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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エルゴチオネイン産生能を有する、Ｍｅｔｈｙｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ属の細菌、Ｒｈｏ
ｄｏｔｏｒｕｌａ属の不完全酵母、及び／又はＣｒｙｐｔｏｃｏｃｃｕｓ属の不完全酵母
を、炭素源を含む培地を用いて培養し、エルゴチオネインを産生する工程を含む、エルゴ
チオネインの製造方法。
【請求項２】
培地中の炭素源が、メタノール、メチルアミン及び／又はグリセリンであることを特徴と
する、請求項１に記載のエルゴチオネインの製造方法。
【請求項３】
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培地中の炭素源が、０．１〜５％の濃度で含有される、請求項１又は２に記載のエルゴチ
オネインの製造方法。
【請求項４】
培地中に、アンモニウム塩が、０．２〜２．０ｇ／Ｌの濃度で含有される、請求項１〜３
のいずれか１に記載のエルゴチオネインの製造方法。
【請求項５】
培地中に、アンモニウム塩として、塩化アンモニウム又はリン酸二水素アンモニウムが含
有される、請求項１〜４のいずれか１に記載のエルゴチオネインの製造方法。
【請求項６】
以下の工程を含む、エルゴチオネインの製造方法：

20

(2)

JP 6616328 B2 2019.12.4

１）請求項１〜５のいずれか１に記載の方法で、エルゴチオネイン産生能を有する、Ｍｅ
ｔｈｙｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ属の細菌、Ｒｈｏｄｏｔｏｒｕｌａ属の不完全酵母、及び
／又はＣｒｙｐｔｏｃｏｃｃｕｓ属の不完全酵母を培養する工程；
２）前記培養したＭｅｔｈｙｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ属の細菌、Ｒｈｏｄｏｔｏｒｕｌａ
属の不完全酵母、及び／又はＣｒｙｐｔｏｃｏｃｃｕｓ属の不完全酵母を熱処理し、産生
したエルゴチオネインをＭｅｔｈｙｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ属の細菌、Ｒｈｏｄｏｔｏｒ
ｕｌａ属の不完全酵母、及び／又はＣｒｙｐｔｏｃｏｃｃｕｓ属の不完全酵母から抽出す
る工程。
【請求項７】
Ｍｅｔｈｙｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ属の細菌が、受託番号ＮＩＴＥ
ＮＩＴＥ

ＢＰ−０２０８９、およびＮＩＴＥ

ＢＰ−０２０８８、
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ＢＰ−０２０９０としてそれぞれ寄託さ

れたＭｅｔｈｙｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ属の細菌より選ばれたものである、請求項１〜６
のいずれか１に記載のエルゴチオネインの製造方法。
【請求項８】
不完全酵母が、受託番号ＮＩＴＥ

