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(57)【要約】
【課題】
本発明は、原核細胞においてファージの感染や薬剤／
酵素処理など外部からの直接的な刺激によらずに起こる
溶菌に対して耐性を有する細胞、及びその細胞を用いた
物質の生産方法を提供することをその目的とする。
【解決手段】
上記課題の解決のため、本発明は、原核生物において
、活性酸素種応答タンパク質をコードした塩基配列を有
する外来遺伝子で形質転換されたことを特徴とする自己
溶菌耐性細胞、及びこの細胞を用いた物質の生産方法を
提供する。
【選択図】 図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
原核生物において、活性酸素種応答タンパク質をコードした塩基配列を有する外来遺伝
子で形質転換されたことを特徴とする、自己溶菌耐性細胞。
【請求項２】
原核生物において、
（１）ａｒａＢＡＤ、ｉｌｖＩＨ、ｇａｌ、ｌａｃ、ｍａｌＸＹ、ｍａｎＸＹＺ、ｆｕｌ
、ｆｕｃＡＯ、ｆｕｃＰＩＫ、ａｇａ、ｘｙｌ、ｍｔｌＡＤ、ｌｃｔ、ｇｌｖＣＢＧ、ｒ
ｈａＢＡＤ、ｍａｌＫ−ｌａｍＢ、ｔｒｅＢＣのうちいずれかより選択されるオペロンの
プロモーター・オペレーターをコードした塩基配列、及び
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（２）活性酸素種応答タンパク質をコードした塩基配列
の２種類の塩基配列を有する外来遺伝子で形質転換されたことを特徴とする、請求項１に
記載の自己溶菌耐性細胞。
【請求項３】
活性酸素種応答タンパク質がカタラーゼまたはスーパーオキシドディスムターゼのいず
れかである、請求項１または請求項２に記載の自己溶菌耐性細胞。
【請求項４】
自己溶菌が高温ストレスによって引き起こされる自己溶菌である、請求項１から請求項
３のうちいずれか１項に記載の自己溶菌耐性細胞。
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【請求項５】
原核生物が大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ

ｃｏｌｉ）である、請求項１から請求項

４のうちいずれか１項に記載の自己溶菌耐性細胞。
【請求項６】
請求項１から請求項５のうちいずれか１項に記載の自己溶菌耐性細胞を用いることを特
徴とする、物質の生産方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、原核生物の自己溶菌耐性細胞に関し、詳しくは、活性酸素種応答遺伝子で形
質転換されたことにより自己溶菌耐性を獲得した細胞及び同細胞を用いた物質の生産方法
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に関する。
【０００２】
本明細書において、「菌」とは原核生物一般を指す。「自己溶菌」とは、ファージの感
染や薬剤／酵素処理といった外部からの直接的な刺激によらず、原核生物の細胞が細胞壁
の崩壊を伴って崩壊する現象を指す。「自己溶菌耐性」とは自己溶菌に対して耐性を有す
る形質、すなわち通常では自己溶菌がおこる条件下においても自己溶菌を起こさない形質
と定義される。更に、本明細書において「外来遺伝子」とは、形質転換のために菌の外部
から導入される遺伝子を指し、当該菌とは別種の生物由来の遺伝子、当該菌と同種の生物
由来の遺伝子のどちらも含み、またこれらを改変した遺伝子も含む。
【背景技術】
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【０００３】
大腸菌や乳酸菌など種々の原核生物は、その物質生産能の多様性や培養の容易さなどか
ら、組み換えタンパク質の大量発現、代謝産物の蓄積、発酵などを通じ種々の有用物質生
産に利用されてきた。これらの生物を用いた物質生産は、適当な培地・培養液に菌株を接
種した後、菌の増殖と共役的に行われるのが一般的である。菌の増殖は前期の対数増殖期
（Ｌｏｇ

