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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現が抑制若しくは喪失している藍藻、又はヒドロゲナーゼ活
性が低下若しくは喪失している藍藻、を培養物で培養して有機酸を製造させ、前記藍藻内
及び／又は前記培養後の前記培養物中から前記有機酸を採取することを含み、
前記ヒドロゲナーゼ遺伝子がｈｏｘであり、前記ヒドロゲナーゼがＨｏｘであり、
前記有機酸が、ピルビン酸、乳酸、コハク酸、フマル酸及びリンゴ酸からなる群から選
ばれる少なくとも一種である、有機酸の製造方法。
【請求項２】
前記藍藻が、ｈｏｘＨ遺伝子及び／又は前記ｈｏｘＨ遺伝子の発現調節領域の配列が改
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変されたものである、請求項１に記載の有機酸の製造方法。
【請求項３】
前記ｈｏｘＨ遺伝子が、以下の（ａ）〜（ｃ）からなる群から選ばれるタンパク質をコ
ードする遺伝子である請求項２に記載の有機酸の製造方法。
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列を有するタンパク質
（ｂ）配列番号１で表されるアミノ酸配列において、１〜数個のアミノ酸が置換、欠失、
挿入、又は付加されたアミノ酸配列を有し、Ｈｏｘにおいてヒドロゲナーゼ活性を有する
タンパク質
（ｃ）配列番号１で表されるアミノ酸配列との配列同一性が９０％以上であるアミノ酸配
列を有し、Ｈｏｘにおいてヒドロゲナーゼ活性を有するタンパク質
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【請求項４】
前記藍藻を培養物中で培養することが、前記藍藻を好気培養した後に嫌気培養すること
を含む、請求項１〜３のいずれか一項に記載の有機酸の製造方法。
【請求項５】
前記好気培養において、前記培養物中の窒素イオン濃度が１ｍＭ以下の低窒素期間を有
する請求項４に記載の有機酸の製造方法。
【請求項６】
前記嫌気培養開始時に藍藻が非休眠状態である、請求項５に記載の有機酸の製造方法。
【請求項７】
前記嫌気培養を暗条件下で行う、請求項４〜６のいずれか一項に記載の有機酸の製造方
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法。
【請求項８】
前記有機酸がコハク酸及び／又は乳酸である、請求項１〜７のいずれか一項に記載の有
機酸の製造方法。
【請求項９】
前記培養物が培養液であり、前記培養液中から前記有機酸を採取する、請求項１〜８の
いずれか一項に記載の有機酸の製造方法。
【請求項１０】
前記藍藻がシネコシスティス（Synechocystis）属の藍藻である、請求項１〜９のいず
れか一項に記載の有機酸の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、藍藻を用いた有機酸の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、地球温暖化や資源枯渇に関する懸念から、再生可能な資源であるバイオマスへの
期待が高まっている。なかでも石油の代替資源の開発は重要な課題である。
有機酸は、利用価値の高い化合物である。例えば、有機酸である乳酸からは、優れた生
分解性プラスチックであるポリ乳酸を製造可能である。なかでもコハク酸は、汎用の化学
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・工業原料であり、ポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）の原料や、化学品中間体、溶剤
、可塑剤として広く利用されている。例えば、コハク酸を原料として製造されるポリブチ
レンサクシネートは、農業用マルチフィルム、包装材、農場・土木資材等に使用され、２
０１１年の出荷量は約３１００ｔにのぼる。
現在、コハク酸は、主に石油を原料として製造されているが、石油の代わりにバイオマ
スを利用しようとする流れがある。例えば、非特許文献１には、従属栄養微生物を用いて
コハク酸を生産する技術が開示されている。いくつかの企業ではバクテリア又は酵母の発
酵により、コハク酸の生産を開始している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００３】
【非特許文献１】Sanchez AM, Bennett GN, San KY (2005) Novel pathway engineering
design of the anaerobic central metabolic pathway in Escherichia coli to increas
e succinate yield and productivity. Metab Eng 7:229‑239.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
上記の非特許文献等に開示された方法では、有機酸原料として、微生物に対するグルコ
ース等の植物由来の炭素源の供給が必須である。しかし、このような植物由来の炭素源は
、食糧としても利用されているため、糖価格の高騰や安定供給体制に対する不安がある。
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一方、藍藻は上記微生物とは異なり、光合成により二酸化炭素と光エネルギーを直接資
源化することができる。
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、藍藻を用いて高効率に有機酸を製造可
能な、有機酸の製造方法の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、下記の特徴を有する有機酸の製造方法を提供するものである。
【０００６】
（１）ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現が抑制若しくは喪失している藍藻、又はヒドロゲナー
ゼ活性が低下若しくは喪失している藍藻、を培養物で培養して有機酸を製造させ、前記藍
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藻内及び／又は前記培養後の前記培養物中から前記有機酸を採取することを含み、
前記ヒドロゲナーゼ遺伝子がｈｏｘであり、前記ヒドロゲナーゼがＨｏｘであり、
前記有機酸が、ピルビン酸、乳酸、コハク酸、フマル酸及びリンゴ酸からなる群から選
ばれる少なくとも一種である、有機酸の製造方法。
（２）前記藍藻が、ｈｏｘＨ遺伝子及び／又は前記ｈｏｘＨ遺伝子の発現調節領域の配列
が改変されたものである、前記（１）に記載の有機酸の製造方法。
（３）前記ｈｏｘＨ遺伝子が、以下の（ａ）〜（ｃ）からなる群から選ばれるタンパク質
をコードする遺伝子である前記（２）に記載の有機酸の製造方法。
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列を有するタンパク質
（ｂ）配列番号１で表されるアミノ酸配列において、１〜数個のアミノ酸が置換、欠失、
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挿入、又は付加されたアミノ酸配列を有し、Ｈｏｘにおいてヒドロゲナーゼ活性を有する
タンパク質
（ｃ）配列番号１で表されるアミノ酸配列との配列同一性が９０％以上であるアミノ酸配
列を有し、Ｈｏｘにおいてヒドロゲナーゼ活性を有するタンパク質
（４）前記藍藻を培養物中で培養することが、前記藍藻を好気培養した後に嫌気培養する
ことを含む、前記（１）〜（３）のいずれか一つに記載の有機酸の製造方法。
（５）前記好気培養において、前記培養物中の窒素イオン濃度が１ｍＭ以下の低窒素期間
を有する前記（４）に記載の有機酸の製造方法。
（６）前記嫌気培養開始時に藍藻が非休眠状態である、前記（５）に記載の有機酸の製造
方法。
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（７）前記嫌気培養を暗条件下で行う、前記（４）〜（６）のいずれか一つに記載の有機
酸の製造方法。
（８）前記有機酸がコハク酸及び／又は乳酸である、前記（１）〜（７）のいずれか一つ
に記載の有機酸の製造方法。
（９）前記培養物が培養液であり、前記培養液中から前記有機酸を採取する、前記（１）
〜（８）のいずれか一つに記載の有機酸の製造方法。
（１０）前記藍藻がシネコシスティス（Synechocystis）属の藍藻である、前記（１）〜
（９）のいずれか一つに記載の有機酸の製造方法。
【発明の効果】
【０００７】
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本発明に係る藍藻は、光合成により二酸化炭素と光エネルギーを直接資源化でき、かつ
有機酸の生産能に優れている。このため、本発明によれば、藍藻により高効率に有機酸を
製造可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例で得られた形質転換候補株に対し、ｈｏｘＨ発現解析を行った結果を示す
グラフである。
【図２】本発明に係るｈｏｘＨ発現抑制株と野生株とで、培養後の密閉容器内の水素量の
値を比較した結果を示すグラフである。
【図３】本発明に係るｈｏｘＨ発現抑制株と野生株とで、細胞内の有機酸濃度を比較した
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結果を示すグラフである。
【図４】本発明に係るｈｏｘＨ発現抑制株と野生株とで、細胞外（培養物中）の有機酸量
を比較した結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明の有機酸の製造方法は、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現が抑制若しくは喪失してい
る藍藻、又はヒドロゲナーゼ活性が低下若しくは喪失している藍藻、を培養物で培養して
有機酸を製造させ、前記藍藻内及び／又は前記培養後の前記培養物中から前記有機酸を採
取することを含む。
以下、本発明の一実施形態の有機酸の製造方法について説明する。

