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現在に至る

褐藻類の主成分マンニトールとアルギン酸を原料とする出芽酵母による
有用化合物の発酵生産
Production of valuable compounds by a budding yeast
Saccharomyces cerevisiae from mannitol and alginate, major
carbon sources of brown macroalgae
Brown macroalgae are promising carbon sources for biorefinery. However, major
carbohydrates in brown macroalgae are alginate and mannitol, both of which are difficult to be
fermented by a budding yeast Saccharomyces cerevisiae, an excellent microbial cell factory.
In this study, we attempted productions of pyruvate and L-lactate from mannitol using S.
cerevisiae (Mtl+) strain that had acquired an ability to assimilate mannitol through mutation into
the gene for Tup1 or Cyc8. Although both chemicals could be produced from mannitol using
the Mtl+ strains, the productivity was low, indicating that further improvement of the capacity
to metabolize mannitol is needed. Moreover, the 2 methods were compared to confer the ability
to assimilate mannitol on S. cerevisiae; (1) the introduction of the mutation into the gene for
Cyc8 and (2) the artificial over-expressions of the genes for Mdh and Hxt17 that are required
to metabolize mannitol. Consequently, the latter was demonstrated to be better. In order to
construct S. cerevisiae Mtl+DEH+ strain that is able to utilize both mannitol and DEH, the genes
for Mdh and Hxt17 as well as the 4 genes required to metabolize DEH (a monouronic acid that
could be produced by a digestion of alginate with exo-type alginate lyase) were introduced into
the genomic DNAs of 2 S. cerevisiae strains (BY4742-derived strain and D452-2 strain). The
abilities to assimilate DEH of the Mtl+DEH+ strains were further successfully improved through
an adaptive evolution in a DEH medium and an optimization of the growth condition. Finally, we
demonstrated that Atu3025 was the best exo-type alginate lyase among the 3 exo-type alginate
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lyases tested and showed that DEH could be produced from alginate extracted from brown
macroalgae (akamoku) only by the cooperation of Atu3025 and endo-type alginate lyase (A1-I).

はじめに
有用化合物生産の優れた宿主である出芽酵母 Saccharomyces cerevisiae を用いた、陸性可食
性バイオマス（サトウキビとトウモロコシ）を原料とした有用化合物の発酵生産技術は有望な技術であ
る。広大な耕作面積を有する米国とブラジルでは、出芽酵母を用いたサトウキビとトウモロコシ各々を原
料としたエタノールの発酵生産が実用化されている。一方、狭隘な耕作可能面積しか有さないが広大
な管轄水域に恵まれた我が国にとって、海洋バイオマス（海藻）資源は、我が国で栽培可能な有望な
バイオマスの一つである。海藻（緑藻、紅藻、褐藻）の中でも、藻場という巨大な「海の森」を形成する
褐藻（微細藻類ではない大型褐藻；コンブ、ワカメ、アカモクなど）は、養殖技術が確立されている、栽
培および回収が比較的容易などといったバイオマス資源としての長所を有する。また褐藻は、水質浄
化機能および海産資源の涵養機能なども示す（藻場効果）。しかし、褐藻の主要糖質はマンニトール
（フルクトースの還元体）や難分解性の高分子アルギン酸（マンヌロン酸とグルロン酸からなる重合体）
である。出芽酵母はアルギン酸とマンニトールを資化できない。もし、アルギン酸とマンニトールを資化
できる出芽酵母が得られたならば、
「海洋バイオマス資源を原料とした有用化合物の実用的発酵生
産」が実現する。更に、かかる発酵生産の実現により、褐藻類の需要が急増し、褐藻類の安定供給、
藻場効果による海産資源の涵養、および水産業の振興といった水産分野への貢献も期待できる。
我々は、アルギン酸とマンニトールを原料とした、スフィンゴモナス属細菌 A1 株や出芽酵母を用い
た有用化合物生産系の構築を目指して研究を進めてきた［総説：（ 1 ）］。本稿では、特に出芽酵母への
アルギン酸とマンニトール資化能の付与を中心に、有用化合物（ピルビン酸、L-乳酸）の生産やエキソ型
アルギン酸リアーゼの性能比較解析結果にも触れつつ得られた成果を紹介する。

