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講演記録

極限微生物は面白い
今中

忠行
立命館大学生命科学学部教授
座長：永井
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中部大学生物機能開発研究所長
以下の記録は、生物機能開発研究所と生命健康科

在所属しておられます、立命館大学生命科学部教

学研究所の主催により 2008 年 12 月 26 日に開催

授を務めておられます。京都大学におられたころ

された、第 3 回中部大学ライフサイエンスフォー

だと思いますが、第 46 次南極探検隊、極地観測

ラムで行われた講演を収録したものです。

の隊員として参加されまして、しらせ大学の学長、
「しらせ」というのは観測船でございますね、そ

司会）それではこれより講演を始めたいと思いま

こでの、しらせ大学の学長を務められましたし、

す。今中先生、永井先生、どうぞ壇上にお進み下

南極大学の学長もお勤めになりました。現在は日

さい。それでは、永井先生よろしくお願いいたし

本学術会議の会員として、広い視野から学術の将

ます。

来を見据えた活動をされていらっしゃいます。
これまでの広いご業績に関しまして、日本発酵

座長）本日の２つ目の講演でございますけど、現

工学会斉藤賞、日本生物工学会生物工学賞、有馬

在、立命館大学生命科学部教授でいらっしゃいま

啓記念バイオインダストリー協会賞、日本化学会

す今中忠行先生にお願いいたしております。今中

賞等をご受賞になっておられます。また、アメリ

先生は、私は大分古いお付き合いなのでございま

カ微生物学アカデミーのフェローでいらっしゃ

すけれど、もう何十年かに亘っていろいろなとこ

います。ご専門は、タンパク質工学でありますと

ろでお目にかかる機会が多くございまして、その

か、あるいは、本日お話いただけると思いますが、

たびごとに、違うテーマで、新しい大発見を繰り

極限環境の微生物、環境バイオテクノロジー学会

返されるというような、大変活発に研究をされて

も先生が中心になってお世話を頂いております。

いらっしゃる先生でございます。今日お話いただ

このように幅広い研究をされている先生でいら

ける内容も、多分幅の広いお話だと思います。

っしゃいます。常々大変ユニークで楽しいお話を

簡単に先生のご経歴を紹介させていただきま

聞かせていただいて、講演というものはこういう

すと、先生は、大阪大学大学院を修了されまして、

風にしなければいけないのだな、といつも勉強さ

発酵工学のご専門でいらっしゃいます。大阪大学

せていただいている先生でもあります。本日のご

の助手、助教授、教授を経て、京都大学教授にな

講演でも、楽しいお話が伺えるのではないかと私

られました。その間、マサチューセッツ工科大学

も楽しみにしております。どうぞ先生よろしくお

の博士研究員としてしばらくご滞在されまして、

願いいたします。

応用微生物学の、ここでもユニークなお仕事を展
開されたと伺っております。それから、本年の３

今中）永井先生、丁重なご紹介ありがとうござい

月に、京都大学を定年で退職されまして、京都大

ます。皆さんこんにちは。これから１時間ほどの

学名誉教授になっておられます。４月からは、現

間「極限環境微生物は面白い」と題しまして話を
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させていただきたいと思います(図 1)。

度ということになります。火星はもう少し低温と
いうことになるんですが、これ、見ていただいた
らわかるように、太陽から離れるほど、温度が下
がっていくという。これは当たり前のことかと思
います。生命、あるいは生物を定義するときに、
細胞構造をとるというのは非常に大事なポイン
トになりますが、その、細胞を構成する成分のう
ち一番大きいものは、70％ほどを占める水であり
図1

まして、水が液体状態で存在することが必須でご
ざいます。そういう意味ではこの地球は「水の惑

今日の話は４点ございまして、「生命の誕生と進

星」ということが出来るわけです。私たち人類も

化」
「極限環境微生物」
「超好熱菌とその利用」
「南

含め、生命が誕生し、進化したのは、地球だった

極の微生物」というところでございます(図 2)。

からだという必然を感じるわけであります。

図2
枚数は多いのですが、写真が非常に多いものです
図4

から、スピーディーに、時間内に終わりたいと思

図 4 は約 45 億年の地球の歴史を１年のカレン

います。

ダーで示したものでありまして、１月１日の元旦、
午前０時に地球が生まれました。それから、約 38

生命の誕生と進化

億年ほど前に生命が生まれたと言われておりま
すが、それは大体３月ごろになります。3 月ごろ
に原始生命が誕生し、５月ごろに原始藻類が誕生
いたしました。それまでは酸素の無いような状態
で、微生物が増殖するということだったわけです
が、初めて、この藻類の発生によって、地球上に
図3
図 3 は太陽系の惑星を示したものでありまして、

酸素が出現することになりました。
嫌気性の微生物にとっては酸素は毒ですから、

最近は、水・金・地・火・木・土・天・海で終わ

まず最初は、酸素に対して耐える、耐性を持つと

って、冥王星は惑星からはずされましたけれども、

いうことを戦略に取り入れました。ところが、生

太陽の表面温度が 6000 度になります。温度が。

命が素晴らしいのは単に耐えるだけではなくて、

ところが、水星では最大 500 度。金星でも最大

そのうち、酸素を有効利用しようというシステム

500 度になり、地球は大体-50 度から+50 度Ｃ程

を作り上げたことでありまして、いわゆる酸素呼
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吸、あるいは酸化的リン酸化という機能を発揮す

とになっております。

ることになったわけです。酸素が蓄積してから、
６月・７月ごろに酸素を有効利用できる微生物が
生まれてきました。
その有効性を１例だけ申し上げますと、グルコ
ース１モルを嫌気発酵すると一応２モルのＡＴ
Ｐができるということになっています。ところが、
酸素を用いてグルコース１モルを完全酸化する
と理屈上 38 モルのＡＴＰが出来ます。つまり、

