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Acaryochloris marina というユニークなシアノバクテリ
アに着目した光利用戦略解明の研究と応用利用の展望
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Cyanobacteria perform oxygenic photosynthesis, and so have developed highly organized photoresponsive systems to acclimate to changing
light environments. Among various photoreceptors, linear tetrapyrrole-binding cyanobacteriochrome photoreceptors play central roles for these
systems. The cyanobacteriochrome photoreceptors are distant relative of the plant phytochromes showing red/far-red reversible photoconversion.
In the case of the cyanobacteriochrome photoreceptors, the spectral properties are highly diversiﬁed to sense various light colors covering UV and
visible light regions. In recent years, we have focused on quite unique cyanobacterium Acaryochloris marina which utilizes not chlorophyll a but
chlorophyll d for reaction center pigment of photosystems. Because chlorophyll d absorbs longer wavelength far-red light than chlorophyll a, we
assumed that A. marina might have photorecetors to sense longer wavelength far-red light. In fact, we could expectedly identify novel cyanobacteriochrome photoreceptors to sense far-red light by incorporating unique chromophores. In addition, we could serendipitously discover various
novel photoreceptors with unique spectral properties. In this review, we will introduce details of these ﬁndings and applicative potentials of the
discovered molecules for optogenetic control and ﬂuorescence bioimaging.

1.

はじめに
著者らはこれまで一貫して光合成を行う原核生物で

あるシアノバクテリアを対象として研究を行ってきた．中

の間の C15=C16 二重結合が回転する Z/E 異性化が起こる
（図 1B）
．今後，色素の炭素番号を記載する場面が多いが，
この図 1B の番号を参照されたい．植物のフィトクロムで

でも，シアノバクテリアの光応答や光合成の光捕集に関わ

は，PAS，GAF，PHY という 3 つのドメインが協調して色

るタンパク質の解析を主に行っている．
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素の結合と光の感知を担う．中でも GAF ドメインが中心

が主に対象としている分野ではないものの，光合成生物の

的な役割を担い，GAF ドメイン内部のシステイン（第一

光利用戦略としては，
陸上植物とも共通項があるだろうし，

のシステイン）が色素と共有結合する（図 1C）．1990 年

逆に戦略の違いから浮かび上がってくる示唆もあるかもし

代後半から 2000 年代前半にかけて，シアノバクテリアの

れない．シアノバクテリアと光を巡るマニアックな話に少

ゲノム配列決定が進むとともに，順遺伝学・逆遺伝学的な

しばかりお付き合いいただけると幸いである．
2. シアノバクテリオクロムとは

解析が行われ，走光性や光順化といった光応答現象に関わ
る光受容体様遺伝子が同定された（Kehoe and Grossman

シアノバクテリオクロムはシアノバクテリア特異的

1996 ; Yoshihara et al. 2000）．これらの遺伝子群がコードす

に見いだされる光受容体であり，もともとは植物のフィト

るタンパク質は，フィトクロムの色素結合において中心的

クロムと相同性のある分子として発見された（Yoshihara et

な役割を担う GAF ドメインを有し，さらに，色素の共有

al. 2004 ; Fushimi and Narikawa 2019）
．フィトクロムは赤

結合に必須な第一のシステインも保持していることから，

色光を吸収する状態と遠赤色光を吸収する状態の間で可逆

これらの GAF ドメインが色素を結合し光を感知している

的に変換する（Rockwell and Lagarias 2010）
．このように 2

と予想された（図 1C，図 2）．その後，2004 年に日本の池

つの光吸収型の間の変換を光変換と呼ぶ（図 1A）．光変換

内昌彦氏らのグループがモデルシアノバクテリアである
Synechocystis sp. PCC 6803 の走光性光受容体と考えられる

過程では，色素（色素の詳細は後述する）の C 環と D 環
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SyPixJ1 を 単 離 し， 分 光 学 的 な 解 析 を し た． そ の 結 果，
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al. 2013 ; Lim et al. 2018 ; Xu et al. 2020）
．

SyPixJ1 が青色光と緑色光を可逆的に感知することが明ら

ここで，シアノバクテリオクロムを色素結合型として取

かとなった（Yoshihara et al. 2004）
．この GAF ドメインは

得し解析する手法について簡単に紹介する．シアノバクテ

フィトクロムとは異なり，PAS ドメインや PHY ドメイン

リオクロムが結合する開環テトラピロールは大腸菌には存

と連なって存在しておらず，また，同様の GAF ドメイン

在しないため，普通の大腸菌の中では色素の結合していな

がシアノバクテリアのゲノム中に数多く検出されたことか

いアポタンパク質として発現する．このタンパク質を精製

ら，これらの GAF ドメインを有するタンパク質群がシア

し，色素と試験管内で再構成する手法も存在するが，多く

ノバクテリオクロムと総称された（図 1C）
．その後，さま

の場合では大腸菌の中で色素も合成する共発現系が採用さ

ざまな GAF ドメインの生化学・分光学的解析が進み，紫

れている．著者らもその手法を主に用いており（Gambetta

外光から遠赤色光までカバーする多様な光受容体が同定さ

and Lagarias 2001 ; Mukougawa et al. 2006 ; Yoshihara et al.