ＢＰ−０２１７１、およびＮＩＴＥ

ＢＰ−０２１７

２としてそれぞれ寄託されたＲｈｏｄｏｔｏｒｕｌａ属の不完全酵母より選ばれたもので
ある、請求項１〜７のいずれか１に記載のエルゴチオネインの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、エルゴチオネインの産生方法及び製造方法に関し、詳細にはC1化合物資化性
細菌及び／又は酵母を用いたエルゴチオネインの産生方法及び製造方法に関する。
【０００２】
本出願は、参照によりここに援用されるところの日本出願、特願２０１４−２５９２３
２号優先権及び特願２０１５−１５６０３７号優先権を請求する。
【背景技術】
【０００３】
エルゴチオネインはアミノ酸の一種であり、高い抗酸化活性を有するが、その生物学的
な役割は不明な点が多い。ヒドロキシラジカルを早く消去できることから、細胞内の活性
酸素除去に関わっていると考えられている。エルゴチオネインはヒスチジンから生合成さ
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れ、イオウ原子はシステインから供給される。しかしながら、エルゴチオネインは哺乳類
の体内では合成されないため、外部から摂取する必要がある。
【０００４】
エルゴチオネインの製造方法として、例えば化学合成法、エルゴチオネインを産生する
子のう菌や担子菌を培養後、エルゴチオネインを抽出精製する方法、発酵法、エルゴチオ
ネインを含有する動物血液等から抽出する方法等がある。しかしながら、エルゴチオネイ
ンを生産する生物についての情報はそう多くなく、限られたカビ、キノコ、バクテリアで
その生産の報告があるのみであり（非特許文献１）、大量に蓄積する生物についての情報
はさらに限られている。
【０００５】
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他の方法として、タモギタケ（Pleurotus cornucopiae var. citrinopileatus）から抽
出したエルゴチオネインは最適条件で生産量が450 mg/Lに達することが報告されている（
特許文献１）。特許文献１に記載の方法は高い生産性を示しているが、培養時間が長いこ
と、菌体からの抽出に有機溶媒を用いていること、培地中にメチオニンを添加しており、
コストなどについて問題が残されていると考えられる。また、特許文献２に示す化学合成
方法で得られたエルゴチオネインは、合成試薬が高価であり、精製にもコストがかかるな
どの問題点が残されている。カビ、キノコ、バクテリアでその生産に関し、生産量として
特許文献１に示す方法を超える報告はない。
【０００６】
近年、Mycobacterium属細菌においてエルゴチオネインの生合成経路が明らかにされ、
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その遺伝子が幅広い微生物に保存されていることが報告されている（非特許文献２）。ク
ラスターを形成しているegtABCDE遺伝子はエルゴチオネイン合成遺伝子としてMycobacter
ium属細菌に認められ、egtBとegtDのホモログ遺伝子もMethylobacterium属細菌を含んだ
多くの真核生物や細菌において認められている。egtABCDE遺伝子はヒスチジンをエルゴチ
オネインに変換するタンパク質をコード化する遺伝子である。しかしながら、Methylobac
terium属細菌等のこれらの遺伝子を持つ微生物が、実際にエルゴチオネイン合成能を有し
ているかどうか、またそれら微生物のエルゴチオネインの生産性については解明されてい
ない。
【０００７】
微生物中には、炭素数を１つだけ含む化合物を炭素源として利用するC1化合物資化性菌
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（メチロトローフ、methylotroph）がある。C1化合物資化性菌の代謝開始物質としてのC1
化合物とは、メタノール（methanol）、メチルアミン（methyl amine）などが挙げられる
。C1化合物資化性菌に関し、エルゴチオネインの生合成に係る報告はない。C1化合物資化
性菌の微生物として、Methylobacterium属細菌が報告されている（特許文献３）。Methyl
obacterium属細菌はメタノールを単一炭素源として利用可能なグラム陰性細菌であり、植
物の表面に多くみられる。M. extorquens AM1株をモデルとしてメタノール代謝経路につ
いて研究が進んでいる。Methylobacterium属細菌はMxaFとXoxFのメタノール脱水素酵素を
保持している（非特許文献３）。ここでは、MxaFの破壊株は通常の培地ではメタノールに
生育できないが、希土類元素であるランタンの存在下で生育することが報告されている。
これはXoxFがランタンを補欠分子属として含むメタノール脱水素酵素であることによる（
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非特許文献４）。一方、XoxFの遺伝子破壊株はAM1株ではカルシウム存在下メタノールへ
の生育が遅れ、MxaFの発現にXoxF1が必要であることが示唆されている（非特許文献５）
。
【０００８】
また分裂酵母のSchizosaccharomyces pombeについて、グルコースを枯渇した条件下で
のメタボローム解析を行ったところ、代謝産物としてエルゴチオネインが生成されること
が報告されている（非特許文献６）。しかしながら、酵母のエルゴチオネイン合成能につ
いて詳細な解析は行われておらず、特に出芽酵母によるエルゴチオネイン合成に関する報
告はない。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開2012‑105618号公報
【特許文献２】特開2006‑160748号公報
【特許文献３】特許第5394259号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】J. Biol. Chem. 1956, 223: 9‑177
【非特許文献２】J Am Chem Soc. 2010 May 19;132(19):6632‑3
【非特許文献３】PLoS ONE, 7, e50480 (2012) DOI: 10.1371/journal.pone.0050480
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【非特許文献４】J Biosci Bioeng, 111, 547‑549 (2011) DOI: 10.1016/j.jbiosc.2010.
12.017
【非特許文献５】J Bacteriol, 193, 6032‑6038 (2011) DOI:10.1128/JB.05367‑11
【非特許文献６】PLoS One. 2014; 9(5): e97774. DOI: 10.1371/journal.pone.0097774
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本発明は、安全性が高く、容易にエルゴチオネイン（Ergothioneine: 以下「EGT」とい
う。）を産生し、製造する方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、C1化合物資化性細菌及び／
又は酵母の細胞内代謝物をメタボローム解析により解析したところ、C1化合物資化性細菌
及び／又は酵母がEGTを産生しうることを見出した。選別された菌をC1化合物またはグリ
セリンを含む培地を用いて培養したところ、C1化合物またはグリセリンを炭素源としてEG
Tを産生しうることから、上記課題を解決しうることを見出し、本発明を完成した。
【００１３】
すなわち本発明は、以下よりなる。
１．C1化合物資化性細菌及び／又は酵母を、炭素源を含む培地を用いて培養し、エルゴチ
オネインを産生する工程を含む、エルゴチオネインの製造方法。
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２．C1化合物資化性細菌及び／又は酵母を、炭素源としてメタノール、メチルアミン及び
／又はグリセリンを含む培地を用いて培養し、エルゴチオネインを産生する工程を含む、
前項１に記載のエルゴチオネインの製造方法。
３．C1化合物資化性細菌が、Methylobacterium属細菌である、前項１または２に記載の製
造方法。
４．酵母が、Rhodotorula属の酵母である、前項１〜３のいずれか１に記載の製造方法。
５．培地中の炭素源が、0.1〜5 %の濃度で含有される、前項１〜４のいずれか１に記載の
製造方法。
６．培地中にアンモニウム塩が、0.2〜2.0 g/Lの濃度で含有される、前項１〜５のいずれ
か１に記載の製造方法。
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７．培地中にアンモニウム塩として、塩化アンモニウム又はリン酸二水素アンモニウムが
含有される、前項１〜６のいずれか１に記載の製造方法。
８．以下の工程を含む、エルゴチオネインの製造方法：
１）前項１〜７のいずれか１に記載の方法でC1化合物資化性細菌及び／又は酵母を培養す
る工程；
２）前記培養したC1化合物資化性細菌及び／又は酵母を熱処理し、産生したエルゴチオネ
