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は じ め に

歯科疾患であるう蝕は近年減少傾向にあるもの

の，依然として歯牙喪失の主原因の一つである。

他の感染疾患と異なり，う蝕の病因は単純ではな

いが，歯垢中の細菌が主に糖を代謝して産生する

酸（主に乳酸，ギ酸，酢酸）が，歯牙表層のエナメ

ル質を脱灰することによってう蝕が発症するとい

うことに関しては研究者の意見は一致している。

さらに，高度に石灰化されたエナメル質の主成分

がヒドロキシアパタイトであり，その耐酸性を考

慮すると，歯垢内の pHが低下して環境が酸性（臨

界 pH以下）になっても生存でき，かつ酸を産生

し続けてなおいっそう pHを低下させることが出

来る歯垢細菌こそ，う蝕の発症に最も関与してい

ると考えられる１）。ミュータンスレンサ球菌（主に

Streptococcus mutans）は，前述のような特徴をそ

なえたう蝕原性をもつ常在の口腔内細菌であり，

この菌のう蝕原性の根本を担う糖代謝系の機構も

近年明らかにされつつある１～６）。Streptococcus mu-

tans（S. mutans）は他のレンサ球菌と同様にクエン

酸回路（TCAサイクル）を持たず，主に糖をエム

デン・マイヤーホフ経路（解糖系）によって代謝す

る１，２）。特に，歯垢深部の様な高度の嫌気環境下で

のこの菌の糖代謝機構と酸産生機構は，う蝕の発

症に最も関連がある因子の一つとして，重要な役

割を果たしていると考えられる。S. mutans にお

いてはエムデン・マイヤーホフ経路にて産生され

たピルビン酸は乳酸脱水素酵素（LDH）とピルビ

ン酸・ギ酸リアーゼ（PFL）とによって代謝され，

それぞれ酸として乳酸とギ酸が生成され，これが

菌体外へ放出される（図１）。また，LDH，PFL

ともエムデン・マイヤーホフ経路の糖代謝中間体

であるフルクトース―１，６―ビスリン酸（FBP）や

グリセルアルデヒド―３―リン酸（GAL３P）および

ジヒドロキシアセトンリン酸（DHAP）の菌体内濃

度によってその酵素活性が調節されている２，６，７）。

また，エネルギー効率を考えば，酢酸を産生する

過程で酢酸キナーゼによってATPが生成される

PFL系が優位である。さらに従来なされてきた

生理・生化学的，酵素学的研究の成果（本菌は複

雑な糖輸送系および糖代謝系を有す）として明ら

かにされた，S. mutans の酸産生機構の外的環境

（嫌気または好気，代謝される糖の種類や濃度）に

よる動的な変化（発酵転換）の概要を図２に示し

た１，２）。S. mutans は，in vitro（試験管内）の嫌気環

境下における糖の終末代謝産物としてグルコース

過剰条件下では主に乳酸を，グルコース制限条件

下またはガラクトースや代用糖として用いられる

糖アルコール（ソルビトール等）を炭素源として与

えた場合には主にギ酸，酢酸，エタノールを産生

する。S. mutans の糖アルコール代謝は，グル

コースやスクロース代謝時に比べ糖アルコールの
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酸化の為に糖アルコール１分子あたり１分子余分

