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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記の（ａ）又は（ｂ）のＤＮＡを含む遺伝子。
（ａ）配列番号１に示される塩基配列のうち１５４ないし１８４２番目の塩基配列からな
るＤＮＡ
（ｂ）配列番号１に示される塩基配列のうち１５４ないし１８４２番目の塩基配列からな
るＤＮＡ又は該ＤＮＡと相補的な塩基配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件下で
ハイブリダイズし、かつアラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とするシクロオキ
シゲナーゼ活性を有するオゴノリ目生物由来のたんぱく質をコードするＤＮＡ
【請求項２】
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下記の（ａ）〜（ｃ）のいずれかのＤＮＡを含む遺伝子。
（ａ）配列番号１に示される塩基配列からなるＤＮＡ
（ｂ）配列番号１に示される塩基配列の一部からなり、かつアラキドン酸又はエイコサペ
ンタエン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するたんぱく質をコードするオゴ
ノリ目生物由来のＤＮＡ
（ｃ）配列番号１に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるＤＮＡの全部又は一部
とストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつアラキドン酸又はエイコサペンタ
エン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するたんぱく質をコードするオゴノリ
目生物由来のＤＮＡ
【請求項３】
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下記の（Ａ）又は（Ｂ）のたんぱく質をコードする遺伝子。
（Ａ）配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるたんぱく質
（Ｂ）配列番号２に示されるアミノ酸配列において、一個〜数個のアミノ酸が置換、欠失
、挿入、及び／又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつアラキドン酸又はエイコサペ
ンタエン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するオゴノリ目生物由来のたんぱ
く質
【請求項４】
請求項１〜３の何れか１項に記載の遺伝子にコードされるたんぱく質。
【請求項５】
請求項１〜３の何れか１項に記載の遺伝子を含む組換え発現ベクター。
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【請求項６】
少なくとも請求項１〜３の何れか１項に記載の遺伝子を宿主細胞であるE. coliに導入
してなるE. coli形質転換体。
【請求項７】
少なくとも請求項１〜３の何れか１項に記載の遺伝子をゼニゴケ目生物に導入してなる
ゼニゴケ目生物形質転換体若しくは該形質転換体と同一の性質を有する該ゼニゴケ目生物
形質転換体の子孫となるゼニゴケ目生物形質転換体、又は該ゼニゴケ目生物形質転換体の
組織。
【請求項８】
請求項７に記載のゼニゴケ目生物形質転換体又は該ゼニゴケ目生物形質転換体の組織か
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ら得られる繁殖材料。
【請求項９】
請求項６に記載のE. coli形質転換体を、アラキドン酸及び／又はエイコサペンタエン
酸存在下で培養する工程を含むことを特徴とするアラキドン酸又はエイコサペンタエン酸
を基質とするプロスタグランジン類生産方法。
【請求項１０】
請求項７に記載のゼニゴケ目生物形質転換体又はその組織を、増殖又は生育させる工程
を含むことを特徴とするアラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とするプロスタグ
ランジン類生産方法。
【請求項１１】
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請求項６に記載のE. coli形質転換体、又は請求項７に記載のゼニゴケ目生物形質転換
体よりたんぱく質画分を調製する工程を含むことを特徴とするアラキドン酸又はエイコサ
ペンタエン酸を基質とするプロスタグランジン類生産方法。
【請求項１２】
請求項１〜３の何れか１項に記載の遺伝子をゼニゴケ目生物に導入する工程を含むこと
を特徴とするゼニゴケ目生物又はその組織のプロスタグランジン組成を改変する方法。
【請求項１３】
請求項１〜３の何れか１項に記載の遺伝子にコードされるたんぱく質を認識する抗体。
【請求項１４】
請求項１〜３の何れか１項に記載の遺伝子の少なくとも一部の塩基配列又はその相補配
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列をプローブとして用いる遺伝子検出器具。
【請求項１５】
請求項１〜３の何れか１項に記載の遺伝子にコードされるたんぱく質を用いて、該たん
ぱく質を調節する物質をスクリーニングする方法。
【請求項１６】
（Ｉ）請求項１〜３の何れか１項に記載の遺伝子にコードされるたんぱく質に、in vit
roでアラキドン酸及び／又はエイコサペンタエン酸、並びに候補物質を接触させる工程、
（ＩＩ）アラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とするプロスタグランジン類生成
量をモニターする工程、及び（ＩＩＩ）候補物質を接触させない場合と比較して、工程（
ＩＩ）におけるプロスタグランジン類生成量の増加又は減少が検出された候補物質を該た
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んぱく質を調節する物質として選択する工程を含むことを特徴とする請求項１５に記載の
スクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はオゴノリ(Gracilaria vermiculophylla)由来のプロスタグランジン（以下、「
ＰＧ」と略記することもある）類生合成に関わる遺伝子であるシクロオキシゲナーゼの遺
伝子とその利用に関するものである。本発明はまた、形質発現した大腸菌（Escherichia
coli、単にE. coliともいう）、植物形質転換体等によるプロスタグランジン類生産方法
に関するものである。

10

【背景技術】
【０００２】
エイコサノイドの１分類であるプロスタグランジン類には、末梢血管拡張作用、血小板
凝集抑制作用、細胞保護作用、血管新生作用などがあり、いわゆるリポＰＧ剤としてこれ
らの治療剤として用いられている。
【０００３】
アラキドン酸（以下、「ＡＡ」と略記することもある）、エイコサペンタエン酸（以下
、「ＥＰＡ」と略記することもある）などの高度不飽和脂肪酸は、ヒト等において神経系
を中心として細胞膜脂質に多く含まれている。これら高度不飽和脂肪酸から、シクロオキ
シゲナーゼの反応により、プロスタグランジン類といった薬理学的に非常に重要な生理活
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性物質が生合成されている。これら生合成代謝経路は、アラキドン酸カスケードと呼ばれ
ている（図１）。
【０００４】
このように、生理活性物質であるプロスタグランジン類等が、動物細胞で生合成されて
いることは、報告されている。血液中のプロスタグランジン類が定量分析用に調製されて
いる（特許文献１）。
【０００５】
現在、プロスタグランジン類は、化学合成法により、ラクトンから全化学合成により生
産されている。このため生産コストが高いという問題点が挙げられる。プロスタグランジ
ン類は、例えばヒトの生体内では、ＡＡ又はＥＰＡより、シクロオキシゲナーゼの反応に
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より生合成されると考えられている。これらの反応では、まずホスホリパーゼによりＡＡ
又はＥＰＡが細胞膜脂質より細胞内に遊離され、該ＡＡ又はＥＰＡがシクロオキシゲナー
ゼにより２分子の酸素により酸化され、プロスタグランジン類に変換される。
【０００６】
海藻オゴノリは、原生生物界、紅色植物門(Rhodophyta)に属し、オゴノリ目、オゴノリ
科、オゴノリ属に分類される。オゴノリ目にはオゴノリのほかに、カバノリ、シラモ、ツ
ルシラモが知られている。オゴノリでプロスタグランジン類の蓄積が報告されている（非
特許文献１及び特許文献２）。オニオン、ポプラ、カラマツ、マツヨイグサ、アサガオ、
ベンケイソウ及びある種のタイ類でプロスタグランジン様物質の存在が報告されているが
、詳細は不明である（非特許文献２）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７−２７８７５０号公開
【特許文献２】特開平３−２０６８９５号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Bull. of the Jpa. Society of Science Fisheries 50(3), p465‑469,
1984
【非特許文献２】Botanical Review 63, p199, 1997
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明は上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、E. coli等の微
生物、植物等を用い、プロスタグランジン類を生産し得る、オゴノリ目生物等の由来のシ
クロオキシゲナーゼ遺伝子、並びにその利用法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討した結果、オゴノリ(Gracilaria ve
rmiculophylla)由来のｃＤＮＡクローンから、シクロオキシゲナーゼをコードする遺伝子
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を同定した。また、該遺伝子をE. coliに導入し形質発現させることにより、該E. coliに
プロスタグランジン類を産生させることができることを見出し、該遺伝子を微生物又は植
物に導入して得られる形質転換体により、プロスタグランジン類を効率よく産生できるこ
とに想到した。例えば、前記シクロオキシゲナーゼをコードする遺伝子が発現可能に導入
されたE. coli形質転換体をＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下で培養すると、細胞（菌体）内
のＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類の含量が増加し、さらに細胞内で生
合成されたプロスタグランジン類が培養液中に分泌される。このため、前記遺伝子及び該
遺伝子が発現可能に導入されたE. coli形質転換体は、製薬産業及び各種素材産業等にお
いて、プロスタグランジン類を生産する上で、薬等の原料や試薬の供給に極めて有用であ
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る。
【００１１】
また、前記シクロオキシゲナーゼをコードする遺伝子が発現可能に導入されたゼニゴケ
目生物の形質転換体（ゼニゴケ目生物形質転換体）は、増殖又は生育に伴い細胞内にプロ
スタグランジン類を蓄積する。ゼニゴケ目生物はプロスタグランジン合成の基質であるア
ラキドン酸及びエイコサペンタエン酸を生合成しているので、このような植物形質転換体
を用いると、培地等にこれらの基質を加える必要がないという効果を奏する。
【００１２】
すなわち、本発明は、以下の〔１〕〜〔１６〕の発明を包含する。
〔１〕

下記の（ａ）又は（ｂ）のＤＮＡを含む遺伝子。

（ａ）配列番号１に示される塩基配列のうち１５４ないし１８４２番目の塩基配列からな
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るＤＮＡ
（ｂ）配列番号１に示される塩基配列のうち１５４ないし１８４２番目の塩基配列からな
るＤＮＡ又は該ＤＮＡと相補的な塩基配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件下で
ハイブリダイズし、かつアラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とするシクロオキ
シゲナーゼ活性を有するオゴノリ目生物由来のたんぱく質をコードするＤＮＡ
〔２〕

下記の（ａ）〜（ｃ）のいずれかのＤＮＡを含む遺伝子。

（ａ）配列番号１に示される塩基配列からなるＤＮＡ
（ｂ）配列番号１に示される塩基配列の一部からなり、かつアラキドン酸又はエイコサペ
ンタエン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するたんぱく質をコードするオゴ
ノリ目生物由来のＤＮＡ
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（ｃ）配列番号１に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるＤＮＡの全部又は一部
とストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつアラキドン酸又はエイコサペンタ
エン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するたんぱく質をコードするオゴノリ
目生物由来のＤＮＡ
〔３〕

下記の（Ａ）又は（Ｂ）のたんぱく質をコードする遺伝子。

（Ａ）配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるたんぱく質
（Ｂ）配列番号２に示されるアミノ酸配列において、一個〜数個のアミノ酸が置換、欠失
、挿入、及び／又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつアラキドン酸又はエイコサペ
ンタエン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するオゴノリ目生物由来のたんぱ
く質
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【００１３】
〔４〕

前記〔１〕〜〔３〕の何れか１項に記載の遺伝子にコードされるたんぱく質。

〔５〕

前記〔１〕〜〔３〕の何れか１項に記載の遺伝子を含む組換え発現ベクター。

〔６〕

少なくとも前記〔１〕〜〔３〕の何れか１項に記載の遺伝子を宿主細胞であるE.

coliに導入してなるE. coli形質転換体。
〔７〕

少なくとも前記〔１〕〜〔３〕の何れか１項に記載の遺伝子をゼニゴケ目生物に

導入してなるゼニゴケ目生物形質転換体若しくは該形質転換体と同一の性質を有する該ゼ
ニゴケ目生物形質転換体の子孫となるゼニゴケ目生物形質転換体、又は該ゼニゴケ目生物
形質転換体の組織。
〔８〕

前記〔７〕に記載のゼニゴケ目生物形質転換体又は該ゼニゴケ目生物形質転換体
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の組織から得られる繁殖材料。
【００１４】
〔９〕

前記〔６〕に記載のE. coli形質転換体を、アラキドン酸及び／又はエイコサペ

ンタエン酸存在下で培養する工程を含むことを特徴とするアラキドン酸又はエイコサペン
タエン酸を基質とするプロスタグランジン類生産方法。
〔１０〕

前記〔７〕に記載のゼニゴケ目生物形質転換体又はその組織を、増殖又は生育

させる工程を含むことを特徴とするアラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とする
プロスタグランジン類生産方法。
〔１１〕

前記〔６〕に記載のE. coli形質転換体、又は前記〔７〕に記載のゼニゴケ目

生物形質転換体よりたんぱく質画分を調製する工程を含むことを特徴とするアラキドン酸
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又はエイコサペンタエン酸を基質とするプロスタグランジン類生産方法。
〔１２〕

前記〔１〕〜〔３〕の何れか１項に記載の遺伝子をゼニゴケ目生物に導入する

工程を含むことを特徴とするゼニゴケ目生物又はその組織のプロスタグランジン組成を改
変する方法。
〔１３〕

前記〔１〕〜〔３〕の何れか１項に記載の遺伝子にコードされるたんぱく質を

認識する抗体。
〔１４〕

前記〔１〕〜〔３〕の何れか１項に記載の遺伝子の少なくとも一部の塩基配列

又はその相補配列をプローブとして用いる遺伝子検出器具。
【００１５】
〔１５〕

前記〔１〕〜〔３〕の何れか１項に記載の遺伝子にコードされるたんぱく質を
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用いて、該たんぱく質を調節する物質をスクリーニングする方法。
〔１６〕