方

法

菌株および培養
MK4416 株は、cyc8Δ1139–1164 アリルを有する一倍体出芽酵母 BY4742 株（ 2 ）であり、Pdc- 株
は MK5316 株（ MK4416 ade2Δ trp1Δ63 ）の Pdc1 / 5 / 6 遺伝子（PDC1 / 5 / 6 ）を破壊した株（ 3 ）
である。一倍体出芽酵母 D452-2 株（京都大学

小瀧先生より供与）の CYC8 をcyc8Δ1139–1164

アリルと置換した。MDH / HXT17 の強制発現のためにBY4742 株由来のMK5315（BY4742 ade2Δ

trp1Δ63 ）株ならびに D452-2 株の偽遺伝子領域に、TDH3 プロモーター
（ p ）/ターミネーター
（ t ）間
に挟まれた HXT17 および ADH1 p / t に挟まれた MDH を導入した。DEH 資化能の付与のために、

TDH3 p / t に挟まれた Ac_DHT1 遺伝子、TEF1 p / t に挟まれた A1-R’ 、KDGK 、Eda 各遺伝子を
両株のゲノムDNA の偽遺伝子領域に導入した。ウシ由来の L- 乳酸脱水素酵素遺伝子は出芽酵母
発現ベクター pAT424（ 4 ）の SalI に挿入した。Ac_DHT1 、A1-R’ 、KDGK 、Eda 、および L- 乳酸脱
水素酵素各遺伝子はコドンを出芽酵母型に最適化した上で人工合成した。
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出芽酵母の培地および培養法は既報に従った（ 5,

。組換え精製エキソ型アルギン酸リアーゼの

6）

調製は既報に従い、大腸菌を宿主として用いて TALON アフィニティーカラムで精製した（ 7 ）。DEH
（ 4 - デオキシ-L- エリスロ-5- ヘキソセウロース ウロン酸）はアルギン酸をエキソ型アルギン酸リアーゼ
Atu3025で分解して調製した。
分析方法
マンニトールとグルコースは HPLC で、エタノールは酵素法で定量した（ 3 ）。A1-R’ 活性の測定は
既報に従った（ 8 ）。エキソ型アルギン酸リアーゼの活性測定（特に言及しない限り、初期アルギン酸
1mg /ml ）ならびに DEH の定量は既報に従った（ 7 ）。アルギン酸や DEH の TLC 分析は既報に
従った（ 9 ）。
褐藻アカモクからのアルギン酸の抽出
未破砕の乾燥アカモク50gを1 N の硫酸 1 L に4 ℃で一晩浸漬し、4％
（ w/w ）炭酸ナトリウム1 L 中
で一晩室温で撹拌した後に、三角コーナー用のネットを用いて固液分離した。粘性の高い液体画分を
アルギン酸画分とした。

結果と考察
出芽酵母へのマンニトール資化能の付与とマンニトールからのピルビン酸の生産
マンニトール資化能の付与に関しては、出芽酵母は TUP1 または CYC8 への自然変異によりマンニ
トール資化能を獲得することを見出している（ 2 ）。例えば、マンニトール資化能を獲得した株（ Mtl＋株）
の一つ MK4416 株は、cyc8Δ1139–1164 アリルを有していた。本株は、マンニトールからのエタノール
の生産性ならびに耐塩性において優れた酵母である（ 2 ）。
ピルビン酸は L-ドーパ（パーキンソン氏病の特効薬）、N- アセチル -D- ノイラミン酸（抗インフル
エンザ薬など各種医薬品の前駆体）、および（ R ）- フェニルアセチルカルビノール（気管支拡張剤
エフェドリンの前駆体）などの医薬品あるいはダイエット素材等の原料となる重要化合物である。
MK4416 株由来の MK5316 株（ MK4416 ade2Δ trp1Δ63 ）を宿主（親株）としてピルビン酸脱炭酸
酵素遺伝子（PDC1 / 5 / 6 ）三重破壊株（ Pdc- 株）を構築し、同株を用いたマンニトールからのピル
）
ビン酸の生産を試みた（ 3（図
1 ）。通常はピルビン酸脱炭酸酵素の作用によりピルビン酸はエタノール