れた（Fushimi and Narikawa 2019）
．
3. シアノバクテリオクロムの多様性

2006 ; Narikawa et al. 2008 ; Ulijasz et al. 2009），ヘムを開

シアノバクテリオクロムは開環テトラピロールとい

裂して BV を産生するヘムオキシゲナーゼと BV から PCB
を産生する PcyA をシアノバクテリオクロムと共発現する

う色素を結合する．開環テトラピロールは 4 つのピロール

ことで，大腸菌の中で PCB（あるいは異性化した PVB）

環が炭素を介して直鎖状に並んだ構造を指定おり，ヘムが
開裂してできるビリベルジン IVα（BV）を起点として還

が結合したホロ分子として発現させることが可能である．
4. シアノバクテリオクロムに BV が結合する可能性

元や異性化を経て生成される色素群である（図 3）
．開環

2013 年に出版された赤色光と緑色光の間で可逆的

テトラピロールは，二重結合と単結合が交互に並ぶ領域で

な光変換を示す AnPixJg2 というシアノバクテリオクロム

ある共役系が長いほど長波長の光質を吸収し，共役系が短

GAF ド メ イ ン の 構 造 解 析 の 論 文 の リ バ イ ス の 過 程 で

くなると短波長の光質を吸収する．起点の色素である BV

（Narikawa et al. 2013）
，本来 AnPixJg2 に結合する PCB の

は最も共役系が長いため，天然の開環テトラピロールの中

代わりに，フィトクロモビリン（PΦB）という色素を結合

で BV が最も長波長の光質を吸収する．また，還元や異性

させる実験を行った（図 4A）
．PΦB は植物のフィトクロ

化によって二重結合の数や位置が変化することで，共役系

ムが結合する色素であり，HY2 という酵素によって，BV

の長さが変化し，吸収する光質もそれに従って変化する．

から合成される（Kohchi et al. 2001）
．PCB と PΦB は構造

シアノバクテリオクロムの主要な結合色素はフィコシアノ

が非常によく似ており，両者の違いは C181 と C182 の間が

ビ リ ン（PCB） で あ る（Hirose et al. 2008 ; Narikawa et al.

単結合か二重結合かの違いだけである（図 3）．つまり，

2008）．PCB は BV から PcyA という酵素によって，二段

PCB を合成する PcyA は D 環領域と A 環領域の還元を行

階の還元を経て合成されるが，第一段階目で D 環の領域，

うが，HY2 は A 環領域の還元のみを行うことで，PΦB を

第二段階目で A 環の領域が還元される（図 3）
．多くのシ

合成する．第一のシステインと結合する A 環の構造は両

アノバクテリオクロムは第一のシステインを介して，PCB

者で同一であるため，PΦB を結合するフィトクロムも

の C31 の炭素と共有結合を形成する．また，DXCF 型と呼

PCB を効率よく結合し光変換を示し，PCB を結合するシ

ばれる高度に保存された DXCF というモチーフを有する

アノバクテリオクロムも PΦB を効率よく結合し光変換を

シアノバクテリオクロムは，第一のシステインに加えて，

示すことは既に報告されていた（Yeh et al. 1997 ; Mukouga-

DXCF モチーフの内部に第二のシステインを有する（図 2）
．

wa et al. 2006 ; Rockwell et al. 2012）
．PCB 結合型に比べて，

このシステインは，光変換過程で B 環と C 環の間の C10

PΦB 結合型は共役系の中の二重結合が 1 つ増えるため，

という炭素に可逆的に脱着する機能を持ち，さらにもう 1

10-20 nm ほど吸収波長が長波長にシフトすることが分

つの重要な役割を担う（Ishizuka et al. 2007, 2011 ; Rockwell

かっている．このような先行研究の状況から，著者らも，

et al. 2008）
．それは，GAF ドメインに結合した PCB をフィ

ヘムオキシゲナーゼと PcyA の代わりに HY2 とを大腸菌

コビオロビリン（PVB）という別の色素に異性化する機能

の中で共発現することで，PΦB が結合した AnPixJg2 を取

である（図 3）．PVB は A 環と B 環の間の二重結合が単結

得することを試みたが，その結果は予想外のものであった．

合になっているため，A 環が共役系から外れており，PCB

取得したタンパク質への色素結合効率は非常に低いもの

よりも短波長の緑色光を吸収する色素である．2004 年以

の，光変換する吸収成分が見出され，700 nm 付近の遠赤

降，様々なシアノバクテリオクロムの GAF ドメインの解

色光吸収型と 620 nm 付近の橙色光吸収型の間での光変換

析が進められたが，それらは PCB を結合する分子群と

が確認された（図 4B）
．色素の結合効率については，タン

PVB を結合する分子群に大別された．両者の立体構造決

パク質の吸収に対応する 280 nm 付近の紫外光吸収と色素

定や生物物理学的な解析も行われ，それぞれの色調節の分

の吸収との比率から，大まかに見積もることができる．つ

子機構の理解が進んでいる（Burgie et al. 2013 ; Narikawa et

まり，PCB 結合型では，色素由来の吸収ピークが相対的

40

植物の生長調節

Vol. 57, No. 1, 2022

図 1 フィトクロムとシアノバクテリオクロム
（A）植物由来のフィトクロムの光変換．赤色光吸収型 Pr と遠赤色光吸収型 Pfr の間で可逆的に変換する．
（B）フィト
クロムとシアノバクテリオクロムのドメイン構成．シアノバクテリオクロムはさまざまなアウトプットドメインを持
つ．
（C）植物のフィトクロムに結合するフィトクロモビリン PΦB の構造．光変換過程で，C 環と D 環の間の二重結
合の回転（Z/E 異性化）が起こる．

図 2 主要なシアノバクテリオクロム GAF ドメインのアライメント
第一のシステインは色素と安定的な共有結合を形成するが，第二のシステインは光変換過程で色素と脱着する．

