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公募研究の内容紹介

　天然物質の生合成を模倣し、酵素の改変によって産業利用や医薬品等として重要
な役割を担う非天然型の機能性分子の生合成系を創成することは、生合成工学と合
成生物学の重要なテーマである。本申請研究では、天然生合成経路から生物合成系
を再設計し、Ｘ線精密構造解析に基づいて既存の酵素を改変することによって、天然
にない重要な機能分子の生合成系を構築する。具体的には、m-Tyr、あるいはDopaを
原材料とした脱炭酸酵素、β位水酸化酵素、メチル化酵素などの構造を精密解析し、
基質認識における重要な残基を同定、改変することにより、天然にない（各種疾患に伴
う急性低血圧やショック時の補助治療に効果がある）重要なアドレナリン作動薬フェニレ
フリンの生合成系を構築する。これにより、現行の、「高圧下での水素添加を要する多段
階有機合成」から、微生物細胞という「ミクロスケールの化学工場を利用した合成」への
転換を可能にし、フェニレフリンの大量安定供給を実現させる。

A01-1
非天然型アドレナリン作動薬の選択的生合成経路
の構築
Building a biosynthesis pathway of non-natural adrenergic drug

教授　姚　閔 ： Professor Min Yao
北海道大学大学院 先端生命科学研究院 X線構造生物学研究室
Laboratory of X-ray structural biology, Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido University
http://altair.sci.hokudai.ac.jp/g6
http://altair.sci.hokudai.ac.jp/g6/index-e.htm

A01-2
麹菌異種発現系を基盤とする人工代謝経路の
構築と抗がん活性擬天然物の創生研究
Production of anti-cancer active pseudo-natural products through 
arti�cial metabolic pathway built into Aspergillus oryzae

准教授　浅井 禎吾 ： Associate Professor Teigo Asai
東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻生命環境科学系
Department of Life Sciences, Graduate School of Arts and Sciences,
The University of Tokyo
http://bio.c.u-tokyo.ac.jp/lab_asai.html

　本研究では、新たな医薬資源の開拓、特に抗がん剤シードの開発を目的として、麹菌
に任意の生合成遺伝子や改変遺伝子を導入することで、人工生合成経路や人工修
飾システムを構築し、「天然にはない修飾様式」を持つ擬天然物の創生を実施する。特
に、薬理活性を示す天然物の多くは、生合成後期の高い修飾レベルにある傾向を考慮
して、天然より修飾段階の進んだ化合物群を、これまで蓄積された、もしくは本研究で明
らかにする修飾酵素の知見 （特に基質と反応様式） に基づき合理的に設計する。抗
がん活性を有する天然物であるsesquicillin （糸状菌メロテノペノイド）、ursolic acid 
（植物トリテルペン） およびustiloxin B （糸状菌リボソームペプチド） に着想を得た人工
生合成経路ならびに代謝経路を、汎用宿主であるAspergillus oryzae内で構築すること
で擬天然物を創出する。本研究では、糸状菌ジテルペンピロン生合成系の全容解明と
人工生合成経路による擬天然物の創生、糸状菌メロテルペノイド修飾酵素群を活用す

る植物トリテルペンの多段階微生物変
換、新規糸状菌RiPPs経路の開拓とコ
ドン改変による擬天然物の創生の3つ
のテーマに取り組む。

　テルペンとは五炭素単位のイソプレンユニットから生合成される天然物であり、生体物
質として重要な役割を果たしているだけでなく、香料や医薬品などにも用いられている。
その中で、炭素数25で構成されるセスタテルペンは例外的に報告例が少なく、応用例も
ほとんどない。しかし、実際には他のテルペン類と同様にセスタテルペンの生合成酵素も
カビや植物などの様 な々生物に存在するため、新規骨格を有する未知のセスタテルペ
ンが多数存在すると考えられる。そこで、セスタテルペン合成酵素のモチーフ配列に着
目したフィルタリングによるゲノムマイニングを行い、見いだした候補タンパク質を異種発
現させることでセスタテルペンを生合成させる。続いて、セスタテルペンを精製し、NMR
解析などにより立体化学を含めた化学構造を決定することで新規骨格を有するセスタ
テルペンを探索する。さらに、セスタテルペン合成酵素遺伝子の直近にコードされている
各種酵素や、ジオキシゲナーゼなどの既知の酸化酵素やハロゲン化酵素などの修飾酵
素を組み込むことで生合成をリデザインし、高度に酸化、修飾された天然にはない新規
複雑骨格を有する機能性セスタテルペノイドを創製する。

　多種多様な構造を持つテルペノイドは、テルペン環化酵素により基本骨格構築がなさ
れており、その閉環反応機構の解明は分子多様性解明の鍵となる。しかしながら、酵素
内部での複雑な連続多段階反応のため、中間体の単離や反応機構の全容解明は実
験科学のみでは困難である。計算化学は実則困難な化学現象を解明できるポテンシャ
ルを秘めている。本研究では、異なる数種のテルペノイドの環化反応の理論解析を通し
て構造多様性創出の原理（反応経路、選択性発現機構など）を明らかにし、実験化学
者との共同研究を通じて遷移状態制御により新規セスタテルペン骨格構築への発展を
はかる。計算化学の「予言性」を基軸とした生合成酵素の再設計（リデザイン）を行うこ
とで、創薬シードとしても重要な新規複雑骨格の創出とその理論的手法構築を目指す。
さらに、セスタテルペンのみならず、種々の天然物の基本骨格合成酵素へと応用し、酵
素触媒機能の合理的な改変にも取り組む。

生合成リデザインによる非天然セスタテルペンの
創製研究
Redesign of Biosynthesis for Unnatural Sesterterpene Production

准教授　岡田 正弘 ： Associate Professor Masahiro Okada
東京大学 環境安全研究センター
Environmental Science Center, The University of Tokyo 

A01-3
理論計算を基盤とした生合成経路の探索と生合成
のデザインへの挑戦
A challenge for comprehensive search and “re-design” the biosynthetic 
pathways based on theoretical calculation

教授　内山 真伸 ： Professor Masanobu Uchiyama
東京大学大学院 薬学系研究科
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo
http://www.f.u-tokyo.ac.jp/~kisoyuki/

