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論  文  内  容  の  要  旨  

 

 シアノバクテリアは光合成を行う原核生物であり、光合成にクロロフィル（Chl）
とフィコビリンという２種類の光合成色素を用いる点が特徴的である。テトラピロー

ル生合成経路ではこれらの光合成色素のほか、さまざまなヘムタンパク質の補欠分子

族であるプロトヘムも生合成されており、光合成のみならず、呼吸を含む様々な生体

作用に関わる経路である。テトラピロール生合成経路は少なくとも 20 段階の酵素反応

から成り立っているが、そのうちコプロポルフィリノーゲン III（CPgen）オキシダー

ゼ反応、Mg-プロトポルフィリン IX モノメチルエステル（MPE）シクラーゼ反応、

ヘムオキシゲナーゼ反応の３つの反応では、基質として酸素（O2）が要求される。シ

アノバクテリアは地球上の多様な環境中で生育しているが、大気中には約 20％の O2

が含まれており、この大気と接する多くの生育環境は O2 が豊富な好気的環境である。

しかし、微生物マット、河川や湖沼の底、水田の泥といった大気と直接触れず他の微

生物と近接して生育するような環境では、周辺微生物の呼吸および自身の呼吸により

O2 が急速に消費され、低酸素環境にさらされる。また、一日の中でもシアノバクテリ

アがさらされる酸素環境は大きく変化する。日中は活発な光合成により O2 レベルは過

飽和に達する一方、光合成を行わない夜間は、呼吸による O2 消費のため低酸素、さら

には嫌気環境となる。このような低酸素環境下では、テトラピロール生合成経路の３

つの O2 要求性の反応が、O2 の不足により滞ってしまうと考えられる。私は、シアノ

バクテリアがこのような酸素不足問題に対して何らかの適応機構を有していると考

え、低酸素環境適応機構の解析を行った。  
 シアノバクテリア Synechocystis sp. PCC 6803（以下 Synechocystis 6803 とする）

を用いてヘムオキシゲナーゼ反応の解析を行った。Synechocystis 6803 のゲノム上に

はヘムオキシゲナーゼ（HO）をコードする遺伝子が２つ存在し、それぞれ ho1、ho2
と呼ばれている。これら２つの ho がコードするタンパク質はいずれも HO 活性を有
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することが既に報告されていたが、細胞内でどのように機能分化しているかは明らか

となっていなかった。まず、２つの ho の発現パターンを RT-PCR によって確認した。

ho1 は通常酸素条件、低酸素条件で生育したどちらの細胞でも転写物量がほぼ同程度

検出される一方、ho2 は通常酸素条件で生育した細胞ではその転写物はまったく検出

されず、低酸素条件下で生育した細胞でのみ転写物が検出された。次に、それぞれの

遺伝子欠損株∆ho1 および∆ho2 を単離し、その生理学的解析を行った。その結果、∆ho1
は通常酸素条件では致死形質を示し、低酸素条件下でのみ生育可能であったが、野生

株に比べて有意に生育が遅かった。また、ヘムオキシゲナーゼ反応が存在する経路の

最終産物であるフィコビリンの含量を調べたところ、通常酸素条件にさらした∆ho1 で

は野生株の 60%程度までフィコビリン含量が減少した。一方、低酸素条件では∆ho1
は野生株と同等のフィコビリン含量を示し、低酸素環境下で発現が誘導される HO2
によってフィコビリン生合成が維持されていることが示唆された。∆ho2 については通

常の光条件下では通常酸素・低酸素条件共に、野生株と同等の形質を示した。一方、

低酸素かつ強光の条件で生育を比較したところ、∆ho1、∆ho2 ともに生育不良を示し

た。これらの結果から、通常酸素条件では HO1 が唯一の HO として機能しており、

低酸素条件でも HO1 が主要な HO であるが、HO2 が補助的な役割を果たしており、

特に強光条件下では HO2 の寄与が増大することが示唆された。これらの結果から、ヘ

ムオキシゲナーゼ反応においては、HO1、HO2 という２種類の酵素を使い分けること

によって低酸素環境に適応していることが明らかとなった。他の２つの O2 要求反応に

ついても、CPgen オキシダーゼ反応では HemF と HemN、MPE シクラーゼ反応では

ChlAI と ChlAII の２種類の酵素がそれぞれ使い分けられていることが先行研究によっ

て明らかとなっている。これらのことから、テトラピロール生合成経路の O2 要求反応

では、通常酸素環境で重要な通常酸素型酵素（HemF、ChlAI、HO1）と低酸素環境で

重要な低酸素型酵素（HemN、ChlAII、HO2）の２種類の酵素が併存しており、低酸

素環境下では、通常酸素型酵素の働きを低酸素型酵素がバイパスするような形で補い、

低酸素環境に適応するという共通のメカニズムが示された。  
 ヘムオキシゲナーゼ反応解析の過程で、本来通常酸素条件では致死形質を示す∆ho1
から通常酸素条件下でも生育可能な偽復帰突然変異株∆ho1R が得られた。∆ho1R にお