10

【００１０】
＜藍藻＞
藍藻はシアノバクテリアとも呼ばれ、光合成を行う真正細菌である。他の大部分の藻類
が真核生物であるのに対し、原核生物に分類される。
実施形態に係る藍藻は、藍藻が本来有する内在性のヒドロゲナーゼの、ヒドロゲナーゼ
遺伝子の発現が抑制若しくは喪失している藍藻、又はヒドロゲナーゼ活性が低下若しくは
喪失している藍藻である。
【００１１】
本明細書中において、「有機酸」とは、実施形態に係る藍藻が生合成した有機化合物の
酸のことをいう。有機酸は、実施形態に係る藍藻が嫌気呼吸によって生合成した有機酸で

20

あってもよく、実施形態に係る藍藻が解糖系及び／又はＴＣＡ回路の生化学反応によって
生合成した有機酸であってもよい。有機酸としては、例えば、乳酸、ピルビン酸、クエン
酸、α−ケトグルタル酸（２−オキソグルタル酸）、コハク酸、フマル酸、リンゴ酸等が
挙げられる。
【００１２】
「ヒドロゲナーゼ」は、２Ｈ＋＋２ｅ−←→Ｈ２の反応を触媒する酵素である。藍藻の
ヒドロゲナーゼには、取り込み型のＨｏｘヒドロゲナーゼと双方向型のＨｕｐヒドロゲナ
ーゼが知られている。ヒドロゲナーゼはＨｏｘであってもよく、Ｈｕｐであってもよい。
藍藻において、Ｈｏｘヒドロゲナーゼは、５つのタンパク質(ＨｏｘＥＦＵＹＨ)から構
成されることが知られている（文献：Carrie Eckert et al., THE JOURNAL OF BIOLOGICA
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L CHEMISTRY VOL. 287, NO. 52, pp. 43502‑43515,"Genetic Analysis of the Hox Hydro
genase in the Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 Reveals Subunit Roles in
Association, Assembly, Maturation, and Function"参照）。ＨｏｘＹとＨｏｘＨは、
ヒドロゲナーゼ部分を構成する。ＨｏｘＥとＨｏｘＦとＨｏｘＵは、ＮＡＤＨからＮＡＤ
＋を生成するジアホラーゼ部分を構成する。このように、ヒドロゲナーゼが複数のタンパ
ク質から構成されている場合、ヒドロゲナーゼの活性に寄与するものであれば、実施形態
に係るヒドロゲナーゼに包含される。
【００１３】
藍藻内でヒドロゲナーゼ遺伝子の発現量が抑制されていることとは、コントロールとな
る野生型等の藍藻と比較して、ヒドロゲナーゼ遺伝子産物の量が抑制されていることであ
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る。藍藻内でヒドロゲナーゼ遺伝子の発現量が喪失していることとは、コントロールとな
る野生型等の藍藻と比較して、ヒドロゲナーゼ遺伝子産物が喪失していることである。遺
伝子産物としては、例えば、ヒドロゲナーゼｍＲＮＡ、ヒドロゲナーゼタンパク質等が挙
げられる。遺伝子の発現量は、公知の測定方法により測定可能であり、リアルタイムＰＣ
Ｒ、ウェスタンブロッティング等の方法を採用可能である。結果の比較は、比較可能な同
条件のもとに行われた実験結果によるものとする。
【００１４】
藍藻内でヒドロゲナーゼ活性が低下していることとは、コントロールとなる野生型等の
藍藻と比較して、ヒドロゲナーゼ活性が低下していることである。藍藻内でヒドロゲナー
ゼ活性が喪失していることとは、コントロールとなる野生型等の藍藻と比較して、ヒドロ
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ゲナーゼ活性が喪失していることである。
【００１５】
藍藻におけるヒドロゲナーゼ活性は、公知の測定方法により測定可能である。例えば、
活性測定対象の藍藻から得た細胞抽出物から、ポリアクリルアミドゲル電気泳動によりヒ
ドロゲナーゼを分離し、その際メチルビオローゲン等の指示薬を用いて活性染色を行って
染色強度を測定することにより、ヒドロゲナーゼ活性を求めることができる。
或いは、発生した水素量に基づき、藍藻におけるヒドロゲナーゼ活性を求めてもよい。
例えば、活性測定対象の藍藻または藍藻から得た細胞抽出物を、ヒドロゲナーゼの水素発
生条件を満たした密閉容器内で反応させ、反応後の密閉容器内の気体の水素濃度を測定し
てもよい。コントロールとなる野生型等の藍藻と活性測定対象の藍藻とを比較して、活性
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測定対象の藍藻のほうが容器内の水素濃度が低く、ヒドロゲナーゼ活性が水素蓄積量の律
速となっていると認識できる場合、測定対象の藍藻のヒドロゲナーゼ活性が低下若しくは
喪失していると判断できる。結果の比較は、比較可能な同条件のもとに行われた実験結果
によるものとする。野生型の藍藻としては、Ｓｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔｉｓ

