１版

様

式

Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９ （共通）

科学研究費助成事業

研究成果報告書
平成 ２７ 年

６ 月

４ 日現在

機関番号： １２６０８
研究種目： 挑戦的萌芽研究
研究期間： 2013 〜 2014
課題番号： ２５６５００９２
研究課題名（和文）光合成で駆動する細菌型

リピッドボディー

の創出

研究課題名（英文）Creation of bacterial "lipid body" for biofuel production

研究代表者
増田

真二（Masuda, Shinji）

東京工業大学・バイオ研究基盤支援総合センター・准教授
研究者番号：３０３７３３６９
交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

3,100,000 円

研究成果の概要（和文）：本研究では、クロロソームと呼ばれる緑色光合成細菌の光捕集色素タンパク質複合体の機能
を改変することで、クロロソーム内部に脂質やカロテノイドといった有用物質を蓄積することのできる、細菌型「リピ
ッドボディー」を創出し、今まで困難であった細菌によるバイオ燃料産生への道筋をつけることを目指した。近年開発
された緑色光合成細菌用過剰発現ベクターを用い、プラスミド上で植物（シロイヌナズナ）由来のDGAT遺伝子をクロー
ニングした。このプラスミドを緑色光合成細菌Chlorobaculum tepidumに導入することに成功した。

研究成果の概要（英文）：In this study, we tried to create artificial bacterial
lipid body
for biofuel
and useful materials production. Specifically, we achieved genetic modification of the light‑harvesting
protein‑pigment complex called chlorosome of green‑sulfur bacteria. Chlorosomes are composed of single
monolayer membrane system, and inside the membrane, a large amount of chlorophylls are accumulated. In
this study, we aimed to accumulate biofuels such as triacylglycerol inside the chlorosomes. We cloned the
genes for triacylglycerol synthases of higher plants. Then, these genes are cloned into the highly
expression vector for green‑sulfur bacteria. After several trials, we succeeded to introduce these
expression vectors into the model green‑sulfur bacterium Chlorobaculum tepidum. These recombinant
photosynthetic bacteria grew slower than wild type, suggesting that some triacylglycerol may be
accumulated in the bacterium.
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