ける ho1、ho2 の遺伝子発現を確認したところ、ho1 は確かに欠損していたが、ho2
が本来発現しないはずの通常酸素条件下でも発現するようになっており、この ho2 の

異常な発現により、ho1 の欠損が相補されていることが示唆された。また、ho2 は

Synechocystis 6803 のゲノム上で他の２つの低酸素型酵素をコードする hemN、chlAII

とオペロン（ chlAII-ho2-hemN）を形成しており、低酸素型酵素が必要とされる低酸

素環境下でこのオペロンの発現が誘導されることが明らかとなっていた。そこで、

∆ho1R における hemN、chlAII の遺伝子発現を確認したところ、ho2 と同様に、通常

酸素条件でもその発現が認められた。この結果は、∆ho1R においてオペロンの発現制

御系に何らかの異常が生じていることを示唆している。そこで、∆ho1R の全ゲノム配

列をリシーケンスし、野生株の配列と比較した。その結果、sll1512 における一塩基置



換（SNP）が ho2 の発現異常を引き起こす変異源であることが判明した。Sll1512 は

そのアミノ酸配列が MarR ファミリーに属する転写制御タンパク質と有意な類似性を

示したことから、 chlAII-ho2-hemN オペロンの転写制御を担っている可能性があると

考え、この遺伝子を chlR と命名しさらに解析を進めた。 chlR を欠損させた株∆chlR
は、通常酸素条件では野生株と同等に生育可能であるが、低酸素条件下では著しい生

育不良を示した。∆chlR における chlAII-ho2-hemN オペロンの発現を確認したところ、

低酸素条件においてもそれらの発現が全く認められなかった。したがって、∆chlR の

生育不良は、低酸素環境においても chlAII-ho2-hemN オペロンが誘導されず、その結

果 Chl 含量が著しく減少したことによって引き起こされていると推察された。また、

ChlR タンパク質は、低酸素環境下でオペロン上流の制御領域に結合し転写を活性化す

る機能を有することが示唆された。∆ho1R では、SNP によって引き起こされるアミノ

酸置換（Asp35→His）により、ChlR が常に転写を活性化するスーパーアクティベー

ターの状態になっていると推察される。そこで、大腸菌で調製した野生型 ChlR と

ChlR-D35H 変異型タンパク質を用い、オペロン上流領域の DNA 断片に対して通常酸

素条件下でゲルシフトアッセイを行った。その結果、野生型 ChlR はこの条件で DNA
結合能を示さなかったが、変異型 ChlR-D35H は明瞭な DNA 結合能を示した。この結

果は、上記の仮説を実験的に裏付けるものである。  
 次に、∆chlR の低酸素条件下での生育不良に着目した。この生育不良は酸素不足に

よる Chl の異常な含量低下によってもたらされると推察されることから、この細胞を

O2 にさらすことによって、Chl 生合成が再始動され、光合成的生育能を回復するので

はないかと考えた。そこで、低酸素条件下で 7 日間生育させた∆chlR 細胞を、通常酸

素条件に曝し、その経時変化を観察したところ、Chl 含量の増加に伴い光合成的生育

が徐々に回復していった。この過程は、被子植物で知られている光に依存した緑化と

は異なる新規な“酸素依存型”緑化と見なすことができる。そこで、光化学系タンパ

ク質のウエスタン解析と低温蛍光スペクトルによりこの緑化過程の解析を進めた。低

酸素条件で黄化させた∆chlR 細胞では、光化学系 II（PSII）の D1 と CP47、光化学系

I（PSI）の PsaA/B と PsaC のタンパク質含量が著しく減少していたが、O2 に曝すこ

とによりいずれもその含量が回復した。興味深いことに、PSII が 24 時間程度でほぼ

野生株レベルまで達したのに対し、PSI の回復にはほぼ 72 時間を要した。また、これ

らのタンパク質の転写物量については黄化緑化過程で一定であった。さらに、チラコ

イド膜の低温蛍光スペクトルを測定したところ、黄化状態の∆chlR では、PSI に結合

した集光性 Chl が特異的に減少していることが示唆された。以上の結果から、以下の

3 点が明らかとなった。１）Chl 供給の制限により、PSII、PSI の構成タンパク質は

共通して著しく減少する。２）黄化細胞では、PSII に比べ PSI に結合している Chl
がより大幅に減少している。３）O2 に曝すことにより Chl 供給を再開させた際には

PSII の方がより速やかに回復する。これらの結果は、Chl 供給が制限された条件で、

PSI よりも PSII に優先的に Chl を分配する未知のメカニズムの存在を示唆している。 