ｐｈａｓｅ）と後期の定常期（Ｓｔａｔｉｏｎａｒｙ

ｐｈａｓｅ）に分ける

ことができ、対数増殖期には活発な増殖と物質生産能を示し、一方で定常期には菌の増殖
が停止し、代謝活性も低下することが知られている。また、定常期に特徴的に見られる現
象として、増殖した菌の自己溶菌（Ｂａｃｔｅｒｉｏｌｙｓｉｓ）が起こることが知られ
ている。溶菌自体はバクテリオファージなどが感染した細菌などで普遍的に観察される現
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象であるが、培養が定常期に到達した細菌の細胞集団においては、ファージの感染や薬剤
／酵素処理といった外部からの直接的な刺激によらない自己溶菌が起こることが明らかに
されてきた（非特許文献１）。
培養液中における溶菌は、細胞の内容物の放出を伴うものであり、特に細菌を用いた物
質生産においては、放出された核酸やタンパク質など目的物以外の好ましくない物質が培
養液中に大量に混入する原因となり、目的物の精製のために多大なコストが生じるなど大
きな問題になっていた。
【０００４】
細菌などの溶菌の問題を解決するための手段としては、これまで、主にバクテリオファ
ージを用いた研究により、ファージ耐性菌とその作出方法（特許文献１）、ファージ溶菌
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耐性を持つ納豆菌の自然変異株（特許文献２）などが知られているが、これはファージ感
染後の溶菌に対する抵抗性であって、他の要因による溶菌には適用できないという問題が
あった。また溶菌に係る遺伝子として、ある種のプラスミドにコードされたｋｉｌ遺伝子
とその作用機序が解析され（非特許文献２）、これに対する抵抗性を有した系（特許文献
３）などが開示されているが、プラスミドを持たない系には適用できないという問題点が
あった。更に溶菌に係る遺伝子としてエンドリシン、トランスグリコシラーゼ、リゾチー
ム等の遺伝子を大腸菌ゲノム中に導入し、効果的に溶菌を誘導する系も開示されているが
（特許文献４）、これらは積極的に溶菌を起こす遺伝子を導入するものであって、その抑
制が溶菌の抑制につながるというものではなかった。ファージ感染やプラスミドなどが関
与しない定常期における溶菌が、原核生物の内在的な因子（遺伝子）の働きにより引き起
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こされると考えられることから、これらの溶菌に広く適用可能な手段を提供するものとし
て、自己溶菌に耐性を有する細胞の開発が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６４−０８０２８０

バクテリオファージ耐性菌の作成方法

【特許文献２】特開平１０−２１５８６１

ファージ耐性納豆菌及びその納豆

【特許文献３】特開昭６３−２０２３７５

微生物細胞から蛋白質を放出するための系

【特許文献４】ＵＳ
ｒｏｌｌｅｄ

ｐａｔｅｎｔ

ｌｙｓｉｓ

ｏｆ

Ｐｕｂ．Ａｐｐ．２００６００４３９３

Ｃｏｎｔ
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ｂａｃｔｅｒｉａ

【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｋａｂｉｒ
ａｌ

ａｎｄ

Ｄｅａｔｈ

Ｓ．ａｎｄ
ｉｎ

Ｙａｍａｄａ

Ｍ．２００５．Ｓｕｒｖｉｖ

Ｂａｃｔｅｒｉａ：５５−６７．

【非特許文献２】Ｍｉｋｓｃｈ

Ｇ．ｅｔ

ａｌ．１９９７．Ａｒｃｈ．Ｍｉｃｒｏｂｉ

ｏｌ．１６７：１４３−１５０．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上記の現状に鑑み、本発明は、原核細胞においてファージの感染や薬剤／酵素処理など
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外部からの直接的な刺激によらずに起こる溶菌に対して耐性を有する細胞、及びその細胞
を用いた物質の生産方法を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題の解決のため、本発明者らは、大腸菌を材料に用いて培養の定常期における種
々の遺伝子発現を詳細に解析し、その中でσＥと呼ばれる転写調節因子が定常期における
溶菌に深く関わっていることを明らかにした（Ｎｉｔｔａ

Ｔ．ｅｔ

ａｌ．２０００．

Ｊ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．１８２：５２３１−５２３７）。本発明者らは、σＥ因子依存
性の溶菌の発動機構に着目して解析を行い、その中で対数増殖期後期に活性酸素種（Ｒｅ
ａｃｔｉｖｅ

ｏｘｙｇｅｎ

ｓｐｅｃｉｅｓ＝ＲＯＳ）が細胞内に蓄積し、これが自己
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溶菌の引き金になっていることを見出した。更に本発明者らは、細胞内で活性酸素種への
応答に係るタンパク質を増大させることにより効率的に自己溶菌を抑制する系の作出に成
功して、本発明を完成させた。
【０００９】
すなわち本発明の第１の態様は、原核生物において、活性酸素種応答タンパク質をコー
ドした塩基配列を有する外来遺伝子で形質転換されたことを特徴とする、自己溶菌耐性細
胞を提供する。
【００１０】
本発明の第２の態様は、原核生物において、（１）ａｒａＢＡＤ、ｉｌｖＩＨ、ｇａｌ
、ｌａｃ、ｍａｌＸＹ、ｍａｎＸＹＺ、ｆｕｌ、ｆｕｃＡＯ、ｆｕｃＰＩＫ、ａｇａ、ｘ