（Ｉ）前記〔１〕〜〔３〕の何れか１項に記載の遺伝子にコードされるたんぱ

く質に、in vitroでアラキドン酸及び／又はエイコサペンタエン酸、並びに候補物質を接
触させる工程、（ＩＩ）アラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とするプロスタグ
ランジン類生成量をモニターする工程、及び（ＩＩＩ）候補物質を接触させない場合と比
較して、工程（ＩＩ）におけるプロスタグランジン類生成量の増加又は減少が検出された
候補物質を該たんぱく質を調節する物質として選択する工程を含むことを特徴とする前記
〔１５〕に記載のスクリーニング方法。
【００１６】
アラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とするプロスタグランジン類とは、アラ
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キドン酸又はエイコサペンタエン酸から生合成されるプロスタグランジンを意味する。
【発明の効果】
【００１７】
本発明に係る遺伝子の好ましい態様の１つは、オゴノリから単離されたシクロオキシゲ
ナーゼ遺伝子、並びにこれらの遺伝子にコードされるたんぱく質と同等の活性を有するた
んぱく質をコードする遺伝子である。例えば、シクロオキシゲナーゼ遺伝子をE. coli、
植物等の宿主細胞にて発現させた場合には、プロスタグランジン類生合成に係わる遺伝子
が宿主細胞で良好に機能し、その結果プロスタグランジン類が生合成されるという効果を
奏する。
【００１８】
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また、本発明に係るE. coli形質転換体は、プロスタグランジン類を生産でき、しかも
細胞内で合成したプロスタグランジン類を細胞外に分泌すると言う効果を奏する。このた
め、プロスタグランジン類を効率よく生産できる。このような本発明に係るE. coli形質
転換体を用いると、医薬品の有効成分等として有用なプロスタグランジン類の生産コスト
を著しく低減でき、同時に、より環境に易しい生産プロセスを実現することができる。ま
た、本発明に係る植物形質転換体においては、その増殖又は生育に伴いプロスタグランジ
ン類が生成し、細胞内に蓄積する。つまり本発明によれば、低コストかつ環境にやさしい
生産プロセスで、プロスタグランジン類を安価に生産することができるという効果を奏す
る。さらに、E. coli形質転換体であれば、微生物培養法による大量生産ができることか
ら、より安価なプロスタグランジン類を工業的に効率よく供給できるという効果も奏する
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。こうして得られたプロスタグランジン類は、薬理活性物質、健康食品の原料等として、
活用できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、アラキドン酸カスケードにおける、細胞内でアラキドン酸又はエイコサ
ペンタエン酸からシクロオキシゲナーゼによりプロスタグランジンが生成する反応を示す
図である。
【図２】図２は、本発明のE. coli形質転換体によるプロスタグランジン生産の流れの概
略を示す図である。
【図３】図３Ａ〜図３Ｂはそれぞれ、オゴノリ由来のシクロオキシゲナーゼ遺伝子を導入
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するための形質発現コンストラクト（図３Ａ：E. coli、図３Ｂ：酵母）の作製手順の一
例を示す図である。
【図４】図４Ｃ〜図４Ｄは、オゴノリ由来のシクロオキシゲナーゼ遺伝子を導入するため
の形質発現コンストラクト（植物形質発現組換えベクター）の作製手順の一例を示す図で
ある。
【図５】図５Ａ〜図５Ｄはそれぞれ、オゴノリ目生物由来のシクロオキシゲナーゼの遺伝
子を導入するためのE. coli形質発現組換えベクター（図５Ａ）、酵母発現用ベクター（
図５Ｂ）、及び植物形質発現組換えベクター（図５Ｃ及び図５Ｄ）の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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本発明の実施の一形態について説明すれば、以下の通りである。なお、本発明は、これ
に限定されるものではない。
【００２１】
以下、プロスタグランジン類の生合成経路、本発明に係る遺伝子、本発明に係るたんぱ
く質、本発明に係るたんぱく質及び遺伝子の取得方法、並びに本発明に係る遺伝子及びた
んぱく質の生産方法（有用性、すなわちプロスタグランジン類の生産）の順で本発明を詳
細に説明する。
【００２２】
（１）プロスタグランジン類の生合成経路（図１）
細胞内では、プロスタグランジン類はそれぞれアラキドン酸及びエイコサペンタエン酸
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を起点（基質）として、該基質が２分子の酸素により酸化されプロスタグランジン類に生
合成される。これらの反応は、図１に示すように、シクロオキシゲナーゼ（ＣＯＸ）によ
り触媒される。これらの反応経路はアラキドン酸カスケードと呼ばれている。
【００２３】
（２）本発明に係る遺伝子
本発明の遺伝子は、シクロオキシゲナーゼ遺伝子である。本発明の遺伝子は、例えば、
組換えたんぱく質の調製、プロスタグランジン類の生産、プロスタグランジン類組成が改
変されたE. coli、酵母及び植物形質転換体の作製などに好適に利用することができるも
のである。
【００２４】
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［本発明に係るシクロオキシゲナーゼ遺伝子］
本発明に係るシクロオキシゲナーゼ遺伝子は、アラキドン酸又はエイコサペンタエン酸
を基質とし、２分子の酸素により基質を酸化するシクロオキシゲナーゼ活性を有するたん
ぱく質をコードする遺伝子であり、以下の１．〜７．に記載する遺伝子である。
１．配列番号１に示される塩基配列からなるＤＮＡを含む遺伝子。
２．配列番号１に示される塩基配列の一部からなり、かつ、アラキドン酸又はエイコサペ
ンタエン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するたんぱく質をコードするオゴ
ノリ目生物由来のＤＮＡを含む遺伝子。
３．配列番号１に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるＤＮＡの全部又は一部と
ストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ、アラキドン酸又はエイコサペンタ
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エン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するたんぱく質をコードするオゴノリ
目生物由来のＤＮＡを含む遺伝子。
【００２５】
４．配列番号１に示される塩基配列のうち１５４ないし１８４２番目の塩基配列からなる
ＤＮＡを含む遺伝子。
５．配列番号１に示される塩基配列のうち１５４ないし１８４２番目の塩基配列からなる
ＤＮＡ又は該ＤＮＡと相補的な塩基配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件下でハ
イブリダイズし、かつ、アラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とするシクロオキ
シゲナーゼ活性を有するオゴノリ目生物由来のたんぱく質をコードするＤＮＡを含む遺伝
子。
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【００２６】
６．配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるたんぱく質をコードする遺伝子。
７．配列番号２に示されるアミノ酸配列おいて、一個〜数個のアミノ酸が置換、欠失、挿
入、及び／又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつアラキドン酸又はエイコサペンタ
エン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するオゴノリ目生物由来のたんぱく質
をコードする遺伝子。
本発明において、「数個」とは、通常２０個程度、好ましくは１０個程度、より好まし
くは７個程度、さらに好ましくは５個程度、特に好ましくは３個程度、最も好ましくは２
個程度である。
本発明において、上記アラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とするシクロオキ
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シゲナーゼ活性を有するたんぱく質は、アラキドン酸及びエイコサペンタエン酸を基質と
してもよい。
本発明に係るシクロオキシゲナーゼ遺伝子は、好ましくは、オゴノリ目生物由来である
。より好ましくはオゴノリ(Gracilaria vermiculophylla)由来である。
【００２７】
配列番号１に示される塩基配列からなるＤＮＡは、オゴノリ(Gracilaria vermiculophy
lla)に由来する遺伝子である。なお、配列番号１に示される塩基配列のうち１５４ないし
１８４２番目の塩基配列は、配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるたんぱく質に翻
訳される領域である。配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるたんぱく質は、２分子
の酸素によりアラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を酸化するシクロオキシゲナーゼで
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ある。なお、配列番号１の１８４０ないし１８４２番目の塩基配列（ＴＡＧ）は、終始コ
ドンである。配列番号１に示される塩基配列のうち１５４ないし１８４２番目の塩基配列
を、配列番号３に示す。
【００２８】
上記配列番号１に示される塩基配列の一部からなり、かつ、アラキドン酸又はエイコサ
ペンタエン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するたんぱく質をコードするオ
ゴノリ目生物由来のＤＮＡとしては、例えば、配列番号１に示される塩基配列のうち１５
４ないし１８４２番目の塩基配列を有するＤＮＡ（すなわち、配列番号３に示される塩基
配列を有するＤＮＡ）が好ましい。また、配列番号１に示される塩基配列と相補的な塩基
配列の一部からなるＤＮＡとしては、例えば、配列番号１の塩基配列のうち１５４ないし
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１８４２番目の塩基配列を有するＤＮＡと相補的な塩基配列のＤＮＡが好ましい。
また、上記配列番号１に示される塩基配列のうち１５４ないし１８４２番目の塩基配列
からなるＤＮＡ（配列番号３のＤＮＡ）を含む遺伝子として、例えば、配列番号１に示さ
れる塩基配列等が好適に用いられる。
【００２９】
なお、上記「ストリンジェントな条件」とは、少なくとも約９０％の同一性、好ましく
は少なくとも約９５％の同一性、最も好ましくは約９７％の同一性が配列間に存在すると
きのみハイブリダイゼーションが起こることを意味する。
【００３０】
上記ハイブリダイゼーションは、J. Sambrook et al. Molecular Cloning, A lLaborat
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ory Manual. 2nd Ed., Cold Spring Harbor Laboratory (1989)に記載されている方法等
、従来公知の方法で行うことができる。通常、温度が高いほど、塩濃度が低いほどストリ
ンジェンシーは高くなり（ハイブリダイズし難くなる）、より相同な遺伝子を取得するこ
とができる。ハイブリダイゼーションの条件としては、従来公知の条件を好適に用いるこ
とができ、特に限定しないが、例えば、４２℃、市販のＤＩＧ（ジゴキシゲニン）ハイブ
リダイゼーションバッファー（ロシュ・ダイアグノスティックス社製）を用いて行うこと
などが挙げられる。
【００３１】
本発明のシクロオキシゲナーゼ遺伝子は、オゴノリ目生物から取得することができる。
上記「オゴノリ目生物」は、すなわち、海藻オゴノリは、原生生物界、紅色植物門(Rho
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dophyta)に属し、オゴノリ目、オゴノリ科、オゴノリ属に分類され、オゴノリ目にはオゴ
ノリのほかに、カバノリ、シラモ、ツルシラモが知られている。オゴノリ目生物でプロス
タグランジン類の蓄積が報告されている（Bull. of the Jpa. Society of Science Fishe
ries 50(3), p465‑469, 1984）。
【００３２】
これらの生物からシクロオキシゲナーゼ遺伝子を取得することは現在の技術水準を持っ
てすれば容易である。例えば、近縁生物の同じ機能を有する酵素をコードする遺伝子は、
クロスハイブリダイゼーションすることが一般に知られている。
【００３３】
本発明の遺伝子は、２本鎖ＤＮＡのみならず、それを構成するセンス鎖及びアンチセン
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ス鎖と言った各１本鎖ＤＮＡやＲＮＡを包含する。アンチセンス鎖は、プローブとして又
はアンチセンス化合物として利用できる。ＤＮＡには、例えばクローニング若しくは化学
合成技術又はそれらの組み合わせで得られるようなｃＤＮＡやゲノムＤＮＡ等が含まれる
。さらに、本発明の遺伝子は、プロモーター領域、非翻訳領域（５

ＵＴＲの配列、３

ＵＴＲを含むターミネーター配列等）、ベクター配列（例えば、後述するE. coli形質発
現組換えベクター配列等の組換え発現ベクター配列）などの配列を含むものであってもよ
い。
【００３４】
（３）本発明に係るたんぱく質
本発明に係るたんぱく質は、シクロオキシゲナーゼたんぱく質である。
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【００３５】
［本発明に係るシクロオキシゲナーゼたんぱく質］
本発明に係るシクロオキシゲナーゼたんぱく質は、上述したシクロオキシゲナーゼ活性
、すなわちＡＡ又はＥＰＡに対して基質特異性を示し、これらをプロスタグランジン類に
変換する作用を有するたんぱく質であればよい。より具体的には、以下に示すたんぱく質
が好ましい。好ましくはオゴノリ目生物由来のシクロオキシゲナーゼ活性を有するたんぱ
く質である。より好ましくはオゴノリ(Gracilaria vermiculophylla) 由来のシクロオキ
シゲナーゼ活性を有するたんぱく質である。
１．上記（２）に記載した本発明に係るシクロオキシゲナーゼ遺伝子によってコードさ
れるたんぱく質
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２．配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるたんぱく質
３．配列番号２に示されるアミノ酸配列の１個〜数個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、
及び/又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつ、アラキドン酸又はエイコサペンタエ
ン酸を基質とするシクロオキシゲナーゼ活性を有するたんぱく質
配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるたんぱく質は、オゴノリ(Gracilaria verm
iculophylla)由来のシクロオキシゲナーゼである。
【００３６】
上記「１個〜数個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加された」とは、部位
特異的突然変異誘発法などの公知の変異たんぱく質作製法により、置換、欠失、挿入、及
び／又は付加できる程度の数（通常２０個以下、好ましくは１０個以下、より好ましくは
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７個以下、さらに好ましくは５個以下、さらにより好ましくは１〜３個、特に好ましくは
１〜２個、最も好ましくは１個程度）のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加さ
れることを意味する。
【００３７】
（４）本発明に係る遺伝子及びたんぱく質の取得方法
本発明に係る遺伝子及びたんぱく質取得方法（生産方法）は特に限定されるものではな
いが、代表的な方法として次に示す各方法を挙げることができる。
【００３８】
［遺伝子の取得方法］
本発明の遺伝子を取得する方法も特に限定されるものではないが、例えば、ディファレ
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ンシャルスクリーニング（サブトラクションクローニング）を利用する方法を挙げること
ができる。この方法では、公知の技術に従って、試験管内での直接的ハイブリダイゼーシ
ョンを繰り返し、目的のｃＤＮＡ（本発明の遺伝子）を濃縮すればよい。
【００３９】
上記ディファレンシャルスクリーニングにおける各ステップについては、通常用いられ
る条件の下で行えばよい。これによって得られたクローンは、制限酵素地図の作製及びそ
の塩基配列決定（シークエンシング）によって、さらに詳しく解析することができる。こ
れらの解析によって、本発明の遺伝子配列を含むＤＮＡ断片を取得したか容易に確認する
ことができる。
30

