrate Induced Gen
e Expression）を応用した機能遺伝子探索を実施した。試料としては、海底下という、広大かつ未知領域の大きい環境
を対象とし、基質誘導をアクセスの扉とすることで、未知の遺伝子機能推定や、遺伝子資源探索を試み、多様な微生物
を由来とする遺伝子断片を取得することに成功した。

研究成果の概要（英文）：In this study, we applied Substrate Induced Gene EXpression (SIGEX) method to deci
pher unknown gene function of environmental microbes. We used drilled subseafloor sediment samples as DNA 
sources and established highly efficient SIGEX procedure. We could obtain many organo-halogen induced DNA 
fragments originating diverse microbial genome. Although there are several issue to be solved, this SIGEX 
approach can be useful technique to explore functions of unknown microbes in variety of environment. 
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１．研究開始当初の背景 
培養技術は進歩すれども依然として培養

できない微生物の研究は困難を極めている。
地球表面積の 7割を占める海底下には全地球
バイオマス炭素の数~10%が微生物体として
埋もれているといわれている[1,2]が、リボソー
ム RNA 遺伝子配列による分子系統学的解析
によると、海底下には現在まで分離・培養に
至っていない多くの未知系統微生物群が優
占種として存在することが明らかとなって
いる[3]。 
このような未培養系統微生物の生態を解

明するために分子生物学的解析やメタゲノ
ム解析などが行われているが、従来の機能推
定では相同性検索に頼らざるを得ず、海底下
試料に対して行われた例では、8 割程度の配
列が機能未知という結果に終わっている[4]。
海底下で実際どのような微生物活動が行わ
れているかについては、培養による単離が困
難である以上、化学物質組成の鉛直プロファ
イルと群集構造を突き合わせて推測するし
か手立てがなく、地球最大の生命圏とも言わ
れる海底下で起こっている元素循環は微生
物反応をブラックボックスとして長く議論
されてきた。しかし、この結果は裏返すと海
底下が地球最大の未知遺伝資源の宝庫であ
ることを示しているとも言え、手段さえ整え
ば遺伝子資源としてだけでなく、地球規模で
の物質循環プロセスに果たす役割について
も知見が得られる可能性が高い。 

 
２．研究の目的 
 本研究では未知遺伝資源の開拓と未知微
生物の生態解明とを目標とした。機能推定の
手段としては基質誘導による機能遺伝子発
現解析（SIGEX：Substrate Induced Gene 
Expression[5]）を用いた。ゲノムライブラリ
ー中に存在する機能遺伝子の調節領域が基
質による誘導に応答すれば形質転換宿主が
蛍光を発する。これを FACS(Fluorescence 
Activated Cell Sorting)により高速選別し、
調節領域の下流に存在する機能遺伝子を効
率的に取得するものである。本研究ではこの
方法を環境微生物の生体機能ポテンシャル
を探るツールとして初めて用いるほか、嫌気
緑色蛍光タンパク質[6]もレポーター遺伝子と
して用い、嫌気的な海底下生命圏における総
合的な微生物群代謝機能推定ツールとして
アップグレードする。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、平成２４年度、平成２５年度
の２ヵ年度で実施した。研究期間では、基礎
的な技術の検討、既存手法における問題点の
洗い出し、解決のための方策およびその設計
を含め、研究の土台になる部分にも注意を払
いながら実施した。具体的には基礎的な技術
検討により明らかになった既存手法の問題
を解決する(1)効率向上のための手法改良、
海底下の大半を占める嫌気環境対応型への

手法アップグレードを行う(2)好気/嫌気用
ゲノムライブラリーの作成を行い、引き続き
(3)SIGEX 解析による環境代謝ポテンシャル
の測定、および基質誘導応答遺伝子の取得で
手法としての確立と新規塩基配列の解読を
行った。 
 