ＧＴ株を例示

できる。なお、藍藻におけるヒドロゲナーゼ活性測定方法は上記方法に限定されない。
【００１６】
コントロールとなる藍藻とは、藍藻が本来有する内在性のヒドロゲナーゼの遺伝子及び
ヒドロゲナーゼ活性を有する、野生型と同等の藍藻である。
【００１７】
発明者らは、後述する実施例において示すように、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現が抑制
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された藍藻では、コントロールとなる野生型等の藍藻と比較して、有機酸生産能が向上し
ていることを見出した。なお、後述の実施例に示すように、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現
量が抑制又は喪失された藍藻であれば、対応するヒドロゲナーゼの活性が低下若しくは喪
失しているものと理解される。
本実施形態に係る藍藻は、ヒドロゲナーゼ活性が低下又は喪失している藍藻であっても
よい。本実施形態に係る藍藻は、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現が抑制又は喪失しており、
ヒドロゲナーゼ活性が低下又は喪失している藍藻であってもよい。
【００１８】
実施形態に係る藍藻が、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現が抑制している藍藻の場合、ヒド
ロゲナーゼ遺伝子の発現の抑制の程度は、コントロールとなる野生型等の藍藻と比較して
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、藍藻に有機酸生産能の向上が認められる程度であればよい。
実施形態に係る藍藻が、ヒドロゲナーゼ活性が低下している藍藻の場合、ヒドロゲナー
ゼ活性の低下の程度は、コントロールとなる野生型等の藍藻と比較して、藍藻に有機酸生
産能の向上が認められる程度であればよい。
【００１９】
藍藻における有機酸生産能の向上は、公知の測定方法により測定可能であり、後述に実
施例に記載の方法により行うことができる。例えば、有機酸生産能の測定対象の藍藻から
得た細胞抽出物中の有機酸濃度を測定することにより、求めることができる。また、例え
ば、生産能測定対象の藍藻を培養した培養物中の有機酸濃度を測定することにより、求め
ることができる。
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コントロールとなる野生型等の藍藻と、有機酸生産能の測定対象の藍藻とを比較して、
生産能測定対象の藍藻のほうで、細胞抽出物中の有機酸濃度が高い場合、測定対象の藍藻
の有機酸蓄積能（有機酸生産能）が向上していると判断できる。
コントロールとなる野生型等の藍藻と、有機酸生産能の測定対象の藍藻とを比較して、
生産能測定対象の藍藻のほうで、培養物中の有機酸濃度が高い場合、測定対象の藍藻の細
胞外への有機酸生産能（有機酸生産能）が向上していると判断できる。
結果の比較は、比較可能な同条件のもとに行われた実験結果によるものとする。野生型
の藍藻としては、Synechocystis GT株を例示できる。なお、藍藻における有機酸生産能の
測定方法は上記方法に限定されない。
【００２０】
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本実施形態に係る藍藻は、コントロールとなる野生型等の藍藻に対し、有機酸生産能が
向上している。
前記有機酸は、コハク酸及び／又は乳酸であることが好ましい。実施形態に係る藍藻は
、例えば、コントロールとなる野生型等の藍藻に対し、細胞内のコハク酸蓄積能が２倍以
上であってもよく、１０倍以上であってもよく、１５倍以上であってもよい。実施形態に
係る藍藻は、例えば、コントロールとなる野生型等の藍藻に対し、細胞外へのコハク酸生
産能が２倍以上であってもよく、３倍以上であってもよく、５倍以上であってもよい。
実施形態に係る藍藻は、例えば、コントロールとなる野生型等の藍藻に対し、細胞内の
乳酸蓄積能が２倍以上であってもよく、４倍以上であってもよい。実施形態に係る藍藻は
、例えば、コントロールとなる野生型等の藍藻に対し、細胞外への乳酸生産能が２倍以上

10

であってもよく、５倍以上であってもよく、１０倍以上であってもよい。
【００２１】
ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現の抑制は、例えば、ヒドロゲナーゼ遺伝子に対するｍｉＲ
ＮＡやｓｉＲＮＡ等のＲＮＡｉ核酸、アンチセンス核酸、アプタマー若しくはリボザイム
などの核酸の発現を生じさせる核酸をモデル動物に導入することで、達成されてもよい。
【００２２】
実施形態の藍藻は、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現が抑制若しくは喪失するよう、又は、
ヒドロゲナーゼ活性が低下若しくは喪失するよう、ゲノム配列が改変されたものであるこ
とが好ましい。係る藍藻としては、ヒドロゲナーゼ遺伝子及び／又はヒドロゲナーゼ遺伝
子の発現調節領域の配列が改変された藍藻が挙げられる。藍藻のヒドロゲナーゼ遺伝子の
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配列を改変することにより、ヒドロゲナーゼ遺伝子を破壊又は機能低下させ、藍藻内での
機能的なヒドロゲナーゼの生産を抑制又は喪失させることが可能である。ヒドロゲナーゼ
遺伝子とは、構造遺伝子の領域が挙げられる。藍藻のヒドロゲナーゼ遺伝子の発現調節領
域の配列を改変することにより、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現調節領域を破壊又は機能低
下させ、藍藻内でのヒドロゲナーゼ遺伝子産物の発現量を抑制又は喪失させることが可能
である。発現調節領域とは、プロモータ、エンハンサー等の領域が挙げられる。
【００２３】
実施形態に係る藍藻が、ヒドロゲナーゼ遺伝子及び／又はヒドロゲナーゼ遺伝子の発現
調節領域の配列が改変された藍藻である場合、上記コントロールの藍藻とは、当該配列が
30