へと代謝されるが、Pdc- 株ではエタノールへの代謝経路がブロックされるためピルビン酸が生産され
ると期待された。期待通りに Pdc- 株はエタノールを生産せずに培養 4日間で 0.86g / L のピルビン酸を
20g / L のマンニトールから生産した（図 1 ）。収率は 0.77gピルビン酸 /g マンニトールであり、この収率
は理論収率の 79 ％であった。しかし、消費されたマンニトール量が極めて低かったため、生産された
ピルビン酸量（ 0.86g / L ）は既報（ 10 ）のグルコースからのピルビン酸生産量と比較して極めて低かった。
例えば出芽酵母 TAM 株は 4 日間で 250g / L のグルコースを消費して 135g / L のピルビン酸を生産
する（ 10 ）。
他方、L- 乳酸は生分解性プラスチックの原料であり、ピルビン酸に L- 乳酸脱水素酵素が作用する
ことにより生産される。本研究では、ウシ由来の L- 乳酸脱水素酵素遺伝子を発現ベクター pAT424
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を介して MK5316 株に導入し、マンニトールからの L- 乳酸の生産を試みた。確かにマンニトールから
L- 乳酸が生産されたが、ピルビン酸の場合と同様に、L- 乳酸の生産量も低かった。マンニトールから
の有用化合物の生産にはマンニトール資化能の更なる向上が必要と考えられた。

図 1 出芽酵母（ Pdc- 株およびその親株：MK5316 株［ MK4416 ade2Δ trp1Δ63 ］）による
マンニトールからのピルビン酸の生産

マンニトール資化能の付与方法の比較
米国の Enquist–Newmanらは「マン
ニトールデヒドロゲナーゼ遺伝子（MDH ）
と推定マンニトールトランスポーター遺伝
子（ HXT17 ）の強制発現」によっても
出芽酵母へのマンニトール資化能の付
与が可能であることを示している（ 6 ）。ど
ちらの方法が優れているかを 2 種類の
一倍体出芽酵母（ BY4742 株とD4522 株）を親株として用いて検討した。即
ち、両株のゲノム DNA 上の CYC8 を

cyc8Δ1139–1164 アリルと置換した株、
MDH / HXT17 の各々をプロモーターと
ターミネーターに挟み込んだ上で両株の
ゲノムDNA に導入した株を構築し、これ
らの株の合成グルコース培地および合成
マンニトール培地での生育性と両培地で

図 2 マンニトール資化能の付与方法の比較
2 つの出芽酵母株：BY4742（○●）、D452-2（△▲）のゲノム

のエタノール生産性を比較した（図 2 ）。 DNA 上のCYC8 をcyc8Δ1139–1164 アリルと置換（○△）。
その結果、マンニトールからのエタノール 両株のゲノム DNA 上でMDH/HXT17 を強制発現（●▲）。

合成 10 ％グルコース培地（左）および合成 10 ％マンニトール培地

の 生 産 性 以 外 は、グルコースからの （右）で培養。
エタノール生 産 性 、グルコースおよび
マンニトール各々の存在下での生育性、
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共に強制発現によりマンニトール資化能を付与した株の方が優れていた（図 2 ）。また、cyc8Δ1139–

