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The redox cofactor menaquinone (MK) is an essential electron mediator of respiratory chain
in microorganisms. Two distinct biosynthetic pathways of MK have been identified in bacteria.
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１．背景
ペニシリンを生産するアオカビやストレプトマイシンを生産する放線菌に代表されるように，微生物の中には有用な
天然有機化合物を作り出す能力があるものが数多く存在する．それらの化学構造は多様性に富んでおり，人類はこれまで
様々な天然物を抗生物質や農薬，医薬，動物薬として用いてきた．しかし，近年，抗生物質の過剰な使用に伴う耐性菌の
出現が社会問題となっている．これまでの抗生物質は人と微生物を区別することを目的に開発されてきており，すべての
微生物に作用してしまうため，結果として使用量が増え，耐性菌の出現頻度が高くなるという欠点があった．当研究室で
はこの問題の解決方法として，ゲノム情報の解析を通じて病原菌と有用細菌の違いを見出し，特定の病原菌だけに作用す
る抗生物質の探索を目指している．
昨今ゲノム配列の解読技術が飛躍的に向上し，様々な微生物のゲノム配列が簡単に決定できるようになった．この結
果，普遍的と考えられてきた一次代謝経路が，微生物間で異なる場合があることが知られるようになってきた．例えば，
微生物の電子伝達系の補酵素として生育に必須なメナキノンは，古くから大腸菌や枯草菌などのモデル微生物で詳しく
生合成解析が行われ，コリスミ酸からオルト-スクシニル安息香酸を経由する生合成経路（図１，既知経路）が明らかと
なっていた(1)．しかし，当研究室では，ピロリ菌やストレプトマイセス含む一部の微生物が全く新規な経路（図１，フタ
ロシン経路）でメナキノンを生合成することを見出した(2)．ピロリ菌は，胃炎や胃がんの原因とされており，特に日本人
の感染率が高いことが知られている．現在，ピロリ菌除去に用いられている抗ピロリ菌薬は１～２割の割合で除菌に失敗
し，耐性菌が出現してしまう欠点がある．例えば広く用いられているクラリスロマイシンでは高頻度で使用されているた
め，耐性型のピロリ菌の割合が増加しており，現在ではその割合が約４０％にも達している．また，これら抗生物質は非
特異的であり，乳酸菌などの有用な腸内細菌をも死滅させ腸内環境を乱す欠点もある．乳酸菌などの有用腸内細菌は既知
経路でメナキノンを生合成することから，フタロシン経路の阻害剤は，ピロリ菌に特異的な抗生物質となることが期待さ
れる．そこで，本研究では放線菌やカビの培養液サンプルからフタロシン経路阻害剤の探索を行い，阻害剤の単離および
構造決定を行うことを目的とした．
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図１ ２つのメナキノン生合成経路．
図 １．２つのメナキノン生合成経路

２．実験方法と結果
阻害剤のスクリーニング用のサンプルとして放線菌およびカビの培養物のライブラリー（約 5000 株） を用いた．当
研究室では病原菌であるピロリ菌を扱うことができないが，互いに近縁である 2 種のバチルス属細菌を利用したフタロ
シン経路特異的阻害剤のスクリーニング系を確立している(3, 4)．本方法では Bacillus subtilis (枯草菌) と Bacillus
halodurans (バチルス・ハロデュランス) を用いる．これらの菌株はゲノム配列が決定されおり，両者の配列に殆ど差異
がないにも拘らず，メナキノンの生合成については，前者が既知経路を後者がフタロシン経路を用いる違いがある．そ
こで，一次スクリーニングとして B. halodurans には生育阻
止活性を示すが B. subtilis には活性を示さないサンプルをペ
ーパーディスクを用いた阻止円検定により選別した．一次ス
クリーニングにより得られた候補サンプルについては，二次
スクリーニングで実際にフタロシン経路を阻害しているサン
プルの選別を行った．これは阻害剤サンプルの存在下で B.
halodurans を培養し，経路の最終産物であるメナキノンの添
加による生育回復が起こるか調べる方法で， サンプルがフ
タロシン経路を阻害している場合にのみ生育の回復が起こる
ことを利用した．2 段階スクリーニングで，最終的にカビの
培養液 1 つを候補サンプルとして選別した．(図 2)

図 スクリーニングで得られた候補サンプル．
２．スクリーニングで得られた候補サンプル
図２
一次スクリーニングでは，サンプルを含ませた白いペーパー
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ディスクの周りの透明部分が阻止円．二次スクリーニングで
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は，メナキノン添加条件で生育の回復が確認できる．
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続いて候補サンプルのカビを大量培養後，活性を指標に阻害剤の精製を行った．培養液を水・クロロホルムで分液し
たところ，水層に活性本体が抽出され，活性本体は高極性化合物であることが分かった．さらに，各種クロマトグラフ
ィーの精製条件を検討した結果，逆相カラムを用いた HPLC で活性本体が単離できた．また，質量分析と NMR 解析で
活性本体は，分子量が 1,100 程度のペプチド系化合物であることが分かった．

３．まとめと今後の展望
本研究では放線菌やカビの培養液のサンプルからフタロシン経路阻害剤の探索を行い，2 段階のスクリーニングによ
り，１つの候補サンプルの取得に成功した．また，これら候補サンプル中に含まれる活性本体の精製，構造解析を行っ
た．得られた化合物は活性が高く，今後の応用が期待できる．また，構造活性相関を調べ，より活性の高い阻害剤の開
発を目指す．また，実際ピロリ菌に効果があるのか検証し，効果があれば製薬会社との共同研究により抗ピロリ菌剤の
開発を進めたいと考えている．
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