４．研究成果 
(1)効率向上のための手法改良 
 実際に SIGEXのスキームを試験的に実施し
てみたところ、初段階のゲノムライブラリー
構築での断片挿入効率が低く、100-1000 種類
の断片挿入クローンしか得ることが出来な
かった。5-15kb 程度の断片を挿入するとして
100-1000 種類のクローンでカバーできるの
は最大 15Mb であり、数種の微生物ゲノム分
しかカバーしていないライブラリーを用い
て微生物生態解析を行うのは理論的に不可
能である。問題点解決の為、本研究では
TA-TOPO ベクターの利用を考案した（図１、
pK18GreenTIR-TOPO）。TA ベクターはベクター
の両 5’末端に T-overhang が突き出た構造の
もので、SIGEX において最も大きな問題とな
る自己環状化を防止する。また、TOPO ベクタ
ーとは末端にトポイソメラーゼを結合した
ベクターである。末端 TOPO の働きでライゲ
ーション反応が高効率で行われることが知
られている。まず、市販されている TOPO-TA
ベクター(pCR2.1-TOPO)を用いて5-15kbの断
片の挿入を試みたところ、通常の TA ベクタ
ーに比べて100倍以上の挿入効率向上が見ら
れた。 

図 1：pK18GreenTIR-TOPO 
次に、ライブラリー作成のための DNA 抽出

について検討を行った。市販キットによる
DNA 抽出前と抽出後、それぞれの海底下堆積
物について微生物細胞数の計数[7]を行ったと
ころ、ガーネットビーズを用い、高速で振と
うする物理的細胞破砕によって破砕される
細胞の割合は平均 30.7%と、1/3 程度以下に
留まるということが明らかとなった。そこで、
DNA を抽出する手法の見直しを行った。大腸
菌からプラスミドを抽出する際に行うアル
カリ調製法からヒントを得て、アルカリ環境
で熱を加えることにより、堆積物中の細胞が
効率的に溶菌することを発見した。様々な深
度の海底下堆積物に適用したところ、試料中
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に存在する微生物の 60-80%程度が溶菌する
ことが明らかとなり、抽出されてくる DNA の
総量も増加した。これを論文として発表した
[8]。 
 また、SIGEX は GFP をレポータータンパク
質として利用しているが、分子状酸素が存在
しないと発現したGFPタンパクが蛍光を持つ
成熟型にフォールディングされないという
欠点がある[9]。嫌気環境で培養した GFP 発現
細胞培養液に酸素を吹き込んでフォールデ
ィングを促す方法も報告されているが、実際
に試した限り正常にフォールディングされ
るのは形質転換宿主全体の 1%未満であり、
SIGEX のような発現応答解析には用いること
が出来ない。海底下環境の大半は酸化的物質
の存在しない嫌気的環境が占めている。この
ような環境から得られたゲノムを用いて
SIGEX を行うために嫌気状態のままで蛍光を
発するタンパク質 evoglow[6]を改良型のレポ
ータータンパク質として活用した、第二のベ
ク タ ー も 構 築 し た (pK18evoglow-TOPO 。
evoglow は酸素の存在にその蛍光強度がほと
んど左右されないことから、嫌気/好気、そ
れぞれの遺伝子発現パターンの比較や嫌気
でのみ機能を有する調節因子など、これまで
純粋菌株を分離してはじめて見つかるよう
な遺伝子(群)が得られる可能性がある。 
 
(2)好気/嫌気用ゲノムライブラリーの作成 
 次に、ゲノムライブラリーの作成を行った。
まず堆積物の培養により脱ハロゲン活性が
見られていた南海トラフ地震発生帯掘削試
料を用い、ライブラリーの作成を行った。こ
の時点では pK18GreenTIR のみが完成してい
たため、こちらを使用してライブラリーを作
成した。エレクトロポレーションを用いた形
質転換の結果、DNA の長さとして 2-5kb の断
片を挿入したもので最大約 11 万バリエーシ
ョンの形質転換体を持つライブラリーを作
成することに成功した。一方、TOPO 化したベ
クターを用いたにもかかわらず、全体の
60-70%は DNA断片が入っていないコロニーで
あり、長鎖での形質転換効率も 1万バリエー
ションに届かないものが多いなど、問題点も
顕在化した。 
さらに、統合国際掘削計画(IODP)の第 329

次掘削航海で得られた南太平洋還流域(SPG)
試 料 に つ い て も DNA 抽 出 を 行 い 、
pK18evolow-TOPO ベクターに形質転換を行っ
た。この際にはベクターへ DNA を挿入する際
のベクターと挿入 DNA の混合比、エレクトロ
ポレーションを行うに当たってのDNA精製度
や投入量、さらにはエレクトロポレーション
の回数を増やすなど、様々な工夫を行った。
結果として、SPG 掘削試料から 6 試料で DNA
を取得してライブラリーを作成、ライブラリ
ーを構成する形質転換体のバリエーション
は 100 万を超え、当初目標としていた 10 万
バリエーションを大きく超え、目標の 10 倍
以上、1ライブラリーあたり 5Gbp～180Gbp の

