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２８７

歯学の進歩・現状 

Streptococcus mutansグルカン結合タンパク質Ｃの発見まで，とその後
－定年退職にあたり，研究をふり返って－

佐藤 裕

グルカン結合タンパク質 C（以下 GbpC）は Streptococcus mutansのグルカン依存性凝集（ddag）に関与するタ
ンパク質です。GbpC が見出される以前は，ミュータンスレンサ球菌（MS）と呼ばれる菌種のうち S. sobrinus
と S. cricetiは水溶性グルカン（α- ６グルカン） （ddag）をおこすのに対し， S. mutans１， 存在下で非常に顕著な凝集
はこの凝集を起こさないとされてきました。
一方 MSの病原因子の研究過程で最も重要な因子はグルコシルトランスフェラーゼであることが明らかにな

り，この酵素により形成されるグルカン，特に非水溶性グルカンによる菌体の歯面への付着やプラーク形成能
の増加，更にプラーク中の酸産生・貯留の増加ということがう蝕病原性の主要部分であるとなりました。それ
と同時に S. mutansはグルカン依存性凝集を起こさないので，この凝集は，齲蝕病原性と関係がないのではな
いかということで多くの研究者が注目するところではなくなってしまった様でした。
しかし，筆者は S. mutansもある条件（後述）ではこのグルカン依存性凝集をおこすことを見出し，これに関

与する遺伝子 gbpCを同定しました。
定年退職の時期が迫る中，自分の研究について辿ってきた道を今一度振り返ってみたいと思っていました。

そして，S. mutans研究の大先輩で防衛医大前教授である武笠英彦先生にある時，退職前の１年間は自分の総
まとめをするのではないのですか？と問われたことがあったことを思い出しました。
私は本学を卒業し，生化学教室（当時）に残って以来，ずっとお世話になってきた訳なので，報告の意味も含

めて，振り返ってみたいと考えました。私の研究結果なら１年といわないまでも１か月位はそういう時間に当
ててみようかと思った次第です。まずは項目のみあげてみます。
１．Kuramitsu ラボでの仕事―スクロースホスホトランスフェラーゼ（PTS）という糖の細胞内取込系（輸送

系）の scrA，scrB遺伝子
２．scrA::lacZ融合遺伝子による scrA遺伝子発現のモニター
３．ホスホ β-ガラクトシダーゼ遺伝子のクローニング（ラクトース PTS 関連遺伝子）
４．scrA下流の遺伝子群の同定
５．S. mutansの発酵転換の Key Enzyme であるピルビン酸ギ酸リアーゼ PFL の遺伝子クローニングとそ

の活性化酵素遺伝子（ソルビトール PTS をクローニングのつもりが）
６．S. mutansのグルカン（デキストラン）依存性凝集（ddag）の発見とその関与遺伝子の同定（グルコシルト

ランスフェラーゼ I 欠失変異株の効用とランダム変異導入）
７．S. mutansのグルカン（デキストラン）依存性凝集に関与する gbpC遺伝子の調節遺伝子の同定―pVA８９１

によるランダム変異導入法の問題点

キーワード：ミュータンスレンサ球菌，グルカン結合タン Yutaka SATO : gbpC gene identification process in Strep
パク質C，キシリトール，コラーゲン結合ア tococcus mutans : Reflecting on my research experiences
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２８８ 佐藤：GbpCの発見までとその後

８．GS-５株が ddag を示さない理由。
９．gbpC遺伝子の役割（２ndコロナイザーとして GbpC の役割）。
１０．ストレッサーとしてのキシリトール（キシリトールによる gbpCの発現誘導）。
１１．コラーゲン結合アドヘシン Cnmの同定へ至るまでの経過（gbpC変異株なのに何故凝集）。
１２．コラーゲン結合アドヘシン Cnmのランダム変異導入による同定と in vitro変異導入法
１３．S. mutans以外のミュータンスレンサ球菌における gbpC遺伝子ホモログ
１３－１）S. macacaeの gbpC遺伝子ホモログが突破口に。
１３－２）S. sobrinusの gbpC遺伝子ホモログは２つもあると思ったら。
１３－３）S. sobrinusの強い ddag に関与するのは４つのホモログのどれか？
１３－４）S. criceti，S. downei等の ddag に関与する遺伝子（最多５つ）