のNAD＋を必要とする為，嫌気環境下ではその

供給に PFL以下の酸産生系が重要な役割をはた

している（好気環境下では，NADHと酸素から

NADHオキシダーゼによってNAD＋が供給され

る）８）。また，好気環境下ではラジカル酵素（活性

型酵素分子内にフリーラジカルをもつ）である

PFLは，酸素の作用によって非可逆的に酵素と

しての機能を失う為（図３，なお Escherichia coli

（E. coli）においては PFLタンパクの分子構造が

グリシンラジカル領域で切断されると報告されて

いる９～１３）），LDHによって乳酸のみが産生され

る４，１４）。このように PFLは，S. mutans の乳酸生成

系からギ酸生成系への発酵転換における鍵酵素

（key enzyme）であり，嫌気環境下での糖代謝系

におけるNAD＋／NADHバランスの維持と，

ATP供給に関与しているが，PFLの分子生物学

的な解析（タンパク発現調節機構の解明）は，行わ

れていなかった。

著者らは既に，S. mutans の染色体DNAにラ

ンダム変異を導入し，当時 E. coli 以外ではク

ローニングされていなかった PFL遺伝子（pfl：

図２ S. mutans のピルビン酸からの終末代謝産物の
外的環境条件による変化（発酵転換）。PFL：ピル
ビン酸・ギ酸リアーゼ，LDH：乳酸脱水素酵
素。

図１ S. mutans におけるピルビン酸の代謝経路。
FBP，GAL３PおよびDHAPは，いずれも解糖
系における中間代謝産物である。PFL：ピルビン
酸・ギ酸リアーゼ，LDH：乳酸脱水素酵素，
FBP：フルクトース－１，６―ビスリン酸，GAL
３P：グリセルアルデヒド―３―リン酸，DHAP：
ジヒドロキシアセトンリン酸。

図３ S. mutans におけるピルビン酸・ギ酸リアーゼ
（PFL）タンパクの発現と型変換（山田２）を改変）。
可逆的不活性型は酸素に対して耐性があるが，活
性型は酸素に接触すると直ちにその酵素としての
機能を非可逆的に失う。
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総塩基数２，３２５bpでコードするアミノ酸残基数は

７７５，タンパクの推定分子量８７，５３３）をクローニン

グし，その全塩基配列の決定とこの遺伝子の上流

域および下流域の塩基配列の解析を行った１５）。こ

の結果，S. mutans の pfl の上流域および下流域で

pfl をコードしているのとは反対の鎖上にそれぞ

れ構造遺伝子領域を確認し，さらにこれらの PFL

活性への影響を調べる為，それぞれの領域で相同

組換えをおこしその構造遺伝子を不活化した変異

株を作製し PFL活性を測定したが，変異株の

PFL活性は親株でのそれと変化がなかった。E.

coli や Clostridium pasteurianum（C. pasteurianum）

の pfl がこの酵素の活性化酵素遺伝子（act）ととも

に近接して存在するのに対し１６，１７），S. mutans では

pfl が単独で存在することが明らかになり，E. coli

のそれとは異なった発現調節を受けているものと

考えられた。また，近年 S. mutans の PFLには，

そ の 活 性 化 お よ び 不 活 性 化 に 関 わ

る酵素の存在が報告されているが（図３）２，１１，１４，１８～２０），

これらの遺伝子は未だクローニングされていな

かった。

本稿では，S. mutans において pfl の３’端にレ

ポーター遺伝子としてクロラムフェニコールアセ

チルトランスフェラーゼ遺伝子（cat）を導入し，

pfl と cat がオペロン（１つの調節遺伝子または転

写調節領域とそれに続くいくつかの構造遺伝子か

らなる転写単位）を形成する変異株を作製し（図

４），PFLの機能に影響を与えることなく種々の

発酵条件下（好気，微嫌気および高度嫌気環境下

各種糖類の種々濃度）での pfl の発現をレポー

ター遺伝子産物であるクロラムフェニコールアセ

チルトランスフェラーゼ（CAT）の酵素活性とし

て検出した研究と，PFLの活性化酵素であるピ

ルビン酸・ギ酸リアーゼ活性化酵素（PFL acti-

vase，図３）の遺伝子（act）のクローニングと，そ

の機能を PFL活性化系の in vitro での再構築（act

変異株および pfl 変異株それぞれからの菌体抽出

液を混合することによる，図５）によって確認し

た研究について報告する。

pfl ―cat オペロンフュージョン変異株の

作製と CAT活性としての pfl 発現の検出

前述したように，S. mutans の PFLは酸素に対

する強い感受性を示し，好気環境下では速やかに

失活することから（図３）４，１４），その発現調節機構

を直接的に PFL活性を指標にして解析するのは

非常に困難である。そこで著者らは，pfl の発現

が好気環境下で容易にモニターできるように，予

め E. coli においてプラスミッドベクター上に pfl

と cat のオペロンフュージョンを構築し，これを

S. mutans 染色体DNA上の pfl 領域にCampbell―

type の相同組換えで導入し，pfl ―cat オペロン

フュージョン変異株（YASC８Y２W１）を分離し

た（図４）。このYASC８Y２W１染色体DNA上

には，pfl の終止コドンと転写（mRNAの合成）の

図４ pfl ―cat オペロンフュージョン変異株（YASC８
Y２W１）の作製法とその染色体DNAの制限酵
素地図。pfl：ピルビン酸・ギ酸リアーゼ遺伝
子，cat：クロラムフェニコールアセチルトラン
スフェラーゼ遺伝子，Emr：エリスロマイシン耐
性遺伝子，Dra：DraⅠ，E：EcoRⅠ，H：Hind
Ⅲ，P：PstⅠ，Sac： SacⅠ，Sma： SmaⅠ，
Sph：SphⅠ，○：promoter。
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終結部分であるターミネーターとの間にプロモー