1164 アリルと置換した株では、後述する DEH 資化関連遺伝子が発現しなかった。これらの結果か
ら、以降の研究では出芽酵母にマンニトール資化能を付与する場合には、MDH / HXT17 の強制発
現方法（ 6 ）を採用することにした。ただし、TUP1 または CYC8 への自然変異によるマンニトール資化
能の付与方法は、遺伝子組換えに頼らずにマンニトール資化能を付与する場合に有用と考えられた。
他方、Cyc8のプリオン化によるマンニトール資化能の獲得を示す証拠も得た。
出芽酵母への DEH 資化能の付与
アルギン酸資化能の付与に関しては、出芽酵母へのアルギン酸取り込み能の付与は困難と予想さ
れたので、出芽酵母へ DEH 資化能を付与する研究に着手した。DEH は、アルギン酸をエキソ型アル
ギン酸リアーゼで分解することにより生成するモノウロン酸である（図 3 ）。しかし、先に上記 Enquist–
Newmanらが DEH 資化能の付与に成功した（ 6 ）ため、同グループが特定した海洋性のアルギン酸資
化性カビ由来 DEH 輸送体（ Ac_DHT1：図 3 ）を援用した、2 種類の出芽酵母株（ BY4742 由来株、
D452-2 株）への DEH 資化能の付与を試みた。すなわち、Ac_DHT1 遺伝子とDEH 資化に必要な
他の 3 遺伝子（スフィンゴモナス属細菌 A1 株由来 DEHレダクターゼ［ A1-R’：当分野で立体構造決
定済み（ 8 ）］、大腸菌由来 KDG キナーゼ［ KDGK ］、大腸菌由来 KDPG アルドラーゼ［ Eda ］
：図 3 ）
各々のコドンを出芽酵母型に最適化した上でプロモーター /ターミネーター間へ挿入し、両株のゲノム
DNA（10 番染色体と15 番染色体）へ導入した。更に上記のマンニトール資化に必要な 2 つの遺伝子
（MDH / HXT17 ）各々もプロモーター /ターミネーター間へ挿入した上で両株のゲノム DNA（ 10 番
染色体）へ導入した。この様にして、DEHとマンニトール両方を資化できる出芽酵母株 Mtl＋DEH＋株
を構築した。

図 3 アルギン酸の代謝経路

Mtl ＋ DEH ＋株の DEH 培地上での生育は極め
て遅く、濁度（ A600 ）1.6 に達するのに 2 週間も要する
ほどであった（ただし、遺伝子を導入していない親株
は DEH 培地で全く生育しなかった）。そこで、最初に
DEH 資化能の付与に成功した Enquist–Newman
らの例に倣い（ 6 ）、DEH 培地での継体培養（適応進
化）を行った。最初の世代時間が 60 時間程度であっ
たのに対して、培養条件の最適化と適応進化により、
世代時間の大幅な短縮に成功した（図 4 ）。即ち、最
適培養条件では、160 世代（ 30 回 植え継ぎ）後の
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図4 D
 EH 培地における適応進化と培養条件の
最適化による世代時間の短縮