20

ｙｌ、ｍｔｌＡＤ、ｌｃｔ、ｇｌｖＣＢＧ、ｒｈａＢＡＤ、ｍａｌＫ−ｌａｍＢ、ｔｒｅ
ＢＣのうちいずれかより選択されるオペロンのプロモーター・オペレーターをコードした
塩基配列、及び（２）活性酸素種応答タンパク質をコードした塩基配列の２種類の塩基配
列を有する外来遺伝子で形質転換されたことを特徴とする、第１の態様に記載の自己溶菌
耐性細胞を提供する。
【００１１】
本発明の第３の態様は、活性酸素種応答タンパク質がカタラーゼまたはスーパーオキシ
ドディスムターゼのいずれかである、第１または第２の態様に記載の自己溶菌耐性細胞を
提供する。
30

【００１２】
本発明の第４の態様は、自己溶菌が高温ストレスによって引き起こされる自己溶菌であ
る、第１から第３の態様のうちいずれか１つに記載の自己溶菌耐性細胞を提供する。
【００１３】
本発明の第５の態様は、原核生物が大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ

ｃｏｌｉ）であ

る、第１から第４の態様のうちいずれか１つに記載の自己溶菌耐性細胞を提供する。
【００１４】
本発明の第６の態様は、第１から第５の態様のうちいずれか１つに記載の自己溶菌耐性
細胞を用いることを特徴とする、物質の生産方法を提供する。
【発明の効果】
【００１５】
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本発明を利用することにより、大腸菌をはじめ発酵産業に利用されている原核生物にお
いて、定常期における溶菌に対する耐性が付与された細胞を提供することが可能となる。
下記実施例でも述べる通り、本発明の自己溶菌耐性細胞を用い、適時に適切なインデュー
サーによる刺激を与えることで、自己溶菌による細胞内容物の混入が抑えられた培養−物
質生産系を構築することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】対照とｋａｔＥ破壊株における増殖（ａ）、ＣＦＵ（ｂ）及び培養液中に溶出す
るタンパク質（ｃ、ｄ）の時間変化を示す。
【図２】対照（ａ）とｋａｔＥ破壊株（ｂ）におけるＤＡＰＩ染色性の細胞、ＣＴＣ染色
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性の細胞、培養可能な細胞の時間変化を示す。
【図３】対照及びｓｏｄＡ導入細胞、ｋａｔＥ導入細胞におけるＯＤ６００値（ａ）、Ｃ
ＦＵ（ｂ）及び培養液中に溶出するタンパク質（ｃ−ｅ）の時間経過に伴う推移を示す。
【図４】対照（ａ）及びｓｏｄＡ導入細胞（ｂ）、ｋａｔＥ導入細胞（ｃ）における細胞
内ＲＯＳレベルの時間変化を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下に本発明を実施するための形態を述べる。本発明は、定常期における自己溶菌の引
き金の一つが、対数増殖期後期における過酸化水素やスーパーオキシドアニオンなどの活
性酸素種の細胞内への蓄積にあるという本発明者の発見に基づきなされたものであり、自
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己溶菌を効果的に防ぐため、対数増殖期後期という特定の時期に活性酸素種応答に係るタ
ンパク質を大量に発現させ、細胞が自己溶菌に向かうのを抑えるという技術である。その
具体的な手段として活性酸素種応答タンパク質（酸化ストレス応答タンパク質ともいう）
をコードした塩基配列を有する外来遺伝子で形質転換されたことを特徴とする、自己溶菌
耐性細胞を提供する。
外来遺伝子は上記の活性酸素種応答タンパク質を発現できるような構成であれば、既知
の利用可能な遺伝子情報などを適宜利用可能であるが、より好ましくは、
（１）活性酸素種応答に係るタンパク質をコードした遺伝子の塩基配列
（２）定常期に糖源として消費される糖（通常はグルコース）以外の糖をインデューサ
ーとするオペロンのプロモーター・オペレーター塩基配列
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の２種類の塩基配列を有する外来遺伝子で形質転換されたことを特徴とする、自己溶菌耐
性細胞が好適である。（２）のプロモーター・オペレーターに対応するインデューサーを
培養液に加えることにより、活性酸素種応答タンパク質の発現をコントロールすることも
可能となる。
ここで、（１）活性酸素種応答に係るタンパク質とは、一般に活性酸素種と呼ばれるス
ーパーオキシドアニオンラジカル、ヒドロキシラジカル、過酸化水素等の分子の除去に係
るタンパク質であり、スーパーオキシドディスムターゼ、カタラーゼ、ペルオキシダーゼ
などが好適な例としてあげられ、特にカタラーゼが好適である。
また上記（２）の塩基配列におけるオペロンとそのインデューサーの組み合わせの例と
しては、ａｒａＢＡＤ−アラビノース（オペロン名−インデューサー名、以下同じ）、ｉ
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ｌｖＩＨ−アセト酪酸、ｇａｌ−ガラクトース、ｌａｃ−ラクトース、ｍａｌＸＹ−マル
トース、ｍａｎＸＹＺ−マンノース、ｆｕｌ−フルクトース、ｆｕｃＡＯ−フコース、ｆ
ｕｃＰＩＫ−フコース、ａｇａ−Ｎ−アセチルグルコサミン、ｘｙｌ−キシロース、ｍｔ
ｌＡＤ−マルトース、ｌｃｔ−酪酸、ｇｌｖＣＢＧ−グルコシド、ｒｈａＢＡＤ−ラムノ
ース、ｍａｌＫ−マルトース、ｔｒｅＢＣ−トレハロースのいずれかより選択されるオペ
ロンのプロモーター・オペレーター領域が好適である。ここでオペロンとは、一群の機能
的に関連した構造遺伝子を染色体上にまとめた構造をもち、一括して発現調節される代謝
に係る遺伝子群を指し、プロモーター・オペレーター領域はその構造遺伝子の調節に係る
塩基配列の領域を指す。インデューサーは前記オペロンを活性化する物質である。インデ
ューサーとして選択される糖は定常期に糖源として消費される糖とは別の糖であることが
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必要である。
【００１８】
上記態様における活性酸素種応答タンパク質は、細胞内に実質的に蓄積する活性酸素種
を除去可能で、それをコードする遺伝子の塩基配列が明らかなものであればよく、またど
の様な生物由来であっても良いが、本発明の対象とする細胞が原核細胞であることから、
原核生物、好ましくはバクテリア、更に好ましくはα−プロテオバクテリア由来の遺伝子
またはこれを改変した遺伝子が適しており、大腸菌由来のカタラーゼやスーパーオキシド
ディスムターゼはその代表的な例である。配列番号１、配列番号２に、下記実施例で大腸
菌の形質転換に用いた遺伝子を示した。
また上記態様におけるプロモーター・オペレーターは、導入した遺伝子の発現を時期特
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異的にコントロールするために必要であり、前記活性酸素種応答タンパク質をコードした
遺伝子の上流に、定常期に糖源として消費される糖（通常はグルコース）とは別の糖のオ
ペロンにおけるプロモーター・オペレーター配列を有するよう設計し、プロモーター・オ
ペレーターに対応するインデューサーを特定の時期に培養液に添加することにより、コン
トロールを容易にかつ確実にするものである。
【００１９】
本発明において、外来遺伝子（対象とする原核生物の遺伝子またはこれを改変した遺伝
子も含む）による形質転換は、実質的に導入した遺伝子が細胞内で発現し活性酸素種応答
タンパク質が機能を発揮すれば良く、その手法自体に特に制限は無いが、遺伝子導入の効
率と容易さの面からプラスミドベクターや相同組換えによる手法が好適であり、特にスク