図5

酸素を用いて好気的な酸化分解をやれば 19 倍の

今言ったのを、もう少し生物だけに焦点を当て

効率でエネルギーが得られるわけですから、これ

て示したのが、この図 5 でございまして、まず嫌

は、同じものを食べても効率が 19 倍であればそ

気呼吸を行う原始生命体が存在しますが、そのう

ちらが主役になるのは当然でありまして、そうい

ちバクテリアの祖先と Archaea/Eucarya の祖先

う好気性の微生物が生まれたおかげでその子孫

とに別れます。さらに、これはどんどん進化して

の子孫の子孫という形で私たち人類が生まれた

いくわけですが、光合成細菌が出てまいります。

ということになるわけです。

そして、そのうち、好気性の細菌が出てまいりま

9 月くらいになりますと、真核生物が生まれて

して、酸素を放出するようになります。で、その

きました。それまでは原核生物という比較的小さ

内、これは先ほど言ったような藻類に相当するよ

な細胞ですけども、真核生物は細胞も大きくなり、

うな部分ですけれども、それから好気性の微生物

細胞の中にいろいろな小器官、たとえば核だとか、

がどんどん生まれてまいります。そしてこの嫌気

あるいはミトコンドリアだとか葉緑体と言った

性菌の細胞に中に、こちらのバクテリアに由来す

ような細胞内の小器官を持つことよって、機能分

る好気性菌が、細胞内に寄生するようになり、そ

化が行われてくるようになったという段階であ

して共生します。それが進みますと最後は動物細

ります。それから 11 月 12 月は多くの動植物が生

胞になります。この好気性菌由来のものは、ミト

まれてきたんですけども、実は、私たちの直接的

コンドリアということになるわけです。さらに、

な祖先というのは大体 300 万年位前だということ

これに植物的なラン藻が共生して入りますと、植

になります。そうしますと、原人が生まれたのが

物細胞になりまして、これは、葉緑体ということ

300 万年前といいますと、このカレンダーでは大

になるわけです。つまり、生命が進化するときに

晦日の 12 月 31 日、午後 7 時に人類が生まれた訳

は、単に遺伝子の変異と自然淘汰だけではなくて、

です。つまり、この地球の歴史からいうと私たち

遺伝子のウィルスを介した水平伝播のように、ま

人類は最後の最後にちょろっと顔を出しただけ

とまって別の生物にうつることもありますし、生

の存在であって、この図で申し上げたいひとつの

物自体が、もう、共生して入り込むということも

結論は、地球の先住民は微生物であるということ。

あって、ダイナミックな遺伝子の組み合わせも生

これがポイントの一つです。それから後でもちょ

まれてきたというのが現実のところであります。

っと触れますけれども、私たち人類が生まれたの

図 6 は生物の進化系統樹をまとめたものですが、

は微生物のおかげだということもいえます。これ

真核細胞、細菌、始原菌とこう 3 つのグループに

は地球環境を守ってくれる代謝の半分は微生物

分けることが出来ます。以前は、形態学と生理学

に依存しておりますし、腸内細菌には数百種類の

だけでは、ここから下は原核生物、ここから上は

微生物が消化・吸収を助けてくれる。こういうこ

真核生物というように分けられていたんです。

14−今中 忠行

微生物が一杯いるということ。そして、現在では
この地下の微生物量のほうが、地上のものよりは
るかに多いというのが定説になっておりますか
ら、地下の微生物の働きも地球の環境浄化に役立
ってくれているということになるんです。
じゃあ、どのようにして地下の生物は生きてい
るのかといいますと、たとえば、有機物がありま
図6

すと、酸化されて炭酸ガスを放出する(図 8)。こ

1973 年に遺伝子工学が生まれたんですが、

れはいわゆる従属栄養微生物といわれる一群で

1977 年にイリノイ大学のウースらが遺伝子工学

す。一方、もうひとつは化学独立栄養生物という

の技術を使って、遺伝子，16S ribosomal RNA と

のは還元力を用いて、炭酸ガスを固定して有機物

いう、特定の遺伝子の配列を比較したら、原核細

を作るという生物群になるわけです。これら夫々

胞は 2 つのグループに大別できるということが進

のグループは、単独では生き続けることが出来ま

化の流れで明らかになったということでありま

せんで、お互いに相手を必要とする。いわゆる相

す。それが、細菌と始原菌になるわけです。さら

利共生という形で、地下の生態系が未来永劫続い

に、この赤く示したところは、超好熱菌です。こ

ていくと、こういう状態でございます。

れは、90 度Ｃ以上で生育する微生物という定義も
ありますし、最適の生育温度が 80 度Ｃ以上とい
う定義もあるんですが、とりあえず生命の根幹は
高温状態で酸素の無い嫌気状態で、海で生まれて
おりますから、塩分の多いところというシナリオ
と一致するような生物群がこの進化系統樹の根
本にあるわけです。
図8
さまざまな極限環境微生物の分離
極限環境微生物(図 9)の分離条件等を簡単に申
し上げますと、今までの記録では温度はマイナス
10 度で生えるものから現在のチャンピオンデー
タは 122 度で生えるもの、これが温度域です。も
図7
以前は、地球上の生物は、太陽の光エネルギー

ちろん一匹で両方出来るわけではありませんの
で、低温域で生えるもの、高温域で生えるもの、

を用いて光合成し、その有機物を動物が食べ、こ

といった意味ですが、圧力では、海底 1 万メート

の酸素を利用して酸素呼吸する(図 7)。だから、
「全

ルに相当する 1000 気圧でも平気なものがいます

ての生物のエネルギーの源は太陽の光だ」という

し、pH は 0.5 という酸性、論文によると 0.1 と

のが定説でありました。昔はこれで 100 点を取れ

いう酸性で生えるものも報告されておりますけ

ましたが、今は 50 点ですね。それはどういうこ

れども、11 で生えるアルカリ性のものもあります。

とかというと、地下は光なし酸素なしの嫌気的な

浸透圧の高い、この 30％の食塩水というのは、実

条件ですけども、還元力をエネルギーの元として

は飽和食塩水である、ここでも生える微生物がい
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ますし、光・放射線に対して、きわめて耐性の強
いものもあります。また、食べ物としては石油・
ベンゼン・トルエン・炭酸ガスを食べるもの、あ
るいは酸素は無くてもいいようなもの。こういっ
たものが非常に沢山地球上に存在します。

図 11
それで、幾つかの例を申し上げますと、図 11
は‐10 度Ｃでも生育する、低温菌の例であります。
これは、兵庫県の地下から採りました。昔は低温
菌を分離する。好冷菌を分離するということで、
図9

南極とかシベリアとかアラスカへ行くという話
がありまして、まあ、そういう説明をされる方が
多かったのですけども、私は、「南極なんて行く
必要ありません、地下を掘れば好冷菌を採ること
が出来るんです。」と言って、証明して論文を書
きました。ところが、後で、南極に行きたくなっ
たものですから、そのときは好冷菌を採るという
名目は使わずに新規な微生物を探索するという

図 10
この、微生物の多様性というのは、いろいろ今

名目で南極に行かしていただいたということに
なります。

後私たちが産業上に応用するヒントを得る、ある
いは材料を得るためにも、きわめて大事なポテン
シャルを含んでいると思います。極限環境微生物
(図 10)は、今まで好熱菌、好冷菌、好酸性菌、好
アルカリ菌、好塩菌、好圧菌というようなものが
知られておりましたけれども、放射線耐性菌とか
有機溶媒耐性菌、まあ嫌気性菌も含まれます。そ
れから南極等に多いのは、貧栄養菌というものが
あります。貧栄養菌というのは普通の栄養培地、

図 12
図

12

は 超 好 熱 菌

Thermococcus

L 培地というようなものでは生えないんだけれど

kodakaraensis KOD1 というもので、鹿児島の小

も、それを 10 倍とか 100 倍あるいはそれ以上希

宝島から分離したもので絶対嫌気性菌ですね。超

釈したところで初めて生えるというような微生

好熱菌というのは高温で培養します。高温になり

物もいるものですから、世の中には私たちが見落

ますと水に溶ける酸素の量が非常に少なくなっ

としていたものが結構あるということになりま

てきますから、嫌気性の微生物というのは、基本

す。

的な特性です。ところがこの菌(図 13)は、先ほど
とほぼ同じ温度の 60 度から 100 度で生育するん
ですけれども、これはフィリピンの陸上の温泉か
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ら採りました。その陸上温泉から分離したところ、
嫌気的にも生えますけれども、好気的にも元気よ
く生えるということがわかりまして、

Pyrobaculum calidifontis というのは、これはま
あ、熱い温泉から採ったという意味で名づけた訳
ですけど、これフィリピンの温泉から採ったもの
です。
図 15

図 13
図 16
通常はプレートの沈み込み現象で海底にたま
った植物・藻類の死骸が埋め込まれて、海底深く、
高温・高圧で還元状態でケロジェンを経て石油が
出来たといわれて、こんな真っ黒けなんですね。
生物由来というのはポルフィリン を含んでいる
図 14