BY4742 株由来 Mtl＋DEH＋株は世代時間が 25 時間から 10 時間にまで短縮し、同様に 141 世代
（ 28 回 植え継ぎ）後の D452-2 由来 Mtl＋DEH＋株は世代時間が 36 時間から 11 時間にまで短縮
した。適応進化した両株を Mtl＋DEH＋＋株と称した。適応進化のメカニズムは未解明であったが、
今回、適応進化メカニズムの一端を明らかにした。すなわち A1-R’ 活性の向上がその要因の一つと
考えられた。また、Mtl＋DEH＋＋株のマンニトール資化および DEH 資化にはミトコンドリアの機能が
必須であることも明らかにした。
エキソ型アルギン酸リアーゼの性能評価
アルギン酸をエキソ型アルギン酸リアーゼで分解することによ
りモノウロン酸 DEH を調製している。また、DEH でなくアルギ
ン酸を資化できる出芽酵母株の作出には同リアーゼの出芽酵
母細胞外での発現が必須である。従って最適な同リアーゼを
選択する必要があるが、同一条件で複数の同リアーゼの性能
を比較評価した例がなかったため、最適な同リアーゼは不明で
あった。本研究で 3 つのエキソ型アルギン酸リアーゼ（アグロバ
クテリウム由来 Atu3025 、スフィンゴモナス属細菌 A1 株由来
A1-IV、および海洋性細菌Saccharophagus degradans 由来
Alg17c ）の各組換え精製酵素の性能評価を実施した（ 7 ）
（図 5 ）。なお、A1-IVとAtu3025 は PL-15 に、Alg17c は
PL-17 に、海洋性細菌 Zobellia galactanivorans 由来の
エキソ型アルギン酸リアーゼ AlyA5（ 11 ）は PL- 7 にそれぞれ
分類される。評価の結果、活性は A1- IV が最大で、次い
で Atu3025 、最低の活性を示すのが Alg17c であったが、
Atu3025 が透析可能で凍結融解にも耐え得る点で最も優れて
いると判断された（図 5 ）。
褐藻（アカモク）由来のアルギン酸を抽出し、本アルギン酸か
らの DEH の生産条件を検討した。なお、アカモクは京都府農
林水産技術センター海洋センターで養殖法が確立されており、 図 5 3 つのエキソ型アルギン酸リアーゼ
現在も京都府沿岸での養殖試験が進められている有望な褐藻
である。上記の研究で強い活性を示したエキソ型アルギン酸
リアーゼ（Atu3025またはA1-IV）単独、および同リアーゼ各々
とエンド型アルギン酸リアーゼ（ A1-I：アルギン酸をオリゴアルギ
ン酸へと分解）共存下で、酸性（ pH4.4 ）
、中性（ pH7.6 ）
、アル
カリ性（ pH9.1 ）の条件でアルギン酸からの DEH の生産を調べ
たところ、A1-IとAtu3025 共存下においてのみ、中性もしくは
アルカリ性条件下でアカモクから抽出したアルギン酸から DEH
が生産されることを示した（図 6 ）。

（ A1-IV 、Atu3025 、Alg17c ）
の性能比較

上 ：反応時間の影響。A1-IV（▲）、
Atu3025（○）、Alg17c（□）。
中 ：初期アルギン酸濃度の影響。6 時間
反 応 。A 1 - I V（ 濃 い 灰 色 棒 ）、
Atu3025（薄い灰色棒）、Alg17c
（白色棒）。
下 ：透 析と凍 結 融 解 の 影 響 。2 0 m M
Tris-HCl 緩衝液（ pH 7.5 ）で透析
した（ + ）
、しない（－）酵素を凍結前
（中の図と同様）、凍結後（黒色棒）
に活性評価。
nd：活性検出されず。
ND: 透析で失活したため凍結せず。
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図 6 アカモク由来アルギン酸からの DEH の生産
生産された DEHをボックスで強調した。

まとめ
CYC8 への自然変異によりマンニトール資化能を獲得した出芽酵母 MK4416 株由来の株を宿主と
した、マンニトールからのピルビン酸および L- 乳酸の生産を試みた。両化合物共にマンニトールから生
産できたが、生産性が低く、マンニトール資化能の向上が必要と考えられた。上述の CYC8 への変異
導入による方法と米国グループにより報告された必要遺伝子（MDH / HXT17 ）の強制発現による方
法、どちらの方法が出芽酵母へマンニトール資化能を付与する上で優れているかを比較したところ、後
者が優れていることが分かった。2 種類の出芽酵母株（ BY4742 由来株、D452-2 株）に本方法により
マンニトール資化能を付与し、さらに DEH 資化能も付与してマンニトールとDEH の両方を資化できる
Mtl＋DEH＋株を構築した。更に、DEH 培地での適応進化と培養条件の最適化により本株のDEH 資
化能を向上させた。一方、アルギン酸からDEH を生産する場合に必要なエキソ型アルギン酸リアーゼ
について、Atu3025 が最も優れていることが分かった。Atu3025はエンド型アルギン酸リアーゼ A1-Iと
の協同作業により、褐藻（アカモク）由来のアルギン酸からもDEHを生産できることを明らかにした。
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