ター（DNA上の転写促進構造）を持たない cat が

配置され，pfl の転写と同時に cat もひと続きで

転写される pfl ―cat オペロンが存在する。（図

４）。またYASC８Y２W１が上述のような染色

体構造をとっていることは，サザンハイブリダイ

ゼーション分析によって確認した。そしてこの分

離したYASC８Y２W１を用い，pfl の発現を

CAT活性として検出した（表１）。酵素活性測定

の試料である菌体抽出液は，種々の発酵条件下（好

気，微嫌気および高度嫌気環境下各種糖類の種々

濃度）で培養したこの株を対数増殖期に集菌し，

超音波処理することによって調製した。嫌気環境

グルコース過剰条件下（５６mM）でのCAT活性は

０．１６±０．０５µmol／min／mg of protein であり，嫌
気環境低濃度グルコース条件下（２．８mM）におけ

る活性０．３４±０．０５µmol／min／mg of protein の
ほぼ半分であった。これは pfl の発現量が外部環

境のグルコース濃度（または菌体内のグルコース

代謝中間体の濃度か）に対応して変化しているこ

とを示している。しかし，pfl のmRNAへの転

写が何らかの調節因子によって調節されており誘

導的に転写が促進されたか，または抑制されたと

考えるにはあまりにも値の変化が小さかった（１

例として，E. coli のラクトースオペロンの場合

では，誘導がかかる以前のこの発現はほぼ０であ

る）。好気環境下でのCAT活性はグルコース濃

度に関わらず，嫌気環境グルコース過剰条件下に

比べて高値であった。これは好気環境下で PFL

が酵素としては代謝系に寄与できないにもかかわ

らず（図２），ピルビン酸代謝系において PFLが

重責を担っている嫌気環境低濃度グルコース条件

下と同レベルかそれ以上発現していることを示

し，極めて興味深い知見であった。グルコース過

剰条件下でのCAT活性による pfl の発現量の低

濃度グルコース条件下に対する比（約０．５）は，先

に報告されているグルコース過剰条件下および制

限条件下での PFL活性値の比（約０．３）３，４）に対して

開きがあるが，必ずしも PFL活性値がタンパク

の発現量を表すものではなく，この結果には，エ

ムデン・マイヤーホフ経路における糖の代謝中間

体であり PFL活性の抑制因子であるGAL３Pと

DHAPによる抑制効果が大きく関与しているの

ではないかと考えられた。GAL３Pや DHAPに

よる酵素活性の抑制は，それらが直接 PFL酵素

タンパクに強固に結合することによっておこり，

たとえ実験系からGAL３Pや DHAPを取り除い

ても，その酵素活性抑制効果は長期にわたって持

続すると報告されている２，７）。表１には含まれてい

ないが糖アルコールであるソルビトールを炭素源

としてグルコース高濃度時と同じ５６mMの濃度

で培地に加え，嫌気環境下で培養した実験から

は，０．４４±０．０２µmol／min／mg of protein とい
う嫌気環境下の実験では一番高いCAT活性値を

えた。この結果は，糖アルコールを嫌気環境下で

代謝するには菌体内のNAD＋／NADHバランス

の維持の為 PFL以下の酸産生系が重要な役割を

はたしていることと，またすでに報告されている

嫌気環境下での糖アルコール代謝時のグルコース

代謝時に比べての PFL活性の上昇という酵素学

的なデータの値とをよく反映している４，８）と考えら

れる。LDH活性は，親株および変異株において

ほぼ同じであった。

また，種々の発酵条件下で培養した S. mutans

GS―５IS３（親株）から全RNAを分離し，pfl 内の

適当な配列のいくつかをプライマーとしてRT―

表１ 親株（GS―５IS３）およびオペロンフュージョン
（pfl ―cat）変異株（YASC８Y２W１）のクロラム
フェニコールアセチルトランスフェラーゼ
（CAT）と乳酸脱水酵素（LDH）の活性