から生物学的指紋だといわれていたんですが、こ

図 14 は、マレーシア沖の海底油田、海抜下 5km

こには、そういうポルフィリン のようなものは

のところから分離した試料から採ったんですけ

ありません。そしてなおかつ、これは地下 30 メ

ども、この白い点々は炭酸ガスを固定していわゆ

ートルから 180 メートル程度の所から原油が出て

る生分解性プラスチックの原料になるヒドロキ

おりまして、熱源もありません。100 万年前は、

シルアルカン酸のようなものを蓄積している例

この地域は砂浜、あるいは海辺のところだったと

であります。

いう状態ですから、したがってこれは微生物によ

それから、図 15 は静岡県の相良油田から分離

って作られているではないかと思います。精製し

した石油菌でありまして、新属新種であったので、

なくってもこれはディーゼルエンジンに使えま

Oleomonas sagaranensis というふうに名前を

すから、私たちいろいろ調べたところ、水素をエ

つけました。これは石油が蓄積しているところで、

ネルギー源、炭酸ガスを炭素源として脂肪酸を経

表面は非常に凹凸が激しいわけです。石油を食べ

由してアルカンという石油を作れるというふう

ることが出来るし、微量でありますが、石油を蓄

に考えております(図 17)。

積することも出来ます。一般に新潟の油田、ある
いは湾岸地方の油田は、すべて原油は真っ黒です
が、相良の油田はこういう透明な、きれいな原油
ですね(図 16)。
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あるいは生体成分が耐熱性ですから、耐熱性戦略
の解明が容易である。3 番目は酵素が耐熱性です
から産業への応用が有利である。というような利
点があるので、この超好熱菌を対象に研究を進め
ました。図 20 は蒼玄丸という、海洋バイオテク
ノロジー研究所、当時これ清水にあったんですが、
そこの船を使わせていただいて鹿児島県トカラ
図 17

列島の小宝島という所へ行きました。これは隣に

こういう実験をする場合に、酸素と遮断する嫌

宝島があって、そばにある小さな島なんで、小宝

気性のボックスが必要なんですが、私たちはＡ室

島なんです。いわゆる子宝に恵まれるというんじ

で植菌をしたり、Ｂ室で培養後、菌体を破砕し、

ゃないんですね。これはちいさな宝島なんですが、

Ｃ室で精製をし、そしてこちら側にあるＤ室で生

私は大宝島だと研究室では呼んでおりますが、こ

化学反応をすると言ったようなことで、このよう

れから採った微生物のおかげで、沢山論文書けて、

な無酸素実験システムを構築いたしました(図 18)。

研究費もらって博士が生まれてというラッキー

たとえば水素を発生するヒドロゲナーゼという

という意味があるんです。

酵素は、酸素に触れますと酸化されて、活性がな
くなりますから、全てのプロセスを酸素の無い状
態で実験するということも必要でありました。

図 20
ここへ参加させてもらうときに、面白い話があ
りまして、この船を運行するには船長さん以下機
図 18

関士、コックの方いろいろ沢山人手が要るわけで
すね、コストがかかる。実験室もある。一日 50
万円払ってくださいと言われました。15 日参加す

超高熱菌の分離
超好熱菌というのは進化系統樹の源流に近い
から、生物進化の研究に好適である(図 19)。

るんで、わあ、これは 750 万円出さなしょうがな
いなと思っていたんですけれど、向こうは考えて
くれましてですね、10 日間は 50 万円づつ出して
くださいと、その代わりあと 5 日間は 1 日 100 万
円の指導料を払います。ということになったんで
す。もうお分かりですね。ただで乗せてもらった
ということなんですね。差し引き。ま、そういう
ことが思い出としてあります。海の底というのは
どんなものかというんで、ちょっとこれを入れま
したけども、このカップヌードルの容器を海の底

図 19

に沈めますと、圧力がかかりこのように小さくな
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ります(図 21)。海の底というのは、圧力があるか

したので、小宝島で採ったので、Thermococcus

ら生育温度が 100 度を超える微生物がいても蒸発

kodakaraensis KOD1 と名づけたわけです。

しなくて、海底火山でちゃんと生育できるわけで
す。通常海底火山の近くでは、ここ(図 22)に示す
Pyrite というような黄鉄鉱が、こういう綺麗な結
晶を持つようなものがありまして、こういうとこ
ろから生命が生まれたんだと言われています。

図 24

図 21

図 25

Thermococcus というのは進化系統樹(図 24)では、
この位置になりますので、これはおそらく、進化
の源流に近いので染色体のサイズもきわめて小
さいだろうということで、ゲノムサイズも小さい
図 22

という予測をしておりました。そういうことでこ

私たちが行ったこの小宝島というのは小さな

の特徴を調べていったんですが、これはちょっと

島、周囲 4−5 キロの島でして、住民が 40 人あま

余談のようなものですが、この Thermococcus

りです。その硫気孔から超好熱菌を分離しました

kodakaraensis KOD1 株が高校の理科総合Ｂの

(図 23)。

教科書に載っているところです(図 25)。
超高熱菌のゲノム解析
この微生物のゲノム解析を行いました(図 26)。

図 23
不定球菌で直径が約 1μm、生育温度が 60 から
100 度ですが、至適が 85℃、そして絶対嫌気性、
従属栄養の性質であります。私たちがいろいろ調
べた結果、Thermococcus ということがわかりま

図 26
その結果、予想通り小さな染色体でありまして、

極限微生物は面白い−19

ゲノムの塩基数は、2,088,737 塩基対です。これ

しますが、こういうふうに代謝経路が、遺伝子の

は大腸菌のゲノムの半分以下です。そして、遺伝

数が少ないだけに、きわめて単純でありまして、

子の数は、最大見積もって 2306、つまり 2000 あ

単純であるということは、後のほうでも少し水素

まりの遺伝子で生命活動が全て維持されている

生産に触れますけれども、予想通りの結果が得ら

ということになります。この半分程度が機能未知

れることがわかりました。

だったわけですが（図 27）、私たちは今どんどん

遺伝子がわかれば、当然その遺伝子をガラス板
の上に貼り付けたＤＮＡチップというものを作
ることが出来ますから、全ての遺伝子について網
羅的に発現量を調べる、ＤＮＡマイクロアレイの
解析を行いました(図 29)。

図 27
新しい機能の探索を行っておりまして、この数を
徐々に減らしていっている状況だということに
なります(28)。半分程度は、どんな働きを持った

図 29

タンパク質を情報として持っている遺伝子かと

もうひとつは、遺伝子破壊技術、2 箇所の相同組

いうのが予想できるんですが、まだ難しい未知の

換えによる遺伝子の破壊技術も世界で初めて超

ものが沢山あります。ま、こういうときに未知の

好熱菌で確立し、非常に効率がいいものですから、

ものが無くなれば面白いんでしょうけども、私は

世界中から使わしてくれというんで、どうぞとい

あと 7 年ほどの間に、何とかここを減らしてです

うことで使ってもらっていますが、要点は、この

ね、出来たら 2000 個全て機能を明らかにしたい

青いところが同じです。この青いところがまった

というささやかな野望を持っております。

く同じですから、こことここと、遺伝子が組換え
を起こせば、この trpE という遺伝子が pyrF とい
う遺伝子に置き換わるということです。ま、こう
いうことが自由自在に出来ます。

図 28
図 28 は得られている情報を元に、代謝経路を
漫画にしたものなんですけど、基質の取り込み、
カチオンの取り込み、アニオンの取り込み、それ
から水素の発生というということが予想される

図 30
ＤＮＡマイクロアレイの解析(図 30)というのは、

と同時に、解糖系からピルビン酸を経てそこから

これは経験ある方にとっては簡単なことですが、

酢酸を生成する過程で水素を作ると、ここで発生

ポイントだけ申しますと、2 つの条件で微生物を
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培養します。つまり、でんぷんを培地に加えたも
のと、加えないもの、それ以外はまったく同じ条
件ということで培養しますと、でんぷんを加えた
影響が出てきます。そして夫々培養後、ＲＮＡを
抽出し、逆転写酵素で cDNA をとり、その得られ
たＤＮＡをこのＤＮＡマイクロアレイに振りか
けて、hybridize させてデータを取るということ
で、どの遺伝子が、でんぷんを加えたことによっ