図 3 開環テトラピロールの生合成系とシアノバクテリオクロムへの結合様式
開環テトラピロールは，ヘムが開裂して生じるビリベルジン IVα（BV）を起点に合成されるさまざまな色素の総称．
シアノバクテリオクロムと結合する際，第一のシステインが A 環の C31 か C32 に共有結合する．
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図 5 クロロフィル d を光合成色素として用いる Acaryochloris marina
（A）クロロフィル a とクロロフィル d の吸収スペクトル．
（B）A. maarina とモデルシアノバクテリア（Synechocystis
sp. PCC 6803）の細胞の吸収スペクトル．

に高いのに対して，BV 結合型では非常に低く，BV の結
合効率は極めて低いと判断できる．PCB を結合する AnPixJg2 は 650 nm 付近の赤色光吸収型と 540 nm 付近の緑色
光吸収型の間の光変換を示す（図 4A）．つまり，両吸収型
が 50-80 nm 近く長波長シフトしており，これは PΦB の結
合に起因するものとは考えられなかった．先行研究で示さ
れたように，PΦB が結合しているのであれば，10-20 nm
ほどの長波長シフトが実現されるはずである．そこで，こ
の吸収成分は PΦB の結合に由来するのではなく，その前
駆体である BV が結合したものであると推測し，ヘムオキ
シゲナーゼのみと AnPixJg2 を共発現したところ，同様の
光変換が確認され，やはり上述した光変換成分は BV の結
合に由来することが確認された．
この結果は，著者らにとっては非常に不可解であった．
図 4 PCB 結合型・BV 結合型シアノバクテリオクロムの
光変換
（A）PCB 結合型 AnPixJg2 の光変換．赤色光吸収型 Pr と
緑色光吸収型 Pg の間で可逆的な変換を示す．（B）BV 結
合型 AnPixJg2 の光変換．効率は悪いが BV を結合し，遠
赤色光吸収型 Pfr と橙色光吸収型 Po の間で可逆的な変換
を示す．（C）BV 結合型 AM1_1557g2 の光変換．遠赤色光
吸収型 Pfr と橙色光吸収型 Po の間で可逆的な変換を示す．
（D）BV 結合型 AnPixJg2_BV4 の光変換．効率よく BV を
結合し，遠赤色光吸収型 Pfr と橙色光吸収型の間で可逆的
な変換を示す．

なぜなら，BV は A 環と D 環の構造が PCB と比べて異なっ
ているのに対して，PΦB は D 環の構造のみが異なってお
り，BV よりも PΦB の方が構造として PCB により似てい
るからである（図 3）．特に，A 環の領域は第一のシステ
インが共有結合を形成する箇所であり，その領域の構造が
異なる BV が結合するのは受け入れ難かった．実は，バク
テリアや真菌由来のフィトクロムは BV を結合することが
分かっているのだが，これらのフィトクロムは GAF ドメ
イン内部の第一のシステインを持たず，PAS ドメインの N
末端側のループ領域に存在する N 末システインが BV に
共 有 結 合 を し て い る の で あ る（ 図 1）
（Bhoo et al. 2001 ;
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Lamparter et al. 2002 ; Blumenstein et al. 2005）
．しかも，構

光エネルギー利用において，長波長の光質を吸収する色素

造解析から，N 末システインは BV の C32 の炭素と共有結

を用いているように，光情報として感知する上でも，長波

合を形成している（Wagner et al. 2005）
．一方，植物やシア

長の光質を吸収できる色素を用いているのではないか，つ
まり，A. marina のシアノバクテリオクロムは PCB よりも

ノバクテリア由来のフィトクロムやシアノバクテリオクロ
ムの場合，第一のシステインは PCB や PΦB の C31 の炭素

共役系の長い BV を結合できるのではないか，と考えたわ

と共有結合を形成している（図 3）
（Essen et al. 2008 ; Nari-

けである．そこで，PVB に異性化せずに比較的長波長の

kawa et al. 2013）．BV は C31 と C32 の間に二重結合が存在

赤色光領域を感知する AnPixJg2 が属する XRG というサ

するのに対し，PCB は C3 と C3 の間に二重結合が存在す
る（図 3）．このような関係性から，GAF ドメイン内部の

ブファミリーのシアノバクテリオクロム型 GAF ドメイン
に着目した．A. marina のゲノムには，XRG 型の GAF ド

第一のシステインは BV に対して共有結合はできない，と

メインが 5 つ存在し，それらを色素との共発現系で解析し

著者たちは思い込んでいたのである．兎にも角にも，この

たところ，特に AM1_1557g2 と AM1_C0023g2 という分子

1

実験系では，目的の PΦB 結合型 AnPixJg2 を取得すること

が PCB だけでなく，BV も効率よく結合し，BV 結合型は

はできず，リバイスの実験としては頓挫し，他の実験デー

遠赤色光と橙色光で可逆的に光変換した（図 4C）
（Narikawa

タを追加することでことなきを得た．AnPixJg2 に対して，
より構造として似ている PΦB が結合せずに非効率ながら

et al. 2015b, a ; Fushimi et al. 2016）．この遠赤色光吸収型は
700 nm 付近に吸収ピークを持ち，クロロフィル d の吸収

