
糸状菌 .ri04812rma r22s2i の研究

糸状菌 .ri04812rma r22s2i は、木質バイオiaを完全分解する
たTP必要な糖質加水分解酵素を全て分泌生産するこNが可能Mす。
.. r22s2i のdmgク質分泌能は微生物のoMも極Tて高D、分泌
dmgク質のおよそ (0% が糖質加水分解酵素  セルラnc、hミセ
ルラnc)Mす。この有用な能力を利用して、木質バイオiaBら
の有用物質生産を目指し、本菌の酵素生産機構Pついて解析を行っ
ております。

【研究者】
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未利用資源からの有用物質生産を目指して

近年、微生物の能力を利用したモノづくりに注目が集まっていま
す.私たちの研究室では、糸状菌の一種であるTr(choder)a reese(
(トhコデid・hmセイ がセiロmスs解酵素 (セiラmゼ と
いう酵素を大量に生産して植物細胞壁成s (セiロmス を糖までs
解する能力を持っていることに着目しました.この糸状菌は菌体外
のセiロmスを認識して、多種多様なセiラmゼをs泌生産するこ
とが知られています.特に、タンパク質をs泌する(菌体外にタン
パク質をrす 能力が非常に高く、微生物中で最大のs泌能力を
持っています.そのため、o界中の研究者がT. reese( をタンパク
質(セiラmゼ s泌のモデi生物として、様々な研究を行っていま
す.私たちもT. reese( の生き様を理解しその能力を応用すること
で、未利用資源からの有用物質生産の実用化を目指し研究を行って
います.
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当研究室にて注力していT領域

菌体外のhルロースを
どのように認識していTのか

いつ、どんなときに、
どのような遺伝子が
発現していTのか

高いタンパク質生産能を
どう利用すTか

変異株がどのような進化を
とげてきAのか

タンパク質
(hルラーi 

hルロース
mRNA

分泌

どのような形態をとり、
hルラーi生産に
どう関係すTのか

hルロース認識
・トランスポーター
・hンdータンパク質

coム情報
・比較coム解析

タンパク質生産
・各種hルラーiの生産比率調節
・有用タンパク質の発現

形態
・オルガネラ
・細胞壁

転写調節メカmズム
・転写調節因子
・sロモーター
・トランスクリsトーム

hルラーi
・基質特異性
・酵素の誘導メカmズム

酵素はどのように
働いていTのか

遺伝子

T. .))s)i は、菌体外に唯一の炭素源としてhルロースやその分
解産物が存在すTときのN、多量のhルラーi・ヘミhルラーiを
生産すTことが知Rれています。これまでにhルラーi生産制御機
構について様々な解析が行われており、複数の制御タンパク質の関
与が明Rかとなっています。しかしながR、その全容は未だ明Rか
になっていません。我々はこの生産制御機構を明RかにすTことを
目的として、誘導物質の取り込N・eaナル伝達経路かR、hル
ラーi・ヘミhルラーi遺伝子のsロモーター上での遺伝子発現制
御機構までを対象に幅広く研究を行っています。

転写核

翻訳

T.icho().ma .))s)i の生き様を理解し、利用すTAめに



セルラーゼ生産メカニeムの解析

生物N数多くの遺伝子を持っており、Cの数N大腸菌HN4,000
個以上、oトHN 2 万数千個に及びRA4T 1,,2,i T9,129 個T
の遺伝子を保持していRA4しかし、生物N全ての遺伝子を常に
使っているわけHNなく、必要な時に必要な遺伝子を発現させ、利
用しRA4遺伝子発現にN、転写、転写後プロセシング、RNA 輸
送、翻訳など複数のステップ9ありRA4T 1,,2,i N約 200 種類
のセルラーゼ・rsセルラーゼ遺伝子を持っており、特定の条件下
H発現9制御されていRA4これらの制御メカニeムの理解NT 
1,,2,i のセルラーゼを産業利用Aるにあたって重要HA4

浸透圧

転写調節因子

C 源
N 源0H
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転写制御領域：プロモーター

遺伝子

転写

.RNA 翻訳

結合

シグmルに応じた酵素9発現

分泌

転写活性化 o1 抑制

環境因子のシグmルを菌体内への伝達
環境応答メカニeムの解析

転写調節因子9プロモーターに結合
遺伝子の転写を調節

プロモーター解析による誘導メカニeムの解析
転写調節因子の機能解析

環境応答メカニeムとセルラーゼ生産能の相関性

菌体

誘導発現の仕組み

! セルラーゼ転写制御メカニeムの解析

! セルロース認識メカニeムの解析

本研究室HN、セルラーゼ生産メカニeムの解析の解明を目指
して、大きく分けて２つの方向からアプローiしていRA4



転写はxンパr質生産の第一ステyプでBり、また制御の中心で
bBりまN。そのたa、転写制御はほとんどNべTの生物現象Y
とっT非常Y重要X役割を果たしTCまN。T. r22s2i のセルラー
ゼ発現b転写レベルで制御さhTEり、複数の転写調節因子Yよっ
T複雑X制御を受けTCまN。酵素量は遺伝子発現の制御YよっT
決まりまNG、様AX転写調節因子G同定さhTEり、多因子G関
与しTCgたaYその機構は非常Y複雑でN。代謝制御を理解Ng
たaYは、転写調節因子の一S一Sの機能Y加え、複数の転写調節
因子G働I機構を同時Y考えgと共Y、そheY制御さhg代謝経
路の全体像を明確YNg事G重要でN。転写制御メpニuムG明e
かYXhば、木材の組成Y合iせたセルラーゼの比率を調製Ngこ
とG可能で、より効率的X酵素生産G実現でHまN。