１４．S. mutansのグリコーゲンホスホリラーゼと４ α-グルカノトランスフェラーゼについて（moonlighting
protein か？）

１５．マルトース代謝にグルコース PTS 輸送系が関与しているかも知れない。

はじめに

研究を自分の仕事にしようと思ったのは何といっ
ても，米国シカゴの  Northwestern 大学  Dr.  Kura-
mitsu の免疫・微生物学研究室に留学させて頂いて
以降のことでした。それでまずどの様にして留学す
るきっかけに至ったかという点から綴ってみます。
私は卒業後大学院へは行かず助手として当時の生

化学講座に残りました（当時は席さえ空いていれば
そのようなコースが可能でした）。そして大学院の
倍ほどの年限の後，論文博士（乙種）の称号を頂きま
した。その後，この論文の実験材料であった Strep

tococcus mutansを使い，どんな研究をしようと思っ
たかというと，糖やアミノ酸の取込即ち輸送系に
ついての実験でした。それはこの手の実験はお金
のかかる機器や設備がなくても，アイソトープと 

S. mutansの菌体を集めるメンブレンフィルターユ
ニットさえあれば実験が出来たからでした。そして
当時，ミトコンドリアの  ATP合成機構として，
ミッチェルの唱えた化学浸透圧説が一般化されてき
た時代であり，大腸菌を始め色々な細菌において，
ATPを作る機構としての H＋の電気化学的勾配（プ
ロトン駆動力 proton motive force）やそれによる物
質輸送が日本生化学会等ではホットな話題になって
いました。
大腸菌のような好気性菌はミトコンドリアと同じ

ような電子伝達系をもっており，それらがプロトン
駆動力を形成して，この駆動力で ATPシンターゼ
により ATPを合成したり，物質輸送をしたりしま

す。一方，レンサ球菌である  Enterococcus hiraeの
ように電子伝達系をもたない菌は ATPシンターゼ
を大腸菌とは逆方向に働かせて，即ち ATPを分解
することによってプロトン駆動力を形成し，ある種
の物質を輸送することが報告されていた頃でした。
そこで私は同じレンサ球菌属である S. mutansのプ
ロトン駆動力を測定したりしていました。そして 

S. mutansのプロトン駆動力と物質輸送についての
報告が歯科基礎医学会で始めてなされました。発表
者は岡山大学の野地澄晴先生（注１）でした。その会
場で私は彼に色々な質問をして，色々な話をしてい
るうち共同研究をしましょうかということになり，
私は岡山へ２ヶ月ほど国内留学をさせて貰いまし
た。それまで私は英語で論文１つ書いたこともな
く，野地先生および同教室助教授（当時）の児玉孝雄
先生（注２）に色々なことを教えて頂き，大きな刺激
を受けました。そしてその後何度か岡山まで通い，
ここでの仕事は２つの論文となりましたが１，２），実の
ところほとんどは野地先生が執筆されたというのが
実情でした。
こうして野地先生との交流の間，彼はその頃から

実験に遺伝子工学的方法の導入について強い意欲を
持っていて，当時歯科基礎医学会ではこの分野では
先駆的に研究・発表を行っておられた日大松戸歯学
部（当時）の安孫子宜光先生（注３）と，私も一緒にし
ばしばお会いする機会がありました。そしてある
時，安孫子先生からこんなお話しを頂きました。
先生の教室から，シカゴの Northwestern 大学 Dr.
Kuramitsu のもとへ２名の先生が  PosDoc として
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行っているのだけれど，近々任期が終わるので，
Dr. Kuramitsu が次の人員を探しているのだけれど
私に応募してみたらどうかというお話しでした。当
時私には，そんなところへ行ってやっていけるのか
どうかと大いに不安がありましたが，野地先生の薦
めもあり， S. mutansを用いた遺伝子操作を学べる
ということで行くことを決心し，そして幸運にも
１９８７年２月末 Dr. Kuramitsu のもとへ行くことにな
りました。 