遺伝子断片を有するライブラリーの構築を
成し遂げた。また、断片の挿入効率も劇的に
向上し、未挿入クローンの割合は 1割以下に
低下した。 
これらのライブラリーについて、緑色蛍光

を発しない断片挿入クローンのみをセルソ
ーターで高速選別することでゲノムライブ
ラリーとして構築作業を完了した。 
 

(3)SIGEX 解析による環境代謝ポテンシャル
の測定、および基質誘導応答遺伝子の取得 
まず、南海トラフ掘削試料を用いて作成し

たライブラリーから有機ハロゲン物質を気
質とした際に遺伝子発現応答を示したクロ
ーンに取得を行った。遺伝子群を取得、シー
ケンス解析を行った結果、脱ハロゲンに関連
する可能性のある遺伝子群を得た。三塩化フ
ェノール（TCP）、三臭化フェノール（TBP）、
三ヨウ化フェノール（TIP）のそれぞれを基
質としてクローンをソーティングし、96ウェ
ルプレートにおいて基質誘導性の確認など
を行い、計 45 クローンを基質誘導クローン
として取得した。これらについて、塩基配列
解析を行った。解析結果として得られたクロ
ーンには、重複しているものも見られたが、
23 のユニークな塩基配列を得た。これらにつ
いてデータベース検索を行ったところ、脱塩
素 を 行 う こ と が 知 ら れ て い る
Dahalococcoides 属細菌と相同な塩基配列が
見つかった一方で、Gammaproteobacteria, 
Deltaproteobacteria, Deferribacteres や 
Methanomicrobia など、多様な微生物を由来
とする配列が見られた。さらに、メタン生成
ア ー キ ア で あ る Methanomicrobia 属 の
Methanococcoides に由来であると思われる
遺伝子断片も見つかった。また、解読された
塩基配列のうち、9 断片については、データ
ベース上で有意な相同性を示す配列が見つ
からないものも存在した。タンパク質のアミ
ノ酸配列としての相同性では、いくつかの遺
伝子配列において permiase やトランスポー
ターとの相同性が認められたほか、転写因子
と相同性を示す配列も存在し、これらの結果
をまとめ、堆積物中の微生物群集構造や脱ハ
ロゲン活性のデータと共に論文として発表
した[10]。 
 一方で、配列解析における問題点も露見し
た。得られた 45 種類の基質応答プラスミド
のうちのいくつかで、サンガー法による塩基
配列決定が著しく困難である配列が存在し
た。プラスミド自身の加熱変性や、挿入配列
部分のPCR増幅を試みても解析状況が好転し
なかったことから外部業者へ委託し、難読配
列用の試薬などを用いて解析を実施したが
状況は変化せず、サンガー法による解析は不
可能であるという状況に陥った。基質誘導に
対する応答遺伝子を取得するというSIGEX法
の性質から、転写因子を含む配列が得られる
ことが想定される。転写因子には自己会合に
よりヘアピン構造などをとるものも知られ



ており、これらの二次構造がサンガー法にお
ける配列解析を妨げていた可能性がある。 
 
今後の展望 
 本研究では、SIGEX 法を海底下堆積物に適
用するための基礎技術開発、および環境微生
物群集を構成する微生物群の網羅性を高め
ることに成功した。目標として設定したライ
ブラリーサイズを大きく上回る効率の高い
手法を確立したことで、環境を構成する希少
かつ特徴的な微生物の有する遺伝子断片を
も拾い上げられるようになったことは、環境
微生物群の機能解明や有用機能発掘への応
用が期待できる成果であると考えている。 
 今後は、確立した本手法をさらに応用し、
多様な環境中に存在する微生物群からの機
能遺伝子発見に努めると共に、新規機能を有
する遺伝子の応用へも目を向けた研究展開
を図っていきたい。これに際しては、前述し
た遺伝子配列解析における問題点を解決す
るための工夫なども入れ込みつつ、効率的な
機能遺伝子探索となるようなグレードアッ
プを図りながら進めたい。 
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