10

リーニングの容易さからプラスミドベクターを用いた形質転換が好適である。また対象と
なる生物については、活性酸素種の蓄積による自己溶菌の誘導が原核生物に共通する現象
と考えられることから、工業的な物質生産に用いられる原核生物のうち目的に応じて適宜
選択可能であるが、医薬化合物やアミノ酸、組換え抗体など種々の有用物質生産に利用さ
れている大腸菌が最も好ましい例である。
【００２０】
本発明の提供する自己溶菌耐性細胞は、上記の外来遺伝子で形質転換することにより通
常では自己溶菌がおこる条件下においても自己溶菌を起こさない形質を獲得した細胞であ
るが、ここでいう自己溶菌とは、好ましくはσＥ因子依存性の自己溶菌、すなわちσＥ因
子の活性化により引き起こされる自己溶菌であり、より好ましくは高温ストレス、すなわ

20

ち細胞の至適増殖温度よりも５℃以上高い温度、例えば大腸菌であれば４０−５０℃、ザ
イモモナス属細菌であれば３５−４５℃、等の温度条件にさらされることにより引き起こ
されるσＥ因子依存性の自己溶菌に対して抵抗性を有する細胞である。これは本発明者に
より発見された、高温ストレスが細胞内での活性酸素種の増大を引き起こし、これが自己
溶菌へとつながるという新たな経路について、これを遮断するよう細胞を改良するもので
あり、発酵生産においては高温耐性の菌株を育種するのにも利用可能である。
【００２１】
本発明はまた、上記態様で述べた自己溶菌耐性細胞を用いた物質の生産方法をも含むも
のである。本発明の提供する細胞は、自己溶菌耐性、すなわち通常では自己溶菌が起こる
条件下でも溶菌がきわめて起こりにくいという特質を有する細胞であり、一方で生理活性

