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研究背景・目的

実験概要

結果と考察

生物のゲノム研究は、ついに“解読 (read)”の時代から“記述 (write)”の時
代に突入した。すなわち、ゲノムを人工的に”合成”することが当たり前
になろうとしている。
この”合成ゲノム”は今後の合成生物学を加速する原動力ともなり、そ

の技術的自体は日進月歩で革新的に発達している。すなわち、コン
ピュータによる塩基配列設計、短鎖DNAブロックの化学合成の高速化、
それらを正確に連結する方法論などが統合的にまた自動化を含めて集約
する中、すでに50～100 kbという長大なDNAの合成が可能となってるが、
未だに決め手を欠くのは合成された巨大なDNAを効率的かつ高速に連結
して染色体レベルの巨大長大な構成にまで至らしめる課題が積み残され
ている。
本研究の目的はグラム陽性菌の高効率な接合伝達を利用して、枯草菌

ゲノムをシャーシとして長大なDNAの連続的かつ高速な連結を可能とす
る技術開発にある。

納豆菌に由来する接合伝達プラスミドであるpLS20cat (65 kb)は、遺伝
子供与菌（ドナー）と受容菌（レシピエント）を液体培地中でわずか15分
間混合するだけで、その伝達を完了できる高速性、簡便性に特徴がある。
この接合伝達においては連結した遺伝子供与菌と受容菌の間をつなぐ接

合チャネルを通じてDNAが複製されながら伝達されるのだが、この複製が
起こる部位は通常のプラスミドの複製起点とは異なる。そこで、この接合
伝達に関わる複製起点としてoriTを同定し、またpLS20catの共存の下で
oriTのみを持たせれば、pLS20cat本体以外のプラスミドであっても同様に
短時間かつ簡便な伝達が起こることを見出した。
この発見を応用して、枯草菌染色体にoriTを導入した上で、染色体でも

プラスミドと同様に伝達が起こるかどうかを検討したところ、100 kbを超
える長大なDNAを速やかに伝達できることが分かった。すなわち、この成
果より枯草菌染色体に埋め込まれた“合成ゲノム”を連結するための基本技
術開発に成功した。

上述の基本技術をもとに、100 kbのDNAの接合
伝達を繰り返して、枯草菌染色体上に“合成ゲノ
ム”を連結集積する方法を考案し、これを接合集積
法（Conjugational accumulation method; Conjac

法）と名付けて、特許を出願し論文を発表した。
この手法の実践は未だ検討中の段階であるが、

従来より得られている成果から鑑みて、その実効
性は十分に保証されている。
本法はこれまでに類を見ない画期的かつ、高速、

簡便な手法であり、”合成ゲノム”開発の加速に間違
いなく貢献する技術となる。現在は、これをさら
に前進させ、同時に複数の”合成ゲノム”をひとつの
受容菌染色体に一気に集積する次なる技術の開発
に取り組んでいる。

Conjac法による連続導入可能な
高速メガスケールDNA合成法
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研究背景・目的

細胞工場による有用希少イノシトールの生産

実験概要

結果と考察

イノシトールはシクロヘキサンの6価アルコールであり、水酸基
の結合方向の組み合わせが異なる9種類の異性体が存在する。自然
界ではmyo-inositol (MI) が最も豊富に存在しており、植物種子のリ
ン酸貯蔵物質であるフィチン酸のリン酸を脱離させることで、米
ぬかや小麦ふすまを原料として安価に供給される。その他のイノ
シトール異性体は希少かつ高価であるが、有用な生理活性を示す
ものがある。
例えばscyllo-inositol (SI) はアルツハイマー病の発症に関与して
いるとされるアミロイドβタンパク質(Aβ)の凝集を抑制する活性が
報告されており、一方D-chiro-inositol (DCI)はインスリン様作用を
持ち、血糖降下、多嚢胞性卵巣症候群の改善に効果があることが
知られている。その他のイノシトール異性体の生理機能は、その
希少性故に未だ不明であり、その解明を促進するためにもそれら
の安価かつ容易な生産方法が求められている。

枯草菌にはMIのみならずSIおよびDCIを炭素源として分解利用す
る代謝系がある。この代謝経路を改変して、MIをSIおよびDCIへ変
換する代謝工学を行った。
具体的には、枯草菌におけるイノシトール代謝系のMI脱水素酵素

IolGによりMIがscyllo-inosose (SIS)に変換されること、そしてこれ
にSI脱水素酵素のひとつIolWを作用させるとSIが得られることを見
出した。一方、SISにSIS異性化酵素IolIを作用させて1-keto-DCIを
得た後、これをIolGの逆反応によって還元するとDCIが得られるこ
とを発見した。
そこで、MIの細胞内への取り込みに関わるトランスポーターに合

わせて、上記のIolGとIolWのみ、あるいはIolGとIolIのみが機能する
変異枯草菌を作成し、MIを与えると培養液には、それぞれSIまたは
DCIが蓄積され、これら有用希少イノシトールを簡便な微生物培養
変換で生産する細胞工場を確立した。

上記の通り作成した第1世代の細胞工場については、さらに付加
的な遺伝子操作を施し、特にSIの生産については30 g/Lという高濃
度生産を達成する第2世代の細胞工場を作出して、現在も更なる効
率化を図っている。この際には、酸化還元酵素に必須となる補酵素
の供給増強が課題となることが判明しており、この課題の解決の延
長線にはイノシトール生産以外のより広範かつ普遍的な代謝工学的
応用が予見される。
原材料としてはMIのみならず、植物から直接的に得られる粗原料

であるフィチン酸を用いる更なる改良にも取り組んでいる。さらに
は、上記細胞工場にブドウ糖からMIを得る合成生物学的な代謝経路
を導入することにも成功し、すでにグルコースからのSI生産を達成
しており、現在投稿論文が審査中である。

SIを含めて有用希少イノシトールは、その希少性より未だ利活用
の実例が遅れている。開発された細胞工場の実用化によって、様々
な社会実装の道が拓かれると期待される。
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イノシトール異性体変換反応

グルコースからSIを生産する
枯草菌細胞工場
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