BV が結合したという事実に対して，納得のいく説明は相

する波長とよく合致する．その後，他のシアノバクテリア

変わらずできないままであったが，
「シアノバクテリオク

由来の XRG 型 GAF ドメインの解析も行ったが，AnPixJg2

ロムに BV が結合することはない」と思い込んでいた著者

のように僅かに結合が確認できるものの，効率よく BV を
結合する分子は見つけられず，やはり A. marina が特異的

らにとって，BV が結合し得るという発想に転換したこと
を効率よく結合して光を感知するシアノバクテリオクロム

に BV 結合能を獲得していることが示唆された．
A. marina 由来のシアノバクテリオクロムが遠赤色光と

は，どんなシアノバクテリアになら存在し得るだろうか ?」

橙色光を可逆的に感知していることが示唆されたため，こ

という視点でターゲットを模索することとなった．
5. Acaryochloris marina における BV 結合型シアノ

れらの光質に応答する制御系が存在すると考え，それぞれ

はとても良い契機となった．そこで，著者らは次に「BV

バクテリオクロム
前 項 の 通 り 著 者 ら が タ ー ゲ ッ ト を 模 索 し た 結 果，
Acaryochloris marina というユニークなシアノバクテリア
に行き着いた．実は，A. marina には著者の成川は以前か
ら目をつけていたのだが，当時はなかなか手をつけられず

の光質で培養した細胞の RNA-seq 解析や電子顕微鏡での
観察などを行った（Kashimoto et al. 2020）．詳細は省くが，
これについては静岡大学での卒業研究一期生の樫本友則氏
が修士まで進学し，3 年間で大きく貢献してくれた．
6. BV 結合型シアノバクテリオクロムの分子基盤と
応用利用

にいた状態であった．当時，成川はシアノバクテリオクロ

BV は上述のように開環テトラピロールの中で最も長波

ムの第一発見者である池内昌彦氏の研究室で助教を務めて

長の光質を吸収し，また，哺乳動物細胞において，ヘムの

おり，夏の進捗報告ゼミで以下に記載する理由から，A.
marina のシアノバクテリオクロムを研究対象にしたい，

分解産物として内在している色素である．これらの特徴か

と話したところ，前期の実習担当も終わったのだから，
「夏

ている．BV が吸収する遠赤色光から近赤外光は，哺乳類

休みの自由研究」で取り組めば良いじゃないか，と提案い

のヘムやメラニンによって吸収されづらい光質であるた

ただき，重い腰を上げたのであった（冬の進捗報告ゼミに

め，組織への浸透性が高く，BV 結合分子は，哺乳類個体

て「夏休みの自由研究の成果を発表します !」と意気揚々

の奥深い組織において，光によって生命現象を制御したり

と臨んだところ，池内氏から「そんなこと言ったっけ ?」

可視化したりするのに有用である．上述したように，バク

という壮大な肩透かしにあったというエピソードも含め，

テリア由来のフィトクロムは BV を結合し，遠赤色光領域

思い出深い事案である）
．

を感知するため，このような用途に有用であると考えられ，

ほとんど全てのシアノバクテリアは，光合成の反応中心
色素として赤色光を吸収するクロロフィル a を用いている

実際に様々な分子ツールが開発されている（Chernov et al.

ら，BV を結合する分子群は，応用利用への期待を持たれ

2017 ; Redchuk et al. 2017）．しかしながら，バクテリア由

のに対して，A. marina は例外的に，長波長の遠赤色光を
吸 収 す る ク ロ ロ フ ィ ル d を 用 い て い る（Miyashita et al.