S. mutansに関する研究の中心は，他の口腔レン
サ球菌には認められない粘着性の非水溶性グルカン
ないしはこれを作るグルコシルトランスフェラーゼ
（GTF）にありました。１９７０年代後半から１９８０年代
前半にかけて，グルコシルトランスフェラーゼの分
離精製の研究が世界中の研究者により数多く行わ
れ，報告されていましたが，それらの結果の詳細な
点において不一致が認められ，これらの問題を解決
するには，当時急速に発展しはじめていた遺伝子ク
ローニングにより，GTFをコードする遺伝子を同
定するのが一番の解決の道だということで世界中の
研究者がそれを目指しました。そして，最初にそ
の遺伝子クローニングがなされたのが  Kuramitsu
ラボによる gtfB遺伝子３）で，そしてほぼ時を同じく
してクローニングされた Virginia Commonwealth
University の Dr. Macrina ラボの gtfC遺伝子４）でし
た。後にこれらの遺伝子は  S. mutansの染色体
DNA上に隣り合って存在していることが明らかに

なりました。２０００kb程ある S. mutans染色体 DNA
のうちそれぞれ約４kbの隣り合った（一部 overlap
した）DNA断片が全く独立にクローニングされた
不思議さが今でも感じられます。Kuramitsu ラボ
でこれらの実験を行ったのが，上述の日大松戸，安
孫子先生の教室から派遣されていた青木秀史，早川
光央両先生でした。
（注１）徳島大学工学部 教授，現理事
（注２）九州工業大学情報工学部 前学部長，現大阪大

学免疫学フロンティア研究センター教授 事務
部門長

（注３）日本大学松戸歯学部生化学前教授，現IADR会長

これより私の行った実験です。

１．Kuramitsuラボでの仕事―スクロース PTSの 

scrA，scrB 遺伝子

こういう状況から考えて，私に与えられそうな仕
事は gtfB遺伝子の特徴付けかなと思っていたが，
そうではなく gtfB遺伝子の以前にクローニングさ
れた scrB遺伝子についてだった。 gtfB遺伝子のク
ローニング方法は当初，スクロース分解（スクラー
ゼ）活性を指標に行われた。その理由は，GTFはス
クロースを基質としてそのグルコース残基を転移し
てグルカンを合成するという酵素だからだ。つまり
GTFには当然スクラーゼ活性があるからだ。しか
し，ここで得られたクローンは全てスクラーゼ活性
だけをもつ（グルコース転移活性のない）タンパク質

（注４）PTSは細菌に特徴的な糖輸送系である。PTS輸
送系はホスホエノールピルビン酸の高エネルギーリン酸
を輸送のエネルギー源とし，そのリン酸基を細胞質中に
ある EnzymeI（EI），HP，へと，更に細胞膜成分で個々
の輸送される糖に対応した EnzymeII（EII）へと順次転送
し，最後に輸送される糖に渡されると同時にその糖を細
胞内に輸送する系である。EII はその構成ドメインによ
り IIBCA，IIBC，IIC，IICDなどのサブタイプがある。
そしてそれぞれの糖に対して特定の EII が対応してい
て，それらの一細菌内の類似性よりも，ある特定の糖に
対応する異種細菌の EII 間の類似性の方が高い。このこ
とは細菌の種分化より，EII の各糖に対応した分化の方が先んじて起こったことを意味している。このように種分化
の方が後に起こったので，異菌種で類似性の高い EII 分子郡は大概は同じ糖を輸送するのが一般的であるが，例外も
存在する。
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をコードする scrB遺伝子だった。一般的には目的
外のクローン化遺伝子は捨てられてしまうかも知れ
ないが，Dr. Kuramitsu はこれについて更なる発展
性を考えていたのであった。このスクラーゼ遺伝子
は単純なスクラーゼをコードするのではなく，基質
をスクロース６-リン酸とする酵素であったというこ
とである５）。即ちここでホスホエノールピルビン酸
依存糖ホスホトランスフェラーゼシステム（PTS）６）