【００４０】
また、本発明の遺伝子を取得する方法として、公知の技術により、本発明の遺伝子を含
むＤＮＡ断片を単離し、クローニングする方法が挙げられる。例えば、本発明の遺伝子の
塩基配列の一部と特異的にハイブリダイズするプローブを調製し、ゲノムＤＮＡライブラ
リーやｃＤＮＡライブラリーをスクリーニングすればよい。このようなプローブとしては
、本発明の遺伝子の塩基配列又はその相補配列の少なくとも一部に特異的にハイブリダイ
ズするプローブであれば、いずれの配列・長さのものを用いてもよい。
【００４１】
また、例えば、上記プローブの配列を、上述したオゴノリ目生物間で良好に保存されて
いる領域の中から選択し、他のオゴノリ目生物のゲノムＤＮＡ（又はｃＤＮＡ）ライブラ
リーをスクリーニングすれば、上記たんぱく質と同様の機能を有する相同分子又は類縁分
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子をコードする遺伝子を単離しクローニングできる。
【００４２】
あるいは、本発明の遺伝子を取得する方法として、ＰＣＲ等の増幅手段を用いる方法を
挙げることができる。例えば、本発明の遺伝子のｃＤＮＡ配列のうち、５

側及び３

側

の配列（又はその相補配列）の中からそれぞれプライマーを調製し、これらプライマーを
用いてゲノムＤＮＡ（又はｃＤＮＡ）等を鋳型にしてＰＣＲ等を行い、両プライマー間に
挟まれるＤＮＡ領域を増幅することで、本発明の遺伝子を含むＤＮＡ断片を大量に取得で
きる。ＰＣＲ、プライマーの調製等の操作は、公知の遺伝子工学的手法（遺伝子操作技術
）により、行うことができる。また、本発明の遺伝子は、ＤＮＡ合成機によって合成する
こともできる。
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【００４３】
上記方法により得られた遺伝子によりコードされるたんぱく質がシクロオキシゲナーゼ
活性を有することは、例えば、E. coli、酵母等に該遺伝子を導入してたんぱく質を生産
させ、調製したたんぱく質画分を用いて、それらの酵素活性in vitroで分析することによ
り確かめることができる。
シクロオキシゲナーゼ活性の測定は、通常、Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ
Ｂｉｏｌ．

ｅｔ

ａｌ，Ｊ．

Ｃｈｅｍ．２５４，８２９−８３６，（１９７９）に記載の方法に従って行

うことができる。
【００４４】
10

［たんぱく質の取得方法］
本発明のたんぱく質を取得する方法（生産方法）は、上述したように特に限定されるも
のではないが、まず、本発明のたんぱく質を発現するE. coli等の微生物、植物から該た
んぱく質を単離精製する方法を挙げることができる。精製方法も特に限定されるものでは
なく、公知の方法でE. coli形質転換体等から抽出液を調製し、この抽出液を公知の方法
、例えばカラム等を用いて精製すればよい。
【００４５】
また、本発明のたんぱく質を取得する方法として、遺伝子組換え技術等を用いる方法も
挙げられる。この場合、例えば、本発明の遺伝子を組換えベクターなどに組み込んだ後、
公知の方法により発現可能に宿主細胞に導入し、得られる形質転換細胞（形質転換体）を
培養して、該細胞内で翻訳されて得られる上記たんぱく質を精製するという方法などを採
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用することができる。宿主細胞は、植物、微生物、動物のいずれの細胞でもよい。
【００４６】
なお、このように本発明のたんぱく質を取得する目的で、宿主細胞として、例えば、E.
coliに外来遺伝子を導入する場合、外来遺伝子の発現のためE. coli内で機能するプロモ
ーターを組み入れたE. coli形質発現ベクターは様々なものが存在するので、目的に応じ
たものを選択すればよい。宿主細胞内で産生されたたんぱく質を精製する方法は、用いた
宿主、たんぱく質の性質によって異なるが、該宿主細胞又はその培養上清から、当業者に
公知の方法により精製し、たんぱく質を回収することが可能である。例えば、タグの利用
等によって比較的容易に目的のたんぱく質を精製することが可能である。
30

【００４７】
変異たんぱく質を作製する方法についても、特に限定されるものでない。例えば、部位
特異的突然変異誘発法（Hashimoto et al. Gene

152, 271‑275(1995)、ＰＣＲ法を利用

して塩基配列に点変異を導入し変異たんぱく質を作製する方法、あるいはトランスポゾン
の挿入による突然変異株作製法などの周知の変異たんぱく質作製法を用いることができる
。変異たんぱく質の作製には市販のキットを利用しても良い。
【００４８】
本発明のたんぱく質の取得方法は上述の方法に限定されることはなく、例えば、化学合
成されたものであってもよい。例えば、無細胞系のたんぱく質合成液を利用して本発明の
遺伝子から本発明のたんぱく質を合成してもよい。また、Peptide Synthesis, Interscie
nce, New York, 1966 ; The Proteins, Vol 2, Academic Press Inc., New York, 1976;

40

ペプチド合成、丸善（株）、１９７５；ペプチド合成の基礎と実験、丸善（株）１９８
５；医薬品の開発

続

第１４巻・ペプチド合成、広川書店、１９９１などに記載されて

いるペプチド合成方法によって合成することもできる。
たんぱく質がシクロオキシゲナーゼ活性を有することは、上述した方法で該活性を測定
することにより確認できる。
【００４９】
（５）本発明に係る遺伝子及びたんぱく質の利用方法（有用性、プロスタグランジン類生
産性）
（５−１）組換え発現ベクター
本発明の遺伝子を含む組換え発現ベクターも、本発明に包含される。
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本発明の組換え発現ベクターは、例えば、前述した本発明に係るたんぱく質（シクロオ
キシゲナーゼたんぱく質）を宿主細胞に生産させるため、又は、後述するプロスタグラン
ジン類生産能が高められた形質転換体、プロスタグランジン類生産能を獲得した形質転換
体、及びプロスタグランジン類の細胞内組成が改変された形質転換体の作出のため等に好
適に使用され得るものである。
【００５０】
本発明に係る組換え発現ベクターは、前記（２）に記載した本発明に係るシクロオキシ
ゲナーゼ遺伝子を含むものであれば、特に限定されるものではない。例えば、本発明に係
る遺伝子のｃＤＮＡが挿入された組換え発現ベクターが挙げられる。本発明の組換え発現
ベクターは、本発明に係る遺伝子を宿主細胞中で発現させるために、さらに、該遺伝子の

10

発現に必要なプロモーター等の調節配列を含むことが好ましい。本発明の組換え発現ベク
ターの作製方法は、公知の方法を用いて行えばよい。
【００５１】
本発明に係る遺伝子を含む組換え発現ベクターは、通常、基礎となるベクター（ｐＥＴ
、以下の説明では、便宜上、基礎ベクターと称する）のマルチクローニングサイトに本発
明に係る遺伝子、プロモーター及びターミネーター等を組み込んで構築すればよい。
【００５２】
基礎ベクターの具体的な種類は特に限定されるものではなく、宿主細胞中で形質発現可
能なベクターを適宜選択すればよい。ここで、上記基礎ベクターとしては、プラスミド、
ファージ、又はコスミドなどを用いることができるが特に限定されるものではない。すな

20

わち、宿主細胞の種類に応じて、確実に遺伝子を発現させるために適宜プロモーター配列
等を選択し、これと本発明の遺伝子を各種プラスミド等の基礎ベクターに組み込んだもの
を組換え発現ベクターとして用いればよい。
【００５３】
上記宿主細胞として、植物、ヒトを除く動物、昆虫、E. coli等の細菌、酵母（出芽酵
母Saccharomyces cerevisiae、分裂酵母Schizosaccharomyces pombe）、線虫（Caenorhab
ditis elegans）、アフリカツメガエル（Xenopus laevis）の卵母細胞等の細胞を挙げる
ことができるが、特に限定されるものではない。細菌としては、E. coliが好ましい。中
でも、本発明に係るたんぱく質を調製するための宿主細胞は、植物、E. coli、酵母等が
好ましく、植物、E. coli等がより好ましく、E. coliがさらに好ましい。

30

【００５４】
E. coliとしては、例えば、E.coli B株由来のE. coli BL21(DE3)等が好ましい。
【００５５】
本発明の組換え発現ベクターの好ましい態様の１つは、本発明の遺伝子をE. coli細胞
内で発現できるE. coli形質発現組換えベクターである。前記組換え発現ベクター（E. co
li形質発現組換えベクター）をE. coliに導入してE. coli形質転換体（E. coli形質発現
体）を作出する、又はE. coliのＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類組成
を改変する場合、基礎ベクターとして、後述するE. coli用ベクターを用いることが好ま
しい。
【００５６】

40

E. coli形質発現組換えベクターの作製に用いられる基礎ベクターとして、pET等のE. c
oli用ベクターが好適である。また、E. coli細胞内で恒常的に遺伝子を発現させるプロモ
ーター例えば、rrnプロモーターを有するベクターや、外的な刺激IPTGで誘導的に活性化
されるプロモーターを有するベクターを用いることができる。
【００５７】
組換え発現ベクターに含まれる、上述した本発明に係る遺伝子をE. coli細胞中で発現
させるためのプロモーターとしては、E. coli細胞中で発現できるものであればいずれを
用いてもよい。例えば、Ｔ７プロモーター等が好ましい。さらに、ｔａｃプロモーター等
のように、人為的に設計改変されたプロモーターを用いてもよい。また、E. coliの遺伝
子由来の種々のプロモーターを利用することもできる。中でも、導入した遺伝子がE. col
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iにおいて恒常的に発現することが好ましいことから、構成的プロモーターを用いること
が好ましく、rrn プロモーター等がより好ましい。
ターミネーターとしては、適宜選択することができるが、例えば、ｔＴ７ターミネータ
ー等が挙げられる。
【００５８】
本発明の組換え発現ベクターを酵母に導入して形質転換体を作出する、又は酵母により
ＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類を生産する場合、基礎ベクターとして
、ｐＰＩＣＺＡベクター等を用いることが好ましい。上述した本発明に係る遺伝子を酵母
細胞中で発現させるためのプロモーターとしては、酵母中で発現できるものであればいず
れを用いてもよい。例えばｐＡＯＸ１プロモーター等が好ましい。

10

ターミネーターとしては、適宜選択することができるが、例えば、ｔＡＯＸ１ターミネ
ーター等が挙げられる。
【００５９】
例えば、本発明の組換え発現ベクターを植物に導入して植物形質転換体を作出する、又
は植物細胞によりＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類を生産する場合、基
礎ベクターとして、後述する植物細胞用ベクターを用いることが好ましい。
【００６０】
植物の形質転換に用いられる組換え発現ベクターは、該植物細胞内で挿入遺伝子を発現
させることが可能なものあれば特に限定されない。組換え発現ベクターの作製に用いられ
る基礎ベクターとして、例えばｐＵＣ１８、ｐＵＣ１９等のｐＵＣ系プラスミド；ｐＢＩ

20

２２１等の植物宿主細胞用プラスミドＤＮＡ、又は、ｐＷＴＴ２３１３２（ＤＮＡＰ社製
）、Ｇａｔｅｗａｙ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社製）等のバイナリーベクター、ＰＣＳ３１
ベクター（葉緑体用）等の植物細胞用ベクターが好適である。また、上述したような、植
物細胞内で恒常的に遺伝子を発現させるプロモーター（例えば、上述したカリフラワーモ
ザイクウィルスの３５Ｓプロモーター）を有する組換え発現ベクターや、外的な刺激によ
り誘導的に活性化されるプロモーターを有する組換え発現ベクターを用いることができる
。なお、組換え発現ベクターが導入される植物細胞には、種々の形態の植物細胞、例えば
、懸濁培養細胞、プロトプラスト、葉の切片、カルスなどが含まれる。本発明の遺伝子は
、組換え発現ベクターにより、植物細胞中の葉緑体等の核以外の細胞内小器官に導入され
30

てもよい。
【００６１】
組換え発現ベクターに含まれる、上述した本発明に係る遺伝子を植物細胞中で発現させ
るためのプロモーターとしては、植物細胞中で発現できるものであればいずれを用いても
よい。例えばカリフラワーモザイクウィルスの３５Ｓプロモーター、ｒｄ２９Ａ遺伝子プ
ロモーター又はｒｂｃＳプロモーター等の植物由来のプロモーター；或いはカリフラワー
モザイクウィルスの３５Ｓプロモーターのエンハンサー配列をアグロバクテリウム由来の
マンノピン合成酵素プロモーター配列の５

側に付加したｍａｃ−１プロモーター等のよ

うな構成的プロモーター等が好ましい。さらに、ｔａｃプロモーター等のように、人為的
に設計改変されたプロモーターを用いてもよい。また、植物の遺伝子由来の種々のプロモ
ーターを利用することもできる。中でも、導入したシクロオキシゲナーゼたんぱく質をコ

40

ードする遺伝子が植物において恒常的に発現することが好ましいことから、構成的プロモ
ーターを用いることが好ましく、カリフラワーモザイクウィルスの３５Ｓプロモーター等
がより好ましい。
ターミネーターは、適宜選択することができるが、例えば、ＡＧ７ターミネーター、Ｎ
ＯＳターミネーター、３５Ｓターミネーター、ｒｐｓ１６ターミネーター、ＣａＭＶ３５
Ｓターミネーター等が挙げられる。
【００６２】
本発明の遺伝子が宿主細胞に導入されたか否か、さらに、宿主細胞中で確実に発現して
いるか否かを確認するために、各種マーカーを用いてもよい。マーカーは、特に限定され
ず、自体公知のものを用いてよい。例えば、宿主細胞中で欠失している遺伝子をマーカー
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として用い、このマーカーと本発明の遺伝子とを含むプラスミド等を発現ベクターとして
宿主細胞に導入する。これによってマーカー遺伝子の発現から本発明の遺伝子の導入を確
認することができる。このようなマーカー遺伝子として、例えば、各種の薬剤耐性遺伝子
、植物の栄養要求性を相補する遺伝子等が挙げられる。より具体的には、例えば、ハイグ
ロマイシン、ネオマイシン耐性遺伝子（Ｇ４１８耐性）、クロラムフェニコール耐性遺伝
子、カナマイシン耐性遺伝子、テトラサイクリン耐性遺伝子又は除草剤クロルスルフロン
耐性遺伝子、スペクチノマイシン耐性遺伝子等が挙げられる。あるいは、本発明のたんぱ
く質を融合たんぱく質として発現させてもよく、例えば、オワンクラゲ由来の緑色蛍光た
んぱく質ＧＦＰ（Green Fluorescent Protein）をマーカーとして用い、本発明のたんぱ
く質をＧＦＰ融合たんぱく質として発現させてもよい。例えば、宿主細胞が植物細胞の場