A01-4
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公募研究の内容紹介

　サフラマイシンやエクテナサイジンは、テトラヒドロイソキノリン（THIQ）が複数連結した
複雑な五環性骨格を持つ。抗腫瘍性抗生物質として注目され、エクテナサイジンは臨
床応用されている。本研究では非天然型の基質群を設計・合成し、THIQアルカロイド
やそのアナログを化学―酵素ハイブリッド合成する。
　半合成を除外すると、生合成と化学合成を融合したプロセスは少ない。リパーゼによ
る加水分解／アシル化やP450による酸化等、酵素で官能基を変換するプロセスにほぼ
限定されていた。これに対し本研究では、In Vitro酵素合成と化学合成を合理的に融合
させて、多環式のアルカロイド骨格を迅速かつ効率的に構築するハイブリッドプロセスを
実現する。シンプルな基質群から中間体を単離せずに、複雑な骨格を迅速構築（＜1
日）できる酵素変換の長所と基質／中間体の構造や反応性を合理的に設計・最適化
できる有機合成化学の利点を相乗的に活かすアプローチを実現する。これにより、複雑
な生理活性分子群
を人工的に創出す
る次世代の創薬基
盤技術を開発する。
本学術領域研究で
は、合成化学者が
生合成システムを有
効活用していくため
の基盤整備に貢献
する。

　放線菌S. graminofaciensが生産する16員環マクロライド系抗生物質FD-891の白血
病細胞毒性の発現には、マクロラクトン環上のエポキシド部位とアルキル側鎖が重要で
ある。しかしながら、アルキル側鎖の構造活性相関研究が不十分である。そこで本研究
では、FD-891の生合成マシナリーをリデザインして様 な々アルキル側鎖を有するFD-891
類縁体を調製し、ケミカルバイオロジー研究に提供することを目的としている。
　FD-891生合成に関わるポリケチド合成酵素（PKS）は、スターターユニットとしてマロ
ニルCoAから誘導されるアセチル基を使用する。アルキル側鎖末端部位は、ちょうど
PKSのスターターユニットに由来する。そこで本研究では、アシル基転移酵素（AT）ドメ
インを、別の特異性を有するATドメインとの入れ換え、様 な々FD-891類縁体を生合成
する。
　また、ATドメインを合理的にリデザインするためには、アシルキャリータンパク（ACP）ド
メインとの相互作用
を知っておく必要が
ある。そこで、合成プ
ローブを介したATド
メインとACPドメイン
のクロスリンク化と結
晶構造解析も検討
する。

　アサ由来オリベトール酸閉環酵素（OAC）は、植物Ⅲ型ポリケタイド合成酵素（PKS）
が生産したポリケタイドCoAを基質とする現状唯一の植物ポリケタイド閉環酵素である。
その立体構造中に、Tyr72-His78-His5-Tyr27モチーフを有する。興味深いことに機能
未知として登録されている植物由来のAtHS1、POP-3、及びPOP-3様タンパクは、OAC
の基質認識に関わるアミノ酸を他のアミノ酸で保存するものの、このモチーフを有する。
これらのことから、これらの機能未知タンパクは、OACとは基質特異性と生成物特異性
が異なったポリケタイド閉環酵素であると推察される。そこで、本研究では、これらのタン
パクを新規ポリケタイド閉環酵素と見なし、様々な構造を有するアシルCoAとマロニル
CoAを基質としてⅢ型PKSと共反応を行うことで、これらのタンパクのポリケタイド閉環酵
素としての機能を検証すると同時に新規化合物を創出することを目的とする。また、これ
らのタンパクの基質特異性等を拡張することで、生合成リデザインの際に広い範囲で利
用可能な高機能性ポリケタイド閉環酵素の創製を目指す。

　ペプチド性天然化合物の多くは、非リボソーム性ペプチド合成酵素 （NRPS） により
合成される。NRPSはadenylation （A）、thiolation （T）、condensation （C） domain
を基本構成単位として有している。A-domainは、非常に厳密な基質特異性を有し、ペ
プチド性天然化合物合成における ”gatekeeper” としての役割を担っている。そのた
め、非天然型ペプチド性化合物創出へ向けた標的タンパク質となっている。しかしなが
ら、非天然型ペプチド性化合物を合理的に設計し、創出することは、A-domainの遺伝
子·酵素·反応の精密な理解やタンパク質工学が成熟しつつある現代においても容易で
はない。一因として、実験事実に基づいたA-domainの酵素機能の体系的な理解が未
熟なことに加えて、非天然型ペプチド性化合物の合理的設計指針を欠いていることが
挙げられる。
　本研究では、A-domain選択的ラベル化剤を活用した生合成系プロテオミクス
解析技術 [競合的
a c t i v i t y - b a s e d  
protein profil ing 
（ABPP）] を確立し、
非天然型ペプチド性
化合物の合理的設
計·高速生合成を実
現する。

多環式アルカロイド群の化学
―酵素ハイブリッド合成
Chemo-enzymatic synthesis of multicyclic alkaloids

教授　大栗 博毅 ： Professor Hiroki Oguri
東京農工大学大学院 工学研究院 応用化学部門
Division of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Tokyo University of 
Agriculture and Technology
http://www.tuat.ac.jp/~h_oguri/

A01-5
抗腫瘍性マクロライド抗生物質生合成
マシナリーのリデザイン
Redesigning biosynthetic machineries of antitumor macrolide antibiotics

准教授　工藤 史貴 ： Associate Professor Fumitaka Kudo
東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
http://www.chemistry.titech.ac.jp/~eguchi/

A01-6

植物由来新規ポリケタイド閉環酵素の探索と
物質生産
Discovering plant-speci�c novel polyketide cyclases for engineering 
useful substances

教授　森田 洋行 ： Professor Hiroyuki Morita
富山大学 和漢医薬学総合研究所
Institute of Natural Medicine, University of Toyama 
http://www.inm.u-toyama.ac.jp/jp/departments/02_napc.html

A01-7
生合成系プロテオミクス網羅的機能解析技術を
活用した非天然型機能性分子の合理的設計
A Chemoproteomics Approach for the Rational Design of Unnatural 
Natural Products

講師　石川 文洋 ： Lecturer Fumihiro Ishikawa
近畿大学 薬学部
Faculty of Pharmacy, Kindai University
http://www.phar.kindai.ac.jp/orgchem/

A01-8
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公募研究の内容紹介

　本研究では二つの新規酵素の結晶構造を基にして、関連酵素のマイニングと、各酵
素のテーラーメード改良を目指す。
　第一の対象酵素は無機ピロリン酸（PPi）をリン酸基供与体とする酵素PPi-IKであ
る。一般的な糖リン酸化酵素のリン酸基供与体はATPであるが、PPi-IKはATPより遙
かに安価なPPiを用いる。本研究ではPPi-IKのPPi利用機構を結晶構造等により明ら
かにする。解明した仕組みを基に、PPi認識モチーフを持つ新たな酵素を探索する。また
PPi-IKと同ファミリーに属する様 な々ATP依存酵素にPPi認識モチーフを移植し、これ
らの酵素をPPi依存性に改変する。
　第二の対象酵素は新型テルペン合成酵素BTSである。BTSは既知のテルペン合成
酵素で保存されている活性残基モチーフ配列を持たない。また、既知酵素が基質とし
ないC25程度以上のプレニル二リン酸も基質とする。このBTSの反応触媒機構を結晶
構造解析等で解明する。得た活性残基の情報を基に、新しいテルペン合成酵素を探
索する。見つかった多数の酵
素の基質認識部位を改変
し、報告例の少ないC25を超
えるテルペン合成酵素を多
数得ることを目指す。