30

については遺伝子導入前と変わらないレベルを維持していると考えられるため、従来の細
菌を用いた発酵生産系に本発明の提供する細胞をそのまま適用することが可能である。細
菌の増殖と物質生産を共役させる系では、対数増殖期後期（培養液の吸光度により推測可
能）に培養液にインデューサーを添加することで活性酸素種応答タンパク質を発現させれ
ば良く、またバイオリアクターなどの中に定常期の細胞を詰めて生産するような系では、
培養液に予めインデューサーを加えておけば良い。その他、細菌を用いた物質の生産に適
した装置や改良手法などは、本発明の提供する細胞を用いた物質の生産にそのまま利用可
能である。
本発明の自己溶菌耐性細胞を用いた有機化合物の製造方法としては、本発明の自己溶菌
耐性細胞を培地で培養し、培養細胞や培養液等の培養物から所望の有機化合物を採取する

40

方法であれば特に制限されるものではなく、上記自己溶菌耐性細胞に目的とする遺伝子を
導入し、目的とする遺伝子を発現させることにより得られる、組換えペプチド・タンパク
質や、抗生物質等の所望の有機化合物を効率的に製造することができる。これらのなかで
も、実施例にも示すように、自己溶菌耐性細胞としてｓｏｄＡ、ｋａｔＥ遺伝子導入株を
用いた製造方法は、定常期における自己溶菌が抑制され、より効率的な有機化合物の製造
が可能である。
以下に本発明の実施例を示すが、本発明は実施例にのみ限定されるものではない。
【実施例１】
【００２２】
（材料と培養法）本発明の実施例として、大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ

ｃｏｌｉ
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）Ｋ−１２株を用いた。菌株はＬＢ液体培地（１％
抽出物、０．５％

バクトトリプトン、０．５％

酵母

ＮａＣｌ）を用い、温度３７℃、振とう１００ｔｉｍｅｓ／ｍｉｎ、

好気的環境の条件下にて培養した。本実施例において用いた抗生物質の最終濃度は以下の
通りである。アンピシリン（５０μｇ／ｍｌ）、クロラムフェニコール（７５μｇ／ｍｌ
）、カナマイシン（２５μｇ／ｍｌ）
【００２３】
（遺伝子導入）大腸菌の形質転換については（Ｓａｍｂｒｏｏｋ
ｌ

Ｄ．Ｗ．２００１．Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

ｙ

ｍａｎｕａｌ，３ｒｄ

ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ

Ｊ．＆Ｒｕｓｓｅｌ
ｌａｂｏｒａｔｏｒ

ｅｄｎ．）の方法に従った。活性酸素種応答遺伝子としてス

ーパーオキシドディスムターゼ（ｓｏｄＡ）及びカタラーゼ（ｋａｔＥ）を選択し、大腸
菌Ｗ３１１０株のゲノムＤＮＡを鋳型に（Ｙａｍａｄａ

Ｍ．ｅｔ

10

ａｌ．１９９３．Ｊ

．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６８：１２８１２−１２８１７）記載の方法でこれらの遺伝子
断片を作製した。各遺伝子の増幅に用いたプライマーセットは表１の通りである。ＰＣＲ
により７５０ｂｐのｓｏｄＡ遺伝子、２４００ｂｐのｋａｔＥ遺伝子の断片を増幅した。
【００２４】
【表１】

20

【００２５】
増幅したｓｏｄＡ、ｋａｔＥ断片をそれぞれＫｐｎＩ／ＸｂａＩ、ＢａｍＨＩ／Ｓｐｈ
Ｉで切断し、プラスミドｐＢＡＤ２４（Ｇｕｚｍａｎ

ｅｔ

ａｌ．１９９５

Ｊ．Ｂａ

ｃｔｅｒｉｏｌ．１７７（１４）：４１２１−４１３０）に組み込み、それぞれをｐＢＡ
ＤＳＯＤＡ、ｐＢＡＤＫＡＴＥと名付けた。遺伝子断片を組み込まない空のプラスミドを

30

導入した細胞を対照とした。この操作により、各遺伝子断片はｐＢＡＤ２４のアラビノー
スプロモーターの下流に位置するようになり、プラスミドを組み込んだ細胞はアラビノー
スの培地への添加により目的の遺伝子を発現する。またカタラーゼ遺伝子が発現しない系
を検証するため、カタラーゼ遺伝子の塩基配列にクロラムフェニコール耐性遺伝子を挿入
してカタラーゼ遺伝子を破壊した株２株（Ｗ３１１０ｋａｔＥ：：ｃｍｌ、ＢＷ２５１１
３ｋａｔＥ：：ｃｍｌ）を用いた。
【００２６】
細胞の増殖のモニタリングは、培養液のＯＤ６００を測定することで行い、また培養液
を特定の時間ごとに採取し適当に希釈してＬＢ寒天培地上にまき、生育したコロニー数を
計測することでＣＦＵ（Ｃｏｌｏｎｙ