セルラーゼ転写制御メpニuムの解析
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セルロース認識メカeズムの解析

人間.食べ物を食べると胃酸を分泌するように、微生物も菌体外
の物質、状況を認識して様)な応答を行います(菌体内に取り込ま
れた物質の認識メカeズムは、様)な微生物および物質で解明され
てきています(一方で、直接的に菌体内に取り込むことのできない
昆虫や植物(不溶性物質 を認識する微生物も存在します(菌体外の
不溶性物質を認識した微生物は生育や酵素生産を行うため、不溶性
物質を分解する酵素分泌を誘導します(しかし、これら微生物はど
のようにして菌体外の状況を認識しているかは未だ完全には理解さ
れていません(T. reesei も菌体外のセルロース(不溶性 を認識し、
セルrーゼ遺伝子の発現を活性化します(我)はこの認識メカeズ
ムを明らかにすることで、セルrーゼ生産能の向上だけでなく、微
生物の不溶性基質の認識メカeズムの解明を目指しています(

不溶性物質の認識による酵素生産
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r態学的観点かQMセルラーゼ生産機構M解析

糸状菌M特徴はタンパク質高分泌能Eけではなく、CM4r』に
あります3しかし、こTまでにr態とタンパク質生産M関i性は理
解が進んで7ません3-. r..1.i を電子顕s鏡で観察すSと、セル
ラーゼ生産時に菌糸M表面に繊維状M物質を生産すSことが観察さ
Tて7ます3こM現象は他M糸状菌でPタンパク質生産時に観察さ
Tて9り、私たちはこM特徴的なr態と糸状菌M高7タンパク質分
泌能力に密接な関iがあSと考え、研究を行って7ます3
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日本型変異株ePUrセルラーゼ高生産化メyニズムの解析

こsまae、潜在的な産業的利用価値の高さQら、突然変異導入
eより世界中a数多Tの8. CeeDei セルラーゼ高生産変異株R造成
さsてSまし]。しQし、[sぞsの変異株eつMて、ゲノム中の
変異点とセルラーゼ高生産化との関連は明らQeなってMません。
当研究室aは、日本a独自e開発さs]一連の8. CeeDei 高生産変
異株の系統菌株t保有してMまY。

8. CeeDei 日本型変異株
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こsら変異株のゲノム配列m表現型の違Mt明らQeし、異なr
菌株同士a比較Yrことeより、「cのよNな変異R、セルラーゼ
の生産性t高めrとMN表現型tl]らし]のQ？KとMN根本的
Qつ重要な鍵となr知見t得rことRaSまY。さらe、iとんc
の変異株は 529414 と呼ばsr8. CeeDei の標準株より造成さs
MまY。ゆえe、日本型変異株a明らQとなっ]有用な変異点は他
国の菌株el応用YrことR可能aあり、非常e重要度の高M研究
aありまY。



遺伝子工学的手法を用いたTーパー菌株の開発

T. reesei は、高いVルラーゼ生産能を持つことから、i界中で
UV照射や化学物質処理によるVルラーゼ生産を向上させた変異株
の作製が盛んに行われて.ました。しかし、突然変異による菌株改
良ではこれ以上のVルラーゼの大幅な増産はで.ないと予想されて
います。そのため、VルeーT分解s率の向上には新たなアプeー
チが必要です。当研究室では、研究によって明らかとなったVル
ラーゼ生産r御メカニUムの知見や高生産化に寄与するゲノム中の
変異点などを遺伝子組換え技術を用いてT. reesei に導入すること
で、これまでにない『Tーパー菌株』の開発を行っています。

高機能糖化酵素生産菌株の造成Tトラテジー
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• 花王株式会社⎘
【共同研究機関】

【受 賞】
• 6aNaFC DaIaFaAama さn(D2、スリランv出身 が第31回セル

ラーゼ研究会aて優秀ポスター賞 第三等m受賞
平成29年)月8日a長野県で行lれた第31回セルラーゼ研究会aてD2

6aNaFCさnが9IA87と呼dれるプロテrーゼb転写制御a関する報告で優
秀ポスター賞m受賞されgしたP

• 産業技術総合研究所⎘
(生物プロセス研究部門 バtオデザtン研究グループ⎘ 

• 綜合画像研究支援⎘

• 九州大学 農学研究院⎘
(生命機能科学部門 生物機能分子化学講座 遺伝子制御学分野⎘ 

• 酒類総合研究所⎘
• 2aFGC UFCLeIsCKN Gf 8cCeFce aFd 9ecBFGDGAN⎘ (ベトナム 

(0eImeFKaKCGF 9ecBFGDGAN 5ab.⎘ 

• 平沢大樹さn (D1、旭川高専出身 が 4KB 3FKeIFaKCGFaD 
131A4U .GFfeIeFce aて BesK 7GsKeI AwaId m受賞⎘
平成2)年(月20日a長岡技術科学大学で行lれた 4KB 3FKeIFaKCGFaD

131A4U .GFfeIeFceaて 平沢さnがH2依存的なセルラーゼ生産機構a
関する報告でBesK 7GsKeI AwaId m受賞されgしたP

【メデsr掲載】
• 遺伝子組換Um用Sて木質バtオマスb分解m高効率a行T酵素

b開発a成功
日経産業新聞(2010年10月13日 おhf日経産業新聞(2010年10月20日 、

新潟日報(2012年3月1)日 a、9. IeeseC m遺伝子組換U技術ahi改良し、
非食用植物b分解効率が従来b5倍m示す酵素b開発a成功したとして、掲
載されgしたP
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http://bio.nagaokaut.ac.jp/1863.html
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