　微生物が有する天然化合物の合成システムを模倣して、非天然骨格を有する有用
な生理活性物質を合目的に生合成するシステムを試験管内で構築します。そのため
に、我々が「分子コンビナート」として開発してきた試験管内での高効率な物質変換シス
テムを応用します。「分子コンビナート」では、DNAナノ構造体を足場とし、その上に複数
の酵素を空間的に制御して配置することができます。具体的には、任意の位置に酵素
を配置するためのDNAアドレスを導入したDNAナノ構造体を調製します。また、その
DNAアドレスに対して高選択的に結合するアダプター（DNA結合性アダプター）と目的
酵素の融合酵素を調製します。これにより、DNAナノ構造体上の任意の位置に複数種
類の酵素を配置した「分子コンビナート」が創製できます。実際にこの方法を利用して、
キシロース代謝に関わる2種類の酵素を配置した「分子コンビナート」を調製し、その空
間配置を変化させることで代謝反応の効率を高めることに成功しています。本研究で
は、これらの知見を例えばPKS関連酵素に応用することで、単純に混ぜ合わせただけ
では合成されないような非天然化合物を、試験管内で高効率に合成することができる
「分子コンビナート」を創製することを目指します。

　海洋シアノバクテリアには、特有の修飾酵素をもつ生合成系が存在すると考えられて
いるが、培養が困難なためにゲノム解析が難しく、生合成研究はあまり進んでいない。
　申請者は、ユニークな化学構造の脂肪鎖をもつリポペプチド、ミンナミド類を沖縄県水
納島で採集した海洋シアノバクテリアから発見した。本研究では、ミンナミド類の立体構
造を解明するとともに、ミンナミド類を産生する海洋シアノバクテリアから生合成遺伝子ク
ラスターを探索し、ミンナミド類の生合成機構を明らかにする。ミンナミド類の脂肪鎖は、特
有の繰り返し構造をもつことから反復型PKSが関与していると考えられる。繰返し数の
決定要素などを明らかにし、さらに、放線菌などへの異種発現によるミンナミド類の発酵
生産、反復型PKSの機能解明を通じて、脂肪鎖の長さが異なる非天然型ミンナミド類の
生産を目指す。
　ミンナミドAは、新しい型の細胞死を誘導している可能性が高く、その活性には脂肪
鎖の長さが重要であると考えられる。新たに創生した非天然型ミンナミド類を用いて、新
しい型の細胞死の誘導機構の解明のための研究用試薬として活用する。

　不斉炭素に富んだ複雑な骨格は天然物の最たる特徴であり、立体化学が異なると
生物機能が大きく変化する。よって、天然物の生合成経路において立体化学を規定す
る鍵酵素を特定し、その厳密な選択性を自在に操ることが出来れば、天然にはない立
体化学を有する新規複雑骨格分子の創製が可能となる。
　本研究では、エキセチンに代表される、デカリンを有する糸状菌テトラミン酸生合成経
路において、立体選択的デカリン形成を担うDiels-Alderase、Fsa2とそのホモログを対
象とする。化学と生物学の多様なアプローチを駆使し、それらの機能と構造を比較解析
することで、Fsa2ファミリーが触媒するDiels-Alder反応を分子レベルで理解することを
目的とする。それにより、１つの酵素で、理論的に生じうるすべての立体化学を作り分け
るユニークな生合成マシナリーの全貌を解明し、立体化学の異なる新規デカリン誘導体
を創製する。この成果を基に、望みの立体化学を有する複雑骨格分子を自在に産み出
す「不斉生合成」の
実現へと展開する。

新規酵素の立体構造を基にした、有用酵素の
マイニングと機能改良
Mining and functional improvement of enzymes based on the crystal 
structures of novel enzymes

助教　藤橋 雅宏 ： Assistant Professor Masahiro Fujihashi
京都大学大学院 理学研究科 化学教室
Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kyoto University
http://kuchem.kyoto-u.ac.jp/kozo/miki_lab.html

A01-9
分子コンビナートによる
非天然化合物合成システムの創製
Construction of Non-natural biosynthetic system in vitro

准教授　中田 栄司 ： Associate Professor Eiji Nakata
京都大学 エネルギー理工学研究所
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
http://www.iae.kyoto-u.ac.jp/material/index.html

A01-10

特異な化学構造をもつ海洋産リポペプチドの
生合成機構解明に基づく人工誘導体生産
Studies on Biosynthesis and production of arti�cial analogs of Marine 
Lipopeptides with Unique Chemical Structure

教授　末永 聖武 ： Professor Kiyotake Suenaga
慶應義塾大学 理工学部 化学科
Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Keio University 
http://user.keio.ac.jp/~suenaga/

A01-11
不斉生合成を指向したディールス・アルドラーゼの
機能解析と新規デカリン誘導体の創製
Functional analysis of Fsa2-family Diels-Alderases and creation of new 
decalin derivatives with unnatural con�gurations

研究員　加藤 直樹 ： Research Scientist Naoki Kato
理化学研究所 環境資源科学研究センター
RIKEN Center for Sustainable Resource Science
http://www.csrs.riken.jp/jp/labs/npbu/index.html

A01-12
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　近年の遺伝子解析技術の進展により、様 な々有機化合物の生合成遺伝子の情報
が容易に得られるようになった。そのような中で、物質生産能に優れた汎用宿主における
生合成遺伝子の異種発現は、天然物を供給するうえで有力な手法の一つである。本
研究では、麹菌を宿主とした生合成遺伝子の異種発現により、植物への感染時に特異
的に生産される糸状菌代謝物を安定に供給することを目的とする。糸状菌Trichoderma 
virensは、植物への感染により宿主の病害抵抗性を誘導することが知られている。本菌
は多くの二次代謝遺伝子を有しているが、特に感染時に高発現するPKS-NRPSハイブ
リッド遺伝子tex13は、宿主植物の防御応答遺伝子の一つであるpalの誘導能と関連づ
けられているため、その代謝産物に興味がもたれている。一方で、その特異的な遺伝発
現パターンからT. virensにおける代謝物の同定が困難であることも示唆されているため、
本研究ではtex13と関連遺伝子群を麹菌で異種発現することで代謝物の同定を試み
る。また、得られた知
見を活かし、他の感
染時特異的な糸状
菌代謝産物の異種
生産にも展開した
い。