来 の フ ィ ト ク ロ ム は， 色 素 の 結 合 と 光 の 感 知 に PAS，

1996）．このように光エネルギーとして長波長の光質を利

60 kDa を超える分子サイズとなってしまう．一方，シア

用しているため，光を情報として感知する光受容体も同様

ノバクテリオクロムの場合，25 kDa 程度の GAF ドメイン

に長波長の光質を感知している可能性を着想した．さらに，

単体で色素の結合と光の感知が可能であり，非常にコンパ

GAF，PHY の 3 つ の ド メ イ ン が 必 要 で あ り， 全 体 で

植物の生長調節

Vol. 57, No. 1, 2022

43

クトな分子サイズである．このような特徴から，BV を結

あると考えられたため，XRG 型の BV 非結合分子群に同

合できるシアノバクテリオクロム GAF ドメインは応用利

じように BV4 のアミノ酸残基を導入したところ，他の分

用に向けた有用な土台となると期待されるが，著者らはど

子においても同様に，BV 結合能の付与に成功した．
ここまでの研究で，基礎研究としては一区切りが付いた

うしても基礎的な興味が先行する．つまり，同じ XRG サ
ブファミリーに属するにもかかわらず，A. marina 由来の

ため，応用的な研究に目を向けた．XRG 型分子の中でも，

GAF ドメインだけが BV を効率よく結合できるのはどの

アメリカのグループが PCB を結合し光変換をしない GAF

ような分子基盤に依るものなのか ? という問いへの追求に

ドメインを同定していたが，この分子は光変換をしない代

向かっていったのである．この問いに答える研究を最初に

わりに赤色光照射によって，遠赤色光蛍光を放出するとい

行ってくれたのは，一期生の山本達郎氏である．山本氏は

う性質を備えていた．そこで，この分子に BV4 を導入す

卒業研究の一年間，研究室に所属し，その後，就職をした

ることで，BV を結合した近赤外蛍光プローブを作出でき

が，その一年間で非常に重要な貢献をしてくれた．PCB

ると考えた．実際に導入したところ，こちらの期待通り，

を結合した AnPixJg2 の結晶構造を基に，色素近傍 6 Å 以

BV を高効率に結合し，遠赤色光照射によって，近赤外蛍

内のアミノ酸残基を抽出し，それらの中で，BV 結合型

光を放出する性質を示した．そこで，実際にこの分子をマ

GAF ドメインに特異的に保存されているアミノ酸残基と

ウス個体の肝臓で発現させたところ，外科的な開腹手術な

して，8 つのアミノ酸残基が選抜された．結晶構造から

どを行うことなく，非侵襲的に肝臓を可視化することに成

BV 結合に関与していそうだと予想したアミノ酸残基から

功し，応用利用までの道筋を示すことができた（Fushimi et

優先的に，BV をほとんど結合できない AnPixJg2 に導入

al. 2019）
．また，この分子に 1 アミノ酸置換を導入するだ

していったところ，5 つのアミノ酸を導入しても，全く

けで，吸収・蛍光波長を 15 nm ほど長波長にシフトさせる

BV の結合において改善はみとめられなかった．しかし，

ことにも成功している（Fushimi et al. 2020b）．しかしなが

そこで諦めず 8 つ全て導入してしまおうということで，変

ら，本来，シアノバクテリオクロムは光変換を示すため，

異導入に苦労したものの，卒業研究の発表間際になって，

光で細胞を制御するオプトジェネティクスへの応用利用へ

ようやく 8 つのアミノ酸を全て導入した分子 AnPixJg2_

の期待が大きい．現在，オプトジェネティクスへ利用する

BV8 が完成した．この分子を BV 産生大腸菌で発現したと

ための更なる基礎的な研究と応用利用に向けた解析を進め

ころ，効率よく BV を結合し，遠赤色光と橙色光の間の光

ているところである．
7. DHBV 結合の発見

変換を示すことが判明した．このタイミングで山本氏は卒
業となったが，その後，当時の特任助教の伏見圭司氏が仕

これまでの研究で，A. marina 由来の XRG 型シアノ

事を受け継いだ．我々が導入した順番では，8 つ全てのア

バクテリオクロムが BV を効率よく結合し，遠赤色光と橙

ミノ酸を置換しないと BV 結合能が付与されなかったが，

色光を感知することを解明してきたが，これらの分子を

本当に 8 つの変異が必要なのかを検証するために，変異を

PCB 産生大腸菌において発現させた時に，見落としかね

元に戻していく解析を進めた．詳細は割愛するが，変異導

ない些細であるが追求すべき特徴に気がついた．BV を結

入を網羅的に行うことで最終的に，4 つのアミノ酸残基

合 す る 分 子 全 般 に 見 ら れ た 特 徴 で あ っ た が， 特 に

（BV4）を BV 結合型に置換することが BV 結合能の付与
に必要十分であると結論づけることができた（図 2，図

AM1_6305g2 という分子を発現した時に顕著であった．A.
marina の XRG 型シアノバクテリオクロムは，BV だけで

4C）（Fushimi et al. 2019）
．さらに，この BV4 を導入した

なく PCB も効率よく結合し，他のシアノバクテリア由来

AnPixJg2_BV4 の結晶構造も決定することができた．その

のものと同様，赤色光と緑色光で可逆的な光変換を示すが，

結果，第一のシステインが BV の C3 ではなく C3 に結合

赤色光吸収型の長波長側に僅かな吸収の肩が検出された

していることが明らかとなった（図 6）
．つまり，バクテ

（図 7A）．さらに，この成分が吸収する 700 nm 付近の光を

リアのフィトクロムの N 末システインと BV との間の結

照射すると，この吸収の肩が減少し，短波長側の吸収が上

合と同じ様式である．PCB と C31 との結合と比較して，

昇した．この光変換する吸収成分は BV をほとんど結合で

BV と C3 との結合の場合，結合している鎖の中に炭素が

きない典型的な XRG 型分子である AnPixJg2 においては

1 つ多く存在していることになる．そのために，結合色素

全く検出されず（図 4A）
，PCB 産生大腸菌では PCB 合成

が GAF ドメイン内部のより奥深くに挿入されることにな

の基質のために BV も合成されるという事実に鑑みて（図

り，それによって，BV 非結合型の AnPixJg2 において周

3）
，BV が結合した成分が検出されていると予想を立てた．

りのアミノ酸残基と立体障害を起こしてしまうと考えられ

そこで，BV のみを産生する大腸菌で AM1_6305g2 を発現

る（図 6）
．それに対して，
BV4 の変異が導入されることで，

し，タンパク質を精製したところ，縁赤色光と橙色光の間

その立体障害が回避されるという分子機構が見出された．

の可逆的な光変換が検出されたが，この光変換は，上述の

このような分子機構は XRG 型の他の分子にも適用可能で

PCB 産生大腸菌で検出された長波長の光変換成分とは一

1

2

2
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図 6 PCB 結合型 AnPixJg2 と BV 結合型 AnPixJg2_BV4 の構造
第一のシステインが C31 に結合するか，C32 に結合するかで色素の挿入度が変化し，それによって，野生型の AnPixJg2 では，BV と周辺アミノ酸の間で立体障害を起こすと 考えられる．表示している第一のシステイン以外のアミ
ノ酸は BV4 に対応するアミノ酸である．緑色の色素が BV，水色の色素が PCB である．半透明の構造が野生型の
AnPixJg2 に対応する．

図 7 181,182-DHBV 結合の発見
（A）PCB 結合型 AM1_63052g2 の光変換．赤色光吸収型 Pr と緑色光吸収型 Pg で可逆的に変換する．700 nm 付近に
小さい吸収の肩が検出されるが，この成分は PCB 結合型 AnPixJg2 では一切検出されない 図 4A を参照 ．（B）BV 結
合型 AM1_63052g2 の光変換．遠赤色光吸収型 Pfr と橙色光吸収型 Po で可逆的に変換する．（C）それぞれの PcyA と
共発現した時の長波長成分の蓄積度．PCB 結合型由来の赤色光吸収型のピークで標準化した時の 181,182-DHBV 結合
型由来の遠赤色吸収型のピークの高さで蓄積度を見積もることができる．（D）様々なシアノバクテリア由来の PcyA
の系統樹．植物由来の HY2 を外群として用いている．
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致せず，BV 結合に由来する成分であるという仮説は棄却