インをC1化合物資化性細菌菌及び／又は酵母から抽出する工程。
９．C1化合物資化性細菌が、受託番号NITE BP‑02088、NITE BP‑02089、およびNITE BP‑02
090としてそれぞれ寄託されたMethylobacterium属のC1化合物資化性細菌より選ばれたも
のである、前項１〜８のいずれか１に記載のエルゴチオネインの製造方法。
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１０．酵母が、受託番号NITE BP‑02171、およびNITE BP‑02172としてそれぞれ寄託された
Rhodotorula属の酵母より選ばれたものである、前項１〜９のいずれか１に記載のエルゴ
チオネインの製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
本発明のC1化合物資化性細菌及び／又は酵母でEGTを産生させる方法によれば、C1化合
物またはグリセリン等を炭素源として培養することで培養期間が7日間で菌体内にEGTを蓄
積させることができる。菌体を培養する培地にメチオニンの添加の必要もない。また培養
した菌を熱処理することで菌体からEGTを容易に抽出することができ、菌体を破砕したり
有機溶媒を用いる必要がなく、簡便かつ安全にEGTを産生、精製、製造することができる
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。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】M. aquaticum strain MA‑22Aゲノム上のEGT産生に係る遺伝子（egtABCED）の配
置を示す図である。
【図２】Methylobacterium属細菌の各菌株について、HPLC分析（波長：254nm）によりEGT
産生を定量した結果を示す図である。（実施例１）
【図３】メタノール・ミネラル培地中の炭素源を変えたときのM. aquaticum strain MA‑2
2AによるEGT産生を定量した結果を示す図である。（実施例２）
【図４】メタノール・ミネラル培地中の、メタノールの添加濃度を変えたときのM. aquat
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icum strain MA‑22AによるEGT産生を定量した結果を示す図である。（実施例３）
【図５】メタノール・ミネラル培地中の、窒素源を変えたときのM. aquaticum strain MA
‑22AによるEGT産生を定量した結果を示す図である。（実施例４）
【図６】メタノール・ミネラル培地中の、窒素源濃度を変えたときのM. aquaticum strai
n MA‑22AによるEGT産生を定量した結果を示す図である。（実施例５）
【図７】メタノール・ミネラル培地中に添加するアミノ酸を変えたときのM. aquaticum s
train MA‑22AによるEGT産生を定量した結果を示す図である。（実施例６）
【図８】メタノール・ミネラル培地中に添加するNH3の有無によるM. aquaticum strain M
A‑22AでのEGT産生能及びpHの変化を確認した結果を示す図である。（実施例７）
【図９】ergBD‑欠損変異株（ΔergBD）におけるEGTの産生能をHPLCにて解析した結果を示
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す図である。（実施例８）
【図１０】M. aquaticum strain MA‑22Aの野生型株及びΔergBDについて、培地中のメタ
ノール濃度を変えたときの菌の増殖を確認した結果を示す図である。（実施例９）
【図１１】M. aquaticum strain MA‑22A細胞中のアミノ酸含量を解析した結果を示す図で
ある。（実施例１０）
【図１２】M. aquaticum strain MA‑22Aを大量培養したときの菌の増殖及びEGTの産生量
を示す図である。（実施例１１）
【図１３】メタノール・ミネラル培地中にメチオニンを添加したときの、M. aquaticum s
train MA‑22AによるEGT産生を定量した結果を示す図である。（実施例１２）
【図１４】M. aquaticum strain MA‑22Aを培養し、菌体から熱処理によりEGTを抽出した
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抽出液について、EGTおよび他のアミノ酸量を解析した結果を示す図である。（実施例１
３）
【図１５】M. aquaticum strain MA‑22Aを培養し、菌体から熱処理によりEGTを抽出した
抽出液について、タンパク質をSDS‑PAGE分析した電気泳動結果を示す図である。（実施例
１３）
【図１６】メタノールまたはグリセリンを添加した培地で培養したときの、M. aquaticum
strain MA‑22AによるEGT産生能を確認した結果を示す図である。（実施例１４）。
【図１７】様々な植物から収集したMethylobacterium属細菌をメタノールまたはグリセリ
ンを添加した培地で培養したときの、各細菌のEGT生産能を確認した結果を示す図である
。（実施例１５）
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【図１８】グリセリンを添加した培地で培養したときの、Methylobacterium属の各細菌の
EGT生産能を確認した結果を示す図である。（実施例１５）
【図１９】メタノールを添加した培地で培養したときの、Methylobacterium属の各細菌の
EGT生産能を確認した結果を示す図である。（実施例１５）
【図２０】メタノールを添加した培地で培養したときの、酵母によるEGT産生能を確認し
た結果を示す図である。（実施例１６）
【図２１】グリセリンを添加した培地で培養したときの、酵母によるEGT産生能を確認し
た結果を示す図である。（実施例１６）
【発明を実施するための形態】
【００１６】
本発明は、C1化合物資化性細菌及び／又は酵母をメタノール（CH3OH）、メチルアミン
（CH3NH2）及び／又はグリセリン（C3H5(OH)3）等の炭素源を含む培地を用いて培養する
ことを特徴とするEGTの産生方法及び製造方法に関する。本明細書においてEGTとは、以下
の式(I)で表されるアミノ酸の一種である。
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【化１】
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【００１７】
EGTは、C1化合物資化性細菌及び／又は酵母をメタノール、メチルアミン及び／又はグ
リセリン等の炭素源を含む培地を用いて培養し、EGTを菌体内に産生させる工程を含むこ
とにより製造することができる。さらに、EGTを菌体内に産生したC1化合物資化性細菌及
び／又は酵母を熱処理し、EGTをC1化合物資化性細菌及び／又は酵母から抽出することが
できる。上記抽出工程の後、得られたEGTを精製しても良い。
【００１８】
本明細書において「C1化合物資化性細菌」とは、炭素を１つだけ含む化合物（例えばメ
タノール及び／又はメチルアミン等）の資化性を有する細菌（資化性菌）をいい、より好
適にはメタノールの資化性菌をいう。メタノールの代謝経路に関わる遺伝子や酵素は細菌
によって異なるが、多くの場合はメタノールを二酸化炭素まで酸化しエネルギーを得、ホ
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ルムアルデヒド又は二酸化炭素を固定して菌体構成成分を合成する。メタノールは一連の
アルコールの中で最も単純な分子構造を有し、食糧と競合しない炭素源となりうる安価な
供給材料である。メタノールは、石炭又は天然ガスの部分酸化で製造した一酸化炭素（CO
）に、酸化銅‑酸化亜鉛／アルミナ複合酸化物等を触媒として工業的に容易に産生され得
る。なお本明細書における発明における「C1化合物資化性細菌」には、C1化合物以外も炭
素源として利用可能である細菌も含まれる。
【００１９】
本明細書においてC1化合物資化性細菌として、具体的にはMethylobacterium属細菌が挙
げられる。Methylobacterium属細菌としては、例えばM. aquaticum、M. oryzae、M. exto
rquens、M. radiotolerans、M. nodulans、M. extorquens、M. brachiatum、、M. adhaes
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ivum、M. aerolatum、M. aminovorans、M. cerastii、M. fujisawaense、M. hispanicum
、M. komagatae、M. marchantiae、M. oxalidis、M. populi、M. rhodesianum、M. rhodi
num、M. soli、M. tardum、M. thiocyanatum、M. zatmaniiなどが挙げられる。本発明に
おけるC1化合物資化性細菌は、好気性菌である。より好ましくは、M. aquaticum strain
MA‑22A（平成19年11月28日（国内受託日）に寄託されたFERM