図 32

て誘導されたか、あるいは抑制されたか、変化が
無かったかということが網羅的にわかるという
わけです。こういう技術をうまく使いますと、遺
伝子の特徴がグループ分けできることになりま
す。
ターゲティングによる遺伝子交換（破壊）
たとえばターゲティングによる遺伝子交換（破

図 33

壊系）(図 31)というのは、先ほど申したような技

このようなことからこの超好熱始原菌を用い

術でやる場合もありますし、図 32 はシングルク

て新型、あるいは有用酵素の機能解析というのも

ロスオーバーと言いまして、1 箇所の相同的組換

結構行って参りました(図 33)。全ゲノムの塩基配

えを利用して、ここで組換えますとこの染色体の

列を決定したり、あるいは Transcriptome 解析、

中にこの遺伝子が丸ごと入り込みます。そして、

これは転写産物を網羅的に解析する実験の例で

この 2 番と 2 番のところで組換えを起こしたら、

すね。世界初の超好熱菌遺伝子破壊系の構築、あ

ポップアウトによりこの中がすっぽりと消えて

るいは進化したもの、こういうものを、夫々論文

いきますから、形の上ではこの染色体上の遺伝子

として発表してまいりました。

の赤い遺伝子だけをすっぽり欠失することが出
来ます。これは繰り返せますから、ひとつの細胞

新酵素・新代謝経路の発見

の中で 20 個でも 30 個でもこの欠失、変異を蓄積
して導入していく事も出来ますし、いろんな遺伝
子入れることも出来るということになるわけで
す。

図 34
新酵素・新代謝経路の発見も、数が多いんでい
ちいち細かくは申しませんが、まとめた一例がこ
れ(図 34)でありまして、キチンという物質の多糖
図 31

類を分解する新しい経路を発見し、この過程で 2
つの新型酵素を発見しました。あるいはグリコー

極限微生物は面白い−21

ゲンを蓄積する過程の、新しい枝作り酵素も発見
しました。あるいは、ペントース−リン酸経路の
代わりに簡単な 2 つの酵素が融合した、見かけ上
一つの酵素で、炭素 6 つから炭素 5 つのペントー
スを合成する経路も発見しましたし、ＡＭＰが、
実は、後でも触れますが、ルビスコという酵素を
使って、主たる炭素源のところへ回っていくとい
う、これは全く新しい代謝経路だったものですか
ら、去年「サイエンス」に載せた分なんですが、

図 36
タンパク質の耐熱性を調べるとき、グルタミン
酸脱水素酵素において、イオン結合が大事だとい

こういうことも明らかにしました。
この菌は、実はアミノ酸をエネルギー源として

う例を一つだけ示します。図 36 は私たちの KOD1

利用しておりますが（図 35）、そのときも、ここ

株と Pyrococcus furiosus のアミノ酸配列を比較

にありますように deamination、脱アミノ化によ

したものですが、ここにあるスレオニンをグルタ

って２−オキシ酸を作り、フェレドキシンの還元

ミン酸に変換しますと、イオン結合が一つ増える

型、あるいはＡＴＰを作ると言ったように、エネ

ということがわかっています。これをイオン結合

ルギーを獲得する経路があるんですが、アミノ酸

を一つ増やしたものや、ここにあるグルタミン酸

夫々に特異的な酵素があるということも明らか

を一つグルタミンに変換することによってイオ

にいたしました。

ン結合を一つ減らした場合など、大きなタンパク
質の中の一つだけアミノ酸を変えて、どのくらい
温度が変わるかというのを見たわけです。
図 37 は野生型の酵素を一定温度で処理すると、
残存活性が徐々に減っていく過程。イオン結合を
一つ減らすと、弱くなりますし、一つ増やすと強
くなってくる。ということがわかります。
図 35

酵素が耐熱性をもつ機構
耐熱性超好熱菌は 100 度でも生きるわけですか
ら、タンパク質も、ＤＮＡも細胞膜も全て 100 度
で元気でなければならない。というわけで、一つ
ずつ例を挙げてみたいと思います。

図 37
そして至適温度を調べてみても(図 38)、イオン結
合が一つ減るだけで、タンパク質の酵素の至適温
度が 5 度から 10 度くらい低温側にシフトします。
あるいはまた、一つイオン結合を増やすだけで 5
度から 10 度程度、高温側にシフト出来るという
ことで、一つのアミノ酸置換するだけでも、これ
だけ場所さえ選べば、タンパク質の特性は変えら

22−今中 忠行

れるということの実証でもあります。そのほかに

この緩みを出させます。この逆が Reverse gyrase

も、疎水的な結合が極めて大事だとか、その組み

というもので、この酵素によって、よりきつく巻

合わせもあるということは、沢山報告を書いてま

くわけです。つまり高温側になればなるほど、こ

いりました。

の Reverse gyrase というものできっちり巻いて
おかないと、ＤＮＡがもうばらばらになってしま
うということが背景にあるわけです。
実 際 調 べ て み ま す と 、 超 好 熱 菌 は Reverse
gyrase を全て持っています（図 40）。ところが、

図 38
DNA の安定性と Reverse gyrase
もう一つ、ＤＮＡの安定化の話を申しますと、
ＤＮＡの 2 本鎖、これは高温にさらすと、水素結
合ですから 1 本鎖に分かれるんですがそうならな

図 40

いために、普通はヒストン様タンパクにぐるぐる

それ以外の好熱菌や中温菌は、全て持っていませ

巻きつきます。糸巻きに糸を巻くと安定なように、

ん 。 つ ま り 、 別 の 表 現 を す れ ば こ の Reverse

ヒストンタンパクに、ＤＮＡを巻きつけて、安定

gyrase は超好熱菌に特異的な唯一の酵素である

化しておくのが基本なんです。

ということがわかります。ということは、なにか

それ以外にも、この Reverse gyrase という酵
素についてちょっと触れておきたい(図 39)。

影響があると思うんですが、その Reverse gyrase
の遺伝子の中身を見ると、実は、Helicase という
酵素と topoisomerase という酵素が夫々独立に
進化してきたものの融合体ということが明らか
になっています(図 41)。ということは、それぞれ

図 39
これは進化の源流についての議論も出来るので
取り上げます。通常のＤＮＡは、リラックスした
型はこの状態だとしますと、ネガティブな

図 41

supercoil、これは捻れを、よりゆるくしたもの。

祖先になる酵素があって、それが進化していく過

ポジティブな supercoil というのは、捻りよりを

程で融合してこれが出来たんだから、この酵素が

きつくした場合、きつく巻いた場合。こういうの

出来る前に、このような酵素をつくる生命がある

がありうるわけです。特にネガティブな supercoil

はずだと、つまり、これは必ずしも高温の時に生

を作る場合には DNA gyrase という酵素によって、

まれたのではないということを、フランスのフォ

極限微生物は面白い−23

ルテレさんなんかが言ったわけです（図 42）。

図 44
図 42
世の中で今私たちが見ている共通の祖先という
のはここを見ているんだけれども、本当に、もっ
と、生命の起源は低温でもかまわないと、そして
途中から Reverse gyrase が入ってくることによ
って、ＤＮＡを安定化して、これは高温側になっ
ていったんだという説を立てたわけです。
そこで私たちは、そんなわけ無いと思っており

図 45

ますから、まずこの Reverse gyrase という酵素
を染色体から欠失させるということをやりまし
た(図 43)。もう、細かいことは言いませんが、こ
れが証拠です。欠失させます。そうすると元株は、