（注４）という輸送系へと発展してくる訳である。こ
の輸送系は細菌に特異的に認められる輸送系で，
種々の糖を輸送すると同時にリン酸化する系であ
る。PTSは大腸菌や枯草菌を中心に既に単糖類の
輸送について研究が進んでいたが，スクロースのよ
うな二糖類の PTS に関する研究は当時あまりなさ
れてなかった。そして，ここで私に与えられた仕事
は scrB遺伝子とスクロース PTS（scrA）に関する研
究であった７，８）。私が以前に多少とも S. mutansの物
質輸送系のことを行なっていたことを  Dr.  Kura-
mitsu が考えてくれたことによるのかも知れない。
ちなみに gtfB遺伝子の特徴付けの仕事は，私より
２ヶ月前に同ラボに九歯大から来ていた花田信弘先
生（注５）が行っていた。この間の研究で遺伝子，
DNAを扱う一通りの実験技術を学ばせて頂いた。
特に同ラボの先輩である城座映明先生（注６）にはひ
とかたならぬお世話になり，その後も貴重なプラス
ミドなどの試料をご提供頂いた。
（注５）鶴見大学歯学部探索歯学教授

（注６）日本大学松戸歯学部化学前教授


２．scrA::lacZ 遺伝子による scrA 遺伝子発現の
モニター

さて，１９８９年３月末に帰国したが，Dr. Kuramitsu
が同ラボで使っていた一部のサンプルの持ち帰りを
許してくれたので，同様な研究を継続した。最初に
行ったのが scrA遺伝子の発現をスクロース始めい
くつかの糖で培養した際にどのように変化するかを
みた実験だった。この実験は同ラボにいる頃からや
り始めていたのだが，遺伝子発現を直接見るのが難
しいので scrA遺伝子のあたまの数コドンの部分に
大腸菌の β-ガラクトシダーゼ遺伝子（lacZ）をそれぞ
れのリーディングフレーム（翻訳の読み枠）を合わせ
て結合した遺伝子（scrA::lacZ遺伝子）を構築するこ

とにより， scrA遺伝子発現を lacZ遺伝子発現すな
わち β-ガラクトシダーゼ活性でモニターするとい
う方法である。今では色々なレポーターアッセイと
いうのが原核，真核細胞を問わず利用されている
が，当時はこれしか方法がなかった。そしてスク
ロースで培養するので，その際 gtfBC遺伝子群が
働いてしまうとその産物である粘着性多糖のため菌
体を洗浄して採取すること出来なくなってしまう。
それでこのアッセイに使う S. mutansの親株として 

gtfBC遺伝子の自然欠失変異株９）を使用した。そし
てこのような自然欠失変異株を使用していたことで
後の gbpC遺伝子の発見に至ったのだが，それは改
めて後述する。さて，  scrA::lacZ遺伝子の構築だ
が，今ではポリメラーゼ連鎖反応（PCR）を利用し，
この様な融合遺伝子の構築などは２日もあれば充分
なのだが，当時はリーディングフレームを合わせる
ためいくつかのプラスミドに，プロモーター領域と 

scrA遺伝子のあたまの数コドンをもった DNA断片
を順次乗せ換えて最終的に lacZ遺伝子をもつプラ
スミドに導入するという方法を採らざるを得なかっ
た。プラスミドに乗せかえのたびに，DNA断片の
制限酵素反応，分離精製，リガーゼ反応，大腸菌の
形質転換，プラスミドの分離という一連の操作が必
要で，scrA::lacZ遺伝子のプラスミドを構築するだ
けで，数ヶ月を要した。 scrA遺伝子発現は予想し
た通りスクロース培養で最も大だったが，意外にも
グルコース培養でもそこそこ発現が認められ，フル
クトース培養で最も低いという結果であった１０）。
上述のように  S. mutansで lacZ遺伝子がレポー

ターとして使えたのは，同菌は β-ガラクトシダーゼ
遺伝子をもっていないので内在性の同活性がないこ
ともその理由のひとつであった。では，同菌はラク
トースの加水分解はどんな酵素が行っているかとい
うとホスホ β-ガラクトシダーゼである。同菌にお
いてラクトース輸送はラクトース PTS が行ってい
るので細胞内にはラクトース６-リン酸として輸送
されるので大腸菌のように β-ガラクトシダーゼは
不必要なのである。ちょうどスクロース PTS によ
る輸送とスクロース６-リン酸の関係と同じだ。そ
こでホスホ β-ガラクトシダーゼのクローニングを
試みた。
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（注７）プラスミド pVA８９１によるランダム変異導入法とマーカーレスキュー法（図） 

pVA８９１は大腸菌内では自立増幅するが， S. mutans内では増
幅されない。しかし S. mutansの DNA断片が挿入された pVA
８９１はその挿入断片で相同組換えをおこして染色体 DNAに挿入
されるので，pVA８９１は自殺ベクター suicide vector とも呼ばれ
る。通常の遺伝子ライブラリーは完全長の遺伝子断片を含むで
あろう DNA断片によるライブラリーを作るのだが，この pVA
８９１を用いた方法はあえて遺伝子の内部断片によるクローンバ
ンクを調製する。図に示される様に４塩基認識酵素である Sau