　麹菌は日本の伝統的な醸造産業のみならず、酵素や異種タンパク質の生産において
世界的に利用されている産業的に有用な糸状菌である。さらには近年、異種2次代謝
産物生産の宿主としても国内外で使用されるようになっている。研究代表者らは最近、
麹菌において初めてCRISPR/Cas9システムによるゲノム編集技術を利用した変異導
入技術を確立した。本研究では、このゲノム編集技術を発展させ、異種2次代謝産物
生産宿主としての麹菌の機能開発を行う。
　複数の遺伝子に対し同時に変異を導入することによる2次代謝産物生産向上のた
めの遺伝子改変技術、ならびに複数
の染色体部位に2次代謝生合成クラ
スター全遺伝子を同時に導入する技
術を開発する。また、リサイクル可能な
ゲノム編集用プラスミドを開発し、多重
変異導入および多重遺伝子導入を繰
り返し行うことができるようにする。
　さらに、麹菌の分化と2次代謝との
関連から、異種2次代謝産物の生産
性向上に有用な転写因子を明らかに
する。さらに、異種生産の副産物生成
を抑えるため、麹菌が有する多数のシ
トクロムP450遺伝子について多重変
異導入を繰り返し行い、異種2次代謝
産物の優良生産宿主を取得する。
　以上により、麹菌を用いた異種2次
代謝産物生産の効率化や生産性向
上を目標とする。

　植物のプレニル化フェノール類は、抗腫瘍、抗酸化、抗菌活性など多様な生理活性
をもち、機能性食品や医薬原料などとして極めて有望である。一方、天然における含量
は低く単離にコストもかかるため、高効率の生産系の確立は、基礎研究分野のみならず
産業界からも高いニーズがある。
　本研究では、植物由来のユニークなジプレニル化酵素AcPT1と、その細胞内基質の
p-クマル酸供給をPAL、C4H、CPR の３遺伝子を用いた生合成デザインにより、ブラジル
産Baccharisの生理活性成分artepillin C の生産を目指す。カワラヨモギ由来の
AcPT1が膜タンパク質なのでホストは出芽酵母とする。さらに、産物の細胞外輸送を制
御するLTP遺伝子を利用し、全体としてartepillin C の代謝から輸送・蓄積までをリデ
ザインした合成生物学を行う。本研究の特徴の一つは、単一の酵素でフェニルプロパン
に２つのプレニル基を導入できるユニークな新規植物酵素AcPT1遺伝子を利用するとこ
ろにある。

　微生物二次代謝物質は、多くが臨床薬あるいは農薬等として実用化されている重
要な天然化合物である。しかしながら、近年新規化合物の発見が困難になってきてお
り、新しい概念による新規化合物探索法の開発が望まれている。そんな中、申請者らは
インフォマティクス手法を取り入れることで、世界で初めて糸状菌由来の新規リボソーム
ペプチド（ust-RiPPs）を複数見出し、同種の生合成経路探索法の開発に成功してい
る。本研究では、医薬・農薬等多くの産業分野において有益な化合物を創製するため、
キノコを含むカビゲノム情報の網羅的な解析を行い、見出した新規ust-RiPPs生合成遺
伝子群の異種発現あるいは発酵法の改良により、修飾遺伝子情報を含むust-RiPPsラ
イブラリの構築を行うことを目的とする。さらに得られた生合成経路－化合物情報の知見
に基づき、修飾酵素や前駆体ペプチドの組換えおよび改変により、多様な非天然環状
ペプチドのデザインと合成を目指す。

カビ新規RiPPsライブラリ構築と非天然環状
ペプチド創製
Fungal RiPPs library construction for design and synthesis of arti�cial 
cyclic peptides

主任研究員　梅村 舞子 ： Senior Researcher Maiko Umemura
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門
Bioproduction Research Institute, 
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
https://unit.aist.go.jp/bpri/bpri-amm/index.html

A01-13
麹菌異種発現系を用いた感染時特異的な
糸状菌代謝産物の安定供給
Heterologous production of infection-speci�c fungal secondary 
metabolites

助教　尾崎 太郎 ： Assistant Professor Taro Ozaki
北海道大学大学院 理学研究院
Graduate School of Science, Hokkaido University
https://wwwchem.sci.hokudai.ac.jp/~yuhan/

A02-1

ゲノム編集による異種2次代謝産物生産麹菌の
迅速・多重遺伝子操作技術の開発
Development of genome editing-based technology for rapid and multiple gene modi�cation 
in heterologous production of secondary metabolites in Aspergillus oryzae

特任准教授　丸山 潤一 ： Associate Professor Jun-ichi Maruyama
東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命工学専攻　醸造微生物学（キッコーマン）寄付講座
Donated Fund Laboratory of Brewing Microbiology （KIKKOMAN CORPORATION）, Department of 
Biotechnology, The University of Tokyo 
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/Brew-Microbio/

A02-2
生合成工学と輸送工学を統合したプレニル化
ポリフェノールの生合成リデザイン
Redesign of biosynthetic machinery for prenylated polyphenols via 
integration of metabolic and transport engineering

教授　矢崎 一史 ： Professor Kazufumi Yazaki
京都大学 生存圏研究所
Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University
http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/lpge/

A02-3
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　植物における二次代謝産物の生産とは、生合成酵素による「代謝」に加えて、潜在
的に毒性である代謝産物への細胞質での「耐性」、細胞質からの隔離である液胞や細
胞外への「輸送」、の３者から成り立つ。私たちは、これらが協調する重要性に着目し、植
物アルカロイド生産における耐性および輸送の分子実体を解明してきた。
　本研究では、これまでに解明してきた耐性・輸送成果をさらに発展深化させ、微生物
を用いた合成生物学において、生合成酵素に加え、耐性・輸送の分子実体を導入し、
大量生産系構築のための新たな手法の開発を目指す。微生物としては、グルコースか
らベンジルイソキノリンアルカロイドの中間体であるレチクリンを生産する大腸菌、またレチ
クリンからスチロピンを合成する酵母に、アルカロイド耐性を付与するタンパク質や、アル
カロイド輸送体を共に発現させる。導入タンパク質の発現を確認しつつ、菌の生育、総
生産量、培地への放出、細胞内の蓄積などを定量し、生産に最適な組み合わせを探索
する。これら研究か
ら、代謝に耐性・輸
送を組み合わせた、
実用的な大量生産
系の開発を目指す。