菌 株
（培養環境）

培地のグ
ルコース
濃度

酵素活性＊

（µmol／min／mg protein）

CAT LDH

GS―５IS３（嫌気） ５６mM not detected ２１．５±２．０

YASC８Y２W１ ２．８mM ０．３４±０．０５ ２０．０±２．０
（嫌気） ５６mM ０．１６±０．０５ １９．２±０．４

YASC８Y２W１ ２．８mM ０．４６±０．０５ not determined
（好気） ５６mM ０．３３±０．０３ ２６．４±０．８

酵素活性は２５℃で測定した。*：平均±S.D.（n＝３）
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PCR を行い，pfl のmRNAレベルの検出も試み

た。この結果については，正確な発現量比への換

算は難しいが，前述したCAT活性の結果と同

様，嫌気好気または培地中のグルコース濃度の高

低によらず，pfl の一定レベル転写が確認された。

上記の２つの結果から，S. mutans では PFLが

嫌気環境のみならず自身の活性型が酵素タンパク

としての機能を非可逆的に失ってしまう好気環境

においても発現していることが明らかとなった。

また，S. mutans を積極的に好気環境下（振とう培

養器を使い培養期間を通じて積極的に空気が培地

に溶け込むようにする）で培養し，その後嫌気グ

ローブボックス内に移し，嫌気環境下で菌体を壊

し菌体抽出液を調整し PFL活性を測定すると，

非常に弱いながらも PFL活性が検出されるとい

う実験結果も報告されている２１）。よって，S. mutans

の pfl は，好気環境下においても，いつ起こるか

判らない環境の変化へ備えて発現しており，好気

環境下で生育した菌体内には，すくなくとも少量

の PFLが酸素に対して耐性である可逆的不活性

型として存在するであろうと考えられた。また，

PFLの活性化酵素である PFL activase 自身の発

現調節による，PFLの酵素としての機能調節機

構の存在も考えられ，次のステップとして S. mu-

tans における PFL activase 遺伝子（act）のクロー

ニングへと研究を進展させた。

act のクローニングと，in vitro PFL

再活性化系を利用してのその機能解析

前述したように著者らは S. mutans の pfl をク

ローニングし，また，その上流域および下流域の

塩基配列についても報告した１５）。E. coli や C. pas-

teurianum は，pfl のすぐ下流に続いて act が存在

するにもかかわらず１６，１７），S. mutans では pfl のす

ぐ下流には act は見い出されなかった。またその

後の Lactococcus lactis と Streptococcus bovis の pfl

に関する報告でも，S. mutans と同様に pfl のすぐ

下流に act は存在しなかった２２，２３）。そこで著者ら

は，PCR法による S. mutans の act 領域の増幅を

目的とし，E. coli と C. pasteurianum の PFL acti-

vase タンパクのアミノ酸配列と，Streptococcus

pyogenes（S. pyogenes）においては推定上（機能が

確認されて報告された訳ではなく，S. pyogenes

のゲノムデーターベース２４）から相同検索によって

見つけ出した領域の為）の PFL activase タンパク

のアミノ酸配列から，相同性の高い領域をいくつ

か見い出だし，それらの領域をもとに４種（act

５’１，act５’２，act３’３and act３’４）の PCR 用

のオリゴヌクレオチドプライマーを合成した。そ

して，S. mutans GS―５IS３（親株）の染色体DNA

をテンプレートとしてそれらの合成オリゴヌクレ

オチドプライマーを用い，PCR法による S. mutans

の act 領域の増幅を試み，act５’２と act３’３のプ

ライマーの組み合わせにおいてのみ，０．４３kbの

バンドが増幅された。増幅されてきた０．４３kbの

バンドはTAクローニング法でベクター（プラス

ミッド，pCRTM２．１）上にサブクローニングし，

塩基配列を解析した。その結果この領域にコード

されているアミノ酸配列が，既に報告されている

PFL activase タンパクの一次構造（アミノ酸残基

の配列順）との間で非常に高い相同性を示した

為，増幅された０．４３kb領域は S. mutans の act 領

域と考えられた。この増幅断片の情報をもとに染

色体ウォーキング法により全 act 領域と，act 上

流域および下流域をクローニングし，塩基配列を

決定した．S. mutans act（塩基数７８９）は，２６３アミ

ノ酸残基をコードしており，このタンパクの推定

図５ act 変異株および pfl 変異株からの菌体抽出液
による，in vitro でのピルビン酸・ギ酸リアーゼ
（PFL）活性化系の相補的な構築。R―form PFL：
可逆的不活性型 PFL。
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分子量は３０，１４８であった。また，E. coli の act お