P‑21449より、独立行政法

人産業技術総合研究所

茨城県つくば市東１丁目１

番地１
RM

特許生物寄託センター（〒305‑8566

中央第６）においてブダペスト条約に基づく国際寄託に移管した国際受託番号FE

BP‑11078により示される細菌）、M. brachiatum strain 99d、M. brachiatum strain

z1b、M. brachiatum strain z1e（それぞれ、平成27年7月15日（国内受託日）に寄託さ
れたNITE P‑02088、NITE P‑02089、NITE P‑02090より、独立行政法人製品評価技術基盤機
構

特許微生物寄託センター（千葉県木更津市かずさ鎌足2‑5‑8
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112号室）においてブダ

ペスト条約に基づく国際寄託に移管した受託番号NITE BP‑02088、NITE BP‑02089、NITE B
P‑02090により示される細菌）から選択される細菌である。
【００２０】
本明細書において「酵母」とは、炭素源の存在下でエルゴチオネインを産生し得るも
のであれば特に限定されない。本明細書における酵母は出芽酵母が好ましい。より好まし
くは不完全酵母類であり、具体的にはRhodotorula属、Cryptococcus属などの酵母が挙げ
られる。Rhodotorula属の酵母としては、例えばRhodotorula mucilaginosa、Rhodotorula
glutinisなどが挙げられる。より好ましくは、Rhodotorula mucilaginosa z41c、Rhodot
orula mucilaginosa z41d（それぞれ、独立行政法人製品評価技術基盤機構

特許微生物
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112号室）においてブダペスト条約に基

づき平成27年12月4日に国際寄託された、受託番号NITE BP‑02171、NITE BP‑02172により
示される酵母）から選択される酵母である。またCryptococcus属の酵母としては、例えば
Cryptococcus flavescens、Cryptococcus phenolicus、Cryptococcus terreusなどが挙げ
られる。
【００２１】
本発明における培地中の炭素源は、本発明のC1化合物資化性細菌及び／又は酵母、例え
ばMethylobacterium属細菌及び／又はRhodotorula属の酵母が利用可能な炭素源を含むこ
とが必要である。炭素源としては、例えばC1〜C5化合物、好ましくはC1〜C3化合物が挙げ
られる。また好ましくはC1〜C5のアルコール、カルボン酸、エステル、アミン、または塩

10

化物が挙げられ、より好ましくはC1〜C5のアルコールまたはアミンが挙げられる。C1〜C5
化合物としては、具体的にはメタノール、メチルアミン、グリセリン、エタノール、乳酸
、イソアミルアルコール、メチル酢酸、ジクロロメタン、ピルビン酸、フマル酸等が例示
される。本発明において、培地中の炭素源として、C1化合物及び／またはグリセリンを含
むことがより好ましい。C1化合物は、具体的にはメタノール及び／又はメチルアミンが挙
げられ、好適にはメタノールが挙げられる。培地中に含有される炭素源濃度は0.1〜5 %で
あり、好ましくは0.5〜3 %であり、最も好ましくは約2 %である。 メタノールは上述の通
り、食糧と競合しない炭素源となりうる安価な供給材料である。またグリセリンは油脂か
らバイオディーゼルを合成した際の副産物または廃棄物としても合成される安価な供給材
料である。本明細書において、成分の濃度を表す「%」は、成分が液体である場合は「容
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量%（v/v%）」であり、成分が固体である場合は「重量%（w/v%）」を意味する。
【００２２】
本発明における培地中の無機窒素源は、本発明のC1化合物資化性細菌及び／又は酵母、
例えばMethylobacterium属細菌及び／又はRhodotorula属の酵母が利用可能な窒素源を含
むことが必要であり、例えばアンモニウム塩を含むことが必要である。具体的には塩化ア
ンモニウム（NH4Cl）及び／又はリン酸二水素アンモニウム（(NH4)H2PO4）が挙げられる
。培地中に含有されるアンモニウム塩の濃度は0.2〜2.0 g/Lの濃度で含有されるのが好適
である。
【００２３】
本発明における培地中のミネラル成分は、本発明のC1化合物資化性細菌及び／又は酵母
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、例えばMethylobacterium属細菌及び／又はRhodotorula属の酵母が利用可能なミネラル
成分を含むことが必要であり、例えば塩化アンモニウムや硫酸マグネシウムなどが挙げら
れる。
【００２４】
本発明における培地に含まれるその他の成分としては、ビタミン類が挙げられる。ビタ
ミンの種類としてはビタミンB類、例えば、塩酸チアミン（ビタミンB1）、ビタミンB2、
塩酸ピリドキシン（ビタミンB6）、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、p‑
アミノ安息香酸（葉酸の前駆体）、ビオチン、イノシトール等が挙げられる。
【００２５】
本発明において、EGT産生のためのC1化合物資化性細菌及び／又は酵母の培養条件は、E
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GTを産生し、菌が死滅しにくい条件から適宜選択することができる。培養は、好ましくは
28℃付近で培養することができる。培養期間はEGTを産生し、菌が死滅しにくい条件であ
れば特に限定されない。例えばメタノール2 容量%を含む液体培地を用いて28℃で培養し
た場合にEGTが菌体内に蓄積され、菌が死滅しない状態で維持可能であれば、菌の増殖が
平衡状態を維持した状態であっても培養を継続することができる。具体的には培養期間を
7日以上とすることができ、30日間培養により菌の増殖が平衡状態を維持した状態でも、
菌体内のEGT量は増加し続けるのであれば、培養を継続することができる。培養条件の最
適化には、例えば7日間の培養で生産量を比較検討することができる。
【００２６】
本発明のC1化合物資化性細菌の内、特にMethylobacterium属細菌の場合は、ゲノム上の
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EGT産生に係る遺伝子としてegtABCDEが挙げられる。例えば、M. aquaticum strain MA‑22
AにおいてegtBDが直列でコードされ、egtA、C及びEが異なる位置でコードされている（図
１参照）。egtBD遺伝子はEGT産生に重要な遺伝子である。例えばM. aquaticum strain MA
‑22AでのegtBD遺伝子欠損株の場合、細胞増殖率は野生型に比べてやや増加するが、EGTは
全く産生しない。
【００２７】
本発明のC1化合物資化性細菌及び／又は酵母の培養により菌体内に蓄積したEGTは、菌
体から抽出し、精製することができる。菌体からのEGTの抽出は、例えば熱抽出方法によ
り行うことができる。熱抽出は、菌体を水に懸濁したものを60〜98℃、好ましくは80〜98
℃、例えば約95℃で約10分間処理することにより行うことができる。精製法としては、自