　植物・微生物は様々な有用テルペノイド化合物を生産し、医薬品、芳香剤、エネル
ギー資源など多岐に亘る需要がある。立体特異的構造をもつため化学合成が困難で
あり、量産には生物の生合成系を活用する必要がある。放線菌は、構造多様性を持つ
有用二次代謝物を高生産する能力を有するためテルペノイド化合物への応用利用が
期待されているが、大腸菌や酵母のような実質的な高生産システムの開発には至って
いない。本研究では、メバロン酸経路を直接制御する転写制御因子とプロモーターセッ
トを内在する放線菌 （Streptomyces reveromyceticus）を活用し、遺伝子発現時期が異
なる一次・二次代謝生合成遺伝子の全てを同調的に機能させることにより、テルペノイ
ド高生産に特化した生合成プラットフォームを構築する。また、基盤を活用し機能未知の
遺伝子クラスターから生合成される新規二次代謝産物を取得する。

1）逆進化ロドコッカスゲノム株のブラッシュアップと宿主利用：これまでの研究で
作出した逆進化ゲノム株をさらに遺伝子レベルで改変し、1．生育が早く、2．扱い（培養
や形質転換）が容易で、3．遺伝子の保持・発現安定性が高く、4．生産物を蓄積しやす
い、などの特徴を全て兼ね備えた生合成宿主株を構築する。また本宿主によるメタゲノ
ムライブラリーを構築し、未培養・未利用の微生物資源から新規有用物質とその生合
成遺伝子を取得する。
2）P450遺伝子ライブラリーの構築と活性スクリーニング系の開発：ロドコッカス
は元来多数のP450の持っており、補因子や電子伝達系も元々の機能を期待できること
から、P450ライブラリーの宿主として非常に都合が良い。1,000レベルのライブラリーを目
指すとともに目的の機能を持つP450のスクリーニング系を構築する。
3）構造遺伝子内発現調節機構の生合成リデザインへの応用：生合成において多
数の遺伝子を扱う場合、それぞれに適した発現量があると思われる。構造遺伝子内発
現調節機構を理解・
応用することで、一つ
のプロモーターによる
個々の遺伝子の発現
量調節を目指す。

　植物ホルモンであるストリゴラクトン（SL）はアフリカで農業生産上、最も問題となってい
る根寄生雑草Strigaの駆除に高い効果が認められている。SLは微量でもその効果が
確認されているが、一方で天然SLは分解されやすく、植物からの分泌量も微量である
ため、SLを安価かつ大量に生産する系の確立、および高活性のSL類縁体の創出が求
められている。SLはβ-カロテンを初発物質としてD27、CCD7、CCD8、およびMAX1の4
酵素により主に葉緑体で合成される。そこで本研究では、SL生産のホストとして、葉緑
体の祖先生物であるシアノバクテリアに着目した。シアノバクテリアは葉緑体と酷似した
代謝機能を有しており、細胞内にβ-カロテンを高蓄積させている。そのためシアノバクテ
リアにSL生合成遺伝子を導入すればSL合成を一挙に進めることができると考えた。シ
アノバクテリアSynechococcus elongatus PCC 7942にSL遺伝子群を導入した後、高感
度SL検出系で機能を評価すると共に、進化工学的アプローチによりSL高生産株の分
子育種を行い、高活性かつ安定性の高い新規SL類縁体の創出を目指す。

シアノバクテリアを用いたストリゴラクトン
高効率生産系構築と新規類縁体の創成
Metabolic and evolutional engineering of cyanobacteria for e�ective 
production of strigolactone and its derivatives

准教授　渡辺　智 ： Associate Professor Satoru Watanabe
東京農業大学 生命科学部 バイオサイエンス学科
Department of Bioscience, Tokyo University of Agriculture
http://www.nodai.ac.jp/academics/life_sci/bio/lab/501/

A02-4

テルペノイド生産特化型放線菌生合成プラット
フオームの構築と新規二次代謝産物の創出
Construction of biosynthetic platform focused on terpenoid production 
using Streptomyces host and creation of novel secondary metabolites

ユニットリーダー　高橋 俊二 ： Unit Leader Shunji Takahashi
国立研究開発法人 理化学研究所 環境資源科学研究センター  天然物生合成研究ユニット
RIKEN Center for Sustainable Resource Science, Natural Product Biosynthesis Research Unit
http://www.csrs.riken.jp/jp/labs/npbu/index.html

A02-6
逆進化ゲノム株と構造遺伝子内発現調節を
用いた生合成リデザイン
Development of a reversed-evolved host microorganism for 
bioproduction

主任研究員　北川　航 ： Senior Researcher Wataru Kitagawa
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門
Bioproduction Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
https://unit.aist.go.jp/bpri/bpri-amm/index.html

A02-7

合成生物学における耐性・輸送工学を用いた
効率的なアルカロイド分泌生産系の開発
Development of e�cient alkaloid production system using tolerance 
and transport proteins in synthetic biology

A02-5

教授　士反 伸和 ： Professor Nobukazu Shitan
神戸薬科大学 医薬細胞生物学研究室
Laboratory of Medicinal Cell Biology, Kobe Pharmaceutical University
http://www.kobepharma-u.ac.jp/edrs/faculty_member_list/natural_medicinal_chemistry.html
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　栽培イネOryza sativaは、植物ホルモンのジベレリン以外にも多様なlabdane関連ジテ
ルペノイドを生合成する。その基本炭素骨格は、ゲラニルゲラニル2リン酸（GGDP）より
ent-コパリル2リン酸（ent-CDP）あるいはsyn-CDPを介して生成するが、その２段階はジ
ベレリン生合成関連のent-CDP合成酵素（CPS）とent-kaurene合成酵素のホモログ
（KSL）群により連続的に触媒される。栽培イネの多様なCPSとKSLパラログ獲得の進化
的知見を得るために野生イネを用いた進化研究を遂行する中で、3種の立体異性体
ent-CDP、鏡像体nomal-CDP（nor-CDP）、ジアステレオマーsyn-CDPについて、CPSに
よるGGDP環化物として、さらにKSLの基質として、ent-CDP→nor-CDP→syn-CDPとい
う順番で共進化したという仮説が考えられた。本研究では、様々な野生イネのCPSと
KSLを取得して触媒能を比較することで、それらジテルペン環化酵素の触媒能の進化
プロセスを解明することを目的とする。

