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研究成果の概要（和文）：遺伝子工学技術の発展によって、開放環境での利用が想定された有用遺伝子組み換え
微生物（GMM）が作製されている。今後これらを安全に実用化するためにはGMMの意図せぬ増殖を防止し安全性を
高めるための技術が必要である。生物学的封じ込めの方法論として、特定の化合物に生育を依存させる手法があ
る。亜リン酸は環境中ではほぼ検出されないため、亜リン酸に完全に生育を依存させることが出来れば、封じ込
めの原理として利用できる。大腸菌をモデルとして本原理の実証を試みた結果、亜リン酸依存性は、高い封じ込
め効果と、経済性、シンプルさを兼ね備えた、実用的な手法として利用可能であることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Owing to the rapid evolution of biotechnology, genetically modified 
microorganisms (GMMs) hold great promise for the use in various application fields. However, the 
scientific community still needs to resolve a number of biosafety and biosecurity issues. A possible
 way to prevent the uncontrolled proliferation of GMMs is through biocontainment, which involves 
modifying the essential genes to make the growth and survival of cells dependent on specific 
chemicals. Here, we developed a novel strategy by engineering phosphorus metabolic pathway of 
bacteria. This approach combines the deletion of endogenous phosphate (H3PO4, Pi) transporters with 
the expression of the genes for metabolizing phosphite (H3PO3, Pt), yielding an Escherichia coli 
strain strictly dependent on Pt which is an ecologically rare but inexpensive chemical. Considering 
the high containment efficacy and the simplicity, this strategy can contribute to the development of
 a reliable and cost-effective biocontainment system.

研究分野： 応用微生物工学

キーワード： 生物学的封じ込め　亜リン酸　リン代謝　遺伝子組換え微生物
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うため、
を非許容培地である
し、生育するコロニーの有無を調べた。その
結果、
起こらなかった。この時の全菌体数から、封
じ込め効果は
とが明らかとなった。この数値は、現在報告
されている生物学的封じ込め手法の中で最
も効果が高いものである。なお、米国
推奨する基準値は
遙かに凌ぐ効果であった。
 次に、
（MOPS
（2xYT
その結果、亜リン酸存在下では
もほぼ生存率は変化していなかったが、亜リ
ン酸が存在しない場合は、
激に生存率が低下し、
検出されなくなった
不明であるが、本手法は受動的な封じ込めの
性質以外にも積極的に細胞死に至らしめる、
能動的封じ込めとしての性質も有している
可能性が示唆された。いずれにしても、亜リ
ン酸が無い条件で生存率が低下する性質は
封じ込めの観点からは
本手法の封じ込め効果の高さをもたらして
いる要因になっている可能性が考えられる。
 
 

．RN1008 の封じ込め効果の評価と
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