ち上げとなったが，根気よく試行錯誤を重ねて，最終的に

された（図 7B）．次に，この光変換成分が BV よりも短波

系の立ち上げに成功した．そして，実際に PcyA の活性を

長で PCB よりも長波長であることから，PcyA の二段階還

測定したところ，共発現系で得られた結果と矛盾せず，プ

元の中間体である 181,182-ジヒドロビリベルジン（181,182-

ラスミドの PcyA は 181,182-DHBV をあまり蓄積せず速や

DHBV）である可能性を考えた．

かに PCB を合成するのに対して，メイン染色体の PcyA

この可能性を検証する上で，PcyA に着目することにし
た．A. marina のゲノム上で PcyA ホモログを探索したとこ

は 181,182-DHBV を長期間，高蓄積することが明らかとなっ

ろ，多くのシアノバクテリアは PcyA ホモログを 1 つしか
持たないのに対して，A. marina は PcyA ホモログを例外的
に 2 つ持っていることが明らかとなった（図 7D）
．さらに，
片方はメイン染色体に存在しているのに対して，もう片方

た．
8.

赤色光と青色光を感知するシアノバクテリオクロ

ムの発見
A. marina に着目することで，BV 結合型分子群を見出す
ことに成功したが，実はその過程で興味深い分子を偶然に

はプラスミド上に存在していた．光感知を担うシアノバク

も発見し，結果的に BV 結合分子よりも先に出版に至って

テリオクロムの主要な結合色素である PCB は，光合成の

いる．最初に BV 結合を模索する際に，上述したように

光捕集を担うフィコビリソームという超複合体においても

PCB 産生大腸菌と BV 産生大腸菌の両方で発現し解析を進

主要な結合色素として機能する．興味深いことに，PcyA

めていた．その際，BV 結合能をほとんど示さないものの，

が存在するプラスミド上には，フィコビリソーム関連タン

PCB は効率よく結合し，赤色光と緑色光ではなく青色光

パク質群の遺伝子も存在しており，逆に，メイン染色体上

で 光 変 換 を 示 す 分 子・AM1_1186g2 を 発 見 し た（ 図 8A）

には，多くのシアノバクテリオクロム遺伝子群が存在して

（Narikawa et al. 2014）．赤色光を吸収できるということは，

いた．このような関係性から，プラスミドに存在する

PVB への異性化は示しておらず，実際に色素種を調べて

PcyA はフィコビリソームに，メイン染色体に存在する

も，PCB を結合していた．しかし，緑色光ではなく，そ

PcyA はシアノバクテリオクロムにそれぞれ色素を供給し

れよりも大幅に短波長シフトした青色光を吸収するように

ている可能性を考えた．つまり，フィコビリソームはクロ

変化するということは，共役系が大幅に短くなることを意

ロフィルが吸収できない短波長の橙色光を主に吸収し，そ

味している．そこで，DXCF 型の GAF ドメインと同様に，

のエネルギーを光合成反応中心に伝達するため，プラスミ

第二のシステインが B 環と C 環の間の C10 に脱着するこ

ド上の PcyA は PCB を供給することに特化しているのに

とで大幅な波長シフトが実現できていると考えた．システ

対し，メイン染色体上の PcyA は，シアノバクテリオクロ

インを不可逆的に修飾するヨードアセトアミドを赤色光吸

ムが長波長の遠赤色光を感知するために，18 ,18 DHBV

収型に対して添加し，赤色光を照射したところ，青色光吸

を供給しているという機能分化をしているのではないか，

収型ではなく，橙色光を吸収する状態に変換した．このこ

という可能性である．

とから，推測通り，赤色光照射によって，C10 に第二のシ

1

2-

上述した可能性を検証するために，A. marina の 2 つの

ステインが共有結合していると考えられた．しかしながら，

PcyA と AM1_6305g2 と共発現したところ，プラスミドの

この分子には DXCF モチーフの第二のシステインに相当

PcyA との共発現では長波長の吸収成分は全く検出されな

する位置にはシステインは存在していない（図 2）
．そこで，

かったのに対して，メイン染色体の PcyA との共発現では

一次配列上では異なる場所に存在するシステインが第二の

PCB 由来の吸収成分に加えて，18 ,18 DHBV 由来の吸収

システインとして機能している可能性を考えた．PCB を

成 分 が 顕 著 に 検 出 さ れ た（ 図 7C）
（Miyake et al. 2020）
．

結合した AnPixJg2 の結晶構造を基に，色素近傍にあると

18 ,18 DHBV 由 来 の 成 分 の み で は な い も の の， 本 来，

予測される残基の中でシステインを探索したところ，1 つ

PcyA の中で連続的に還元される途中の中間体がこのよう

のシステインが抽出されてきた．そこで，このシステイン

1

1

2-

2-

に光受容体に効率よく取り込まれることから，PcyA の機

に変異を導入したところ，ヨードアセトアミドを添加した

能として，181,182-DHBV を遊離しやすく，光受容体に供

時と同様に，赤色光吸収型から青色光吸収型ではなく，橙

給する性質を獲得している可能性が示唆された．そこで，

色光を吸収する状態に変換した．一次配列上，全く異なる

PcyA の酵素としての性質を詳細に検証するために，それ

位置に存在するシステインが同様の機能を持つということ

ぞれの PcyA を生化学的に解析することとした．しかしな

は非常に興味深い．また，アメリカのグループから，異な

がら，PcyA の活性を測定するには，嫌気条件下で行う必

る位置に存在するシステインが第二のシステインとして機

要があり，また，PcyA 以外に様々なタンパク質・低分子

能し，C10 に脱着する分子群が報告されている．

化合物を添加する必要があり，測定系の立ち上げは非常に

AM1_1186g2 に つ い て も 応 用 利 用 を 模 索 す る 上 で，

困難であった．ここに，成川研の二期生で博士課程まで進

AM1_1186g2 に，前述していた BV 結合に重要な BV4 を

学した著者の三宅が取り組み，ゼロからの活性測定系の立

導入したが，BV 結合能を付与することはできなかった．
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第二のシステインが脱着するということで，色素近傍の構