　放線菌の生産する非リボソームペプチドは実に多様な生理活性を持ち、重要な医薬
品資源である。それらは非リボソームペプチド合成酵素 （NRPS） と呼ばれる酵素群に
より生合成される。NRPSは複数のモジュールと呼ばれる機能単位からなる巨大なタン
パク質である。1つのモジュールは縮合 （C） ドメイン、アデニレーション （A） ドメイン、チ
オレーション （T） ドメインの3つから構成され、これらが共同して1つのペプチド結合の形
成を触媒する。NRPSは魅力的な酵素エンジニアリングの研究対象であり、ドメインやモ
ジュールスワッピングによる酵素改変が試みられている。しかし、これらの手法を用いたエ
ンジニアリングは多くの場合、生産量の大幅な減少を引き起こす。また、期待されたペプ
チドの生産に結びつかないケースも多い。これらを克服し、様 な々ペプチドを自在に生産
することを可能にするためにはNRPSの構造変化のダイナミクスやドメイン間の複雑な相
互作用と触媒機構の関係を理解する必要がある。本研究ではJBIR-34, -35の生合成
を担うNRPSに着目し、in vitro試験やX線結晶構造解析を通してその生合成機構の理
解を深めることを目指
す。本研究により得ら
れた成果はNRPSエン
ジニアリングの重要な
基盤研究となる。

　メロテルペノイドは分子構造の一部をイソプレノイド経路に由来するハイブリッド型天
然物であり、その構造多様性並びに特徴的な生理活性から高い注目を集める化合物
群である。近年、微生物が生産するメロテルペノイドの生合成マシナリー解明及びこれ
を用いた合成生物学的展開は天然物化学における大きなトピックの一つとなっている
が、一方植物メロテルペノイドの生合成酵素に関する構造機能研究やこれを用いた生
合成工学は立ち遅れている感が否めない。本研究課題では代表的な植物有用メロテ
ルペノイドである大麻のカンナビノイド、およびこれと類似した反応機構により生成する抗
HIV天然物ダウリクロメン酸に着目し、これらの生合成反応を触媒するflavoprotein 
oxidaseについて、その特徴的なテルペン酸化閉環反応の構造基盤をX線結晶解析
により初めて詳細解明し、論理的な触媒活性コントロール、即ち生合成酵素の機能的リ
デザインを実現する。本研究の成功により新たな医薬資源の探索に向けた植物メロテ
ルペノイド構造多様
性の拡大や、非天然
型メロテルペノイドの
効率的生産を可能と
する計画である。

　サキシトキシン及びその類縁体は電位依存性 Na チャネルの強力な阻害剤であり、
多くの神経生理学的研究においてツールとして活用されている。これらは当初二枚貝か
ら発見されたため、麻痺性貝毒と総称されるが、真の生産者は海産渦鞭毛藻の一部の
種であることがわかっている。近年淡水産のラン藻にもその生産能があるものがみつか
り、遺伝子クラスターが同定された。一方麻痺性貝毒生産渦鞭毛藻は遺伝子がクラス
ターを形成していない上、ゲノムサイズがヒトの35倍ともいわれておりゲノム解析は困難
であるため、生合成の全容は不明のままである。天然から報告されているサキシトキシン
骨格を有する類縁体は50種を超え、毒組成は各生物中の生合成各ステップの酵素活
性を反映するが、硫酸基転移酵素以外単離されていない。本研究は不明のままの渦鞭
毛藻の麻痺性貝毒生合成マシナリーの反応場の解明、探索と機能解析さらにゲノムサ
イズの大きい渦鞭毛藻を人工的に微小細胞としてさらに一細胞ずつ解析するという基
盤技術を開発することを目的としている。

巨大ゲノム生物の毒生合成マシナリー探索と
ゲノム解析の基盤技術開発
Development of basic technique for the search of the toxin biosynthetic 
machinery and genome analysis of the organism having huge genome

助教　長　由扶子 ： Assistant Professor Yuko Cho
東北大学大学院 農学研究科 生物産業創成科学専攻 天然物生物機能科学講座 天然物生命化学分野
Laboratory of Bioorganic Chemistry of Natural Products, Graduate School of Agricultural 
Science, Tohoku University
http://www.agri.tohoku.ac.jp/bukka/index-j.html

A03-1

非リボソームペプチド合成酵素の触媒機能の
精密解析
Study on biosynthetic machinery of nonribosomal peptide synthetase

准教授　勝山 陽平 ： Associate Professor Yohei Katsuyama
東京大学大学院 農学生命科学研究科
Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/hakko/index.php

A03-3
生理活性植物メロテルペノイド生合成酵素の
立体構造解明と機能的リデザイン
Functional re-design of the biosynthetic enzymes producing pharmacologically 
active plant meroterpenoids based on crystal structure analyses

准教授　田浦 太志：Associate Professor Futoshi Taura
富山大学大学院 医学薬学研究部（薬学）•薬用生物資源学研究室
Laboratory of Medicinal Bioresources, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical 
Sciences for Research, University of Toyama
http://www.pha.u-toyama.ac.jp/laboratory/shoyaku/index.html

A03-4

イネにおけるジテルペン環化酵素触媒能の
進化プロセス
Evolution of functions of diterpene cyclases in rice

教授　豊増 知伸 ： Professor Tomonobu Toyomasu
山形大学農学部
Yamagata University, Faculty of Agriculture
http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/~molecular-b/

A03-2
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公募研究の内容紹介

　本研究では、高等植物が生産するセスキテルペノイドの生合成に関与する酵素群を
明らかにし、コンビナトリアル生合成手法による新規・希少な植物セスキテルペノイドの生
合成経路の再構築を行う。特に、共通基質であるファルネシル二リン酸から多様なセス
キテルペン骨格を生成するセスキテルペン環化酵素、セスキテルペン骨格の酸化修飾
を触媒するシトクロムP450モノオキシゲナーゼ、アルコールデヒドロゲナーゼといった酵素
群の薬用植物種からの新規マイニングと異種植物由来の種々の酵素の合目的な組み
合わせにより、抗ガン活性を有するGuaianolide Sesquiterpene Lactones（GSL）の基
本構造の再構築や、多様なセスキテルペノイドを生産するものの抗マラリア薬原料であ
るアルテミシニンを生産するクソニンジン（Artemisia annua）以外は詳細な解析がなされ
ていないヨモギ属植物に着目した植物由来希少セスキテルペノイドの生合成系の解明
と再構築を目指す。