３AI で染色体 DNAを完全消化すると２kb以下の短い DNA断
片が生成する。これらは一般的に遺伝子に相当する DNA断片
の長さより充分に小さいので，これら断片が挿入された pVA
８９１が S. mutansを形質転換すると同菌にランダム変異を導入す
ることが出来ることになる。
更に，得られた S. mutansの変異株から染色体 DNAを分離

して，制限酵素 EcoRI，HindIII あるいは適切な酵素で完全消化
し，リガーゼ反応をかけ大腸菌を形質転換すると図下部の H-H
や E-E で矢印に示された pVA８９１の複製開始点（ori）と抗生物質耐性遺伝子を含む領域がプラスミドとして回収でき，
この方法をマーカーレスキュー法という。従ってこの方法を繰り返すことにより，pVA８９１挿入部位隣接の DNA断
片を芋づる式に回収するゲノムウォーキングが可能である。

３．ホスホ β-ガラクトシダーゼ遺伝子のクロー
ニング（ラクトース PTS関連遺伝子）

当時遺伝子クローニングの方法は当該菌の染色体
DNAの遺伝子ライブラリーを，大腸菌を用いて構
築するのがその第一歩であった。そして前述したよ
うに酵素活性を指標にするか，抗体を用いるかして
そのライブラリーをスクリーニングするのが一般的
方法である。ところがそのような大腸菌での遺伝子
ライブラリーを作らず，ランダム変異を S. mutans

に導入し，そこから当該遺伝子失活変異株を直接ス
クリーニングする方法が提案されていた。その方法
は，私が Kuramitsu ラボ在籍当時に彼がラボミー
ティングで紹介してくれた方法であった。ただ，彼
自身はこれを実際に行ったことがなかったので，私
はホスホ β-ガラクトシダーゼ（PBG）のクローニン
グにこの方法が使えるのではないかと思い試みた。
この方法の原理は（注７）に図示するが，同菌を培
養する寒天平板上で，ある表現形質の変化を検知
できなくてはならない。この点ではラクトースア
ナログである発色基質の Xgal（５-bromo-４-chloro-

３-indoryl-b-D-galactoside）が使えると考えた。スク
リーニングの原理は以下の通りである。親株は
PBG活性があるので寒天平板上でブルーコロニー
を形成する。それに対して PBG欠失株はホワイト
コロニーを形成するだろうという，大腸菌の形質転
換でよく利用される通称青白スクリーニングと同様
な方法が使えるのではないかと考えた。ただし，
PBG欠失株はラクトースを利用できない可能性が
あるのでコロニーに育たない可能性をなくすため培
地に０．０４％という少量のグルコースを０．２％ラク
トースと供に加えた寒天培地（BTR-LGEX培地）を
用意した。そして１次スクリーニングで選ばれた
コロニーを更に同培地，Todd-Hewitt（TH）培地，  

Mitis-Salivarius（MS）培地にストリークして培養後
BTR-LGEX培地では小さく，THおよび MS培地上
では親株と同じくらい大きく発育したコロニーを６
個得，これらから PBG遺伝子が同定された１１）。こ
のように単純な１次スクリーニングでは目的のク
ローンは得られなくとも，２次スクリーニングをう
まく組合わせて利用すればこの方法は充分使えると
いうことが分かったのは大きな収穫であった。

― ５ ―



２９２ 佐藤：GbpCの発見までとその後

４．scrA 下流の遺伝子群の同定

スクロースは scrA遺伝子産物を含む PTS で細胞
内に輸送され， scrB遺伝産物スクロース-６-リン酸
水解酵素で加水分解されグルコース６-リン酸とフ
ルクトースが生成する。前者は解糖系の基質なので
そのまま代謝されるが，細胞内のフルクトースは
ATPでリン酸化されないと代謝されないので，そ
のキナーゼ酵素が scrAの下流に存在するのではな
いかと考えられた。（注７）で示したマーカーレス
キュー法で下流の遺伝子断片を得て，そこにフルク
トキナーゼ遺伝子 scrKが１２），更にその下流にホス
ホマンノースイソメラーゼ（Scrk により生成したフ
ルクトース６-リン酸をグルコース６-リン酸にする
酵素）をコードする遺伝子 pmiが同定された１３）。