ｆｏｒｍｉｎｇ

ｕｎｉｔ）を算出した。更に、

40

培養液中へのタンパク質の蓄積を自己溶菌の指標とし、一定量の培養液を遠心（３０００
ｇ、１０分）して上清と沈殿を得、上清に含まれるタンパク質を５％トリクロロ酢酸（Ｔ
ＣＡ）とエーテルで沈殿・洗浄し、２０ｍＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ７．０）に再懸濁
させてタンパク質試料（上清）とし、また沈殿は２０ｍＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ７．
０）に懸濁させて超音波破砕をかけてタンパク質試料（沈殿）とした。これらの試料を、
１２％ＳＤＳ−ＰＡＧＥにより分離し観察した。
【００２７】
（ＶＢＮＣ細胞の検出）自己溶菌が誘導された細胞集団において顕著なＶＢＮＣ（Ｖｉ
ａｂｌｅ

ｂｕｔ

ｎｏｎ−ｃｕｌｔｕｒａｂｌｅ）細胞を、（Ａｂｅ

Ａ．ｅｔ

ａｌ

．２００７．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．Ｒｅｓ．１６２：１３０−１３８）の方法に基づいて
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検出した。細胞を上記の培養液と培養法にて培養し、培養液を採取してＬＢプレートにま
くことでＣＦＵを計測した。この際、３つの異なる希釈率でのサンプリングを行った。Ｖ
ＢＮＣの細胞を検出するため、以下の方法を用いた。（１）培養液中の全細胞をＤＡＰＩ
（４

，６−Ｄｉａｍｉｄｉｎｏ−２−ｐｈｅｎｙｌｉｎｄｏｌｅ

ｄｉｈｙｄｒｏｃｈ

ｌｏｒｉｄｅ，Ｄｏｊｉｎｄｏ）で染色し、蛍光顕微鏡で観察（緑色の蛍光）した。（２
）生きている細胞をＣＴＣ（５−Ｃｙａｎｏ−２，３−ｄｉｔｏｌｙｌ
ｌｉｕｍ

ｔｅｔｒａｚｏ

ｃｈｌｏｒｉｄｅ，Ｄｏｊｉｎｄｏ）で染色した。ＣＴＣは細胞で電子伝達系

が機能している場合に細胞に取り込まれてＣＴＣホルマザンとなり、紫外線の照射により
赤色の蛍光を発する。（３）採取した培養液中の細胞をＤＡＰＩとＣＴＣで二重染色する
ことにより、生存率（ＤＡＰＩとＣＴＣの両方で染色された細胞／ＤＡＰＩのみで染色さ

10

れた細胞）を算出した。ＶＢＮＣについては、培養液中に含まれる生細胞数からＣＦＵ細
胞を差し引くことで算出した。
【００２８】
（細胞内の活性酸素種の測定）細胞内に含まれるＲＯＳ（活性酸素種）は、オキシダン
ト感受性のプローブである２

，７

−Ｄｉｃｈｌｏｒｏｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎ

ｃｅｔａｔｅ（Ｈ２ＤＣＦＤＡ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

ｄｉａ

Ｐｒｏｂｅｓ，Ｅｕｇｅｎｅ，Ｏ

Ｒ，ＵＳＡ）を用いて測定した。Ｈ２ＤＣＦＤＡは細胞内のエステラーゼによりＤｉａｃ
ｅｔａｔｅが開裂して後に細胞内に取り込まれ、活性酸素種（主にＨ２Ｏ２）により酸化
を受け、強い蛍光を発する組成物が産生される。１０μＭのＤＣＦＤＡが入ったＬＢ液体
培地で細胞を培養し、適当な培養開始後の時点で培養液を採取して細胞を回収した。細胞
を５０ｍＭのＫＰＢ（Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ

ｐｈｏｓｐｈａｔｅ

20

ｂｕｆｆｅｒ）で３回

洗い、ＫＰＢに懸濁して超音波破砕により細胞を破砕した。破砕液を用い、Ｌｏｗｅｒｙ
法の変法（Ｄｕｌｌｅｙ

ＪＲ＆Ｇｒｉｅｖｅ

ＰＡＡ．１９７５．Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃ

ｈｅｍ．６４：１３６−１４１）でタンパク質濃度を決定し、またＫＰＢで１０倍に希釈
した後に５０４ｎＭの蛍光と５２４ｎＭの蛍光を計測して、その値から活性酸素種の細胞
内濃度を求めた。
【００２９】
（結果１：酸化ストレス条件下でのＶＢＮＣ細胞の増加）本発明者らのこれまでの研究
により、σＥ因子依存性の自己溶菌がＶＢＮＣ細胞で起こり、これらのＶＢＮＣ細胞は通
常の培養条件下において定常期初期に増加することが示されている（Ｋａｂｉｒ
ａｌ．２００４ａ
ｒ