10

合には、マーカーは、ハイグロマイシン耐性遺伝子が好ましい。宿主細胞がE. coliの場
合には、アンピシリン耐性遺伝子、カナマイシン耐性遺伝子等が好ましい。また、該マー
カー遺伝子の上流及び下流には、該遺伝子を認識するためのプロモーター及びターミネー
ターを有することが好ましい。
【００６３】
（５−２）形質転換体
本発明に係る形質転換体は、前記（２）に記載した本発明のシクロオキシゲナーゼ遺伝
子が導入された形質転換体であれば、特に限定されるものではない。好ましくは、前記（
２）に記載した本発明のシクロオキシゲナーゼ遺伝子が宿主細胞に発現可能に導入されて
なる形質転換体である。このような形質転換体は、本発明に係るたんぱく質（シクロオキ

20

シゲナーゼたんぱく質）を生産（発現）することができるものである。本発明のシクロオ
キシゲナーゼ遺伝子が宿主細胞に発現可能に導入されてなる形質転換体は、通常、ＡＡ又
はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類生産能が高められた又は該プロスタグランジ
ン類生産能を獲得した形質転換体である。本発明の形質転換体は、形質転換前と比較して
、ＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類の細胞内含有量が増加した形質転換
体であることが好ましい。
【００６４】
ここで「遺伝子が宿主細胞に発現可能に導入された」とは、公知の遺伝子工学的手法（
遺伝子操作技術）により、遺伝子が、対象細胞（例えば、E. coli、酵母、植物細胞等）
内に発現可能に導入されることを意味する。

30

【００６５】
本発明の形質転換体の作製方法（生産方法）は特に限定されるものではないが、例えば
、上述した本発明の組換え発現ベクターを宿主細胞に導入して形質転換する方法が好適で
ある。
【００６６】
上記宿主細胞としては、上述した植物、ヒトを除く動物、昆虫、E. coli等の細菌、酵
母（出芽酵母Saccharomyces cerevisiae、分裂酵母Schizosaccharomyces pombe）、線虫
（Caenorhabditis elegans）、アフリカツメガエル（Xenopus laevis）の卵母細胞等の細
胞を挙げることができるが、特に限定されるものではない。細菌としては、E. coliが好
ましい。

40

【００６７】
本発明の組換え発現ベクターを宿主細胞に導入して、形質転換体、好ましくはＡＡ又は
ＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類生産能が高められた又は該プロスタグランジン
類生産能を獲得した形質転換体を作出する場合、宿主細胞としては微生物又は植物細胞が
好ましい。より好ましい宿主細胞は、植物、E. coli、酵母等であり、さらに好ましくは
、植物、E. coli等であり、E. coliが特に好ましい。例えば、本発明の組換え発現ベクタ
ーを宿主細胞に導入して、ＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類の細胞内組
成が改変された形質転換体を作出する場合、宿主細胞としては、植物細胞が好ましい。
【００６８】
宿主細胞として用いられる植物の細胞としては、細胞内でＡＡ及び／又はＥＰＡを生合
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成できるものが好ましく、例えば、藻類、ヒメツリガネゴケ、ゼニゴケ目生物等の細胞が
好ましく、ゼニゴケ科生物がより好ましい。ＡＡ及びＥＰＡを生合成できない植物であっ
ても、ＡＡ及び／又はＥＰＡの生合成に関する遺伝子を導入することにより、本発明にお
ける宿主細胞として好適に用いることができる。ＡＡ及び／又はＥＰＡの生合成に関する
遺伝子及びそれを植物細胞に導入する方法は、例えば特開２０１１−０００１２３号公報
、特開２０１０−２７９３８７号公報、国際公開ＷＯ２００５／０６１７１３号等に記載
されている。上記本発明の遺伝子を含む組換え発現ベクターを植物細胞に導入して、植物
形質転換体、好ましくはプロスタグランジン類組成が改変された植物形質転換体を作出す
る場合、植物としてはゼニゴケ目生物が好ましく、中でも、ゼニゴケ(Marchantia polymo
rpha)が好ましい。

10

上記「ゼニゴケ目生物」とは、(Marchantia polymorpha)に限定されるものでなく、ゼ
ニゴケ亜綱ゼニゴケ目（Marchantiales）に属する生物が含まれる。ゼニゴケ亜綱ゼニゴ
ケ目（Marchantiales）に属する生物としては、例えば、ハマグリゼニゴケ科、ミカズキ
ゼニゴケ科、ジャゴケ科、アズマゼニゴケ科、ジンガサゴケ科、ジンチョウゴケ科、ヤワ
ラゼニゴケ科、ウキゴケ科、ゼニゴケ科等の植物が挙げられる。
ここで「植物形質転換体」とは、植物の細胞、組織、器官のみならず、植物個体（植物
体）を含む意味である。
【００６９】
本発明の植物形質転換体によりＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類を生
産する場合、宿主である植物は、ゼニゴケ目生物が好ましい。中でも、ゼニゴケ（Marcha

20

ntia polymorpha）がより好ましい。
【００７０】
本発明の形質転換体の作製において、組換え発現ベクターを宿主細胞に導入する方法、
すなわち形質転換方法は、公知の方法を利用すればよく、宿主により適宜選択すればよい
。例えば、電気穿孔法、リン酸カルシウム法、リポソーム法、ＤＥＡＥデキストラン法、
アグロバクテリウム法、パーティクルガン法等の従来公知の方法を好適に用いることがで
きる。また、例えば、本発明のたんぱく質を昆虫で転移発現させる場合には、バキュロウ
ィルスを用いた発現系を採用することができる。
【００７１】
例えば、本発明の形質転換体によりＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類

30

を生産する場合、宿主細胞は、微生物、植物等が好ましい。中でも、微生物としては、E.
coliがより好ましい。
本発明の形質転換体の好ましい態様の１つは、前記（２）に記載した本発明のシクロオ
キシゲナーゼ遺伝子をE. coliに導入して作製されるE. coli形質転換体である。このよう
な、本発明の遺伝子をE. coliに導入してなるE. coli形質転換体は、後述するようにＡＡ
又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類の生産に好適に用いることができるもので
ある。ここで「形質転換体」とは、E. coli細胞である。本発明の遺伝子が導入されてな
るE. coli形質転換体によって生産されるプロスタグランジン類はE. coliの細胞外に分泌
及び細胞内に蓄積されてもよい。
【００７２】

40

本発明に係る形質転換体として、本発明に係るシクロオキシゲナーゼ遺伝子がE. coli
に発現可能に導入されてなる、ＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類生産能
が高められた又は該プロスタグランジン類生産能を獲得したE. coli形質転換体がより好
ましい。このような形質転換体は、プロスタグランジン類の生産により好適に用いること
ができるものである。このようなプロスタグランジン類生産能が高められた又は該プロス
タグランジン類生産能を獲得したE. coli形質転換体は、例えば、本発明に係るシクロオ
キシゲナーゼ遺伝子を（好ましくは上述したE. coli形質発現組換えベクターを用いて）E
. coliに発現可能に導入することによって作出することができる。プロスタグランジン類
生産能が高められたとは、本発明の遺伝子による形質転換前と比べて、プロスタグランジ
ン類生産能が高いことを意味する。
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【００７３】
E. coli形質発現組換えベクターをE. coliに導入する方法、すなわちE. coli形質発現
方法は上述したように特に限定されるものではなく、E. coliの種類に応じて適宜選択す
ればよい。従来のE. coli形質転換法の他に、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ−リン酸
カルシウム）法、電気穿孔法（エレクトロポレーション法）（例えば、Heiei,Y.ら、Plan
t J.,6,271‑282,1994、Takaiwa,F.ら、Plant Sci.111,39‑49,1995. Axelos, M.らPlant P
hysiol. Biochem. 30,123‑128,1992.）など、当業者に公知の種々の方法を用いることが
できる。
【００７４】
上記方法により作製したE. coli形質転換体は、導入されたシクロオキシゲナーゼ遺伝

10

子を発現できるものであるが、該遺伝子を効率的に発現させるために、ＩＰＴＧ等を添加
して遺伝子を誘導発現させることが好ましい。例えば、後述するようにE. coli形質転換
体を用いてプロスタグランジン類を製造する場合には、ＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下での
培養の前に、例えば、培地にＩＰＴＧを添加することが好ましい。ＩＰＴＧは、培地中に
通常０．０５〜０．２ｍＭ程度添加することが好ましい。ＩＰＴＧ添加後、通常約１５〜
３０℃、好ましくは約２０〜２５℃で２〜２４時間程度培養することにより、導入したシ
クロオキシゲナーゼ遺伝子が効率的に発現する。
【００７５】
本発明に係るシクロオキシゲナーゼ遺伝子が酵母に発現可能に導入されてなる、ＡＡ又
はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類生産能が高められた又は該プロスタグランジ

20

ン類生産能を獲得した酵母形質転換体も、本発明の好ましい態様の１つである。
【００７６】
本発明の形質転換体の別の好ましい態様の１つは、前記（２）に記載した本発明のシク
ロオキシゲナーゼ遺伝子を植物細胞に導入して作製される植物形質転換体である。好まし
くは、ＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類生産能が高められた又は該プロ
スタグランジン類生産能を獲得した、及び／又は該プロスタグランジン類の細胞内組成が
改変された植物形質転換体である。このような植物形質転換体も、ＡＡ又はＥＰＡを基質
とするプロスタグランジン類の生産に好適に用いることができるものである。このような
植物形質転換体は、例えば、本発明のシクロオキシゲナーゼ遺伝子を植物に発現可能に導
入することによって作出することができる。また、このような植物形質転換体と同一の性

30

質を有する該植物形質転換体の子孫となる植物形質転換体、又は該植物形質転換体の組織
も、本発明の好ましい態様の１つである。
【００７７】
本発明の別の好ましい態様として、前記（２）に記載した本発明のシクロオキシゲナー
ゼ遺伝子が植物に発現可能に導入されてなる植物形質転換体の作製方法を、以下に述べる
。
植物形質転換体は、例えば、上述した植物用基礎ベクターを用いて作製された組換え発
現ベクターを植物細胞に導入することにより作製される。
【００７８】
植物細胞への組換え発現ベクターの導入には、ポリエチレングリコール法、電気穿孔法

40

（エレクトロポレーション法）、アグロバクテリウムを介する方法（例えば、Heiei,Y.ら
、Plant J.,6,271‑282,1994、Takaiwa,F.ら、Plant Sci.111,39‑49,1995）、パーティク
ルガン法など、当業者に公知の種々の方法を用いることができる。形質転換細胞から植物
体の再生は、植物細胞の種類に応じて当業者に公知の方法で行うことが可能である。
【００７９】
例えば、ゼニゴケ目生物の植物形質転換体を作出する手法については、パーティクルガ
ン法により細胞へ遺伝子を直接導入し、植物体を再生させる方法、アグロバクテリウムを
介する方法など、いくつかの技術が既に確立されている。本発明においては、これらの公
知の方法を好適に用いることができる。このようなゼニゴケ目生物の形質転換体を作製す
る技術については、例えば、Plant Cell Physiol., 49, p1048 2008に記載されている。
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【００８０】
ゲノム内に本発明の遺伝子が導入された植物形質転換体が一旦得られれば、該植物形質
転換体の植物体から有性生殖又は無性生殖により子孫を得ることができる。また、当該植
物形質転換体、又は、その子孫、あるいは、クローンから、繁殖材料、例えば、葉状体、
胚状体、胞子、仮根、株、カルス、プロトプラストなどを得て、それらを基に当該植物形
質転換体を量産することが可能である。したがって、本発明には、本発明の遺伝子が導入
された植物形質転換体、該植物形質転換体と同一の性質を有する該植物形質転換体の子孫
となる植物形質転換体、及び、該植物形質転換体の組織も含まれる。さらに、本発明には
、該植物形質転換体又は該植物形質転換体の組織から得られる繁殖材料も含まれる。該植
物形質転換体又は該植物形質転換体の組織から繁殖材料を得る方法としては、公知の方法

10

を使用できる。上記組換え発現ベクターにより遺伝子が導入された植物又は植物の組織を
増殖又は生育させる方法、植物細胞から植物体を再生させる方法、栽培する方法等につい
ては特に限定されるものではなく、植物の種類等に応じた条件を適宜用いることができる
。
【００８１】
本発明に係る遺伝子が植物に発現可能に導入されてなる、ＡＡ又はＥＰＡを基質とする
プロスタグランジン類組成が改変された植物形質転換体、該植物形質転換体と同一の性質
を有する該植物形質転換体の子孫となる植物形質転換体、該植物形質転換体の組織、及び
、該植物形質転換体又は該植物形質転換体の組織から得られる繁殖材料も本発明に含まれ
る。「プロスタグランジン類組成が改変された」とは形質転換前の植物におけるプロスタ
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グランジン類組成と形質転換後における植物形質転換体又はその組織のプロスタグランジ
ン類組成とが異なっていることを意味する。例えば、（１）本来プロスタグランジン類組
成にＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジンが含まれていなかった植物を本発明
に係る遺伝子で形質転換することにより、作出された植物形質転換体のプロスタグランジ
ン類組成にＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジンが含まれる場合、（２）形質
転換前と比較して、プロスタグランジン類組成におけるＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロ
スタグランジンの含量が増加した場合等を挙げることができる。
【００８２】
本発明の植物異質転換体は、好ましくは、前記（２）に記載した本発明のシクロオキシ
ゲナーゼ遺伝子をゼニゴケ目生物に導入してなるゼニゴケ目生物形質転換体である。また