　アンモニアを嫌気的に酸化するアナモックス菌は、海洋での窒素生産の約50%を担う
地球上の窒素循環の重要な担い手であり、近年低コストな水質浄化法に応用が進め
られている。アナモックス菌は、シクロブタンが連なった梯子状疎水基を持つラダラン脂
質が多く含まれる膜で囲まれた区画で窒素代謝を行っている。ラダラン脂質は大きな歪
みを持つため、合成化学的な生産は困難であり、その生合成マシナリーには複雑骨格
機能分子の創成につながる重要な構造基盤が備えられていると期待される。ラダラン脂
質の梯子構造を生合成するメカニズムの大部分は未解明であるが、フィトエン不飽和
化酵素によって多価不飽和脂肪酸が生合成され、これを前駆体としてラジカルSAM 
酵素等が梯子構造を構築すると提案されている。本研究ではこの仮説に基づき、ラダラ
ン脂質生合成中間体の同定と生合成経路の解明、さらにさらに生合成酵素と中間体と
の複合体のX線結構造解析を行うことで、大きな歪みを持つ梯子構造を構築する生合
成マシナリーの精密構造基盤を解明する。

　放線菌は、抗生物質に代表される二次代謝産物を生産し、そのゲノム上には１菌株
あたり20-30種類もの二次代謝生合成遺伝子クラスターを有しているが、通常培養条件
で生産されるのはわずか数種類であり、8-9割はゲノム中に「眠っている」といえる。すな
わち、放線菌は天然物の宝庫とも言え、その潜在能力に注目が集まっている。我々は、シ
グナル分子制御系の改変および主要二次代謝生合成系の遮断を組み合わせた「休
眠二次代謝の発現活性化」を遂行し、アゾキシアルケン化合物KA57-Aを含めた休眠
二次代謝産物の取得に成功した。本研究課題では、代謝経路の合理的改変により獲
得した二次代謝産物のうち、特異なアゾキシ結合形成メカニズムの先駆的解明を中心
とし、生物活性の高機能化を指向した生合成リデザイン、多様なポリケチド化合物生合
成遺伝子の探索を行うとともに、制御系・生合成代謝系の合理的改変による二次代謝
活性化の汎用性および悉皆的ゲノムマイニングの可能性を追究する。

　本研究では、古細菌に存在するイソプレン単位間縮合反応のマシナリーを新規に同
定、もしくは構造解析の結果を元に既知のマシナリーの機能を改変し、生合成リデザイ
ンの重要なターゲットの１つであるイソプレノイドの分子骨格形成機構に関する新たな知
見を得ることを目的とする。古細菌は、その膜脂質に代表されるように、他生物には見ら
れない独特な構造のイソプレノイドを、特有かつ新奇性の高い生合成酵素の働きにより
生産している。これまで我々は古細菌のプレニル基転移酵素に関する研究を精力的に
進めており、例外的な縮合反応を触媒する酵素を見出している。さらに同種酵素の解
析を進め、古細菌独特のイソプレン単位間縮合反応、特にmiddle-to-tail、tail-to-tail、
head-to-head型の縮合反応に関わる新奇酵素を見出すと共に、その反応機構を明ら
かにする。それらの古細菌に特有な生合成マシナリーは、多様な生物由来の酵素を組
み合わせて人工的な代謝経路を構築する際、生産されるイソプレノイドの構造多様性
の拡張に貢献するはずである。

イソプレノイドの構造多様性を生み出す
イソプレン単位間縮合反応のマシナリー
Machinery of condensation reactions between isoprene units that 
generate the structural variety of isoprenoid

准教授　邊見　久 ： Associate Professor Hisashi Hemmi
名古屋大学大学院 生命農学研究科
Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University
https://www.agr.nagoya-u.ac.jp/~bmm/

A03-5
植物の希少セスキテルペノイド生合成システムの
再構築
Reconstruction of plant-derived rare sesquiterpenoids biosynthetic 
pathways

准教授　關　光 ： Associate Professor Hikaru Seki
大阪大学大学院 工学研究科
Graduate School of Engineering, Osaka University
http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/pl/index.html

A03-6

ラダラン脂質の高歪み骨格を構築する生合成
マシナリーの構造基盤の解明
Biosynthetic Mechanism of Highly Strained Ladderane Lipids in 
Anammox Bacteria

教授　永野 真吾 ： Professor Shingo Nagano
鳥取大学大学院 工学研究科 化学・生物応用工学専攻
Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University
http://www.bio.tottori-u.ac.jp/~bioeng/

A03-7
代謝経路の合理的改変により得られた休眠
二次代謝産物の精密分子変換機構とリデザイン
Mechanistic study and biosynthetic redesign of silent secondary 
metabolites produced by rational modi�cation of metabolic pathway

准教授　荒川 賢治 ： Associate Professor Kenji Arakawa
広島大学大学院 先端物質科学研究科
Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University
http://home.hiroshima-u.ac.jp/mbiotech/5lab/Arakawa/intro-J.html

A03-8
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公募研究の内容紹介

　生合成を駆使してテルペン類を自在合成するためには、マクロからミクロに至る生合
成関連分子種（ゲノム、酵素、基質）の構造・性質・反応機構を理解し、それらをもとに
精密な設計図を描くことが鍵となります。本研究では、テルペン生合成基質の観点から
生合成反応機構を探ることを目的とした、プローブ分子合成法の開発とプローブ分子を
用いた生合成反応機構の解析研究を行います。
（１）鎖状テルペン生合成合成方法論の開発
　3置換オレフィンの幾何異性を制御し、かつ合成工程数を大幅に削減する鎖状テル
ペン類の合成法を確立します。
（２）生合成機構の解析に資するプローブ分子合成
　上記合成法を駆使して、マイコバクテリウム属由来のテルペン生合成酵素基質であ
るC35鎖状テルペンを立体選択的に合成します。あわせて、ヒドリド転位過程の追跡を
容易位にする重水素化テルペン分子プローブを自在合成する方法論の開拓に取り組
みます。
（３）反応機構解析
　プローブ分子を用い
た生合成反応機構の
解析を共同で実施し、
複雑なテルペン分子が
生合成される反応過程
を明らかにします。これら
の研究を通じて精密な
生合成設計図を描くた
めの情報を提供します。

糸状菌生合成電子環化酵素の機能と構造解析
Functional and structural analyses of eletrocyclization enzymes 
involved in fungal natural product biosynthesis

教授　藤井　勲 ： Professor Isao Fujii
岩手医科大学 薬学部 天然物化学講座
School of Pharmacy, Iwate Medical University
http://inpc.iwate-med.ac.jp