ｅｔ

Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ

ａｌ．２００４ｂ

ｅｔ

30

１５０：２５４３−２５５３，Ｋａｂｉ

Ｊ．Ｍｏｌ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ

．８：１８９−１９４）。自己溶菌の引き金として、本発明者らは酸化ストレス（活性酸
素種により細胞にもたらされるストレス）が鍵となっているのではないかと仮定し、酸化
ストレス条件下でのＶＢＮＣ細胞の増加を検証するために代表的な活性酸素種応答遺伝子
であるカタラーゼ遺伝子を破壊した株と対照とで、比較を行った。
図１に、ｋａｔＥ破壊株におけるＯＤ６００（図１ａ）とＣＦＵ（図１ｂ）の時間変化
を対照と比較して示した。図１ａ中、縦軸はＯＤ６００値を、横軸は培養開始からの時間
経過（時間）を表し、―○―は対照を、―●―はｋａｔＥ破壊株をそれぞれ表す。図１ｂ
では縦軸がＣＦＵの値（ｌｏｇ

ＣＦＵ／ｍｌ）を、横軸は培養開始後の時間経過（時間

40

）を表し、シンボルは１ａと共通である。グラフが示すとおり、ｋａｔＥ破壊株は対照に
比べ、ＯＤ６００値が２４時間以降から減少するが、ＣＦＵに関してはそれ以前の１２時
間後から減少しており、活性酸素種応答が働かない細胞ではコロニー形成能を失った細胞
が溶菌に先立って現れることが示された。一方、この期間における自己溶菌を培養液に溶
出するタンパク質に着目して比較したのが図１ｃ、ｄであり、図１ｃは対照の培養液中に
溶出したタンパク質のＳＤＳ−ＰＡＧＥの結果であり、図１ｄはｋａｔＥ破壊株の培養液
中に溶出したタンパク質のＳＤＳ−ＰＡＧＥの結果である。レーンＭはマーカー（左隣の
数字が分子量ｋＤａを示す）、レーン１２，３６，６０はそれぞれ培養開始後の時間経過
（サンプリング時間）を表す。これらの図が示す通り、ｋａｔＥ破壊株では６０時間後に
大量のタンパク質が培養液中に溶出しており、ｋａｔＥの破壊により細胞内の酸化ストレ
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ス因子が除去されずに蓄積し、これが自己溶菌へと繋がったことが示された。
【００３０】
図２に、対照とｋａｔＥ破壊株におけるＤＡＰＩ染色細胞（―○―全細胞）、ＣＴＣ染
色細胞（―□―生きている細胞）、コロニー形成能を有する細胞（―△―）の経時変化を
示す。グラフ縦軸は１ｍｌ中の細胞数［ｌｏｇ（ｃｅｌｌ

ｎｕｍｂｅｒ）／ｍｌ］を、

横軸は培養開始後の時間（ｄａｙｓ）を示し、ａは対照を、ｂはｋａｔＥ破壊株をそれぞ
れ表す。対照においては、ＣＴＣ染色性の生きている細胞は２日後から減少の傾向を示し
、コロニー形成能を有する細胞はそれよりも早く１日後から減少する事が示された。ＣＴ
Ｃ染色性の細胞からコロニー形成能を有する細胞を差し引いたものがＶＢＮＣ細胞と考え
られるが、ＶＢＮＣ細胞は培養開始１日後から徐々に増加していくことが確認された。一

10

方、ｋａｔＥ破壊株では、培養開始１日後から２日後にかけてＤＡＰＩ染色性の総細胞数
が減少の傾向を示し、これはｋａｔＥ破壊株の自己溶菌によるものと考えられた。ＣＴＣ
染色性の生きている細胞、コロニー形成能を有する細胞についてはＤＡＰＩ染色性の細胞
ほどの差は見られなかったが、対照よりは小さい値を示した。
【００３１】
（結果２：対数増殖期から定常期への移行期におけるＲＯＳの増大）ｋａｔＥ破壊株で
自己溶菌が誘導されたことから、ＶＢＮＣ細胞の出現前に細胞内で活性酸素種（ＲＯＳ）
が蓄積される事が考えられた。そこで、対照の細胞において、ＲＯＳを検出可能なプロー
ブＨ２ＤＣＦＤＡを用いてＲＯＳの検出を行った。その結果、ＲＯＳは対数増殖期から定
常期への移行期に顕著に増加することが明らかになった（図４ａ参照、後述）。増加のタ