10

体公知の方法や今後開発されるあらゆる方法を適用することができる。例えば、HPLCの手
法により精製することができる。
【００２８】
従来の方法によりEGTを産生及び精製する方法に比べて、本発明の方法は以下の点で特
に優れている。例えば特許文献１（特開2012‑105618号公報）ではタモギタケ（Pleurotus
cornucopiae var. citrinopileatus）から抽出したEGTについて、最適条件で生産量が45
0 mg/Lに達することが報告されているが、背景技術の欄で示したように、菌の培養期間が
長いこと（一次培養14日、二次培養14日）、菌体からのEGTの抽出に有機溶媒を用いてい
ること、培地中にメチオニンを添加している等、培養及び抽出方法に関し、コストなどに
ついて問題が残されている。一方、本発明のC1化合物資化性細菌及び／又は酵母で産生さ
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せる方法によれば、菌の培養期間は短く、菌体からのEGTの抽出には有機溶媒を用いる必
要もない。菌体を培養する培地にメチオニンの添加の必要もない。
【実施例】
【００２９】
以下に本発明についてより理解を深めるために実施例を示して説明するが、本発明はこ
れら実施例の記載のみに限定されるものでないことはいうまでもない。
【００３０】
（実施例１）各菌株によるEGTの産生
まず初めに、Methylobacterium属細菌のうちゲノム情報が公知の各菌株について、EGT
の産生を確認した。
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【００３１】
（１）菌株
Methylobacterium属細菌ではM. oryzae DSM18207、M. aquaticum strain MA‑22A（国際
受託番号FERM

BP‑11078）、M. extorquens (NRBC15687T)、M. radiotolerans (IAM12098

T)、及びM. extorquens strain AM1 (ATCC14718)について、EGTの産生能を確認した。
【００３２】
（２）メタノール・ミネラル培地
メタノール・ミネラル培地は、ミネラル塩溶液（200 mL）、緩衝液（300 mL）、鉄溶液
（0.33 mL）、TE溶液（1 mL）、ビタミン溶液（10 mL）と、メタノール及び水からなり、
各溶液を各々殺菌した後混合して調製した。各溶液の組成は、以下の通りである。