30

、該ゼニゴケ目生物形質転換体と同一の性質を有する該ゼニゴケ目生物形質転換体の子孫
となるゼニゴケ目生物形質転換体、又は該ゼニゴケ目生物形質転換体の組織も、本発明の
好ましい実施態様の１つである。より好ましくは、前記（２）に記載した本発明のシクロ
オキシゲナーゼ遺伝子をゼニゴケに導入してなるゼニゴケ形質転換体である。また、該ゼ
ニゴケ形質転換体と同一の性質を有する該ゼニゴケ形質転換体の子孫となるゼニゴケ形質
転換体、又は該ゼニゴケ形質転換体の組織も、本発明におけるより好ましい実施態様の１
つである。該ゼニゴケ目生物形質転換体又は該ゼニゴケ目生物形質転換体の組織から得ら
れる繁殖材料も本発明に含まれる。
【００８３】
このような本発明に係る遺伝子をE. coli、植物等の宿主細胞に導入してなる形質転換
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体により、低コストかつ環境にやさしい生産プロセスでプロスタグランジン等を生産する
ことができる。本発明において植物とは、例えば、植物体全体でも、植物体の一部でもよ
く、また、プロトプラスト、カルス等の植物細胞であってもよい。
【００８４】
（５−３）プロスタグランジン類生産方法
本発明には、本発明に係る遺伝子で形質転換された形質転換体、又は該形質転換体から
調製されたたんぱく質を含む画分を用いてプロスタグランジン類を生産する方法が含まれ
る。例えば、本発明の形質転換体よりたんぱく質画分を調製し、該たんぱく質画分にＡＡ
、ＥＰＡ等の基質を添加すると、たんぱく質画分に含まれるシクロオキシゲナーゼによっ
てプロスタグランジン類が生産される。細胞からのたんぱく質画分の調製は、公知の抽出
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方法により行うことができる。
【００８５】
例えば、形質転換体が、本発明に係る遺伝子がE. coli、酵母等の微生物又は植物に発
現可能に導入されてなる形質転換体である場合、該形質転換体の抽出液（好ましくは、た
んぱく質画分）を用いてin vitroでプロスタグランジン類を生産することができる。
【００８６】
本発明に係る遺伝子がE. coliに発現可能に導入されてなる E. coli形質転換体を用い
るプロスタグランジン類の生産方法においては、例えば、該E. coli形質転換体を、プロ
スタグランジン類の前駆体であるＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下で培養することにより、Ａ
Ａ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類を生産することができる。このような、
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前記E. coli形質転換体を、ＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下で培養する工程を含むＡＡ及び
／又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類生産方法も、本発明に包含される。E. c
oli形質転換体によって生産されたプロスタグランジン類は、E. coli形質転換体の細胞外
に分泌されてもよく、細胞内に蓄積されてもよい。
【００８７】
E. coli形質転換体を用いるプロスタグランジン類の生産の一例について、図２に概略
を示す。まず、E.coliに本発明の遺伝子（図２では、一例として、実施例１で得られたGv
COX遺伝子（配列番号１）が示されている）を組換え発現ベクター等により導入し（図２
の（１））、細胞内で発現させる。得られたE. coli形質転換体を、基質であるＡＡ及び
／又はＥＰＡの存在下（図２の（２））で培養する。細胞内に取り込まれたＡＡ又はＥＰ
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Ａから、ＩＰＴＧで誘導し、導入した遺伝子により発現したシクロオキシゲナーゼ（ＣＯ
Ｘ）により、ＡＡからプロスタグランジンＨ２（ＰＧＨ２）、プロスタグランジンＧ２（
ＰＧＧ２）等のプロスタグランジンが生成する。ＥＰＡから、プロスタグランジンＨ３（
ＰＧＨ３）、プロスタグランジンＧ３（ＰＧＧ３）等のプロスタグランジンが生成する。
生成したプロスタグランジンは、菌体内に蓄積又は菌体外に分泌される（図２の（３））
。
【００８８】
E. coli形質転換体の培養条件は特に限定されないが、例えば、まず好気条件でE. coli
形質転換体を培養して菌体濃度を高め、次いでE. coli形質転換体を、ＡＡ及び／又はＥ
ＰＡ存在下で培養することが好ましい。好気条件で培養することにより、短時間で高微生
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物濃度まで培養することができる。培養するための手段としては公知の方法が用いられる
。培養は、好気条件で、例えば、振盪培養、ジャーファーメンター培養もしくはタンク培
養などの液体培養、または固体培養が挙げられる。培地は、E. coliの培養に通常使用さ
れる培地であればよい。培養温度は、E. coli形質転換体が生育可能な範囲で適宜選択で
きるが、通常約１５〜３７℃、好ましくは約２０〜２５℃である。培地のｐＨは約６〜８
の範囲が好ましい。培養時間は、培養条件によって異なるが、通常約１２〜４８時間が好
ましく、１８〜３６時間程度がより好ましく、２０〜３０時間程度がさらに好ましく、約
２４時間が特に好ましい。
【００８９】
E. coli形質転換体において、導入したシクロオキシゲナーゼ遺伝子の誘導発現を行う
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場合には、通常、菌体濃度を高めた後、ＩＰＴＧ等を添加して誘導発現を行うことが好ま
しい。誘導発現は、ＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下での培養と同時に行ってもよい。
【００９０】
ＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下でのE. coli形質転換体の培養は、好気条件下で行うこと
が好ましい。ＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下での培養は、E. coliの培養に使用される炭素
源、窒素源、ミネラル源等を含む通常の栄養培地を用いて行うことができる。炭素源とし
ては、例えばグルコース、フルクトース、ガラクトース、マンノース、ラクトース、スク
ロース、セルロース、廃糖蜜、グリセロール等を、窒素源としては、無機態窒素源では、
例えばアンモニア、アンモニウム塩、硝酸塩等、有機態窒素源では、例えば尿素、アミノ
酸類、タンパク質等をそれぞれ単独もしくは２種以上を混合して用いることができる。ま
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たミネラル源として、おもにＫ、Ｐ、Ｍｇ、Ｓなどを含む、例えばリン酸一水素カリウム
、硫酸マグネシウム等を用いることができる。この他にも必要に応じて、ペプトン、肉エ
キス、酵母エキス、コーンスティープリカー、カザミノ酸、ビオチン、チアミン等各種ビ
タミン等の栄養素を培地に添加することもできる。通常、培養開始時の炭素源濃度は０．
１〜２０％（Ｗ／Ｖ）程度が好ましく、さらに好ましくは１〜５％（Ｗ／Ｖ）程度である
。
【００９１】
培養の条件として、温度は、通常約１５〜３０℃が好ましく、約２０〜２５℃の範囲が
より好ましい。ｐＨ域は、約６〜１０が好ましく、約６〜８の範囲がより好ましい。同時
にｐＨを制御することが好ましく、酸、アルカリを用いてｐＨの調整を行うことも可能で

10

ある。ＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下での培養の際の微生物初濃度は、通常、ＯＤ６００＝
０．６〜０．８程度であるが、特に限定されない。
培養時間は、培養条件によって異なるが、通常約１２〜４８時間が好ましく、１８〜３
６時間程度がより好ましく、２０〜３０時間程度がさらに好ましく、２４時間程度が特に
好ましい。培養は、撹拌培養が好ましい。
【００９２】
ＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下で培養において、ＡＡ及び／又はＥＰＡを供給する方法は
特に限定されず、例えば、E. coli形質転換体の培地（培養液）に、基質であるＡＡ及び
／又はＥＰＡを添加することにより行うことができる。添加するＡＡ及び／又はＥＰＡの
量は、本発明の効果を奏することになる限り特に限定されず、例えば、培地中に、約０．
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０１〜１０ｍＭとすることが好ましく、約０．０５〜１ｍＭとすることがより好ましく、
約１ｍＭとすることがさらに好ましい。このような、E. coli形質転換体の培地にＡＡ又
はＥＰＡを添加する工程を含むプロスタグランジン類の生産方法は、本発明の好ましい実
施態様の１つである。また、ＡＡ及び／又はＥＰＡ存在下での培養は、例えば、ＡＡ及び
／又はＥＰＡを生産する微生物とE. coli形質転換体を共培養することによっても行うこ
とができる。ＡＡ及び／又はＥＰＡを生産する微生物として、例えば、Mortierella属微
生物等が挙げられる。
【００９３】
ＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類の生産においては、ＡＡ及び／又は
ＥＰＡ存在下でE. coli形質転換体を培養することにより、該E. coli形質転換体内でプロ
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スタグランジン類が効率よく生産される。生産されたプロスタグランジン類は、E. coli
形質転換体内に蓄積する又は培養液中に分泌される。
E. coli形質転換体内に蓄積した、又は培地中に分泌されたプロスタグランジン類は、
公知の手法により分離及び精製することができる。また、プロスタグランジン類を細胞内
に含有するE. coli形質転換体、及び分泌されたプロスタグランジン類を含む培地を、そ
のまま医薬品、食品、動物用医薬、飼料等に用いることもできる。
【００９４】
E. coli形質転換体よりたんぱく質画分を調製する工程を含むＡＡ又はＥＰＡを基質と
するプロスタグランジン類生産方法も、本発明に包含される。E. coli形質転換体よりた
んぱく質画分を調製し、該たんぱく質画分にＡＡ及び／又はＥＰＡを添加すると、たんぱ
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く質画分に含まれるシクロオキシゲナーゼによってプロスタグランジン類が生産される。
細胞からのたんぱく質画分の調製は、公知の抽出方法により行うことができる。
また、たんぱく質画分から、公知の手法によりシクロオキシゲナーゼを精製し、該シク
ロオキシゲナーゼをプロスタグランジン類の製造に用いることもできる。上記たんぱく質
画分又はシクロオキシゲナーゼと、基質であるＡＡ又はＥＰＡとの反応は、例えば、温度
約５〜３７℃（より好ましくは約５〜２５℃、さらに好ましくは約１５〜２５℃）で、ｐ
Ｈ約６〜８（好ましくはｐＨ約７〜８）の溶液中で行われることが好ましい。反応を行う
溶液は特に限定されないが、例えば、トリス塩酸バッファー等の緩衝液等が好適である。
また、反応を行う溶液には、１〜１０ｍＭ程度のＥＤＴＡを添加することが好ましい。反
応液中のたんぱく質濃度及び基質濃度は、適宜設定することができる。本発明においては

50

(19)