よび S. pyogenes 推定上の act がコードするアミ

ノ酸残基間とにおける相同性は，同一アミノ酸残

基のみで４２．１％，類似のアミノ酸残基も含めると

７９．３％であり，全領域を通してよく保存されてい

た（図６）。E. coli において PFL activase の活性

中心と報告された３つのシスティン残基からなる

クラスター（three―cysteine―cluster）の領域 Cys―

２９，Cys―３３，Cys―３６は，S. mutans ではCys―３７，

Cys―４１，Cys―４４に対応すると考えられた（図

６）。また，S. mutans GS―５IS３（親株）の染色体

DNAを制限酵素 Not Ⅰで消化後パルスフィール

ド電気泳動しサザン分析した結果，pfl と act が

染色体DNA上で物理的にかなり離れた領域（Not

Ⅰ消化では，pfl はAフラグメント：４３３kb，act

はEフラグメント：２２３kb）に存在することが

判った２５）。

次いで，act にコードされているタンパクの機

能を解析する目的で，act 変異株（YASC９YK２／

PFL activase が欠失している）を作製した。YASC

９YK２では，act 構造遺伝子領域にCampbell

type 相同組換えによってプラスミッドベクター

領域と S. mutans で発現する抗生物質耐性遺伝子

（tet r：テトラサイクリン耐性遺伝子）が挿入さ

れ，act が発現しなくなっている。また，PFL ac-

tivase の酵素活性を直接的に測定する方法は報告

されていない為，その活性は，in vitro の PFL再

活性化系における経時的な PFL活性の変化とし

て検出することにした２，７，１４）。なお，供試菌の培養

および全ての実験操作は，酸素によって活性型

PFLが非可逆的に失活してしまうのを防ぐ為，

高度嫌気条件下で行った。YASC９YK２を液体

培養して得た培養上清中からはギ酸は検出されず

（表２），この株を対数増殖期に集菌し，超音波処

理によって調製した菌体抽出液中の PFL活性も

消失していた（表３）。これは，S. mutans では PFL

を活性化する PFL activase の機能を有するタン

パクが，今回クローニングした act 領域にのみ

コードされていることを示唆している。次に，in

vitro の PFL再活性化系を用い，PFL activase タ

ンパクが正常に発現していると考えられる pfl 変

異株（SAKC５Y２C１／PFLが欠失している，表

２および３）と，PFLタンパクが正常に発現して

いると考えられる act 変異株（YASC９YK２）と

により，それぞれの菌体抽出液を混合して変異株

同士による PFL活性化系の相補的な再構成を

図６ S. mutans および E . coli のピルビ
ン酸・ギ酸リアーゼ活性化酵素遺
伝子（act）と S . pyogenes の推定上
の act とがコードするアミノ酸残
基配列３者間におけるマルチプル
アライメント。ボックスで囲まれ
たところは，E . coli において PFL
activase の活性中心だと報告され
た３つのシスティン残基からなる
クラスター（three―cysteine―clus-
ter）を含む領域。ハイフン（‐）：ア
ミノ酸残基の“ずれ”を示す，ア
ステリスク（*）：同一のアミノ酸残
基，コロン（ : ）：類似のアミノ酸残
基。
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行った（図５および図７）。変異株からの菌体抽出

液を混合しての相補的再構成系では，インキュ

ベーション時間に伴った PFL活性の上昇がみら

れ最大値は１２０分間インキュベーションした試料

の１．０１µmol／min／mg of protein であり，これ
は親株での再活性化値の最大値（１．０７µmol／min
／mg of protein）の約９４％に相当する値であった