40

・ミネラル塩溶液：1 L当たりNH4Cl 8.09 g及びMgSO4・7H2O 1.0 g
・緩衝液：1 L当たりK2HPO4 8.0 g及びNaH2PO4・H2O 3.6 g
・鉄溶液：1 L当たりFeSO4・7H2O 13.9 gを1 M塩酸に溶解
・ビタミン溶液：1 L当たりパントテン酸カルシウム0.4 g、イノシトール0.2 g、ナイア
シン0.4 g、p‑アミノ安息香酸0.2 g、塩酸ピリドキシン0.4 g、塩酸チアミン0.4 g、ビオ
チン0.2 g及びビタミンB12 0.2 g
・メタノールは異なる濃度で用いた。
・エタノール、コハク酸、グルコースを用いるときはメタノールの代わりに所定の濃度用
いた。
【００３３】
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（３）各菌株の培養
各菌株のうち、Methylobacterium属細菌は、3 容量%のメタノールを含むメタノール・
ミネラル培地を用い、7日間培養した。M. aquaticum strain MA‑22Aは、0.5 容量%のメタ
ノールを含むメタノール・ミネラル培地を用い、28℃で7日間培養した。
【００３４】
（４）EGTの産生能の確認
液体培地中で培養した各菌を25℃で12000×g、10分間遠心処理を行い、得られた菌体を
0.85 重量% NaClを用いて洗浄した。菌の湿重量を計測し、記録した。菌の湿重量10〜50
mgあたりに1 mLの水を加え、95℃で10分間処理し、菌体内のEGTを抽出した。細胞の懸濁
液をミキサー（Vortex）を用いて1600rpmで30分処理し、その後25℃で14000×g、10分間
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遠心処理して上清を得、細胞片を除去した。得られた上清を0.2μmフィルターで膜ろ過し
、ろ過物についてEGTの産生量を測定した。
【００３５】
本実施例では、EGT量はAsahipak NH2P‑50カラムを用いたHPLCで定量した。溶出液Ａ（0
.1 容量%トリエチルアミン、50 mMリン酸ナトリウムバッファー: pH 7.3）及び溶出液Ｂ
（100 mM NaCl）の濃度勾配液を用いてEGTを溶出した。EGT量は、波長254 nmの吸光度で
測定した。本測定条件ではEGTは約6.1 minに溶出が認められた。
【００３６】
上記、各菌株におけるEGTの産生量を図２に示した。各菌株をメタノール・ミネラル培
地で7日間培養した結果、EGTを約200〜約800μg／g湿重量の値で産生することが確認され
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た。M.oryzae DSM18207でのEGTの産生量が最も高く、 M. aquaticum strain MA‑22Aは次
に高い値であった。
【００３７】
（実施例２）各種炭素源の違いによるEGT産生量
M. aquaticum strain MA‑22Aについて、培地中の炭素源及びその濃度を変えた場合のEG
Tの産生能を確認した。
【００３８】
実施例１に示すメタノール・ミネラル培地に、メタノール（Methanol: 0.5 容量%、1
容量%、2 容量%、3 容量%）、又はメタノールに代替する炭素源としてエタノール（Ethan
ol: 0.5 容量%、1 容量%、1.5 容量%）、コハク酸（Succinate: 1 重量%、2 重量%、3 重
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量%）、グルコース（Glucose: 0 重量%、1 重量%、2 重量%、3 重量%）のいずれかを含む
培地、あるいはLB（Luria‑Bertani medium）培地に炭素源としてメタノール（Methanol:
0 容量%、1 容量%、2 容量%、3 容量%）のいずれかを含む培地（LB+Methanol）、又はク
エン酸ナトリウムとグルタミン酸を炭素源として含むミネラル培地であるMycobacterium
属細菌用のMiddlebrook 7H9培地にメタノール（Methanol: 0 容量%、1 容量%、2 容量%、
3 容量%）のいずれかを含む培地（7H9+Methanol）のいずれか5 mLを用い、28℃で7日間培
養した。
【００３９】
EGT産生量は実施例１に示す方法でHPLCにより定量した。炭素源の違いによりEGT産生量
の違いが認められた（図３）。炭素源がメタノールの場合に湿重量当たりのEGTの産生量
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が最も高かった。
【００４０】
（実施例３）メタノール濃度を変えた場合のEGT産生量及び菌の増殖
M. aquaticum strain MA‑22Aについて、培地中のメタノール濃度を変えたときのEGTの
産生能を確認した。培養は実施例１に示すメタノール・ミネラル培地に各濃度のメタノー
ル（0.5 容量%、1 容量%、2 容量%又は3 容量%）を含む培地を100 mL用い、28℃で38日間
行なった。EGT産生量は実施例１に示す方法でHPLCにより定量した。
【００４１】
メタノール濃度の違いによりEGT産生量の違いが認められた（図４）。培地中のメタノ
ール濃度が2 容量%の場合に湿重量当たりのEGTの産生量が最も高く、培養を継続すること
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で菌体内にEGTの蓄積が認められた。一方、EGTの蓄積量と菌の増殖は一致しておらずメタ
ノールの濃度によらず3‑7日で培養は定常期に達し、それ以降培養液の濁度は増加しない
が、菌体当たりのEGT蓄積量は、特にメタノール濃度が2又は3 容量%の時に増加を続けた
。この実験では2 容量%メタノールを用いたときに最大1 mg/100 mL培養液（1.2 mg/g 湿
重量菌体、6.3 mg/g 乾燥重量菌体）の生産性を示した。
【００４２】
（実施例４）窒素源の種類を変えた場合のEGT産生量
M. aquaticum strain MA‑22Aについて、培地中の窒素原を変えた場合のEGTの産生能を
確認した。
【００４３】
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実施例１に示すメタノール・ミネラル培地の窒素源として、含まれるNH4Clを他の窒素
化合物に変更して培養を行った。NH4Cl、(NH4)2HPO4、(NH4)H2PO4、(NH4)2SO4、(NH4)NO3
のいずれかを0.4 g/L含む培地5 mLを用い、28℃で7日間培養した。EGT産生量は実施例１