改変されていない野生型等の藍藻を指す。
【００２４】
配列の改変方法としては任意の方法を採用でき、例えば、ヒドロゲナーゼ遺伝子及び／
又はヒドロゲナーゼ遺伝子の発現調節領域における、一部又は全部の塩基配列の欠失、置
換、挿入、付加、及びそれらの組み合わせが挙げられる。例えば、ヒドロゲナーゼ遺伝子
の配列が欠失されることにより、機能的なヒドロゲナーゼの生産を抑制又は喪失させるこ
とができる。例えば、ヒドロゲナーゼ遺伝子の配列に別の配列が挿入されることにより、
フレームシフトが生じ、機能的なヒドロゲナーゼの生産を抑制又は喪失させることができ
る。例えば、ヒドロゲナーゼ遺伝子の配列に別の配列が付加されることにより、遺伝子産
物の構造変化が生じ、機能的なヒドロゲナーゼの生産を抑制又は喪失させることができる
。例えば、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現調節領域の配列が改変されることにより、ｍＲＮ
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Ａの転写の抑制又は喪失が生じ、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現量を抑制又は喪失させるこ
とができる。
【００２５】
配列の改変の手法は、当該分野においてよく知られており、種々の遺伝子工学的方法を
採用可能である。例えば、変異原性物質（Mutagen）による処理、紫外線照射、相同組み
換え技術等による遺伝子ターゲッティング、Cre‑loxP系等による条件的ノックアウト、CR
ISPR/Casシステム等によるゲノム編集等の手法を用いて行うことができる。藍藻において
は、容易に相同組み換えが可能であり、所望の配列を容易に改変することが可能である。
一般的に使われるシアノバクテリア野生株であるＳｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔｉｓ

ＧＴ株

などは、一般的に培養物にＤＮＡを加えると、それを細胞の中に取り込み、相同組換えが
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Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ）。Ｓｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔｉｓ

６８０３（ＧＴ株）は、Ｎａｔｕｒａｌ

Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏ

ｎが可能である。
【００２６】
実施形態に係るヒドロゲナーゼはＨｏｘであることが好ましく、実施形態に係る藍藻は
、ｈｏｘヒドロゲナーゼ遺伝子の発現が抑制若しくは喪失している藍藻、又はＨｏｘヒド
ロゲナーゼ活性が低下若しくは喪失している藍藻であることが好ましい。
【００２７】
実施形態に係るヒドロゲナーゼ遺伝子がｈｏｘである場合、改変されるｈｏｘは、ｈｏ
ｘＹ、ｈｏｘＨ、ｈｏｘＥ、ｈｏｘＦ及びｈｏｘＵからなる群から選ばれる一つ以上であ
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ってもよく、ｈｏｘＹ及びｈｏｘＨからなる群から選ばれる一つ以上であってもよい。
ＨｏｘＨの機能が喪失した藍藻では、Ｈｏｘヒドロゲナーゼの活性が喪失することが知
られている（Appel et al. (2000) The bidirectional hydrogenase of Synechocystis s
p. PCC 6803 works as an electron valve during photosynthesis. Arch. Microbiol. 1
73(5‑6)333‑338）。係る観点から、実施形態に係る前記ヒドロゲナーゼ遺伝子はｈｏｘＨ
であることが好ましい。実施形態に係る藍藻は、ｈｏｘＨ遺伝子の発現が抑制若しくは喪
失している藍藻、又はＨｏｘＨが構成するヒドロゲナーゼ活性が低下若しくは喪失してい
てもよく、さらにｈｏｘＨ遺伝子及び／又はｈｏｘＨ遺伝子の発現調節領域の配列が改変
された藍藻であることが好ましい。
20

【００２８】
藍藻では、ゲノムに同一の遺伝子が複数コピー存在する場合がある。藍藻がヒドロゲナ
ーゼ遺伝子を複数コピー有している場合、ヒドロゲナーゼ遺伝子の全てのコピーが改変さ
れていてもよく、ヒドロゲナーゼ遺伝子の一部のコピーが改変されていてもよい。例えば
、Ｓｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔｉｓ

ＧＴ株では、１０個のｈｏｘＨ遺伝子のコピーを有して

いるとされる。改変されるコピーの割合は、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現の抑制若しくは
喪失の程度、又はヒドロゲナーゼ活性の低下若しくは喪失の程度を考慮し、適宜定めれば
よい。例えば、１０個すべてのｈｏｘＨ遺伝子の全部の遺伝子配列が完全に欠損されてい
る場合、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現は喪失し、ヒドロゲナーゼ活性が喪失した藍藻とな
る。例えば、１０個のうち５個のｈｏｘＨ遺伝子の全部の遺伝子配列が完全に欠損されて
いる場合、ヒドロゲナーゼ遺伝子の発現は抑制され、ヒドロゲナーゼ活性が抑制された藍
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藻となる。改変する条件を適宜変化させることにより、１０個のうち６個以上の個数（１
０個を含む）のｈｏｘＨ遺伝子の全部の遺伝子配列を完全に欠損させることも可能である
。なお、１０個のうち１０個全部のｈｏｘＨ遺伝子の遺伝子配列を完全に欠損させるより
も、１０個のうち１０未満の個数のｈｏｘＨ遺伝子の全部の遺伝子配列を完全に欠損させ
る方が、改変が容易である。
ヒドロゲナーゼ遺伝子の全コピーのうち、改変されるコピーの割合は、コントロールと
なる野生型等の藍藻と比較して、藍藻に有機酸生産能の向上が認められる程度であればよ
い。有機酸生産能の向上については上記のとおりである。
【００２９】
本明細書中において、ヒドロゲナーゼは、ヒドロゲナーゼ活性に寄与する限り、いかな
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るものであってもよい。したがって、後述する実施例で具体的に示されたヒドロゲナーゼ
以外であっても、例えば当該ヒドロゲナーゼと同等の機能を有するホモログは、実施形態
に係るヒドロゲナーゼに包含される。
有機酸の製造に用いる藍藻のヒドロゲナーゼが既知である場合、その情報に基づき、対
象とする藍藻のヒドロゲナーゼ遺伝子を容易に特定可能である。
有機酸の製造に用いる藍藻のヒドロゲナーゼが未知である場合であっても、当業者であ
れば、既知ヒドロゲナーゼの配列情報等に基づき、対象とする藍藻におけるヒドロゲナー
ゼ遺伝子を、容易に特定可能である。
【００３０】
一例として、ヒドロゲナーゼがＨｏｘである場合、前記ｈｏｘＨ遺伝子は、以下の（ａ
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）〜（ｃ）からなる群から選ばれるタンパク質をコードする遺伝子であってもよい。
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列を有するタンパク質
（ｂ）配列番号１で表されるアミノ酸配列において、１〜数個のアミノ酸が置換、欠失、
挿入、又は付加されたアミノ酸配列を有し、Ｈｏｘにおいてヒドロゲナーゼ活性を有する
タンパク質
（ｃ）配列番号１で表されるアミノ酸配列との配列同一性が８０％以上であるアミノ酸配
列を有し、Ｈｏｘにおいてヒドロゲナーゼ活性を有するタンパク質
【００３１】
配列番号１で表されるアミノ酸配列は、Ｓｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔｉｓ

ｓｐ．

ＰＣＣ
10

６８０３株のＨｏｘＨのアミノ酸配列である。
【００３２】
一般的に、アミノ酸配列から１〜数個のアミノ酸が欠失、置換、挿入又は付加されたポ
リペプチドも、元のポリペプチドと同等の機能を有することが知られている。
したがって、本発明の一実施形態に係るＨｏｘＨは、以下の（ｂ）のアミノ酸配列を有
するものである。（ｂ）配列番号１に示されるアミノ酸配列において、１〜数個の塩基が
欠失、置換、挿入又は付加された塩基配列からなるポリペプチド。
【００３３】
（ｂ）のアミノ酸配列において、「１〜数個」の塩基とは、例えば、１〜３０個、１〜
２０個、１〜１０個、１〜５個、又は１〜３個であってもよい。
（ｂ）のポリペプチドにおいて、「塩基が欠失、置換、挿入又は付加された塩基配列」
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とは、配列番号１に示されるアミノ酸配列に対して、アミノ酸が欠失、置換、挿入及び／
又は付加されたアミノ酸配列であってもよく、欠失、置換、挿入及び付加からなる群から
選ばれる少なくとも一種の改変又は変異により、改変前の配列番号１に示されるアミノ酸
配列に対して、１〜数個のアミノ酸の相違が生じたものであってもよい。
【００３４】
一般的に、アミノ酸配列との配列同一性を有するアミノ酸配列からなるポリペプチドも
、元のポリペプチドと同等の機能を有することが知られている。
したがって、本発明の一実施形態に係るＨｏｘＨは、以下の（ｃ）のアミノ酸配列を有
するものである。（ｃ）配列番号１に示されるアミノ酸配列と８０％以上の配列同一性を
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有するアミノ酸配列からなるポリペプチド。
（ｃ）のポリポリペプチドにおいて、配列番号１に示されるアミノ酸配列との配列同一
性は、８０％以上１００％未満であり、例えば、８５％以上、９０％以上、９５％以上、
又は９８％以上であってもよい。
アミノ酸配列同士の配列同一性は、公知のシーケンスアライメントのアルゴリズムであ
るＢＬＡＳＴ

（Ｂａｓｉｃ

Ｌｏｃａｌ

Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ

Ｓｅａｒｃｈ

Ｔｏｏ

ｌ）やｂｌａｓｔｐを用いて算出可能である。
【００３５】
「Ｈｏｘにおいてヒドロゲナーゼ活性を有する」とは、Ｈｏｘヒドロゲナーゼの複合体に
おいて、ヒドロゲナーゼの活性に寄与することをいう。
40

【００３６】
前記（ａ）のタンパク質をコードする遺伝子としては、配列番号２で表される塩基配列
を有するポリヌクレオチドが挙げられる。
配列番号２で表される塩基配列は、Ｓｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔｉｓ

ｓｐ．

ＰＣＣ

６

８０３株のｈｏｘＨのコーディング領域の塩基配列である。
【００３７】
実施形態に係る藍藻の種類としては、有機酸生産能を有するものであれば、特に制限さ
れない。例えば、Synechocystis sp. PCC 6803等のSynechocystis属藍藻；Gloeobacter v
iolaceus PCC 7421等のGloeobacter属藍藻；Anabaena sp. PCC 7120、Anabaena variabil
is ATCC 29413等のAnabaena属藍藻；Synechococcus sp. PCC 6301、Synechococcus sp. P
CC 7002、Synechococcus elongatus PCC 7942、Synechococcus sp. WH8102、Synechococc
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us sp. WH 7803、Synechococcus sp. CC9311、Synechococcus sp. CC9605、Synechococcu
s sp. CC9902、Synechococcus sp. JA‑2‑3B'a(2‑13)、Synechococcus sp. JA‑3‑3Ab、Syn
echococcus sp. RCC307等のSynechococcus属藍藻；Prochlorococcus marinus SS120、Pro
chlorococcus marinus MED4、Prochlorococcus marinus MIT 9313、Prochlorococcus mar
inus str. MIT 9211、Prochlorococcus marinus str. MIT 9215、Prochlorococcus marin
us str. MIT 9301、Prochlorococcus marinus str. MIT 9303、Prochlorococcus marinus
str. MIT 9312、Prochlorococcus marinus str. MIT 9515、Prochlorococcus marinus s
tr. NATL1A、Prochlorococcus marinus str. NATL2A、Prochlorococcus marinus str. AS
9601等のProchlorococcus属藍藻；Cyanothece sp. ATCC 51142、Cyanothece sp. PCC 742
4、Cyanothece sp. PCC 7425、Cyanothece sp. PCC 8801等のCyanothece属藍藻；Acaryoc
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hloris marina MBIC11017等のAcaryochloris属藍藻；Thermosynechococcus elongatus BP
‑1等のThermosynechococcus属藍藻；Gloeobacter violaceus PCC 7421等のGloeobacter属
藍藻；Microcystis aeruginosa NIES‑843等のMicrocystis属藍藻；Nostoc punctiforme A
TCC 29133等のNostoc属藍藻；Chlorobium tepidum TLS等の、Chlorobium属藍藻；Rhodops
eudomonas palustris CGA009等のRhodopseudomonas属藍藻；Trichodesmium erythraeum I
MS101等のTrichodesmium属藍藻；Arthrospira platensis NIES‑39等のArthrospira属藍藻
等が挙げられる。上記に例示した藍藻のなかでも、実施形態に係る藍藻の種類としては、
シネコシスティス（Synechocystis）属の藍藻であることが好ましい。
【００３８】
＜培養＞
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本発明の一実施形態において、有機酸の製造方法は、上記実施形態の藍藻を培養物で培
養して有機酸を製造させ、藍藻内及び／又は培養後の培養物中から前記有機酸を採取する
ことを含む。
【００３９】
本明細書中において、培養物とは、藍藻を培養するために用いられるものであり、その
中又はその上で藍藻が生育可能な物質である。培養物としては、例えば、培地、バッファ
ー、水、水溶液などである。培養物は液体であっても、固体であってもよいが、有機酸を
生産させる際には、藍藻又は有機酸の回収が容易であることから、液体であることが好ま
しい。
【００４０】
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効率的な有機酸製造の観点から、藍藻に有機酸を生産させるための培養は、嫌気培養で
あることが好ましい。これは、藍藻が嫌気条件下にさらされると、藍藻内で解糖系の反応
が優先的に進むため、効率的に藍藻に有機酸を製造させることが可能と考えられるためで
ある。本明細書中において嫌気培養とは、藍藻において嫌気発酵が可能な培養系において
の培養のことをいう。培養系内は、例えば、藍藻を培養する容器内のことを指す。藍藻の
嫌気発酵が可能な条件下は公知であり、例えば、培養系内の気相の酸素濃度が０〜１体積
％であってもよく、０〜０．５体積％であってもよく、０〜０．２体積％であってもよく
、０体積％であってもよい。
藍藻を培養する培養系内を、藍藻が嫌気発酵可能な条件下とする方法としては、例えば
、密閉され、光照射が遮られた培養容器内で藍藻を培養することで、藍藻の呼吸により培
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養容器内の酸素を消費させる方法が挙げられる。したがって、本実施形態の有機酸の製造
方法においては、嫌気培養は暗条件下で行うことが好ましい。
別例として、例えば、培養容器内に窒素ガスを流入させ、培養容器内の酸素を窒素で置
換する方法が挙げられる。
【００４１】
前記藍藻を培養物中で培養することは、前記藍藻を好気培養した後に嫌気培養すること
を含むことが好ましい。まず、藍藻を好気培養することで、藍藻の生育や増殖を促したり
、藍藻内に有機酸原料を蓄積させる利点がある。好機培養は明条件下で行うことが好まし
く、且つ培養系内に二酸化炭素が存在することが好ましい。光が照射された培養容器内で
藍藻を培養することで、藍藻の光合成により、有機酸の原料となる炭素源が合成される。
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藍藻が光合成可能な条件下は公知であり、例えば、藍藻に対し、２０〜２００μｍｏｌ
ｐｈｏｔｏｎｓ ｍ−２ｓ−１程度の光が照射される条件が挙げられる。
【００４２】
前記好気培養において、前記培養物中の窒素イオン濃度が１ｍＭ以下の低窒素期間を有
することが好ましい。好機培養において、窒素イオン濃度が１ｍＭ以下の低窒素状態で藍
藻を培養することにより、続く嫌気培養において、藍藻の有機酸の生産能を向上させるこ
とができる。このメカニズムは明らかではないが、培養物中の窒素が少なくなると、藍藻
体内でグリコーゲン、デンプン等の炭素源の蓄積が進むためと考えられる。
ここで、低窒素とは、藍藻にとって窒素が欠乏した状態ではなく、その前段階の状態の
ことを指す。藍藻にとって窒素が欠乏した状態が続くと、藍藻が休眠状態に移行すること