５．S. mutans の発酵転換の  Key  Enzyme であ
るピルビン酸ギ酸リアーゼ PFL の遺伝子ク
ローニングとその活性化酵素遺伝子（ソルビ
トール PTSをクローニングのつもりが）

ホスホ β-ガラクトシダーゼ遺伝子のクローニン
グで pVA８９１によるランダム変異導入法が使えるこ
とが分かり，この方法で PTS 関連遺伝子がすべて
クローニング可能なのではないかと考え，まずソル
ビトール PTS 遺伝子のそれを試みた。ところが得
られたクローンは確かにソルビトールを炭素源とし
た培地での発育が極めて悪かったにもかかわらず，
ソルビトール PTS 輸送系の遺伝子の失活株ではな
かった。そのクローンでは，どんな遺伝子が失活さ
れたのかというと，それは S. mutansの発酵転換の
Key Enzyme であるピルビン酸ギ酸リアーゼ PFL
の遺伝子であった１４）。では何故この遺伝子が失活す
るとソルビトールが代謝できなくなるのだろうか。
それは解糖系には，NAD/NADHの酸化還元反応
が随伴しているため，ソルビトールは糖アルコール
で，その代謝には１段余分の NADによる酸化が必
要なので PFL が働かないと NADのリサイクルが
うまく行かないためであった。PFLはラジカル酵
素で酸素の存在下では失活する。このラジカルを導
入する酵素として，PFL活性化酵素の存在が知ら
れていた。従って，PFLが働くためには，PFL活性
化酵素が必須なので，上述の scrA/scrKのようにこ

の遺伝子が PFL 遺伝子の近傍にすぐ見つかるので
はないかと推定したが，実際はそうではなかった。
そこで，本講座の山本康人助手（当時）は，既に報告
のあった他菌種の PFL 活性化酵素の塩基配列を参
考として PCRプライマーを何組か調製して同定を
試み，PFL活性化酵素の遺伝子を同定した。そし
て，彼はこの特徴付けを東北大学歯学部口腔生化学
教室へ出向き，共同研究として行った１５）。

６．S. mutans のグルカン（デキストラン）依存性
凝集（ddag）の発見とその関与遺伝子の同定
（グルコシルトランスフェラーゼ I 欠失変異
株の効用とランダム変異導入）

まずグルカン依存性凝集（ddag）についてふれて
おく。ヒトう蝕に関与する S. mutansと S. sobrinus

のうち，後者はグルコースを炭素源にして培養後，
終濃度２－５μg/ml にデキストラン T２０００を加える
と図１の右端にしめされる様に顕著な凝集を示す。
一方 S. mutansは同培養後デキストラン T２０００を終
濃度１００ μg/ml 加えても図１の左端にしめされる様
に全く凝集が認められない。この様にS. mutansはddag
を起こさないものと考えられてきた。我々は上述し
た scrA::lacZ遺伝子による scrA遺伝子発現のモニ
タリング以来， gtfBC遺伝子の自然欠失変異株をし
ばしば用いてきていた。この株をスクロースで培養
すると，ごく僅かに凝集が認められることを時々観
察してきていた。この凝集は写真撮影するとほとん
と違いが認められない位，非常に弱いものであり，
当初は gtfBC融合遺伝子による残存する GTF活性
によるものかと単純に考えていた。しかしある時そ

図１ S. mutansのグルカン依存性凝集（S. sobrinusとの比較）
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の僅かに凝集が認められる株を遠沈し， Streptococ

cus gordoniiのスクロース培養上清を加えてみたと
ころ，同様な凝集が認められた。この上清にはスク
ロースがないはずなので，もしかしたら S. gordonii