図 46
各温度で培養します（図 45，46）。元株と Reverse
gyrase を欠損させた株の 2 つを比較するわけで
す。60 度 65 度 70 度とどんどん上げていくと、
図 43

微妙に増殖速度が変わっていきまして、90 度にな

ちょっと細かすぎて申し訳ないんですが、ＡＴＰ

ると、Reverse gyrase が欠損した変異株は増殖が

を加えたら、実はこのＤＮＡがより強く巻き上が

遅れます。93 度になるともう、欠損株は生えるこ

っていくという特徴を示しています。ところが

とが出来ないということがわかったわけです。こ

Reverse gyrase を欠損させると、ＡＴＰを加えて

れは何をしているかというと、DNA gyrase とい

もそういうことが起こらないということで、その

う酵素は、高温で生きるためには大事な酵素だと

細胞には唯一つだけ、確かに Reverse gyrase は

いうことが一つと、もう一つは 90 度では Reverse

存在しているということが保証されたわけで（図

gyrase が無くても生きていけますということを

44）、この保証に基づいて次の話に移ります。

保証したわけです(図 47)。ということは、実はも
ともと生命の起源は高温環境で生まれた好熱菌
であって、そこに Reverse gyrase が組み込まれ
たことによって、より高温で生育できるようにな
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った進化の流れが予想できるという結論になっ
たわけです(図 48)。ま、こういうことを議論した
ことがあります。

図 50
この KOD DNA polymerase というのは PCR 法
というのに使われるわけですが、この PCR 法と
図 47

いうのは、Polymerase Chain Reaction 法ですが、
いわゆる、この酵素を使ってＤＮＡをどんどんど
んどん 100 万倍以上、簡単に増幅できる技術なん
です。したがって、親子鑑定だとか犯罪捜査、環
境モニタリング、食品の雑菌検査など、日常的に
使われておるところですが、一番大事な成分は耐
熱性の DNA polymerase ですが、現在市販されて
いる私たちの酵素は非常に好評を博しておりま

図 48

す。今現在、毎年 5 億円くらいは稼いでいるはず
です。プロセス効率が、他の市販されているもの

DNA ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)と超高熱菌酵素
次に、応用、利用の例をちょっと申し上げます

より、非常にいい、つまり長く読めるわけです。
そしてＤＮＡ複製伸長速度ですが速く伸長でき

と、これ KOD DNA polymerase の結晶（図 49）

ます。そして、変異がほとんど入らない。正確で

です。実は立体構造を決めますとこのようになり

ある（図 51）。つまり、ＤＮＡを増幅するときに

ました(図 50)。

図 51
図 49

大事な、速く長く正確にというのを、この酵素が
3 点においていずれも世界最高性能を誇っており
ますから、現在、非常によく使われているわけで
す。理化学研究所に林崎さんという方がおられま
して、ＤＮＡ解析、マウスなんかで cDNA なんか
採ったりされているんですが、あの方とも話して
いたときに、ＤＮＡブックというのを作られて、

極限微生物は面白い−25

ＤＮＡを紙に貼り付ける。それを取り出してＰＣ

ッチフレーズです。現在これが世界中で使われて、

Ｒで増やすときに、私のこの酵素でなければ、他

ナンバーワンにしてもらおうと思って、ハッパを

の酵素ではダメだ。私の酵素だけ複製できると言

かけているところでございます。

っておられました。

図 54
図 52
これは東洋紡で売られている商品(図 52)でＫＯ
Ｄプラスといいます。ここで使われている抗体 2
つを私が研究室で作ったのです。非常にこの酵素

炭酸固定の鍵酵素ルビスコ（Rubisco）の利用
次は、炭酸固定酵素の鍵としてルビスコ
(Rubisco)の話をちょっといたします。

はいいんですが、最近は KOD-FX というのを出
してますね。あの KOD-FX というのは、もう、
植物細胞からでも、動物細胞からでも前処理がた
いしていらずに、サッサッと PCR 出来ますから、
オートメーションできるようなすごい酵素とし
て今売られて好評を博しています。これはインビ
トロジェン(図 53)で売られている宣伝。
図 55
図 55 はルビスコという酵素の結晶ですが、光合
成をして炭酸固定反応、これは植物、緑色植物と
か藻類の反応のカギになる酵素ですが、このよう
な結晶が私たちのところでは得られました。電子
顕微鏡で見ると、綺麗な 5 角形構造が確認できま
して、これは、結晶構造解析をやった結果で、大
体 150 オングストロームの幅ですが、2 量体が五
角形をなしている（図 56）。いわゆる 10 量体、
同じものが 10 個重なって酵素を形成していると
図 53
これはノバジェンから(図 54)世界中で売られてお
りますが、KOD

HiFi DNA Polymerase といっ

て Taq よりも早く、Pfu よりも正確にというキャ

いうことがわかりましたが、100 度 C でも元気一
杯で、ほうれん草の大体 50 倍くらいの活性を示
します。
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よって現在、世の中で使われておる、カルビン回
路の元を形成していただろうと考えております
（図 58）。

図 56
この酵素が、最初炭酸固定に使われているはず
だと思ってたんですが、その経路が、超好熱菌に

図 59

はありませんでした。結局わかったのは AMP が

光合成細菌 Rhodopseudomonas palustris に 3

細胞内に大過剰にあると、主要な炭素代謝に導入

つのルビスコがあるんですが、それをつぶしてし

する酵素であって、AMP phosphorylase、ribose

まった後超高熱菌のルビスコを入れたら、綺麗に

の１,5-bisphosphate isomerase、ルビスコと、3

生えるようになるから(図 59)、私たちの超好熱菌

つとも我われが見つけた新型の酵素であること

ルビスコは、他の生物でも機能するということが

も確認いたしました(図 57)。

保証されました。たばこに入れると生えてくる、
ちゃんと機能するということもわかっておりま
す。将来は食糧危機に備えるために光合成植物に
入れると(図 60)、炭酸固定を促進し増殖を促進し
て食料問題に貢献したいと考えております。

図 57

図 60
超高熱菌による水素生産
水素ガスは、高い燃焼エネルギー、クリーンエ
図 58

ネルギー、そして燃料電池に導入すれば（図 61）、

この代謝経路を使うと、あと、糖新生回路に至

電気と温水が出てくるという、非常に大事なポイ

るペントースリン酸回路があれば、炭酸固定経路

ントがありますが、私たちはこの水素を超好熱菌

につながってくるということになる訳です。炭酸

が作ることを利用しまして、発電しようと考えて

固定。私たちが考えておるのは、私たちの酵素は、

います。

もともと原始的炭酸固定経路であったのを、最終
的にペントースリン酸固定経路を入れることに

極限微生物は面白い−27

図 61

図 65

この嫌気性の菌をメジューム瓶に植菌して、発

図 64 は培養装置の例ですね。これは、ガス分

生したバイオガスを捕集します(図 62)。そして燃

析をしているガスクロマトグラフィーという装
置（図 65）。連続培養のときには小型の発酵槽を
使い、回分培養では大型の発酵槽を使って実験を
行います。

図 62
料電池に接続して、バイオガスを導入しなければ
モーターは回りませんが、重みをかけてガスを供
給するとモーターが回り始める（図 63）。つまり

図 63

図 66

図 67

菌体が排出するバイオガスによる直接的な発電
が可能になったということであります。

この代謝経路(図 66)というのはデンプンからグ
ルコースになって、グルコース１モルから２モル
のピルビン酸が出きる過程で 2 モルの水素が出ま
す。さらに 2 モルのピルビン酸から、2 モルの酢
酸を作る過程で、2 モルの水素と、2 モルの炭酸
ガスが出ますから、合計 180 グラムのデンプンか
ら 4 モルの水素、つまり約 90 リットルの水素を
作り出すことが出来ます。そして、半分の炭酸ガ