（図７）。さらに，検出した酵素活性が PFLに由

来するものであるかどうかは，インキュベーショ

ンした試料を５分間空気に暴露することによって

その酵素活性が完全に消失することで確認した

（図７）。PFLの活性型は酸素に曝されると速や

かに非可逆的活性型に変換され，その酵素活性を

消失する４，１４）。この結果は，act 変異株であるYASC

９YK２の菌体内に，親株とほぼ同量の可逆的不

活性型 PFLが存在していることを示し（pfl 変異

株である SAKC５Y２C１では PFLが欠失してい

るから），YASC９YK２での培養上清中からのギ

酸および菌体抽出液中からの PFL活性の消失は

PFLタンパク自身の不具合によるものではな

く，それを活性化する酵素 PFL activase の欠失

による為であり，よってクローニングした act 領

域には PFL activase がコードされていることが

確認された。

お わ り に

多くの偉大な先達によってなされたう蝕原性細

菌である S. mutans の糖代謝機構，ならびに酸産

生機構の生理・生化学的，酵素学的研究の成果は

図２に示すような，この菌がおこす発酵転換（外

的環境条件の変化に対応して産生される終末代謝

産物が変化する）の仔細を明らかにしたが，その

転換調節機構の解明はまだ十分にはなされていな

表２ 親株（GS―５IS３）および変異株を液体培養して
えた培養上清中のギ酸濃度

菌 株 ギ酸濃度＊（mM）

GS―５IS３ １．１３±０．２６
SAKC５Y２C１（pfl mutant） notdetected
YASC９YK２（act mutant） not detected

*：平均＋S. D.（n＝３）

表３ 親株（GS―５IS３）および変異株のピルビン酸ギ
酸リアーゼ（PFL）と乳酸脱水素酵素（LDH）の活
性

菌 株

酵素活性＊

（µmol／min／mg protein）

PFL LDH

GS―５IS３ ２．１１±０．４４ ２１．５±２．０
SAKC５Y２C１（pfl mutant） notdetected １７．３±０．４５
YASC９YK２（act mutant） not detected １６．４±４．１

酵素活性は PFLは３０℃，LDHは２５℃で測定した。
*：平均±S. D.（n＝３）

図７ in vitro のピルビン酸・ギ酸リアーゼ（PFL）再
活性化系による，PFLの再活性化過程（親株から
の菌体抽出液において）と活性化過程（pfl 変異株
および act 変異株それぞれからの菌体抽出液を混
合することによって）の検出。酵素活性は３０℃で
測定した（値は平均値，n＝２）。１２０＋Air：再活
性化系で１２０分間インキュベーション後，５分間
空気に暴露した試料。
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い。著者は，S. mutans の酸産生機構，特にう蝕

発症との関連が深い歯垢深部の様な高度の嫌気環

境下でのこの菌の酸産生機構に焦点をあて，その

遺伝子レベルでの調節機構（どのような環境下で

代謝酵素の遺伝子が発現するか？）の解明に取り

組んできたが，まだ道半ばである。著者らがク

ローニングし機能解析を行った PFLは，まさに

S. mutans の発酵転換における鍵酵素（key en-

zyme）であり，その活性化酵素である PFL acti-

vase もまた同様に重責を担っているものと考え

られるが，現時点ではそれらの発酵転換への関与

のありかた（それらの発現がどのように，どんな

因子によって調節されているのか）の全貌を明ら

かにするにはいたっていない。また，S. mutans

では活性型 PFLを可逆的不活性型 PFLへと変換

する機構（酵素の関与が示唆されている）の活性

が，同じ口腔内の歯垢中から分離される細菌であ

る Streptococcus sanguis のそれに比べて，非常に

弱いことが報告されている１４）。このことは，う蝕

原性細菌である S. mutans の特徴の１つであると

考えられ，ヒト口腔内の歯垢中（歯面に接してい

るような歯垢深部の環境は高度嫌気で低糖濃度）

という限定された環境で優位に生息してきたこの

細菌の進化の履歴に由来するものではないかと思

われる。今後は，pfl，act の２つの遺伝子を軸

に，研究の過程で生じてきたいくつかの疑問点，

なぜ PFLは好気環境下では炭素源であるグル

コース濃度に依存せず高く発現しているのか，

PFLは構成酵素の仲間なのか，それとも転写が

何らかの因子により調節されている誘導酵素なの

か，などの解明に向かって，さらには発酵転換調

節機構への pfl，act の関与の在り方に向かって邁

進していくつもりである。

本稿は，平成８年度東京歯科大学学長奨励研究報告
として，第２６２回東京歯科大学学会総会（１９９７年１１月１
日，千葉）において発表したものに，その後の研究の進
展（Yamamoto, Y., Sato, Y., Takahashi―Abbe, S.,
Takahashi, N. and Kizaki, H.（２０００）: Characteriza-
tion of the Streptococcus mutans pyruvate formate―ly-
ase（PFL）―activating enzyme gene by complementary

reconstitution of the in vitro PFL―reactivating system,

Infect. Immun，６８�：４７７３～４７７７．）を加えて新たにま
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