JP 5641232 B2 2014.12.17

、酵素を固定化して反応を行うことも好ましい。固定化の方法は、公知の方法を採用でき
る。
【００９５】
上記E. coli形質転換体を用いるプロスタグランジン類の製造方法において、E. coli形
質転換体の代わりに酵母形質転換体を用いても、プロスタグランジン類を生産することが
できる。酵母形質転換体の培養条件等は、通常酵母の培養に用いられる条件を採用するこ
とができる。
【００９６】
上記本発明の遺伝子が導入されてなる植物形質転換体（好ましくはＡＡ又はＥＰＡを基
質とするプロスタグランジン類組成が改変された植物形質転換体）又は植物形質転換体の
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組織を用いてＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類を生産する方法も、本発
明に包含される。例えば、細胞内のプロスタグランジン類の含量が増加した本発明に係る
植物形質転換体は、医薬、薬理活性の高い原料として価値の高いものになる。このような
植物形質転換体は、動物用医薬、機能性食品、飼料等の原料としても有用なものである。
【００９７】
植物形質転換体の植物体又は該植物形質転換体の組織を用いるプロスタグランジン類の
生産においては、該植物体又はその組織の増殖又は生育に伴い、該植物体又はその組織の
細胞内でプロスタグランジン類が効率よく生産される。生産されたプロスタグランジン類
は、植物形質転換体又はその組織の細胞内に蓄積する。植物形質転換体又は植物形質転換
体の組織を用いるプロスタグランジン類の生産方法は、該植物形質転換体又はその組織を
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、（好ましくは無性生殖（栄養生殖）により）増殖又は生育させる工程を含むことが好ま
しい。植物形質転換体又はその組織を増殖又は生育させるには、植物形質転換体又はその
組織を、適宜栽培又は培養すればよい。該植物形質転換体又はその組織を増殖又は生育さ
せる（栽培又は培養する）条件及び時間は、植物の種類により適宜選択すればよい。例え
ば、本発明に係る遺伝子で形質転換されたゼニゴケ目生物を用いる場合には、ゼニゴケ目
生物の繁殖形態として無性生殖（栄養生殖）によることが好ましい。つまりゼニゴケ目生
物については、その形質転換体又はその組織を、無性生殖（栄養生殖）により増殖又は生
育させると、生長速度が早く植物工場システムとしても大量生産が可能であるため好まし
い。ゼニゴケ目生物を無性生殖させる方法は、「ゼニゴケの無菌培養法および形質転換法
」（植物細胞工学シリーズ14‑植物のゲノム研究プロトコール、秀潤社、pp155‑162.、200
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1年）等に記載されている。植物用栽培床及び植物栽培方法については、公知の方法を使
用できる。また、例えば、特開２０１０−０８８３１４号公報に記載の方法（縦型多段式
栽培棚を用いマット方式による栽培装置）等も使用することができる。例えば、ゼニゴケ
目生物の細胞に本発明の遺伝子を導入した形質転換体（形質転換細胞）は、通常２０〜４
９日間、好ましくは３１〜４９日間培養して増殖させることにより、プロスタグランジン
類を細胞内に蓄積する。培地等は、通常ゼニゴケ目生物の培養又は栽培に用いられるもの
を使用できる。ゼニゴケ目生物の場合、培養又は栽培温度は、通常約２０〜３０℃、好ま
しくは約２５〜３０℃である。
【００９８】
植物形質転換体よりたんぱく質画分を調製する工程を含むＡＡ又はＥＰＡを基質とする
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プロスタグランジン類生産方法も、本発明に包含される。植物形質転換体よりたんぱく質
画分を調製し、該たんぱく質画分にＡＡ、ＥＰＡ等の基質を添加すると、たんぱく質画分
に含まれるシクロオキシゲナーゼによってプロスタグランジン類が生産される。細胞から
のたんぱく質画分の調製は、公知の抽出方法により行うことができる。
また、たんぱく質画分から、公知の手法によりシクロオキシゲナーゼを精製し、該シク
ロオキシゲナーゼをプロスタグランジン類の製造に用いることもできる。上記たんぱく質
画分又はシクロオキシゲナーゼと、基質であるＡＡ又はＥＰＡとの反応条件等は、上述し
たE. coli形質転換体より調製されたたんぱく質画分又はシクロオキシゲナーゼと、ＡＡ
又はＥＰＡとの反応条件と同じである。また、本発明においては、酵素を固定化して反応
を行うことも好ましい。固定化の方法は、公知の方法を採用できる。
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【００９９】
本発明によりプロスタグランジン類を生産させたE. coli形質転換体、酵母形質転換体
、植物形質転換体又はその組織等の形質転換体は、プロスタグランジン類を含有する素材
として、そのまま医薬品、食品、動物用医薬、飼料等に用いることができるが、さらに、
該形質転換体又はその組織等から、生成したプロスタグランジン類を精製する工程を含ん
でもよい。プロスタグランジン類の精製方法は特に限定されず、通常、有機溶媒による抽
出法、高圧高温水蒸気蒸留法により行うことができる。
上述のようにプロスタグランジン類を生産する本発明に係るE. coli形質転換体、酵母
形質転換体、植物形質転換体又はその組織等の形質転換体はプロスタグランジン類の含量
が高く、医薬、薬理活性の高い原料として価値の高いものになる。このような形質転換体
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は、動物用医薬、機能性食品、飼料等の原料としても有用なものである。
【０１００】
（５−４）素材
本発明には、上述のプロスタグランジン類生産方法により得られた物質、プロスタグラ
ンジン類を少なくとも１つ含む素材も含まれる。この「素材」とは、上述の医薬品原料用
途、食品原料用途、動物用医薬原料用途、飼料用途等に利用できる素材全般を意味する。
【０１０１】
上記素材のプロスタグランジン類は、分子内に二重結合を複数有するという、ユニーク
な物性を持つ。そのため、現在はラクトンを原料として全化学合成により合成されている
。このため、例えば、本発明の形質転換体（好ましくは、E. coli形質転換体、酵母形質
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転換体、植物形質転換体又はその組織等）により、プロスタグランジンを生産させること
により、これらのプロスタグランジン類の生産コストを著しく低減できる。また、本発明
により、環境にやさしいプロスタグランジン類の生産プロセスを実現できる。
【０１０２】
本発明により製造されるプロスタグランジン類としては、例えばアラキドン酸から生産
される（アラキドン酸を基質とする）プロスタグランジン類として、プロスタグランジン
Ｇ２（ＰＧＧ２）、プロスタグランジンＨ２（ＰＧＨ２）、プロスタグランジンＥ２（Ｐ
ＧＥ２）、プロスタグランジンＦ２α（ＰＧＦ２α）等のプロスタグランジン（ＰＧ）等
が挙げられる。エイコサペンタエン酸から生産される（エイコサペンタエン酸を基質とす
る）プロスタグランジン類として、例えば、プロスタグランジンＨ３（ＰＧＨ３）、プロ
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スタグランジンＧ３（ＰＧＧ３）等のプロスタグランジンが挙げられる。中でも本発明の
方法は、プロスタグランジンＨ２（ＰＧＨ２）、プロスタグランジンＧ２（ＰＧＧ２）、
プロスタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）、プロスタグランジンＦ２α（ＰＧＦ２α）、プロ
スタグランジンＨ３（ＰＧＨ３）、プロスタグランジンＧ３（ＰＧＧ３）等のプロスタグ
ランジン（ＰＧ）の製造に好適である。
【０１０３】
（５−５）プロスタグランジン類組成改変方法
本発明には、本発明に係る遺伝子を用いて、宿主のプロスタグランジン類組成を改変す
る方法が含まれる。例えば、上述のように本発明に係る遺伝子を導入した形質転換体を作
製することにより宿主細胞のプロスタグランジン類組成を改変することが可能となる。プ
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ロスタグランジン類組成を改変する対象は特に限定されるものではなく、植物、動物、細
菌、酵母等、あらゆる生物を対象とすることが可能である。
【０１０４】
上述した本発明に係る遺伝子を宿主細胞に導入する工程を含む宿主細胞のＡＡ又はＥＰ
Ａを基質とするプロスタグランジン類の組成を改変する方法も、本発明の１つである。好
ましくは、本発明に係るシクロオキシゲナーゼ遺伝子を植物細胞等に導入する。例えば、
本発明に係る遺伝子を植物細胞（好ましくは、ゼニゴケ目生物、より好ましくはゼニゴケ
）に導入する工程を含む植物形質転換体のＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジ
ン類の組成を改変する方法は、本発明の好ましい実施態様の１つである。
【０１０５】
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例えば、上述のように本発明に係る遺伝子を導入したE. coli形質転換体、酵母形質転
換体、植物形質転換体等の形質転換体を作製することにより宿主細胞のプロスタグランジ
ン類組成を改変することが可能となる。本発明には、該E. coli形質転換体、酵母形質転
換体等の形質転換体を、ＡＡ、ＥＰＡ等のプロスタグランジン類の基質の存在下で培養す
ることにより該形質転換体のプロスタグランジン類組成を改変する方法が含まれる。プロ
スタグランジン類の基質の存在下で培養は、例えば、形質転換体の培地にＡＡ、ＥＰＡ等
を添加することにより行うことができる。
【０１０６】
上述した本発明に係る遺伝子を植物に導入して植物形質転換体を作製することにより、
植物又はその組織のプロスタグランジン類組成を改変することが可能となる。本発明に係

10

る遺伝子を植物に導入する工程を含む、植物形質転換体のＡＡ又はＥＰＡを基質とするプ
ロスタグランジン類組成を改変する方法も、本発明の１つである。植物としては、細胞内
でＡＡ及び／又はＥＰＡを生合成できる植物が好ましく、例えば、上述したゼニゴケ目生
物が好ましく、中でも、ゼニゴケ（Marchantia polymorpha）がより好ましい。本発明に
は、該植物形質転換体又はその組織を増殖又は生育させることにより該形質転換体又はそ
の組織のプロスタグランジン類組成を改変する方法が含まれる。
【０１０７】
（５−６）抗体
本発明の遺伝子にコードされるたんぱく質を認識する抗体も、本発明に包含される。本
発明に係る抗体は、好ましくは、本発明に係るたんぱく質、又はその部分たんぱく質、部

20

分ペプチドを抗原として、公知の方法によりポリクローナル抗体又はモノクローナル抗体
として得られる抗体である。公知の方法としては、例えば、文献（Harlowらの「Antibodi
es：A laboratory manual」（Cold Spring Harbor Laboratory，New York（1988））、岩
崎らの「単クローン抗体ハイブリドーマとELISA，溝談社（1991）」）に記載の方法が挙
げられる。このようにして得られる抗体は、本発明のたんぱく質の検出、測定などに利用
できる。
【０１０８】
（５−７）スクリーニング方法
本発明に係るスクリーニング方法は、本発明に係るたんぱく質を用いて、該たんぱく質
を調節する遺伝子、又は該たんぱく質を調節する物質をスクリーニングする方法である。
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本発明のスクリーニング方法としては、物質間の結合の有無や解離の有無を調べる従来公
知の種々の方法を適用することができ、特に限定されるものではない。例えば、本発明に
係るたんぱく質の活性（シクロオキシゲナーゼ活性）を促進又は阻害するような物質のス
クリーニングを挙げることができる。
【０１０９】
本発明のスクリーニング方法として、例えば、（Ｉ）前記本発明の遺伝子にコードされ
るたんぱく質に、in vitroでアラキドン酸及び／又はエイコサペンタエン酸、並びに候補
物質を接触させる工程、（ＩＩ）アラキドン酸又はエイコサペンタエン酸を基質とするプ
ロスタグランジン類生成量をモニターする工程、及び（ＩＩＩ）候補物質を接触させない
場合と比較して、工程（ＩＩ）におけるプロスタグランジン類生成量の増加又は減少が検
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出された候補物質を該たんぱく質を調節する物質として選択する工程を含む方法等が好適
である。
【０１１０】
工程（Ｉ）において、本発明の遺伝子にコードされるたんぱく質に、in vitroでＡＡ及
び／又はＥＰＡ、並びに候補物質を接触させる方法は特に限定されず、例えば、上記本発
明の遺伝子が導入されてなる形質転換体又は該形質転換体から単離したたんぱく質に候補
物質等を接触させればよい。形質転換体を用いる場合には、例えば、形質転換体を培養し
ている培地中に候補物質等を添加すればよい。
【０１１１】
工程（ＩＩ）においては、生成したＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類
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量をモニターする。例えば、細胞内に蓄積したプロスタグランジン類量は、細胞抽出液を
分析することにより測定することができる。細胞外に分泌された、又は単離したたんぱく
質（シクロオキシゲナーゼタンパク質）によって生産されたプロスタグランジン類量は、
例えば、培養液又は培地の組成を分析することにより測定することができる。プロスタグ
ランジン類の測定は、公知の方法、例えば、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）／
質量分析装置（ＬＣ−ＭＳ／ＭＳ）による分析等により行うことができる。
【０１１２】
工程（ＩＩＩ）において、例えば、候補物質を接触させない場合と比較して、工程（Ｉ
Ｉ）においてＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジン類生成量の増加又は減少が
検出された候補物質は、上記たんぱく質を調節する物質として選択される。例えば、該プ

10

ロスタグランジン類生成量の増加が検出された候補物質は、該たんぱく質の活性化剤とし
て選択される。また、候補物質を接触させない場合と比較して、工程（ＩＩ）において細
胞内における該プロスタグランジン類生成量の減少が検出された候補物質は、該たんぱく
質の阻害剤として選択される。
【０１１３】
候補物質としては特に限定されず、例えば、核酸等の遺伝子、ペプチド、たんぱく質、
非ペプチド性化合物、合成化合物、発酵生産物、細胞抽出液、細胞培養上清、植物抽出液
等の物質が挙げられる。候補物質は、新規な物質であってもよいし、公知の物質であって
もよい。これら候補物質は塩を形成していてもよく、候補物質の塩としては、生理学的に
許容される酸や塩基との塩が用いられる。

20

本発明には、上記スクリーニング方法により得られた遺伝子又は物質も含まれる。
【０１１４】
（５−８）遺伝子検出器具
本発明の遺伝子の少なくとも一部の塩基配列又はその相補配列をプローブとして用いる
遺伝子検出器具も、本発明に包含される。
このような遺伝子検出器具は、種々の条件下において、本発明の遺伝子の発現パタ−ン
の検出・測定などに利用することができる。
【０１１５】
本発明の遺伝子検出器具としては、例えば、本発明の遺伝子と特異的にハイブリダイズ
する上記プローブを基盤（担体）上に固定化したＤＮＡチップが挙げられる。ここで「Ｄ
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ＮＡチップ」とは、主として、合成したオリゴヌクレオチドをプローブに用いる合成型Ｄ
ＮＡチップを意味するが、ＰＣＲ産物などのｃＤＮＡをプローブに用いる貼り付け型ＤＮ
Ａマイクロアレイをも包含するものとする。
【０１１６】
プローブとして用いる配列は、ｃＤＮＡ配列の中から特徴的な配列を特定する従来公知
の方法によって決定することができる。具体的には、例えば、ＳＡＧＥ：Ｓｅｒｉａｌ
Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｇｅｎｅ Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ法（Ｓｃｉｅｎｃｅ ２７６：１
２６８，１９９７；Ｃｅｌｌ ８８：２４３，１９９７；Ｓｃｉｅｎｃｅ ２７０：４８４
，１９９５；Ｎａｔｕｒｅ ３８９：３００，１９９７；米国特許第５，６９５，９３７
号）等を挙げることができる。

40

【０１１７】
なお、ＤＮＡチップの製造には、公知の方法を採用すればよい。例えば、オリゴヌクレ
オチドとして合成オリゴヌクレオチドを使用する場合には、フォトリソグラフィ−技術と
固相法ＤＮＡ合成技術との組み合わせにより、基盤上で該オリゴヌクレオチドを合成すれ
ばよい。一方、オリゴヌクレオチドとしてｃＤＮＡを用いる場合には、アレイ機を用いて
基盤上に貼り付ければよい。
【０１１８】
また、一般的なＤＮＡチップと同様、パーフェクトマッチプローブ（オリゴヌクレオチ
ド）と、該パーフェクトマッチプローブにおいて一塩基置換されたミスマッチプローブと
を配置して遺伝子の検出精度をより向上させてもよい。さらに、異なる遺伝子を並行して

50

(23)

JP 5641232 B2 2014.12.17

検出するために、複数種のオリゴヌクレオチドを同一の基盤上に固定してＤＮＡチップを
構成してもよい。
【０１１９】
本発明に係る遺伝子検出器具は、上記例示したＤＮＡチップに限定されるものではなく
、本発明に係る遺伝子の少なくとも一部の塩基配列又はその相補配列をプローブとして用
いたものであればよい。
【０１２０】
本発明の形質転換体、例えば、E. coli形質転換体を用いるＡＡ又はＥＰＡを基質とす
るプロスタグランジン類の生産においては、該E. coli形質転換体内でプロスタグランジ
ン類が効率よく生産される。生産されたプロスタグランジン類は、形質転換体内に蓄積す

10

る又は細胞外に分泌される。また、本発明の植物形質転換体を増殖又は生育させると、該
形質転換体の細胞内でプロスタグランジン類が効率よく生産され、細胞内に蓄積する。本
発明には、形質転換体の抽出液に基質ＡＡ又はＥＰＡを添加することにより、反応させプ
ロスタグランジン類が生産されることも含まれる。
【０１２１】
本発明によりプロスタグランジン類を生産させた形質転換体は、プロスタグランジン類
を含有する素材として、そのまま医薬品、食品、動物用医薬、飼料等に用いることができ
るが、さらに、該形質転換体（例えば、E. coli形質転換体、酵母形質転換体、植物形質
転換体又はその組織等）の抽出液に基質であるＡＡ又はＥＰＡを添加することにより、反
応させ生成したプロスタグランジン類を精製する工程を含んでもよい。プロスタグランジ