シアノバクテリア由来の GAF ドメインで，PVB への異性

造が典型的な XRG 型分子群とは異なっていると考えられ

化活性も C10 への脱着機能も保持している分子も存在し

る．そこで，二期生である桑崎勇人氏が卒業研究の一年間

ていた．このように，同じサブファミリー内に，そもそも

で， 別 の 戦 略 で ア ミ ノ 酸 変 異 を 導 入 し て い く こ と で

第二のシステインを失った分子，第二のシステインの

（KQAP_KV という変異．図 2 参照）
，最終的に BV を高効

PVB への異性化機能を失った分子，2 つの機能をともに保

率に結合し，遠赤色光と青色光で変換する分子の開発に成

持 し て い る 分 子 が 共 存 し て い た の で あ る． そ こ で，

功している（図 8B）
（Kuwasaki et al. 2019）
．この分子は，

AM1_1499g1 を土台として，構造情報と配列比較を基盤と

これまでに報告されている天然・改変シアノバクテリオク

して段階的に変異を導入することで，異性化機能や C10

ロム分子の中で，最も吸収波長の変化幅が大きい分子と

への脱着機能を付与していくことに成功した．また，詳細

なっている．桑崎氏はその後，共同研究先の東大の佐藤守

は割愛するが，吸収波長を調節する機構を改変する変異導

俊氏の研究室に進学し，シアノバクテリオクロムやフィト

入組み合わせることで，最終的に AM1_1499g1 野生型を

クロムのエンジニアリング研究を推進し活躍してくれてい

土台として，7 つの異なる光質に応答する改変分子を作出

る．上述のマウス個体での肝臓の可視化研究においても，

することに成功した（図 9）
（Fushimi et al. 2020a）
．さらに，

桑崎氏が貢献してくれた．
9. 短波長側の光感知

この研究を土台として，暗反転という性質や PVB への異

A. marina に着目したのは，長波長の光質を感知す
る光受容体を探索するためであったが，折角，A. marina
を材料として設定したため，A. marina が持つシアノバク

ができた（Fushimi et al. 2020c ; Fushimi and Narikawa 2021）
．

テリオクロムを網羅的に解析することにした．これについ

応用利用への可能性にも着目した．その観点で，著者らは

ては，ともに卒研の 1 年間在籍していた一期生の及川雄貴

黄色光と青緑色光の間で可逆的に光変換する分子に着目し

氏と二期生の長谷川万純氏が貢献してくれた．及川氏がほ

た．これまでにオプトジェネティクスツールとして，青色

ぼ全ての GAF ドメインのクローニングを行い，長谷川氏

光，緑色光，赤色光に応答する分子が開発されてきている

性化の分子基盤について，その詳細の一端を解明すること
上記の機能改変は，シアノバクテリオクロムの色調節機
能を理解する上で，重要な基礎研究であると考えられるが，

がその詳細解析を担当してくれた．特に DXCF 型 GAF ド

ため，それらの光質を重複しない黄色光と青緑色光で変換

メインについて解析を進め，これらの分子群の多様性につ

する分子は，他のツールと組み合わせることで，光による

いて記載することができた．中でも，青色光の強度を感知

多重制御に貢献できると考えた．そこで，この GAF ドメ

するというユニークな特性を持つ GAF ドメインを同定す

インを cAMP を合成する酵素ドメインと融合したキメラ

ることができた（Hasegawa et al. 2018）
．これらの結果を論
文として投稿している折，A. marina の AM1_1499g1 とい

分子を作出したところ，青緑色光照射によって cAMP 合

う GAF ドメインに行き着いた．この GAF ドメインは，

分子を開発することに成功した．今回は cAMP 合成に着

DXCF 型の GAF ドメインのサブファミリーに分類される

目したが，それ以外の活性ドメインとのキメラ分子を作出

にもかかわらず，第二のシステインを失っていた．実は，

することで，さまざまな光制御が可能となるかもしれない．
10. PΦB が結合しなかったことの顛末

この分子については，第二のシステインを持たないという

成が活性化し，黄色光照射によってその活性を抑制できる

ことで，BV 結合型の候補として，著者の成川自身が最初

ここまで，AnPixJg2 に PΦB が結合せずに BV が僅

に解析対象としていた分子であったが，BV を結合して長
波長の感知を行う特性を備えていないことから，長らくお

かながら結合したという予想外の結果に端を発して，A.
marina に着眼したことで展開した一連の研究について紹

蔵入りになっていた分子であった．この分子は PCB を結

介してきた．一方，AnPixJg2 に PΦB が結合せず BV が僅

合し，橙色光と緑色光の間で可逆的に光変換する性質を

かに結合するという結果に対する，合理的な説明はできな

持っていたが，この分子が属するサブファミリーについて

いままであったが，当該実験から 3 年後に事態が動いた．

調 べ て い く と 興 味 深 い こ と が 明 ら か と な っ た．

PΦB が結合することが既に報告されているシアノバクテ
リアのフィトクロムを，PΦB を産生する大腸菌の中で共

AM1_1499g1 と よ く 似 た ホ モ ロ グ の GAF ド メ イ ン
（AM1_6305g1）が A. marina に存在し，そちらの分子は第

発現する実験を行ったところ，やはり PΦB を結合しない