に示す方法でHPLCにより定量した。窒素原として(NH4)H2PO4又はNH4Clを用いた場合に高
いEGT産生量を認めた（図５）。
【００４４】
（実施例５）NH4Cl濃度を変えた場合のEGT産生量
M. aquaticum strain MA‑22Aについて、培地中のNH4Cl濃度を変えたときのEGTの産生能
を確認した。実施例１に示すメタノール・ミネラル培地に各濃度のNH4Cl（0.025、0.05、
0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.2、2.0、4.0又は6.0 g/L）を含む培地を5 mL用い、28℃で7
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日間培養した。EGT産生量は実施例１に示す方法でHPLCにより定量した。培地中のNH4Cl濃
度の違いによりEGT産生量の違いが認められ、0.4〜1.2 g/Lの場合に培地5 mL当たりの産
生量が最も高かった（図６）。
【００４５】
（実施例６）培地にアミノ酸を添加した場合のEGT産生量
M. aquaticum strain MA‑22Aについて、培地に様々な濃度のアミノ酸を添加したときの
EGTの産生能を確認した。実施例１に示すメタノール・ミネラル培地に各濃度のヒスチジ
ン（His）及び／又はシステイン（Cys）を含む培地を5 mL用い、28℃で7日間培養した。E
GT産生量は実施例１に示す方法でHPLCにより定量した。ヒスチジン及びシステインは、EG
Tの前駆体である。ヒスチジン及びシステインをそれぞれ10 mM含む場合に培地5 mL当たり
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の産生量が最も高かった（図７）。
【００４６】
（実施例７）窒素源有無によるEGT産生量
M. aquaticum strain MA‑22Aについて、培養中に炭素源であるメタノールと窒素源であ
る塩化アンモニウムを消費してしまうと、さらなる増殖が期待できないこと及び培地のpH
が下がり増殖を妨げることが考えられたため、培養4、8及び11日目にアンモニアとメタノ
ールを追加する検討を行った。実施例１に示すメタノール・ミネラル培地100 mLでM. aqu
aticum strain MA‑22Aを培養し、10 容量%水酸化アンモニウム水溶液を1 mL（終濃度窒素
源として0.1 容量%）及び2 mL のメタノール（終濃度2 容量%）を追加してEGT量と培地pH
を測定した。28℃で15日間培養した。EGT産生量は実施例１に示す方法でHPLCにより定量
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した。添加した場合はpHを中性付近に維持できるがEGT産生量は培養8〜11日目をピークと
し、その後低下傾向を示したのに対し、添加しない場合はpHが5以下に下がるものの培養
期間が15日であってもEGT産生量は増加し続けた（図８）。
【００４７】
（実施例８）EGT産生に係る遺伝子
MycobacteriumにおけるegtABCDE遺伝子と相同性を持つ遺伝子を、M. aquaticum strain
MA‑22Aゲノム中にBLAST解析によって探索した。M. aquaticum strain MA‑22Aにおいてeg
tBD（contig 199）が直列でコードされ、egtA、C及びEが異なる位置でコードされている
ことが確認された（図１）。M. aquaticum strain MA‑22Aの中のEGTの機能を解明するた
めに、相同組換えによってergBD‑欠損変異株（ΔergBD）を構築した。ΔergBDのEGT産生
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能を実施例１に示す方法でEGTの抽出処理を行い、HPLCにより定量した。その結果を図９
に示した。波長254nmの吸光度測定によるHPLC解析において、標準EGT（100μM）及び野生
型M. aquaticum strain MA‑22Aの抽出物では6.2分の位置でEGTが検出されたが、ΔergBD
の抽出物ではEGTは認められなかった。このことより、egtBD遺伝子はEGT産生に必要な遺
伝子であると考えられた。
【００４８】
（実施例９）メタノール濃度を変えた場合の菌の増殖
M. aquaticum strain MA‑22Aの野生型株及びΔergBDについて、培地中のメタノール濃
度を変えたときの菌の増殖を確認した。実施例１に示すメタノール・ミネラル培地に各濃
度のメタノール（0.5 容量%、1 容量%、2 容量%又は3 容量%）を含む培地を200μL用い、
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各菌株について96ウェルプレートで28℃で300時間培養した。菌体量は波長600nmでの吸光
度（OD600）測定により定量した。その結果、ΔergBDは1 容量%‑3 容量%のメタノールを
含む培地で野生株よりも良好な生育を示した（図１０）。
【００４９】
（実施例１０）細胞中のアミノ酸含量の解析
M. aquaticum strain MA‑22Aを、実施例１と同様にして、0.5 容量%メタノールを含む
メタノール・ミネラル培地100 mLを用いて7日間培養した。培養液の内10 mLについてEGT
産生量を実施例１に示す方法でHPLCにより定量した。残りの培養液は、細胞中のアミノ酸
含量測定のために用いた。菌体をメタノールで抽出し、抽出物をAmberliteTM CR1310NA（
4 mL 樹脂）を用いて精製した後乾燥させ、再度水に溶解した試料について、高速アミノ
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酸分析計（Hitachi L‑8500B）を用いてアミノ酸含量を分析した。その結果、M. aquaticu
m strain MA‑22A菌体中に占めるEGT量はアルギニン量とほぼ同等量含まれていることが確
認された（図１１）。
【００５０】
（実施例１１）大量培養によるEGT産生
M. aquaticum strain MA‑22Aを、実施例１と同様にして、0.5 容量%メタノールを含む
メタノール・ミネラル培地200 mLを用いて7日間予備培養した後、2 容量%メタノールを含
むメタノール・ミネラル培地10 Lを用いて28℃で66日間培養した。通気量440 mL/分で100
rpm撹拌しつつ培養を行った。pHは調整しなかった。培養液20 mL又は50 mLを時折採取し
、菌の湿重量及びEGT産生量を定量した。EGT産生量は、培養31日目がピークで15.8 mg/10