20

ン類の精製方法は特に限定されず、上述した公知の方法により行うことができる。
【０１２２】
以下にいくつかの実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。
本発明は以下の実施例に限定されるものでなく、細部については様々な態様が可能である
ことはいうまでもない。さらに本発明は技術的実施形態に限定されるものではなく、請求
項にしめした種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【０１２３】
本実施例において実験手法は、特に断らない限り、Molecular Cloning (Sambrook et a

30

l．Cold Spring Harbour Laboratory Press, 1989)に記載されている方法に従った。
【０１２４】
（実施例１）
オゴノリ由来のシクロオキシゲナーゼ遺伝子
他生物のクローニングされているシクロオキシゲナーゼ遺伝子のアミノ酸配列を鋭意比
較検討した結果、アミノ酸配列Tyr‑Asn‑Asp‑Tyr‑Arg‑Glu‑His（配列番号４）とAsp‑Ile‑P
he‑Asn‑Glu‑Lys‑Thr（配列番号５）が保存されていることを見出した。そこで、オゴノリ
(Gracilaria vermiculophylla)のシクロオキシゲナーゼ遺伝子を単離するために、上記の
アミノ酸配列をコードする下記のプライマーを用いた。
COX‑F

5

‑TAYAAYGAYTAYAGNGARCAY‑3

（配列番号６）

COX‑R

5

‑NGTYTTYTCRTTRAADATRTC‑3

（配列番号７）

配列番号６及び７において、

N

40

は、４塩基（アデニン、グアニン、チミン／ウラシ

ル、シトシン）のいずれでも良いことを意味する。
【０１２５】
上記のプライマー（ＣＯＸ−Ｆ及びＣＯＸ−Ｒ）を用いてＰＣＲを行い、得られたＤＮ
Ａ断片をサブクローニングした。得られたクローンの塩基配列を決定し、目的のシクロオ
キシゲナーゼ遺伝子の部分配列を取得した。実験材料及び方法について、詳述する。
試料として用いる、オゴノリからのtotalRNAの単離については、ＲＮＡ抽出キット RNe
asy Mini kit（QIAGEN社製）を用いて製造者の推奨する方法に従い行った。単離したtota
lRNA ５μｇを、ReverTra Ace（TOYOBO社製）を用いてｃＤＮＡに逆転写した。ｃＤＮＡ
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１μＬを鋳型とし、上記プライマー（ＣＯＸ−Ｆ及びＣＯＸ−Ｒ）及び酵素（Takara E
x Taq、Takara社製）０．５Ｕとを用いて、製造者の推奨する方法でＰＣＲを行った。反
応液量は２０μＬとし、PCR Thermal Cycler Dice（Takara社製）を用いて、９５℃２分
間保持後、９５℃で３０秒間、５５℃で１分間、７２℃で３０秒間の反応を４０回繰り返
し、その後４℃に冷却した。
【０１２６】
得られたＰＣＲ産物を０．７％（ｗ／ｖ）アガロースゲルで電気泳動し、従来のシクロ
オキシゲナーゼ遺伝子の塩基配列から予想されるサイズを有する増幅断片を、Gel Extrac
tion kit（QIAGEN社製）を用いてゲルより回収した。回収した増幅断片をpGEM‑Teasy（プ
ロメガ社製）に連結し、コンピテント大腸菌ＤＨ５αに形質転換した。

10

pGEM‑Teasyに連結した増幅断片の塩基配列を3130xl ジェネティックアナライザ(製品名
、Applied Biosystems社製)を用いて候補遺伝子の部分塩基配列を解読し、その塩基配列
情報を基にRACE反応に使用する下記プライマー配列を設計した。
3

RACE(COX)：5

‑CGACCGATGCGGCAATCTTGGCCAAGTTGAAGCAAGT‑3

（配列番号８）

5

RACE(COX)：5

‑CGCCTATTGCTGCCAAGAAAGGTCCATGAACACCTCC‑3

（配列番号９）

【０１２７】
候補遺伝子の全長配列を明らかにするためにSMART RACE cDNA Amplification Kit (Clo
ntech社製)を使用してRapid amplified cDNA ENDs (RACE)反応を行った。オゴノリから抽
出したtotalRNA

１μｇと3

の指定した方法に従い3
μgと5

‑RACE(COX)プライマー（配列番号８）を用いて試薬製造者

‑RACE反応を行った。5

‑RACE反応についても同様にtotalRNA 1

20

‑RACE(COX)プライマー（配列番号９）を用いて行った。RACE反応により得られた

候補遺伝子の3

端側配列と5

端側配列をそれぞれpGEM‑Teasyに連結し、コンピテント大

腸菌ＤＨ５αに形質転換した。
【０１２８】
その結果、１種類のホモログ遺伝子候補が単離され、この遺伝子をＧｖＣＯＸ遺伝子と
した。ＧｖＣＯＸ遺伝子のｃＤＮＡの長さ（ポリＡ部分を除く）は、２０１９ｂｐ（配列
番号１）で、推定アミノ酸配列は５６２残基であった。その塩基配列を配列番号１に、推
定アミノ酸配列を配列番号２に示した。
【０１２９】
ＧｖＣＯＸｃＤＮＡの推定アミノ酸配列をマウス及びヒトのシクロオキシゲナーゼのア
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ミノ酸配列と比較した結果、それぞれ２１．５％、２０．４％の同一性を示すことを見出
した。
【０１３０】
（実施例２）
E. coliに導入する形質発現組換えベクターの構築及び当該ベクターのE. coliへの導入
E. coliにおいて、実施例１で得られたオゴノリのシクロオキシゲナーゼ遺伝子（Ｇｖ
ＣＯＸ遺伝子）を発現させるために、以下に示す手順で、E. coli形質発現組換えベクタ
ーを構築した。宿主細胞としては、E. coliを用いた。
【０１３１】
実施例１の配列番号６のプライマー及び配列番号７のプライマーを用いるＰＣＲにより
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得られたＰＣＲ産物を０．７％（ｗ／ｖ）アガロースゲルで電気泳動し、従来のシクロオ
キシゲナーゼ遺伝子の塩基配列から予想されるサイズを有する増幅断片を、Gel Extracti
on kit（QIAGEN社製）を用いてゲルより回収した。回収したオゴノリのシクロオキシゲナ
ーゼ遺伝子（ＧｖＣＯＸ遺伝子）のＯＲＦ増幅断片をpGEM‑Teasy（プロメガ社製）に連結
し、形質発現組換えベクターのコンストラクトを作製した。また、この作製手順を図３Ａ
に示した。
【０１３２】
図３Ａに、オゴノリ(Gracilaria vermiculophylla)のシクロオキシゲナーゼ遺伝子（Ｇ
ｖＣＯＸ）をE. coliで発現させるために、基礎ベクターｐＥＴ−２１ａ（＋）（メルク
社より購入）からのE. coli形質発現組換えベクターを作製した方法を示す。図３Ａ中、
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ｐＴ７は、Ｔ７プロモーターを意味し、ｔＴ７は、Ｔ７ターミネーターを意味する。
【０１３３】
具体的には、オゴノリのシクロオキシゲナーゼ遺伝子（ＧｖＣＯＸ遺伝子）のＯＲＦを
含むｃＤＮＡ断片は制限酵素サイトを付加するために下記プライマーを用いてＰＣＲ増幅
し、pGEM‑Teasyに導入して3130xl ジェネティックアナライザ(製品名、Applied Biosyste
ms社製)を用いて塩基配列を決定したのち用いた。
オゴノリのシクロオキシゲナーゼ遺伝子のＯＲＦ増幅に用いたプライマー
COX‑F5: 5

‑CATATGGTGTTCAACAACTTCCG‑3

COX‑R7: 5

‑GCTCAGCTACACAGGGTTATTCTTCG‑3

（配列番号１０）
（配列番号１１）
10

【０１３４】
オゴノリのシクロオキシゲナーゼ遺伝子（ＧｖＣＯＸ遺伝子）を増幅させるためのＰＣ
Ｒにおいては、オゴノリｃＤＮＡを鋳型にPrimeSTAR DNA polymerase(Takara社製)０．５
Ｕを用い、９５℃２分間保持後、９８℃で１０秒間、５５℃で１５秒間、６８℃で２分３
０秒間の反応を３５回繰り返し、その後４℃に冷却した。得られた断片を制限酵素（NudI
‑Bpu1102I）で処理して、インサートを作製した。得られたインサートは、常法に従って
ＮｄｅＩ及びＢｐｕ１１０２Ｉにより制限酵素処理し精製したｐＥＴ２１ａ（＋）と常法
に従って連結し、E. coli形質発現組換えベクター（GvCOX/pET21a(+)）を得た。E. coli
形質発現組換えベクター（GvCOX/pET21a(+)）の構造を、図５（Ａ）に模式的に示す。
【０１３５】

20

（実施例３）
E. coli形質発現組換えベクター（GvCOX/pET21a(+)）による形質転換、及び得られた大腸
菌形質転換体の抽出液を用いたシクロオキシゲナーゼ酵素活性の測定
実施例２で作製した、GvCOX遺伝子を大腸菌発現用ベクターpET21aに導入したベクター
（GvCOX/21a(+)）を、大腸菌BL21(DE3)株にエレクトロポレーション法により導入した。
なお、大腸菌BL21(DE3)株は、プロスタグランジンを産生しない菌である。GvCOX発現ベク
ター（GvCOX/21a(+)）を導入した大腸菌コロニーをアンピシリン（５０μｇ／ｍＬ）を含
む３ｍＬのＬＢ培地に接種し、３７℃条件下、振とう培養した。該培養液１００μＬを新
しい１０ｍＬのＬＢ培地に移し、さらにOD600 = 0.6になるまで３７℃で振とう培養した
。OD600 ＝0.6に到達後、０．１ｍＭ

ＩＰＴＧ（最終濃度）を培地に添加し、その後２
30

０℃の条件で２時間振とう培養した。
【０１３６】
培養液から菌体（大腸菌形質転換体）のみを遠心分離によって集菌し、５００μＬ抽出
バッファー（１００ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ７．５）、５ｍＭ

ＥＤＴＡ、１ｍＭ

ＰＭＳＦ）に懸濁した。超音波破砕機を用いて菌体を破砕した後、１７，０００×Ｇで
１５分間の遠心分離を行い、上清を回収した。
【０１３７】
回収した上清２５０μＬと活性測定バッファー（１００ｍＭ
７．５）、５ｍＭ

ＥＤＴＡ、２μＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ

Hematin）２５０μＬを混合し、２５℃で５分間

静置した。混合液に最終濃度２００μＭとなるようにアラキドン酸を添加して２５℃で３
０分間反応させた。次に最終濃度５ｍＭのＳｎＣｌ２を添加して反応を停止した。
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【０１３８】
塩酸にて反応液のｐＨを３に調整後、７００μＬの酢酸エチルで抽出した。ロータリー
エバポレーターを用いて減圧下で溶媒を留去し、残渣をプロスタグランジンの粗画分とし
た。粗画分は２００μＬエタノールに溶解し、１７，０００×Ｇ、１５分間の遠心分離に
より不溶物を除いた後、上清を測定用サンプルとした。
【０１３９】
調整した測定用サンプルに含まれるプロスタグランジンＦ２α（ＰＧＦ２α）について
液体クロマトグラフィー／質量分析装置（ＬＣ−ＭＳ／ＭＳ）（型番３２００ＱＴＲＡＰ
、Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍ社製）を用いてＰＧＦ２α由来のフラグメントイ

オン（ｍ／ｚ＝３０９）の検出及びＰＧＦ２αの分子イオン３５３．２［Ｍ−Ｈ］−から

50

(26)

JP 5641232 B2 2014.12.17

生じるフラグメントパターンの検出を行った。ＬＣ−ＭＳ／ＭＳ測定条件は、カラム:RP‑
18 GP 150×4.6 (5 mm)

(関東化学工業社製)、 移動相:2.5 mM 酢酸アンモニウム水溶液

と2.5 mM 酢酸アンモニウムメタノール溶液によるグラジエント溶出、流速:400 mL/min、
カラム温度:40℃、コリジョンエネルギー:40 V 、コリジョンガス:窒素ガス、エレクトロ
イオンスプレイモード:ネガティブ、を用いた。
【０１４０】
反応生成物と標品ＰＧＦ２α（ＣＡＹＭＡＮ

ＣＨＥＭＩＣＡＬ社製）のフラグメント

パターン（表１）が一致すること、及び、液体クロマトグラフィーの保持時間が反応生成
物と標品ＰＧＦ２α−ｄ４で一致することから反応生成物中にＰＧＦ２αが含まれている
ことを確認した。

10

【０１４１】
【表１】

【０１４２】
（実施例４）
大腸菌培養によるＰＧＦ２αの生産

20

実施例３で作製した大腸菌形質転換体（ＬＢ培地中）に、ＩＰＴＧ存在、１ｍＭ濃度に
なるようにＡＡを添加し、ＬＢ培地で２０時間、２５℃で培養した。培養後、菌体を遠心
分離（１０，０００ｒｐｍ、１５分）除去し、培養液を集め、上記のプロスタグランジン
抽出法にてプロスタグランジン類を回収した。回収したプロスタグランジン類を実施例３
で述べた方法にて、分析したところ、培地にプロスタグランジンＦ２α（ＰＧＦ２α）の
生成を認めた。この結果から、実施例３で作製した大腸菌形質転換体は、細胞内で生産し
たＡＡを基質とするプロスタグランジンを細胞外に分泌することが確認できた。
【０１４３】
（実施例５）
酵母に導入する酵母発現用ベクターの構築