20

イミングはＶＢＮＣ細胞の増加に先立っており、上記の仮説を支持する結果であった。
【００３２】
（結果３：ｓｏｄＡ、ｋａｔＥ導入細胞における自己溶菌の抑制）ＶＢＮＣ細胞の増加
、自己溶菌細胞の増加に先立ってＲＯＳが細胞内に蓄積することから、ＲＯＳ応答因子を
過剰発現させることによって蓄積したＲＯＳを除去し、自己溶菌を抑制できるのではない
かと考えられた。そこで、代表的なＲＯＳ応答因子であるカタラーゼ（ｋａｔＥ）及びス
ーパーオキシドディスムターゼ（ｓｏｄＡ）遺伝子を含むベクターで細胞を形質転換し、
自己溶菌の有無や強弱を対照の細胞（空のベクターで形質転換）とで比較した。結果を、
図３に示す。培養液には予め導入した遺伝子を発現させるためのインデューサーとしてア
ラビノースを加えた。
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図３ａは、ＯＤ６００値を対照（―○―）、ｓｏｄＡ導入細胞（―●―）、ｋａｔＥ導
入細胞（―△―）で比較したもので、縦軸はＯＤ６００値を、横軸は時間経過を表す。グ
ラフが示すとおり、培養液中の全細胞数の指標であるＯＤ６００値にはほとんど変化が見
られなかった。
図３ｂは、ＣＦＵの値を対照（―○―）、ｓｏｄＡ導入細胞（―●―）、ｋａｔＥ導入
細胞（―△―）で比較したもので、縦軸はＣＦＵのｌｏｇ値を、横軸は時間経過を表す。
グラフが示すとおり、コロニー形成能を有する細胞の割合についても対照とｓｏｄＡ、ｋ
ａｔＥ導入細胞の間で差は見られなかった。
図３ｃ−ｅは、培養開始後１２時間、３６時間、６０時間後において培養液中に溶出し
たタンパク質をＳＤＳ−ＰＡＧＥにて可視化したものである。各々の電気泳動像でレーン
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Ｍは分子量マーカー（ｋＤａ）を、各数字はそれぞれ経過時間を表している。グラフｃは
対照を、ｄはｓｏｄＡ導入細胞を、ｅはｋａｔＥ導入細胞をそれぞれ示す。電気泳動の結
果が示す様に、対照では１２時間後から自己溶菌に伴うタンパク質の溶出が観察され、３
６、６０と時間を追うごとにタンパク質の溶出量も増大し、自己溶菌が起こっている様子
が観察されたが、ｓｏｄＡ、ｋａｔＥ導入細胞ではタンパク質の溶出が低く抑えられてお
り、特にｋａｔＥ導入細胞ではほとんどタンパク質の溶出が観察されなかった。
これらの結果から、ｓｏｄＡ、ｋａｔＥ導入細胞では、定常期においてコロニー形成能
を失う細胞は対照と同じように現れるものの、対照においては速やかに自己溶菌へと進む
これらの細胞が自己溶菌を起こさず、結果として自己溶菌に対して抵抗性を有するように
なった事が示された。
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【００３３】
（結果４：ｓｏｄＡ、ｋａｔＥ導入による細胞内ＲＯＳ及びＶＢＮＣの減少）自己溶菌
が起こる細胞でＲＯＳの増大が見られたこと、及びＲＯＳ除去に係る遺伝子導入により自
己溶菌に対して抵抗性が付与されたことから、ｓｏｄＡ、ｋａｔＥ導入細胞では細胞内Ｒ
ＯＳのレベルが減少していることが考えられた。そこで、対照、ｓｏｄＡ導入細胞、ｋａ
ｔＥ導入細胞のそれぞれについて、細胞内ＲＯＳ量をＲＯＳ特異的蛍光指示薬であるＤＣ
ＦＤＡで検出し、そのレベルの推移を比較した。定量化のため、培養開始後９時間におけ
る対照のＲＯＳレベル（蛍光強度）を１００とし、この値との比較値（％）でそれぞれの
レベルを表した。
図４に、比較の結果を表す。図４ａは対照、ｂはｓｏｄＡ導入細胞、ｃはｋａｔＥ導入

10

細胞の結果で、線グラフ（―○―）はＯＤ６００値の推移を、棒グラフは細胞内ＲＯＳレ
ベルの相対値（対照の９時間＝１００）をそれぞれ示している。グラフ横軸は培養開始後
の時間経過を表す。対照の結果が示すとおり、培養開始後６時間から８時間の間にＲＯＳ
レベルは急上昇し、９時間でこのレベルがピークとなり、その後１２時間にかけて減少す
るものの、１２時間後にはこれを引き金に細胞の自己溶菌が起こる（図３ｃ参照）という
流れが示された。一方、ｓｏｄＡ、ｋａｔＥ導入細胞においては、細胞内ＲＯＳレベルは
９時間後においても対照の２０％程度しかなく、アラビノースにより誘導されたｓｏｄＡ
、ｋａｔＥが細胞内ＲＯＳを除去し、これらの細胞が自己溶菌を起こさないという事が示
された。
これらの結果から、大腸菌において、活性酸素種応答遺伝子とアラビノースプロモータ
ーとを含む外来遺伝子で形質転換した場合、自己溶菌に対して抵抗性を有する細胞を作製
することができる事が示された。

【図１】

【図２】

【図３】
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