　糸状菌は、様 な々生理活性物質を生産する重要な生物資源であり、ゲノム解析の進
展により、二次代謝産物生合成遺伝子の解析が進み、麹菌発現系などを用いた異種
生産も可能になってきた。我々は、これまでに海生糸状菌Emericella variecolor GF10
株のshimalactone生合成遺伝子の同定と麹菌異種発現によるshimalactone生産に
成功し、shimalactone生合成に関わる8π-6π電子環化反応を触媒すると考えられる酵
素ShmGの遺伝子を見出している。
　そこで、本研究では、ShmGの触媒する8π-6π電子環化反応の酵素レベルでの確認
を行うとともに、ShmGを高発現、精製、結晶化しその三次元構造から8π-6π電子環化
反応の反応機構を明らかにすることを第一の目的とする。また、ジャガイモ夏疫病菌
Alternaria solaniよりDiels-Alder環化を触媒するソラナピロン合成酵素Sol5の同定と異
種発現にも成功しているが、その三次元構造の解明には至っておらず、これを第二の
研究目的とする。加えて、糸状菌の繰返しタイプI型ポリケタイド合成酵素（PKS）自身が、
炭素鎖伸長反応途中でDiels-Alder環化を触媒する例として、微小管重合阻害物質
phomopsidin生合成のPKS
がDiels-Alder環化能を持
つと考えられているものの、そ
の遺伝子は未だ同定されて
いない。本研究では、その同
定と機能解析を第三の目的
とし、これら糸状菌生合成の
電子環化・付加酵素の機能
と三次元構造を解明するこ
とを目指す。

　Ⅲ型ポリケタイド合成酵素は、単独でポリケタイドの伸長と環化反応を触媒すると考え
られていた。私は、Ⅲ型ポリケタイド合成酵素の反応に関与する3ファミリーの環化酵素を
探索し、新奇環化酵素を微生物および植物から発見する。また、それらの機能・反応メ
カニズムを解明する。さらに、これら環化酵素の機能およびそれらが関与する生合成経
路の解明を行う。また、Ⅲ型ポリケタイド合成酵素とⅡ型ポリケタイド合成酵素の環化酵素
を大腸菌生体内で組み合わせ、新規芳香族ポリケタイドの生産を行う。以上のように申
請者は、芳香族ポリケタイドの構造多様性の拡張を最終目的に、新規微生物生産系を
構築する。抗がん剤doxorubicinや抗生物質tetracycline、抗鬱剤hypericineなど、芳
香族ポリケタイドには多様な生理活性があるため、その生産は人類の健康の増進に寄
与すると考えられる。本研究は、稀少薬用植物や栽培困難な植物などの「生物資源」に
依存しない「遺伝子資源」に立脚したsustainable（持続可能）な生産技術の開発につ
ながる。

芳香族ポリケタイド生合成の理解・分解・再構築
Dissecting biosynthetic machinery of aromatic polyketides for 
functional reconstitution in E. coli

准教授　鮒　信学 ： Associate Professor Nobutaka Funa
静岡県立大学 食品栄養科学部 食品生命科学科 ケミカルバイオロジー研究室
Laboratory of Chemical Biology, Department of Food and Nutritional Sciences. 
University of Shizuoka
http://sfns.u-shizuoka-ken.ac.jp/chembiol/
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A03-11

テルペノイド生合成機構の解析に資する
鎖状テルペン分子プローブの効率合成
Synthetic Study of Acyclic Terpene Probes to Elucidate the Reaction 
Mechanism of Terpenoid Biosynthesis

教授　品田 哲郎 ： Professor Tetsuro Shinada
大阪市立大学大学院 理学研究科 物質分子系専攻 分子変換学研究室
Graduate School of Science, Osaka City University
http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/henkan/

A03-10



平成29年1月28日（土）　東京大学理学部

　新学術領域研究「生物合成系の再設計による複雑骨格機能
分子の革新的創成科学」の第１回公開シンポジウムを2017年1月
28日に東京大学で開催しました。本シンポジウムは計画班員を中
心として集い、それぞれの研究内容について報告すると共に、分
野間での交流を目的として開催されました。参加者総数は128名を
数え、本領域に対する注目度の高さが伺えました。

　始めに阿部領域代表からの挨拶が行われた後、計画研究班
員である菅先生（東大院理）、濱野先生（福井県大生物資源）、
渡辺先生（静岡県大薬）、葛山先生（東大生物生産工学セン
ター）、山崎先生（千葉大院薬）、江口先生（東工大院理）にご講
演を頂きました。本領域を牽引される先生方が、これからの目標を
交えながら、最新の研究成果について発表されました。各講演で
のメッセージや講演後に行われた活発な質疑応答などを通して、
A01班が目指す「天然にないものをつくる」、A02班が目指す「希少
なものを大量につくる」、A03班が目指す「マシナリーの構造と機
能」についての具体的な方向性を参加者全員で共有することが
できたのではないかと思われます。学生の参加者が多いことも手
伝って、シンポジウム全体を通して活気にあふれており、本領域の
発展が大きく期待できる第１回公開シンポジウムになりました。

シンポジウム発表題目
菅裕明（東京大学大学院理学系研究科）
　「擬天然物試験管内ワンポット合成マシナリー」
濱野吉十（福井県立大学生物資源学部）
「streptothricin類縁抗生物質の生合成研究に見出した
tRNA依存性ペプチド合成酵素」
渡辺賢二（静岡県立大学薬学部）
「実用的物質生産系構築にむけたゲノム情報に基づく新規生
合成システムのリデザイン」
葛山智久（東京大学生物生産工学研究センター）
「複雑骨格を創成する革新的生合成マシナリーの開拓と精密
機能解析」

山崎真巳（千葉大学大学院薬学系研究院）
　「植物二次代謝のゲノム進化に学ぶ生合成デザイン」
江口正（東京工業大学理学院化学系）
「非天然型天然物の生合成リデザインを指向する微生物二次
代謝生合成系の精密機能解析“マクロラクタム抗生物質の生
合成マシナリーの解析”」

■第１回公開シンポジウム

9th US-Japan Seminar on the Biosynthesis of 
Natural Products
日時：2017年5月30日-2017年6月4日
会場：UCLA Lake Arrowhead Conference Center
https://sites.google.com/site/2017usjapanbiosynmeeting/home

第２回公開シンポジウム
日時：2017年8月5日-2017年8月6日
会場：北海道大学フロンティア応用科学研究棟
（第３回総括班会議及び第１回班会議を開催）
http://www.f.u-tokyo.ac.jp/̃tennen/symposium2.pdf

新学術領域「生合成リデザイン」第一回若手の会
日時：2017年8月26日-8月27日
会場：草津セミナーハウス大研修室
http://www.f.u-tokyo.ac.jp/̃tennen/bs_event.html

1st China-Japan Joint Symposium on Natural 
Product Biosynthesis
日時：2017年10月2日-2017年10月3日
会場：上海日航飯店
http://www.f.u-tokyo.ac.jp/̃tennen/chinajapan.pdf

第69回日本生物工学会大会
日時：2017年9月11日-2017年9月14日
会場：早稲田大学

■領域シンポジウム・班会議のお知らせ

■関連学会開催のお知らせ
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