30

Lに達した。EGTの産生量は徐々に低下したが、菌体量はあまり減少しなかった。実施例
３の結果に比べて生産性が低かったが、スケールアップによる培養槽の空気の撹拌等の影
響があったと考えられた（図１２）。しかしながら、培養条件の改善により大量培養によ
るEGT産生量の向上が期待できる。
【００５１】
（実施例１２）メチオニン添加によるEGT産生への影響
M. aquaticum strain MA‑22Aを、実施例１と同様にして、2 容量%メタノール及び0, 10
μM, 100μM, 1 mMのメチオニンを含むメタノール・ミネラル培地5 mLを用いて28℃で7日
間培養し、実施例１に示す方法でEGT産生量をHPLCにより定量した。
その結果、1 mMのメチオニン添加によりEGT産生量の増加が見られた（図１３）。本
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発明においては、培地にメチオニンの添加しない場合であってもEGTを生産可能であるが
、メチオニンを好適な濃度で添加することにより、EGTをより良好に生産できることがわ
かった。
【００５２】
（実施例１３）菌体からの熱抽出物のアミノ酸組成とタンパク濃度及び組成
実施例１０に示したアミノ酸含量は菌体内のアミノ酸をメタノールで抽出したものであ
る。本実施例では、培養菌体から実施例１に示す熱抽出により得られたEGT含有溶液につ
いて、アミノ酸組成を調べた。培養した菌、培地、および培養条件は実施例１０と同様で
ある。熱抽出は実際の菌体からのEGT精製に適していると考えられる。アミノ酸組成の分
析方法は、実施例１０と同様である。
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その結果、菌体中にはEGT以外にも通常のアミノ酸が含まれており、メタノールで抽出
したものより組成は少し異なるものの、EGTが最も多く含まれる点は共通していた（図１
４）。また上記方法による熱抽出により、菌体からアミノ酸だけでなく、タンパク質も抽
出されると考えられたことから、SDS‑PAGE法によりタンパク質を分析した。その結果、サ
ンプルは約0.28 mg/mlのタンパク質を含み（牛血清アルブミンをスタンダードとしたBrad
ford法による）、その分子量の多くは10 kDa以下の低分子量のタンパク質を含むことが分
かった（図１５）。
【００５３】
（実施例１４）グリセリンを炭素源としたEGT生産
実際のEGT生産を考慮し、メタノール以外の炭素源としてグリセリンを用いた。実施例
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１に示す方法で、メタノールを0.5, 1, 2容量%グリセリンに変更し、M. aquaticum strai
n MA‑22Aを同様に培養、EGT抽出を行った。
その結果、2容量%グリセリンを用いるとメタノールを用いた際の生産性とほぼ同量の生
産性を示した（図１６）。
【００５４】
（実施例１５）メタノールまたはグリセリンを炭素源としたEGT生産
自然界から分離したMethylobacterium属細菌のライブラリ（PLoS ONE 7(7): e40784. d
oi:10.1371/journal.pone.0040784 (2012)）を用い、2容量%メタノールまたは2容量%グリ
セリンを炭素源として実施例１に示す方法で培養、EGT抽出を行った。
その結果、M. aquaticum strain MA‑22Aは実施例１４に示した結果と同様に、どちらの
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炭素源でもEGT生産性は変わらなかった（図１７）。メタノールを用いるとM. aquaticum
strain MA‑22Aよりも生産性の高い菌株が見つかったが、それらのグリセリンによる生産
性はM. aquaticum strain MA‑22Aに及ばなかった（図１８及び図１９）。図１８及び図１
９において、棒グラフがEGT産生性、ひし形が細胞湿重量を示す。なお、Methylobacteriu
m属細菌のライブラリのうち、M. brachiatum strain 99d、M. brachiatum strain z1b、M
. brachiatum strain z1eについて、独立行政法人製品評価技術基盤機構
託センター（千葉県木更津市かずさ鎌足2‑5‑8

特許微生物寄

112号室）に、NITE P‑02088、NITE P‑020

89、NITE P‑02090の受託番号にて国内寄託を行い（国内受託日：平成27年7月15日）、ブ
ダペスト条約に基づき国際寄託に移管を行った（受託番号NITE BP‑02088、NITE BP‑02089
30

、NITE BP‑02090）。
【００５５】
（実施例１６）酵母によるEGT生産
自然界から分離した酵母であるRhodotorula mucilaginosa z41c、Rhodotorula mucilag
inosa z41d、Cryptococcus flavescens z64b（PLoS ONE 7(7): e40784. doi:10.1371/jou
rnal.pone.0040784 (2012)）について、EGTの産生能を確認した。これらの酵母を2%メタ
ノールまたは2%グリセリンを炭素源として、実施例１に示す方法で培養、EGT抽出を行っ
た。
【００５６】
結果を図２０及び図２１に示す。図２０及び図２１において、棒グラフがEGT産生性、
ひし形が細胞湿重量を示す。図２０に示すようにメタノールを含む培地により培養するこ
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とにより、Rhodotorula mucilaginosa z41c、Rhodotorula mucilaginosa z41d、Cryptoco
ccus flavescens z64bのいずれの株にもEGT生産性が見いだされた。またRhodotorula muc
ilaginosa z41c、Rhodotorula mucilaginosa z41d、Cryptococcus flavescens z64bいず
れも、グリセリンを含む培地を用いた場合に、メタノールを含む培地を用いた場合よりも
高いEGT生産性が確認された。
Rhodotorula mucilaginosa z41c, Rhodotorula mucilaginosa z41dについて、独立行政
法人製品評価技術基盤機構

特許微生物寄託センター（千葉県木更津市かずさ鎌足2‑5‑8

112号室）に、NITE BP‑02171、NITE BP‑02172の受託番号にて国際寄託を行った（受領
日：平成27年12月4日）
【産業上の利用可能性】
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【００５７】
以上詳述したように、本発明のC1化合物資化性細菌及び／又は酵母で産生させる方法に
よれば、C1化合物及び／又はグリセリン等を炭素源として培養することで、培養期間が7
日間で菌体内にEGTを産生させることができる。また培養した菌を熱処理することで菌体
からEGTを抽出することができ、菌体を破砕したり有機溶媒を用いる必要がなく、容易か
つ安全にEGTを産生、精製、製造することができる。係る方法によれば、従来の方法によ
りEGTを産生及び精製する方法に比べて培養に要する費用を軽減化でき、抽出等の操作が
簡便であるとともに、精製して得られたEGTは安全性が高く、優れたものである。
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