10

が知られている。発明者は、窒素が欠乏して休眠状態へ移行した藍藻よりも、その前段階
の状態の藍藻のほうが、有機酸の生産能が高いことを見出した。
したがって、嫌気培養開始時に、藍藻は非休眠状態であることが好ましい。藍藻が休眠
状態か非休眠状態かを判断するには、藍藻の色の変化を指標とすればよい。休眠状態への
移行に伴い、藍藻の色は、緑色から黄色へと変化することが知られている。これは、フィ
コビリソームと呼ばれる集光装置を壊して、窒素原を回収するためである。
【００４３】
藍藻を培養する培養物は、藍藻の培養が可能なものであればよく、藍藻の培地として用
いることのできる培地を使用してもよい。培地としては、例えば、ＢＧ−１１培地や、Ｂ
Ｇ−１１０培地、ＡＡ培地等が挙げられる。これらの培地は、藍藻が利用可能な栄養源が

20

豊富に含まれている。
上記に例示したような培地は、好機培養、嫌気培養のいずれにも使用可能であるが、嫌
気培養では、主に藍藻内に蓄積された炭素源を用いて有機酸の生産が行われるため、栄養
源を含む培地を使用せずともよい。嫌気発酵では、例えば、培地の代わりとして、藍藻を
生存させることが可能なバッファーを、培養物として使用できる。
【００４４】
藍藻を培養する温度は、使用する藍藻の種やその他の条件を加味して適宜定めればよい
が、例えば、１５〜５０℃程度でおこなってもよく、２０℃〜４０℃でおこなってもよく
、２５℃〜３０℃程度とすることが好ましい。
藍藻を培養する期間は、培養物中の藍藻の濃度や有機酸の生産量に応じて適宜定めれば

30

よい。上記好気培養の期間は、１時間〜２０日程度としてもよく、１日〜１０日程度とし
てもよく、１〜３日程度としてもよい。好機培養は、振とう培養や通気培養により行って
もよい。上記嫌気培養の期間は、１時間〜２０日程度としてもよく、１日〜１０日程度と
してもよく、１〜３日程度としてもよい。
【００４５】
藍藻が藍藻体内に有機酸を蓄積している場合、藍藻内から前記有機酸を採取すればよく
、例えば、培養後の培養物から藍藻を回収し、藍藻の細胞を破砕して、その破砕物から、
有機酸を採取すればよい。
藍藻が藍藻外に有機酸を放出している場合、培養後の培養物中から前記有機酸を採取す
ればよい。例えば、上記実施形態の藍藻を培養物で培養して有機酸を製造させ、培養後の
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培養物中からコハク酸及び／又は乳酸を採取してもよい。当該培養後の培養物は、遠心分
離や濾過等の分離処理が施され藍藻が分離されたものであってもよく、藍藻が分離されて
いない状態であってもよい。分離処理された培養物中では、藍藻が完全に除かれてなくと
もよい。
【００４６】
有機酸の採取と製造は同時に行われてもよく、別々に行われてもよい。有機酸の採取と
製造が同時に行われる場合としては、例えば、有機酸を生産している藍藻の培養液の上清
を回収して、有機酸を採取する場合が挙げられる。
【００４７】
本実施形態の有機酸の製造方法は、採取した有機酸を精製することを含んでいてもよい
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。精製は、採取と同時におこなってもよく、採取した後におこなってもよい。精製の方法
としては、例えば、結晶化精製によるもの、ＨＰＬＣによるクロマトグラフィーやイオン
交換樹脂等のカラム精製によるもの等が挙げられる。
【００４８】
本実施形態に係る藍藻は、光合成により二酸化炭素と光エネルギーを直接資源化でき、
かつ有機酸の生産能に優れている。本実施形態の有機酸の製造方法によれば、藍藻により
高効率に有機酸を製造することができる。そのため、従来法と比べ経済的にも環境的にも
大変優れた方法である。
【実施例】
10