30

酵母において、実施例１で得られたオゴノリのシクロオキシゲナーゼ遺伝子（ＧｖＣＯ
Ｘ遺伝子）を発現させるために、以下に示す手順で、酵母発現用ベクターを構築した。
【０１４４】
実施例１の配列番号６のプライマー及び配列番号７のプライマーを用いるＰＣＲにより
得られたＰＣＲ産物を０．７％（ｗ／ｖ）アガロースゲルで電気泳動し、従来のシクロオ
キシゲナーゼ遺伝子の塩基配列から予想されるサイズを有する増幅断片を、Gel Extracti
on kit（QIAGEN社製）を用いてゲルより回収した。回収したオゴノリのシクロオキシゲナ
ーゼ遺伝子（ＧｖＣＯＸ遺伝子）のＯＲＦ増幅断片を制限酵素KpnI及びApaIで消化し、酵
母発現基礎ベクターpPICZA（インビトロジェン社製）を制限酵素KpnI及びApaIで消化した
制限酵素処理したベクターpPICZAと連結酵素により連結した。これにより、酵母発現用ベ
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クター（ＧｖＣＯＸ／ｐＰＩＣＺＡ）を得た。酵母発現用ベクター（ＧｖＣＯＸ／ｐＰＩ
ＣＺＡ）の作製手順の概略を、図３（Ｂ）に模式的に示した。
【０１４５】
得られた酵母発現用ベクター（ＧｖＣＯＸ／ｐＰＩＣＺＡ）の構造を、図５（Ｂ）に模
式的に示す。図５（Ｂ）中、ｐＡＯＸ１は、ｐＡＯＸ１プロモーターを表す。ｔＡＯＸ１
は、ｔＡＯＸ１ターミネーターを表す。
酵母発現用ベクター（ＧｖＣＯＸ／ｐＰＩＣＺＡ）を酵母に導入して形質転換すること
により、ＡＡ又はＥＰＡを基質とするプロスタグランジンを生産できる酵母形質転換体を
作製することができる。
【０１４６】
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（実施例６）
ゼニゴケに導入するゼニゴケ発現用（アグロバクテリウム感染用）ベクターの構築
実施例１で得られたオゴノリのシクロオキシゲナーゼ遺伝子（GvＣＯＸ遺伝子）を、ア
グロバクテリウムを用いてゼニゴケに導入し発現させるために、以下に示す手順で、ゼニ
ゴケ発現用（アグロバクテリウム感染用）ベクターを構築した。
【０１４７】
ゼニゴケ発現用（アグロバクテリウム感染用）ベクターの作製手順の概略を、図４（Ｃ
）に模式的に示した。植物発現基礎ベクターpBin‑Hyg‑TX（Gatz C. et al., Plant J. 2,
397‑404 (1992)）を制限酵素KpnI及びSalIで消化した。次に、実施例１で得られたオゴ
ノリのシクロオキシゲナーゼ遺伝子（ＧｖＣＯＸ遺伝子）のＯＲＦ増幅断片を制限酵素Kp

10

nI及びSalIで消化し回収したＧｖＣＯＸ断片を、制限酵素処理したベクターpBin‑Hyg‑TX
と連結酵素により連結した。これにより、ゼニゴケ発現用（アグロバクテリウム感染用）
ベクター（ＧｖＣＯＸ／ｐＢｉｎ−Ｈｙｇ−ＴＸ）を得た。
【０１４８】
得られたゼニゴケ発現用（アグロバクテリウム感染用）ベクター（ＧｖＣＯＸ／ｐＢｉ
ｎ−Ｈｙｇ−ＴＸ）の構造を、図５（Ｃ）に模式的に示す。図５（Ｃ）中、ｐ３５Ｓは、
カリフラワーモザイクウィルス（ＣａＭＶ）３５Ｓプロモーターを表す。ｔＯＣＳは、オ
クタピンシンターゼターミネーターを表す。
【０１４９】
20

（実施例７）
ゼニゴケ形質発現組換えベクター（ＧｖＣＯＸ／ｐＢｉｎ−Ｈｙｇ−ＴＸ）による形質転
換、及び得られたゼニゴケ形質転換体の抽出液を用いたシクロオキシゲナーゼ酵素活性の
測定
実施例６で作製した、ＧｖＣＯＸ遺伝子をゼニゴケ発現用（アグロバクテリウム感染用
）ベクターpBin‑Hyg‑TX（Gatz C. et al., Plant J. 2, 397‑404 (1992)）に導入したベ
クター（ＧｖＣＯＸ／ｐＢｉｎ−Ｈｙｇ−ＴＸ）を、ゼニゴケ（Marchantia polymorpha
）に、アグロバクテリウム感染法により導入した。アグロバクテリウム感染法によるベク
ターの導入は、Ishizaki et al., Plant Cell Physiol., 49, 1084‑1091.（2008）に記載
された方法に従って行った。なお、ゼニゴケは、プロスタグランジンを産生しない植物で
ある。ＧｖＣＯＸ発現ベクター（ＧｖＣＯＸ／ｐＢｉｎ−Ｈｙｇ−ＴＸ）を導入したゼニ

30

ゴケ（形質転換ゼニゴケ）を、ハイグロマイシン（１０μｇ／ｍＬ）を含む０Ｍ５１Ｃ寒
天培地上で、２５℃で１週間生育させた。
【０１５０】
形質転換ゼニゴケを、液体窒素中で凍結後、抽出バッファー(100mM Tris(pH7.5), 5mM
EDTA, 0.5mM PMSF, 1μM hematin)400μLを加え、超音波破砕機で破砕した。１７，００
０×Ｇ、１５分間の遠心分離を行い、上清を回収した。
【０１５１】
回収した上清を２０℃で５分間静置した。混合液に最終濃度２００μＭとなるようにア
ラキドン酸を添加して２０℃で５分間反応させた。次に、最終濃度５ｍＭのＳｎＣｌ２を
40

添加して、反応を停止した。
【０１５２】
塩酸にて反応液のｐＨを３に調整後、７００μＬの酢酸エチルで抽出した。ロータリー
エバポレーターを用いて減圧下で溶媒を留去し、残渣をプロスタグランジンの粗画分とし
た。粗画分は２００μＬエタノールに溶解し、１７，０００×Ｇ、１５分間の遠心分離に
より不溶物を除いた後、上清を測定用サンプルとした。
【０１５３】
調整した測定用サンプルに含まれるプロスタグランジンＦ２α（ＰＧＦ２α）及びプロ
スタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）について液体クロマトグラフィー／質量分析装置（ＬＣ
−ＭＳ／ＭＳ）（型番３２００ＱＴＲＡＰ、Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍ社製）

を用いてＰＧＦ２α由来のフラグメントイオン（ｍ／ｚ＝３０９）及びＰＧＦ２αの分子
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イオン３５３．２［Ｍ−Ｈ］−から生じるフラグメントパターン、ならびにＰＧＥ２由来
のフラグメントイオン（ｍ／ｚ＝２７１）及びＰＧＥ２の分子イオン３５１．２［Ｍ−Ｈ
］−から生じるフラグメントパターンの検出を行った。ＬＣ−ＭＳ／ＭＳ測定条件は、カ
ラム:RP‑18 GP 150×4.6 (5 mm)

(関東化学工業社製)、 移動相:2.5 mM 酢酸アンモニウ

ム水溶液と2.5 mM 酢酸アンモニウムメタノール溶液によるグラジエント溶出、流速:400
mL/min、カラム温度:40℃、コリジョンエネルギー:40 V 、コリジョンガス:窒素ガス、エ
レクトロイオンスプレイモード:ネガティブ、を用いた。
【０１５４】
反応生成物と標品ＰＧＦ２αならびにＰＧＥ２（ＣＡＹＭＡＮ

ＣＨＥＭＩＣＡＬ社製

）のフラグメントパターン（表１及び表２）が一致すること、及び、液体クロマトグラフ

10

ィーの保持時間が反応生成物と標品ＰＧＦ２α−ｄ４及びＰＧＥ２とで一致することから
、反応生成物中にＰＧＦ２αならびにＰＧＥ２が含まれていることを確認した。
【０１５５】
【表２】

【０１５６】
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（実施例８）
ゼニゴケに導入するゼニゴケ発現用（パーティクルガン用）ベクターの構築
実施例１で得られたオゴノリのシクロオキシゲナーゼ遺伝子（GvCOX遺伝子）を、パー
ティクルガンによりゼニゴケに導入し発現させるために、以下に示す手順で、ゼニゴケ発
現用（パーティクルガン用）ベクターを構築した。
【０１５７】
ゼニゴケ発現用（パーティクルガン用）ベクターの作製手順の概略を、図４（Ｄ）に模
式的に示した。植物発現基礎ベクターpBI221（タカラ社製）を制限酵素SmaI及びSacIで消
化した。次に、実施例１で得られたオゴノリのシクロオキシゲナーゼ遺伝子（GvCOX遺伝
子）のORF増幅断片を制限酵素SmaI及びSacIで消化し回収したGvCOX断片を、制限酵素処理

30

したベクターpBI221と連結酵素により連結した。これにより、ゼニゴケ発現用（パーティ
クルガン用）ベクター（GvCOX/pBI221）を得た。
【０１５８】
得られたゼニゴケ発現用（パーティクルガン用）ベクター（GvCOX/pBI221）の構造を、
図５（Ｄ）に模式的に示す。図５（Ｄ）中、ｐ３５Ｓは、カリフラワーモザイクウィルス
（ＣａＭＶ）３５Ｓプロモーターを表す。ｔＮＯＳは、ＮＯＳ遺伝子ターミネーターを表
す。
【０１５９】
（実施例９）
ゼニゴケ形質発現組換えベクター(GvCOX/pBI221)による形質転換、及び得られたゼニゴケ
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形質転換体の抽出液を用いたシクロオキシゲナーゼ酵素活性の測定
実施例８で作製した、GvCOX遺伝子をゼニゴケ発現用（パーティクルガン用）ベクターp
BI221に導入したベクター(GvCOX/pBI221)を、ゼニゴケ（Marchantia polymorpha）にパー
ティクルガン法により導入した。パーティクルガン法によるベクターの導入は、Ishizaki
et al., Plant Cell Physiol., 49, 1084‑1091.（2008）に記載された方法に従って行っ
た。なお、ゼニゴケは、プロスタグランジンを産生しない植物である。GvCOX発現ベクタ
ー(GvCOX/pBI221)を導入したゼニゴケを、ハイグロマイシン(10μg/mL)を含む0M51C寒天
培地上で２５℃で１週間生育させた。
【０１６０】
形質転換ゼニゴケを、液体窒素中で凍結後、抽出バッファー(100mM Tris(pH7.5), 5mM

50

(29)

JP 5641232 B2 2014.12.17

EDTA, 0.5mM PMSF, 1μM hematin)４００μＬを加え、超音波破砕機で破砕した。１７，
０００×Ｇ、１５分間の遠心分離を行い、上清を回収した。
【０１６１】
回収した上清を２０℃で５分間静置した。混合液に最終濃度２００μＭとなるようにア
ラキドン酸を添加して２０℃で５分間反応させた。次に、最終濃度５ｍＭのＳｎＣｌ２を
添加して、反応を停止した。
【０１６２】
塩酸にて反応液のｐＨを３に調整後、７００μＬの酢酸エチルで抽出した。ロータリー
エバポレーターを用いて減圧下で溶媒を留去し、残渣をプロスタグランジンの粗画分とし
た。粗画分は２００μＬエタノールに溶解し、１７，０００×Ｇ、１５分間の遠心分離に
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より不溶物を除いた後、上清を測定用サンプルとした。
【０１６３】
調整した測定用サンプルに含まれるプロスタグランジンＦ２α（ＰＧＦ２α）及びプロ
スタグランジンＥ２（ＰＧＥ２）について液体クロマトグラフィー／質量分析装置（ＬＣ
−ＭＳ／ＭＳ）（型番３２００ＱＴＲＡＰ、Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍ社製）

を用いてＰＧＦ２α由来のフラグメントイオン（ｍ／ｚ＝３０９）及びＰＧＦ２αの分子
イオン３５３．２［Ｍ−Ｈ］−から生じるフラグメントパターン、ならびにＰＧＥ２由来
のフラグメントイオン（ｍ／ｚ＝２７１）及びＰＧＥ２の分子イオン３５１．２［Ｍ−Ｈ
］−から生じるフラグメントパターンの検出を行った。ＬＣ−ＭＳ／ＭＳ測定条件は、カ
ラム:RP‑18 GP 150×4.6 (5 mm)

(関東化学工業社製)、 移動相:2.5 mM 酢酸アンモニウ

20

ム水溶液と2.5 mM 酢酸アンモニウムメタノール溶液によるグラジエント溶出、流速:400
mL/min、カラム温度:40℃、コリジョンエネルギー:40 V 、コリジョンガス:窒素ガス、エ
レクトロイオンスプレイモード:ネガティブ、を用いた。
【０１６４】
反応生成物と標品ＰＧＦ２α及びＰＧＥ２（ＣＡＹＭＡＮ

ＣＨＥＭＩＣＡＬ社製）と

のフラグメントパターン（表１及び表２）が一致すること、及び、液体クロマトグラフィ
ーの保持時間が反応生成物と標品ＰＧＦ２α−ｄ４ならびにＰＧＥ２で一致することから
反応生成物中にＰＧＦ２αならびにＰＧＥ２が含まれていることを確認した。
従って、シクロオキシゲナーゼ遺伝子をゼニゴケに導入した形質転換体によって、プロ
スタグランジン類を製造できることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【０１６５】
以上のように、本発明の遺伝子及びたんぱく質は、プロスタグランジン類生産に有用で
ある。また、本発明の遺伝子が発現可能に導入されたE. coli形質転換体等の形質転換体
は、製薬産業及び各種素材産業等において、プロスタグランジン類を生産する上で、薬等
の原料や試薬の供給に極めて有用である。また本発明の遺伝子が発現可能に導入されたE.
coli形質転換体等においては、E. coli内のプロスタグランジン類の含量が増加する又は
培養液中に放出されるので、このようなE. coli形質転換体は、製薬分野等において非常
に有用である。
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