図 64

スが出るという、これ代謝経路から予測されるこ
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とです。が、ほぼそれに近いデータが得られます。

法です（図 70）。そういうことで実験をしていっ

ピルビン酸を与えて培養しますと、菌体が増える
にしたがって、水素と炭酸ガスがほぼ 1 対１の割
合で発生します（図 67）。デンプンを与えると、
水素と炭酸ガスがほぼ 2 対１の割合で発生してく
るということがわかります（図 68）。

図 71

図 68
実はこの水素というのは、微生物の増殖に伴い
生産される代謝産物、つまり 1 次代謝産物と言わ
れるものでありますから（図 69）、連続的水素生

図 72
たわけですが、通常、希釈率というのは、どれだ
けの速度で新鮮な培地を入れるかということで
すが、この、入れる速度が速すぎると、普通微生
物の増殖が追いつかないので、洗い流されてしま
うという問題が出てくるわけです。わたしたちは
実際、新鮮な培地を入れて培養液を抜いて、窒素
ガスをキャリアーとして、水素と炭酸ガスを測定

図 69

したわけですが(図 71)、希釈率を上げていくと、
赤い印が水素発生速度ですが、希釈率 2.3 程度で
最大の結果が得られました（図 72）。
普通に実験をすると、希釈率１はなかなか行か
ないんです。希釈率が 0.9 くらいまでは何とか行
くんですけども、それ以上はもうウォッシュアウ
トが起こります。ところが 2.3 でも平気で行くん

図 70

で、培養後、中を見てみると、菌体の凝集物、バ

産系の構築のためには、常に細胞を増殖させてお

イオフィルムが出ておりましたので、こういうバ

く必要があるということで、連続培養をする必要

イオフィルムを作ることによって、槽内で微生物

があると思われます。そこで実際連続培養をする

の量が保持されていたということがわかります。

わけですが、連続培養というのは一定のボリュー
ムを持った発酵槽の中で一定の速度で新鮮な培
地を供給し、同量の速度で培養液を引き抜く培養

極限微生物は面白い−29

図 73

図 76

それならということで、スポンジを発酵槽内に
入れて、連続培養を行いました(図 73)。そうする
と培養前は綺麗なスポンジも微生物が一杯くっ
ついて住みかになり（図 74）、それを電子顕微鏡

図 77
たとえば、図 77 は水素の発生速度ですが、普
通に培養するとこの赤印の発生速度ですけども、
スポンジを入れるだけで水素の発生量が大体 2 倍
図 74

程度になりました。で、このようなことを系統的

で見ますと、スポンジに微生物がぎっしりくっつ

にしらべましたところ、担体なしで培養したとき

くようになります(図 75,76)。たとえばこの場合も

の水素の発生速度ですが、担体を入れるだけで非

バイオフィルムを作って、この小さな点々が細胞

常に発生量が増えます。この場合で最大 0.7L の

一つ一つに相当するということで、培養液中に沢

水素が毎時１L の培地あたり発生したわけです

山の微生物を保持することが出来ました。

（図 78）。条件を整えますと、現在得られた実験
データは毎時１L の培地あたり 1.1L の水素を発
生し続けます。ということは、これ今世界チャン
ピオンデータですけども、非常に効率がいいもの
ですから、たまたまこれは読売新聞(図 79)とか、
あるいは日刊工業新聞(図 80)とかで、水素発生の
話題がニュースになりました。

図 75

図 78
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考えております（図 81）。
多様な南極の微生物
最後に、南極の微生物についてお話をしますが、
南極は低温で非常に年間平均気温が寒いです、低
いです。乾燥します。年間非常に乾燥傾向にある。
それから、貧栄養で 98％が氷雪で、植物とか木と
図 79

か草がありません。したがって、有機物が少ない
から、貧栄養になる。それから、紫外線が通常の
数倍ありますから、岩石の表面なんかでは微生物
というのは紫外線で殺されてしまいます。こうい
う問題点があるので、生物にとっては、生育困難
な、極限環境だということができるわけです（図
82）。

図 80
あまり細かいことはもう言いませんけども、現在
メタン発酵が行われて国策で結構動いているん
ですが、メタン発酵は 30 日平均滞留時間がかか

図 82

るのが、私たちは 1 時間から半時間ですから、約
1000 倍程度効率がいいということ、それから、
メタン発酵ではメタンから水素に改質する別プ
ロセスが必要ですが、私たちには必要がないとい
うこと。それから、燃料電池に導入する場合に、
メタン発酵では硫化水素、一酸化炭素、アンモニ
アの除去が必要だけれども、私たちは不必要であ
る、こういった意味から、燃料電池と組み合わせ

図 83
私たちは、この「しらせ」(図 83)に乗りまして
南極へ行きました。この「しらせ」というのは退
役したんですが、また次の「しらせ」がもう出来
上がって来年から使われることになっておりま
す。2005 年の元旦に「しらせ」の船上で 46 次隊
ということで人文字を書きました（図 84）。ちな
みに私はここにおるんですが、見ていただいたら

図 81
ることによって、高速でエネルギーが得られると

わかるように、自衛隊の隊員は制服でピシッとし
ていますが、この辺が、観測隊員はだらっとして

極限微生物は面白い−31

いますね。（笑）これがいい対照をなしていると
いうことです。

図 87

図 84

図 88

図 85
図 85 も氷山で、これは海が凍っているところ
です。露岩地域にヘリコプターで行った場合、ア
ンテナをこう立てて、昭和基地と交信して、その
連絡がつかなければ 72 時間、つまり 3 日間連絡
がつかなければ自動的に救援がきますから、少な

図 89

くとも 3 日間は食料を余分に備蓄して持っていく。

図 89 は最初のタイトルで使った写真ですが、青

まあ、そんなことをやっておりました。こういう

空で紫外線がものすごいきつい。山は木や草はあ

景色(図 86)を日常見ておりますと、楽しかったで

りませんから露出。これ氷山ですから、この雪は

すけれども、こういうところを歩いていって穴を

氷床ですからね。これが海に流れ落ちると氷山に

掘ったりする訳です（図 87,88）。

なりますから、塩分は含まれていません。

図 86

図 90
図 90 は湖の表面が凍ったところという南極ら
しい景色です。これは塩が析出しているところで
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すね。もうべたべたです。というのは 8000 年ほ

分離に使ったりしました。

どの間に 30 メートル以上南極大陸が浮き上がっ
ておりますから、それは、重石が取れてきたこと
によって浮き上がってきてるんです。8000 年前
に海の、海抜下であって海の水があるところが浮
かび上がったものですから、塩分が濃縮して、も
う、塩の道もあるぐらいすごいところがあります。
それから、氷床が解けて出きる水は淡水ですね。
これはもう飽和食塩水の湖です。中間もある。と

図 93

いうことで、限られた領域でも湖沼といえども非
常に多様なものでした。

図 94
図 94 は綺麗なオーロラがほんとにもう、風に
図 91

揺らぐレースのカーテンのような趣ですね。なか
には、エネルギーが強いと赤いオーロラ(図 95)も
見える、というようなことになります。

図 95
図 92
時にはこのような装置で穴を開けてサンプルを
採ったり(図 91)、堆積物を、コアリングと言いま
して湖底の堆積物を取り出して分析をします(図
92)。図 93 はアデリーペンギンの営巣地ルカリー
ですが、ここなんか見ていただいても、一組の親
は 2 個の卵を産んで 2 羽育てます。皇帝ペンギン
は 1 つの卵を産んで 1 羽を育てるということなん
ですが、こういうところも行きまして、このペン
ギンちゃんの糞をですねもってきまして微生物