【００４９】
以下、本発明を、実施例を挙げて、より具体的に説明するが、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。
【００５０】
１．

ｈｏｘＨ発現抑制株の作製

・ｐＵＣ１１９へのクローニング
ＷＥＢ公開されたＳｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔｉｓ

ｓｐ．

ＰＣＣ

６８０３株のゲノム

情報（http://genome.microbedb.jp/cyanobase/Synechocystis）の、ｈｏｘＨの遺伝子情
報（ＩＤ：ｓｌｌ１２２６）に基づき、Ｓｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔｉｓ

ｓｐ．

ＰＣＣ

６８０３株から、以下のプライマーセットでｈｏｘＨを増幅した［ｈｏｘＨＦ：
ＴＴＣＣＧＣＡＴＧＣＴＴＡＣＡＡＧＡＴＣＣＧＧＣＴＴＴＣ−３
ｏｘＨＲ：

５

５

−

（配列番号３）、ｈ

−ＴＴＡＡＧＡＴＡＴＣＡＧＣＣＣＧＴＴＧＣＣＧＡＴＡＴＴ−３

20

（

配列番号４）］。ｈｏｘＨＦプライマーとｈｏｘＨＲプライマーには、それぞれ、Ｓｐｈ
Ｉ（Ｆｏｒｗａｒｄ）サイト、ＥｃｏＲＶ（Ｒｅｖｅｒｓｅ）サイトを付けている。
増幅したｈｏｘＨをＳｐｈＩとＥｃｏＲＶで切断し、ｐＵＣ１１９プラスミドのＳｐｈ
Ｉ、ＳｍａＩサイトに導入し、得られたプラスミドをｐＵＣ−ｈｏｘＨと名付けた。
【００５１】
・プロモータと薬剤耐性マーカーの導入
ｐＴＧＰ２０３１Ｖプラスミドの薬剤マーカー領域及びプロモータ領域を、下記のプラ
イマーセットで増幅した［ｐＵＣ−Ｒｅｇ４５−ＩｎｔｅｇＦ：
ＧＧＣＣＣＴＴＴＧＣＴＴＣＡＴＣＧＣＴＣＧＡＧ−３
ｇ４５−ＩｎｔｅｇＲ：
ＴＴＡＡＣ−３

５

５

−ＴＡＴＴＣＴＧ

（配列番号５）、ｐＵＣ−Ｒｅ
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−ＴＡＴＣＡＡＧＧＧＣＣＣＡＴＣＣＡＡＴＧＴＧＡＧＧ

（配列番号６）］。プライマーには、それぞれ、ＡｐａＩサイトを付け

ている。
上記で得られたｐＵＣ−ｈｏｘＨをＭｓｃＩで切断し、ＭｓｃＩサイトに上記で得られ
たｐＴＧＰ２０３１Ｖプラスミドの薬剤マーカー領域及びプロモータ領域を連結した。得
られたプラスミドを、ｐＴＧＰ１２２６と名付けた。
ｐＴＧＰ１２２６では、ｈｏｘＨ遺伝子の構造遺伝子配列の一部に、薬剤マーカー及び
プロモータの配列などが挿入された配列を有している。
【００５２】
40

・形質転換
Ｓｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔｉｓ

ｓｐ．ＰＣＣ

し、通常の培養条件（３０℃、１％
−２

ｍ

６８０３株をＢＧ−１１液体培地に植菌

ＣＯ２、５０〜１００μｍｏｌ

ｐｈｏｔｏｎｓ

−１

ｓ

）で３〜４日培養した。ＯＤ７３０＝３〜４の培養物１００〜５００μＬに

対し、上記で得られたｐＴＧＰ１２２６プラスミドを１００〜３００ｎｇ／μｌの濃度で
含む溶液を１〜２μｌ加え、プラスミド混合培養液を得た。
ＢＧ−１１

ｐｌａｔｅ上に、ニトロセルロース膜（ミリポア、Ｉｍｍｏｂｉｌｏｎ−

ＮＣ、Ｃａｔ．Ｎｏ．ＨＡＴＦ０８２５０、Ｐｏｒｅ
ｔ

ｓｉｚｅ

ｓｉｚｅ

０．４５

μｍ、Ｃｕ

８２ｍｍ）を載せ、その上にプラスミド混合培養液を塗り広げ、一晩培養

した。
終濃度３μｇ／ｍｌのゲンタマイシンを含むＢＧ−１１プレートに、上記培養後のメン
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ブレンを移し３〜４週間培養した。得られたコロニーを別の上記ＢＧ−１１プレートに再
播種して数日間培養した。培養及び再播種を２、３回繰り返した。ＢＧ−１１培地の組成
を以下に示す。
【００５３】
【表１】

10

20

【００５４】
２．ｈｏｘＨの発現解析
上記で得られた形質転換体候補株に対しｈｏｘＨ発現解析を行った。形質転換体候補株

30

からｍＲＮＡを抽出してｃＤＮＡを合成し、リアルタイムＰＣＲでｈｏｘＨのｍＲＮＡ量
を測定した。ｈｏｘＨのｍＲＮＡ量の測定に用いたプライマーセットは、以下のとおりで
ある［ｈｏｘＨＦ：
号７）、ｈｏｘＨＲ：

５

−ＧＧＣＡＡＴＴＴＧＧＣＣＡＡＡＣＧＧＴＡ−３
５

（配列番

−ＴＣＣＡＣＡＡＴＣＣＡＴＴＧＴＣＴＧＣＣ−３

（配列

番号８）］。
結果を図１に示す。発現解析の結果、野生型のＧＴ株と比べて、ｈｏｘＨのｍＲＮＡの
発現量が約半分にまで低下したｈｏｘＨ発現抑制株（△ｈｏｘＨ）が得られたことが確認
できた。
【００５５】
３．水素量の測定
上記ｈｏｘＨ発現抑制株又はＧＴ株を、ＯＤ７３０＝２０になるよう１０

40
ｍＬ

ＨＥ

ＰＥＳ−ＫＯＨ（ｐＨ７．８）に濃縮し、暗条件下の密閉容器内で３日間嫌気培養した。
培養後の密閉容器内の気相に対し、ＧＣ−ＴＣＤ（ガスクロマトグラフ−熱伝導度検出器
）を用いて水素量を測定した。
結果を図２に示す。野生型のＧＴ株と比べ、ｈｏｘＨ発現抑制株では密閉容器内に蓄積
した水素量の値が低下していた。
【００５６】
４．＜実施例１＞有機酸の製造
（好機培養）
５０