二のシステインを保持し，PCB を結合して緑色光と青緑

という結果が得られたのである．そこで，共発現を行うプ

色光の間で可逆的な光変換を示した．DXCF 型の第二のシ

ラスミドの HY2 配列に変異が起きていることが強く疑わ

ステインは，前述したように PCB を PVB へ異性化する機

れた．実際にそのプラスミドの HY2 配列を読んでみたと

能と C10 に脱着する機能を併せ持っているが，この分子

ころ，HY2 のコード領域において，グアニンの一塩基欠

の場合，PVB への異性化活性を失い，C10 への脱着機能

失が起きていたのである．つまり，図 10A 上段の野生型

を保持していた．さらに，同じサブファミリーには，他の

の配列において，グアニンが 4 つ続いているのに対して，

植物の生長調節

Vol. 57, No. 1, 2022

47

図 8 PCB 結合型 AM1_1186g2 と BV 結合型 AM1_1186g2_
KCAP_QV の光変換
（A）PCB 結 合 型 AM1_1186g2 の 光 変 換． 赤 色 光 吸 収 型
Pr と青色光吸収型 Pb の間で可逆的な変換を示す．
（B）BV
結合型 AM1_1186g2_KCAP_QV の光変換．遠赤色光吸収
型（Pfr）と青色光吸収型（Pb）の間で可逆的な変換を示す．

図 9 AM1_1499g1 と土台とした段階的な改変によるスペ
クトル調節
AM1_1499g1 に段階的な部位特異的変異を施すことで，7
つの異なる光質に応答する改変分子を作出した．

図 10 HY2 の遺伝子における欠失変異
（A）我々が当初，使用してたプラスミドの HY2 の遺伝子
は，グアニンの 1 塩基欠失が生じ，機能を失っていた．
（B）PCB 結合型 AnPixJg2 の光変換．赤色光吸収型（Pr）
と 緑 色 光 吸 収 型（Pg） の 間 で 可 逆 的 な 変 換 を 示 す．
（C）PΦB 結合型 AnPixJg2 の光変換．赤色光吸収型（Pr）
と緑色光吸収型（Pg）の間で可逆的な変換を示すが，PCB
結合型よりも 15 nm ほど長波長シフトしている．

変異が起きていた配列においては，グアニンが 3 つしか続
いていなかった（図 10A 下段）
．PΦB 産生大腸菌だと思っ

の目的は達成されて，両吸収型で D 環まで共役系が繋がっ

ていたものは，HY2 の変異により実際には，前駆体の BV

ていることが明らかとなった．後になって調べてみると，

のみを産生する大腸菌となっていたということである．そ

このプラスミドを作製したグループが，HY2 に変異が起

のため，AnPixJg2 を発現した時に，BV のみが結合したこ

こりやすく，プラスミドを取り直す際には，形質転換した

とは，至極当たり前だったといえる．その後，実際に変異

大腸菌のコロニーで，小さいコロニーからプラスミドを抽

箇所を部位特異的変異導入で野生型に戻して，AnPixJg2

出するように注意喚起をしていた．

と共発現したところ，当初の想定通り PΦB を効率よく結

ということで，当初の「BV よりも PΦB の方が PCB に

合し，Pr 型も Pg 型も PCB を結合した時よりも 15 nm ほ

明らかに似ているにも関わらず，AnPixJg2 は PΦB を結合

ど長波長シフトしていた（図 10B, C）
．これによって当初

せずに BV を結合した」という結論は間違いで，
「PΦB は
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効率よく AnPixJg2 に結合し，BV も僅かに結合する」と
いう結論になった．しかし，
このエラーがあったからこそ，
「シアノバクテリオクロムに BV が結合し得る」という考
えに至り，A. marina に着眼した研究にも繋がったわけで，
このエラーがなく普通に PΦB 結合型の分析をするだけで
終わっていたら，そこで研究は収束し，これまで記載して
きた長大なストーリーとそれに伴う論文は産み出されな
かったかもしれない．まさに「怪我の功名」
，
「嘘から出た
まこと」のような展開となった．
11. おわりに
A. marina に着目して研究を初めて以降，A. marina
にまつわる論文として，13 報の責任著者論文と 1 報の共
著 論 文 を 出 版 す る に 至 っ て い る（Narikawa et al. 2014,
2015b, a ; Fushimi et al. 2016, 2019, 2020a, b, c ; Hasegawa et
al. 2018 ; Kuwasaki et al. 2019 ; Miyake et al. 2020 ; Kashimoto et al. 2020 ; Fushimi and Narikawa 2021 ; Tachibana et
al. 2021）．A. marina に着目した研究を始動したのは 2013
年の「夏休みの自由研究」である．2013 年は，著者の成
川にとっては，東京大学の助教としての任期最終年度の年
であったが，静岡大学に研究室主催者として異動するまで
の半年間で，様々な研究の萌芽を生み出すことができ，静
岡大学での 7 年間の研究は非常に充実したものとなった．
2021 年からは静岡大学から東京都立大学に異動し，研究
室として第二シーズンといえる時期を迎えている．現職で
も，A. marina を対象とした研究はまだまだ盛り上がって
いるが，またユニークな対象を新たに見つけ出し，面白い
分子や現象を発掘していきたい．
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