図 96

極限微生物は面白い−33

図 97

図 98

図 100

図 101

それで実際私どもは、合計 262 のサンプルを採り

実際系統樹を作りますと(図 102)、ここにあた

まして(図 96)、微生物を分離しましたら(図 97‐

るんですが、これファミリーですね。微生物は種

99)、たとえば茶色、赤、橙色、黄色、ピンク色

があってその上に属があって、その上に科がある

とか肌色とか薄茶色も、いろんな微生物、黒いの

んで。トラと猫は一緒じゃないんですが、同じ猫

も含めて沢山微生物を分離いたしました。

科です。それくらい科というのは広いんですが、
これ、色の違うのは全部別々の科です。これ、上
も下も全部違う。これはこの深みから言っても、
系統樹で新科だろうと考えています。

図 99
特にこの赤い色を作るコロニー(図 100)というの
は面白い形をしておりまして、非常に大きな突起
を出しております(図 101)。そしてこれは貧栄養

図 102

の微生物でありまして、L 培地よりも希釈した培

そのほかにも、南極から分離した微生物で、体

地の方がはるかに増殖がいいわけです。こういう

のあちこちから細胞が分裂している例が見当た

貧栄養菌が出ておりまして、このゲノムの 16S

ります(図 103)。これ T 型のもの。肩から分離し

rRNA の配列に近いものでも９０％程度ですから、

ていくようなもの。X 型のもの。クロスのような

いろいろ調べた結果、新科の貧栄養菌であると現

もの、Y 字型、L 字型、もういろんなものが出て

在考えております。こういう突起物が出ているも

おりまして、おそらくなかなか素直に分離できな

のは大変珍しい例です。

かったと思います。通常の桿菌という棒状の細胞
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は、横に伸びて、真ん中に隔壁が入って分裂する
んですが、これ、まともに出来ないから、おそら
く日本へ持ってきて蒔いても淘汰されてしまう
でしょうけれども、南極は厳しい環境で他のもの
が生えないから細々とでも生えているというこ
とになろうかと思います。
図 105

図 103
また、白い岩を割りますと、緑、赤、黄色、こ
ういう微生物の集団があります（図 104）。表面に
は微生物おりません。これ、紫外線でやられます。

図 106

ところが、白い岩の隙間というのは、中には隙間

これは非常に、線状の、長い繊維状でありまし

がありますから、空気が入ります。紫外線は表面

て、マット状の生育をしまして、炭酸固定能があ

で防いでおきながら、かすかな可視光線は入って

ります。ある株は、窒素固定能があります（図 106）。

くるということで、光合成ができるはずなんです。

ということは、こちらが炭酸固定してこちらに供

色々調べましたら、最低このなかに 11 種類の微

給し、こちらが窒素固定、空中の窒素を固定して

生物が見つかりました(図 105)。これは、紫外線

供給し、空気中の水分は、またそれを利用して生

から回避しながら空気、岩石中からの物質の取り

育するという共生系が成り立っていました。この

込みをやっているようだということがわかりま

株なんかは貧栄養性の細菌で、プレートだと桿菌

した。

になるんだけれども、液体にすると、突起物を出
したような、ちょっと球菌に近づいたような、形
態変化をするのも見つかります。

図 104
図 107
この 262-8 株(図 107)は新科だと思っておりま
すけども、枝豆状の形態をとって、難培養性で相
同性が、一番近いものでも 90％しかないというこ

極限微生物は面白い−35

とで、これは新科の可能性が極めて高いと思いま
す。実際、この分裂がスムースに行っていないん
だと思うんですね。細胞の中、内部が分かれてい
るかを見て見ますと、これ、共焦点レーザー蛍光
顕微鏡によって観察しますと（図 108）、それぞれ
のくびれは核酸染色しておりますから、核酸が入
っていて、そこはセプターがあって分かれており
ますから、細胞自体は分かれているけれども、綺