ｍｌ程度のＢＧ−１１液体培地に、ｈｏｘＨ発現抑制株をプレートから植菌し、
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ｐｈｏｔｏｎｓｍ−２ｓ−

３０℃、空気（１％ＣＯ２）、白色光５０〜８０

μｍｏｌ

１

ＢＧ−１１０

の明条件で３〜４日間、前培養した。７０ｍｌ

い培地）

＋５ｍＭ

（窒素源の入っていな

ＮＨ４Ｃｌに、ＯＤ７３０＝０．４となるように、遠心して回収し

た前培養の細胞を加え、上記と同じ明条件で３日間培養した。３日間培養後の培地中のア
ンモニアの濃度は１ｍＭ以下（検出限界以下）であった。また、３日間培養後の藍藻の細
胞は、低窒素条件下であっても、休眠していない状態であった。
（嫌気培養）
上記好機培養後の細胞を回収し、１０ｍＬの２０ｍＭ

Ｈｅｐｅｓ−ＫＯＨ（ｐＨ７．

８）にＯＤ７３０＝２０となるよう、細胞を再懸濁した。この再懸濁物をガスクロバイア
ル瓶に入れ、ブチルゴムで密栓して栓にシリンジを２本連結した。片方のシリンジから、
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１時間Ｎ２ガスをガスクロバイアル瓶に吹き込み、瓶内の空気をＮ２ガスに置換した。Ｎ
２ガスを止めてシリンジを栓から抜き、瓶をアルミ箔で覆い、密閉状態で３日間、暗条件

で振盪培養し培養液を得た。ＢＧ−１１培地０＋５ｍＭ

ＮＨ４Ｃｌの組成を以下に示す

。
【００５７】
【表２】

20

30
【００５８】
＜参考例１＞
上記実施例１において、瓶内の空気をＮ２ガスに置換せず、嫌気培養に代えて好機培養
を行った以外は、実施例１と同様にして培養を行い、培養液を得た。
【００５９】
＜比較例１＞
上記実施例１において、ｈｏｘＨ発現抑制株に代えて野生株（ＧＴ株）を用いた以外は
、実施例１と同様にして培養を行い、培養液を得た。
【００６０】
＜比較例２＞

40

上記比較例１において、瓶内の空気をＮ２ガスに置換せず、嫌気培養に代えて好機培養
を行った以外は、比較例１と同様にして培養を行い、培養液を得た。
【００６１】
５−１．細胞内の有機酸量の測定
上記の暗条件で振盪培養して得られた実施例１、参考例１、比較例１及び比較例２の培
養液のそれぞれを、ＯＤ７３０＝１×１０ｍｌ分サンプリングし、フィルター濾過し、フ
ィルターに細胞を集めた。
１μＭの１０−カンファースルホン酸を含む５００μＬメタノールを氷冷したものを抽
出液として用意した。この抽出液に上記のフィルターを浸して、ボルテックスミキサーを
用いて２０秒間撹拌した。撹拌後の抽出液に、氷冷した５００μＬクロロホルム及び氷冷
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した２００μＬの滅菌水を加えた後、ボルテックスミキサーを用いて３０秒間撹拌し、そ
の後１５，０００ｒｐｍ×５分，

４℃の条件で遠心分離させた。分離した上清３００μ

ｌを新しいチューブに移し、１ｍＭ

ピメリン酸を７μＬ加えたものを定法に沿って調製

し、ガスクロマトグラフ質量分析計（ＧＣ−ＭＳ）により成分を分析した。
【００６２】
結果を図３に示す。図３に示すグラフの縦軸は、サンプルに加えたピメリン酸の値を標
準物質とし、比較例２の培養液（ＧＴ＿Ａｅｒｏｂｉｃ）から得られた藍藻の細胞内の各
有機酸の濃度に対する相対値である。
実施例１の培養液から得られた藍藻（ｈｏｘＨ＿Ａｎａｅｒｏｂｉｃ）では、参考例１
の培養液から得られた藍藻（ｈｏｘＨ＿Ａｅｒｏｂｉｃ）、比較例１の培養液から得られ
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た藍藻（ＧＴ＿Ａｎａｅｒｏｂｉｃ）、及び比較例２の培養液から得られた藍藻（ＧＴ＿
Ａｅｒｏｂｉｃ）と比べて、細胞内の有機酸（ピルビン酸、乳酸、コハク酸、フマル酸、
リンゴ酸）の量が顕著に増加していることが明らかとなった。
【００６３】
５−２．細胞外（培養物中）の有機酸量の測定
上記の暗条件で振盪培養して得られた実施例１及び比較例１の培養液のそれぞれを遠心
分離し、上清１ｍｌを集めた。上清を凍結乾燥させ、得られた固体成分を移動相である３
ｍＭ
ＬＣ）

ＨＣｌＯ４溶液１００μｌに溶解し、これらを高速液体クロマトグラフィー（ＨＰ
ＬＣ−２０００

Ｐｌｕｓ（日本分光）を用い、定法に沿って成分分析した。
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【００６４】
ＨＰＬＣの測定条件は以下のとおりである。
移動相：３ｍＭ過塩素酸水溶液
反応液：０．２ｍＭブロモチモールブルー（ＢＴＢ），１５ｍＭ

リン酸水素ナトリウム

（Ｎａ２ＨＰＯ４・１２Ｈ２Ｏ）
カラム：Ｓｈｏｄｅｘ

ＲＳｐａｋ

ＫＣ−８１１

ｘ２

【００６５】
結果を図４に示す。図４に示すグラフの縦軸は、ＨＰＬＣにより得られた各有機酸の測
定値を培養液１Ｌあたりの有機酸の量（ｍｇ／Ｌ）に換算した値である。
図４に示す結果から、ｈｏｘＨ発現抑制株により有機酸（コハク酸、乳酸）の細胞外生
産が可能であることが示された。実施例１で得られた培養液（ｈｏｘＨ）では、比較例１
で得られた培養液（ＧＴ）と比べて、培養液中の有機酸（コハク酸、乳酸）の量が顕著に
増加していることが明らかとなった。
【００６６】
以上で説明した各実施形態における各構成及びそれらの組み合わせ等は一例であり、本
発明の趣旨を逸脱しない範囲で、構成の付加、省略、置換、およびその他の変更が可能で
ある。また、本発明は各実施形態によって限定されることはなく、請求項（クレーム）の
範囲によってのみ限定される。
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