図 110

麗に最後まで分裂しきれていない、ちょっとかわ
いそうな微生物だと思います。

図 111
私たちのグループは京都の曼殊院の裏庭に菌
図 108

塚というのがありますから、研究室で出かけて

この微生物はどうかというと、これは別の科な

（図 111）、お酒を飲みながら、この方はイスラム

んですね。ここも Acetobacteraceae という別の

の方ですからお酒を飲みませんが、皆で楽しんで

科です。この、私のいるグループ一帯は、アンカ

おりました。こういうことをしておりましたおか

ルチャラブル、つまり培養できません、という報

げでと言いますか、微生物に感謝していたもので

告ばかりの中で唯一見つけたのがこれですから、

すから、実験中、学生一人も怪我も無くいいデー

これは、他の生理学特性も、全く上とも下ともか

タがたくさん出たという意味では菌塚にお参り

け離れておりますから、これは新科であることは

したおかげであったと思っております。どうもご

間違いないと考えております（図 109）。

清聴ありがとうございました(図 112)。

図 109
おわりに

図 112
座長）今中先生、大変興味深いお話をありがとう

ま、こんなこと含めて 1 年余り前に、こんな本

ございました。微生物というのは私たちの体の中

「微生物と共生しよう」というのも出しましたん

にもおりますし、身の回りにもいくらでもいると

で(図 110)、興味のある方は、また見てください。

いうのが私たちの実感なんですが、そればかりで

36−今中 忠行

はなくて、実は私たちの知らないところに、沢山

は微妙ですから、100 時間ほど待つ余裕がないと

面白い微生物がいる。そのなかで機能の優れた微

ですね、３日培養してだめだったと言って捨てて

生物を捕まえると、進化に関係するような基礎的

しまったら見つからないものばかりなんです。だ

な、学問的に興味深い現象、あるいは知見が得ら

から、こういう微生物を培養するときには、もう、

れる。それをうまい具合に応用に結びつけると、

条件を色々変えた培地を準備し、温度もｐH も変

たとえば PCR という、年商 5 億ですか、という

えて、そうしてとことん長い時間実験するという

すごい酵素としての利用もできるし、あるいは水

ようなことが必要のような気がします。そうした

素ガスを生成たり、石油まで造ってしまうような

ら、取れるものは必ず取れてくるのではないかと

菌がいるというようなお話、さらには南極のよう

いうように思います。

な厳しい環境に行くと、また新しい微生物、今ま
でわからなかった、知られていなかったような微

質問−杉山）非常に貴重なお話ありがとうござい

生物が沢山得られると、そのなかには面白い、新

ました。先生、丁度そこに、ペンギンがでてます

しい機能をもつ微生物もいるでしょうし、新しい

ね、ペンギンというのは、私の判断では体温を保

反応系も見つかるだろうと、たいへん夢に富んだ

持しながら、まあ、割合通常の、この、温度、外

お話をありがとうございました。それではせっか

温除けばですね、極限といってもかなり常識的な

くの機会ですので、ご質問がございましたらどう

範囲に住む生き物ではないかと思うんですが、回

ぞ。

りの微生物、今お話を伺うと、その、ペンギンの
腸内細菌というのは、なにか通常の、この場所、

質問−倉根）大変興味深いお話ありがとうござい

通常の場所っていうのは非常にあいまいですけ

ました。カルチャラブルとアンカルチャラブルに

ども、ま、たとえば温帯とか熱帯に住む鳥類の腸

ついてお伺いしたいんですが、私ども、知識とし

内細菌となにか違いがあるかないかと、そういっ

て、温帯では大体カルチャラブル、培養できるよ

たことは調べておられるんでしょうか、どなたか

うな微生物、アンカルチャラブル、培養できない

が。

微生物、というのは大体どういう比かっていうの
はわかっているんですが、南極大陸のような、非

今中）いえ、まだそこまでは行ってないようです

常に特殊な環境ではどのくらいの比率なんでし

ね。わたし自身もあるのは見つかりますが、分布

ょう。わかってたら教えていただきたいのですが。

としてどれだけ違うのかというのは、おそらくま
だどなたも調べられていないような気がします。

今中）その割合はまだわかりませんね。わたし自
身系統的に調べたことがありませんので。ただ、

質問−杉山）たとえば、私も全く詳しくは無いん

先ほども申し上げたようにいわゆる一般の世の

ですけども、ま、ペンギンの、常識的な、私に常

中へ出したら負けてしまうようなものが、極限的

識的なえさというのは魚類だと思います。

な環境で守られて細々とでもああいう変わった
ものが出てくるというのはありえます。それから、

今中）そうですね、それは間違いありません。

一番最後にお見せした、枝豆状の微生物なんかで
も、一旦植菌しましても培地で最初の立ち上がり

質問−杉山）まあ、フードチェインというのはそ

まで 100 時間かかります。だから、100 時間以上

んなに極限では無いと思いますけれども、まあ、

ラグフェイズがあって、それからじわじわこうい

微生物っていう非常に多様性に富んで、まあ、私

って上がってくるんですね。だから、最適な環境

どのくらい前からペンギンというのがそこで進

極限微生物は面白い−37

化して生きているのか良くわからないですけど

に生きているような微生物とか、あるいは、氷の

も、やっぱり微生物っていうのはそのあたりにい

下に生えているような藻類が一杯あるんです。南

る微生物を、その極限の微生物を腸内で共生させ

極では。そういうところには、それに対応する微

ていったのかなという気がするんですけども。

生物がいる可能性がありますね。それと、もう一
つは、非常にカラフルな写真を見せましたけれど、

今中）私の推測で言いますと、えさが一番大きい

おそらくあれは、強い太陽光線に対して活性酸素

影響があると思います。魚とかですね、それと、

が発生するのを、その色素を用いて防いでいるの

腸内の環境温度とかそういうものの決算した結

だろうと思われる、色合いの多様なのが一杯採れ

果が出てくるのかと思いますが、詳しくはわかり

てまいります。だから、そういう守り方はしてい

ません。ただ、学生にもこういう質問を出したこ

るのではないかと思われます。

とがあるんですが、白熊は北極ですね、ペンギン
は南極だけ。どうしてそうなってるか一遍考えな

質問−杉山）どうもありがとうございました。

さいと質問を出すと、色々面白い答えも出てくる
んですが、やはりペンギンは南のほうで進化した

質問−大塚）本当に、非常に広範なお話、内容で、

ものが、鳥のようなものが進化してでてきて、そ

なかなか質問も難しいんですけど、私ちょっと分

して南半球には結構、南アフリカでも南米にもペ

野が違うんですけども、超好熱菌の熱に対する耐

ンギンがいるんですね。生きるための戦略を持っ

性の問題で、昔から興味があったのですけど、タ

ていまして、寒いから、他のものはあんまり住め

ンパク質にしても、特殊なアミノ酸は無いわけで

ないという、敵がいないということと、もう一つ、

すね。

燕尾服のような色合いは保護色でして、背中が黒
いのは、海に泳いだときに上空の鳥から狙われな

今中）ありません。ほんとに、ある特異的な部位

いんです。黒いから。今度は、腹が白いのは、そ

にイオン結合とか疎水的相互作用ができるよう

の下をもぐっているアザラシなんかは、上を見た

になったらもう、グッと耐熱性が上がります。

ときに、白いから見えないということで、あのペ
ンギンは何も宴会に行く訳じゃなくって、保護色

質問−大塚）だから、タンパク質の構造の安定性

なんですね。で、やっぱりそういう細かいところ

に関しては、イオン結合とか、疎水結合が、ちょ

を見ても、南極で生きるための戦略が隠されてい

っと、１個、数個、数が増えるだけで、もう、90

るような、そんな気がいたします。

度 100 度でも変性しないと。いうことで説明でき
るわけですね。

質問−杉山）それから私、ずいぶん前の話なんで
すけども、極北に住むフラウンダーっていうんで

今中）そういうことです。

すか、あの鰈のような魚がいますね。ああいうと
ころの魚からアンチ・フリ−ズプロテインという

質問）もう一点二酸化炭素の固定にかかる、いわ

のが見つかったのを記憶しているんですが、先生

ゆるルビスコがこの超好熱菌にもあるというこ

がいまご覧になった微生物の中にはそういう類

とでちょっとびっくりしたんですが、進化的に考

のものは見つからないんですか。

えると、超好熱菌におけるルビスコが、いわゆる
植物とかの葉緑体の中にあるよりもっと元の方

今中）アンチ・フリージングというところでは、
まだ調べておりません。ただ、おそらく、氷の中

からあるということでよろしいんでしょうか。

38−今中 忠行

今中）私の考えでは、というよりもいまルビスコ

われはそのエネルギーを使わしてもらって生き

は４つにタイプ分けされておりまして、植物、藻

ているわけですね。で、先生がおっしゃる、後の

類はタイプ１というルビスコなんです。そして、

50％のエネルギー。それは我われにも役に立って

光合成細菌はタイプ２というルビスコなんです。

いるでしょうか。直接そのエネルギーを使うとい

我われのはタイプ３というので新しいタイプを

うことで。それはちょっとお聞きしたいと思いま

見つけたんですが、それがああいうリング状にな

す。

っているものは我われのしかありません。それか
ら、タイプ４というのは、ルビスコの活性が無い

今中）私の感じでは、無いですね。それは無理だ

けれども似ているというのが、これはメチオニン

と思います、残念ながら。やはり地下では光も無

のサルベージ合成をするという話が報告されて

い、酸素も無いところでは、エネルギーは還元力

います。別の方によって。で、結局ルビスコの場

しかないから、それを使って炭酸固定をするしか

合、構造上ですね、２つのユニットが対になって

なかったということで、私たちは直接エネルギー

活性中心が２つできるんです。サブユニット１個

を使うのは無理ですね。但し、あの地下の微生物

では活性中心が無いんです。２つくっつくとその

がいることによって生態系が守られているとす

境界で２箇所活性中心が出来ますから、L２のユ

れば、間接的には役立っているのは間違いないと

ニットがもう基本なんですね。それがいろんな、

思いますけれど。

多様な形をとって、タイプ１、２、３になってい
るということでして、おそらくどちらが先かとい

座長）よろしゅうございますか。ではちょっと時

うと、ま、光合成細菌は L２ですからあれも結構

間も過ぎていますので。今中先生、大変興味深い

早くから出ていますから、一つのモデルだと思い

お話ありがとうございました。

ます。それから、超好熱菌もあったかも知れない
し時代的に言えば、超好熱菌のほうがあって、そ
の後ルビスコが飛び出て低温になったというの
が、進化の順番から行ったらそっちでしょうね。
その形が正しいと思います。さらにこんどは、小
さなサブユニットがくっついて寄り合ったのが
１型で、植物のルーツだということになります。
超高熱菌のルビスコはもともと炭酸固定に使っ
ていなかったというのがミソですね。
質問−三輪）どうも、面白い話をありがとうござ
いました。先生が、初め、生物が発生させるエネ
ルギーというか、我われが使うエネルギー。どこ
から来ている。太陽。それは半分の正解でしかな
い。私は、基礎生物学を教えるときに、我われの
エネルギーはどこから来ているんだ。太陽。だと
言ってやっていますので、私自身が 50 点しか取
れないのかと思いましたけれども、太陽のエネル
ギーを考えたときにはですね、植物とかって、我