によって合成された水溶性グルカン即ちデキストラ
ンがこの凝集に関与しているのではないかとの考え
に至った。そして S. sobrinusの ddag に関する論文
に当たってみたところ，亜致死濃度の抗菌薬が
ddag を増強するという R. J. Doyle らの論文１６）があ
り，いわゆる菌にとってストレス状態となると
ddag が増強するものと思われた。そこでいくつか
の抗菌薬としてテトラサイクリン，ナリジクス酸や
エタノールを添加しての培養や４２℃培養などで， S. 

sobrinusほど顕著ではないものの，明らかな  ddag
が認めらることを見出した（図１の左から２番目）。
このことから S. sobrinusの ddag に関与する遺伝子
と同様な遺伝子が S. mutansにも存在するという前
提の下，上記のランダム変異導入法で同遺伝子の同
定を試みることにした。
しかし，今までずっとこれらの実験に使用してき

た GS-５株は何故かこの ddag が認められなかった
（後にその理由は分かったが－後述）。そこで新たに
親株を探す必要があった。その条件としては，ddag
が顕著なこと，形質転換効率が高いこと， gtfBC融
合遺伝子株が得られること，等であった。これにつ
いては，本学微生物学講座の太田功正助教授（当時）
から，血清型が決定されていた S. mutansの臨床分
離株を譲り受けていたので，このストックの中から
上記の条件に適合する株として１０９c株を選び，そ
の gtfBC融合株として１０９cS 株を得た。 

pVA８９１によるランダム変異を導入後のスクリー
ニングは今まですべて寒天平板上で検出・選択して
きた（これが一般的）が，ddag という現象はそもそ
も寒天平板上で認められるものではない。それで寒
天平板上に検出された１つ１つのコロニーをピック
して９６ウェルのマイクロプレートに接種した。そし
て各ウェルでテトラサイクリン添加培地で充分増殖
した後デキストラン T２０００を加えて明らかに凝集の
起こらない株を選択して凍結保存した。拾い上げた
形質転換株は約７０００コロニーに及んだ。ddag の観
察は，光は上から来るのでマイクロプレートを高く
かざして下から見ないと観察できず，首が疲れて閉

口した。それで，光が下から来るように，シャーカ
ステンを分解して蛍光灯の光が直接プレートに来な
いように黒のアクリル板で覆い，内部も黒のラシャ
布を敷いて散乱光だけがプレートに当たるような装
置を作製した。これで観察がかなり楽になった。し
かし，結果はどう解釈すべきか ddag を起こさない
株がかなり認められた。これらを２次スクリーニン
グで４４株ほど選択し，サザン分析の結果同じパター
ンを与えた株が３株あったのでそのうちの１株（３２ A
０２株）を選び更に解析を行った。３２ A０２株では pVA
８９１の挿入部分の隣接領域に約７kbの欠失が起こっ
ていることが分り，この欠失部位に ddag に関与す
る遺伝子を同定し gbpCと命名した１７）（この同定の詳
細過程は（注８）に示す）。gbpという遺伝子記号
は，gtfBや gtfC遺伝子の３’に存在する GTFのグ
ルカン結合ドメインと相同性の高い部分のみをコー
ドする遺伝子として既に  Banas らにより報告１８）の
あったものである。一方，我々と時を同じくしてグ
ルカン結合活性をもつタンパク質をコードする遺伝
子 gbpBが報告され１９），当初の gbp遺伝子はその後 

gbpAと呼ばれるようになった。このあたり詳しい
経過は拙著２０）を参照されたい。それまでになされた
多くの遺伝子クローニングはタンパク質が先に同定
され，その抗体を用いてコード遺伝子を同定すると
いうのが一般的であったが，我々はコードタンパク
質の情報が全くなくても表現形質にのみ注目してラ
ンダム変異導入法を適用することで当該遺伝子の同
定が可能であることをこれで３例目として示したこ
とになった。

７．S. mutans のグルカン（デキストラン）依存性
凝集に関与する gbpC 遺伝子の調節遺伝子
の同定―pVA８９１によるランダム変異導入法
の問題点 

gbpC遺伝子の同定においては前２回のランダム
変異導入法では認められなかった DNA領域の欠失
という現象が認められた。結果として何故そんな欠
失が起こったかは分からなかったが，とにかくその
領域から gbpC遺伝子の同定ができたのでその時は
それで良しとした。しかし，この疑問はいつも頭の
どこかにひっかかっていた。そして更に，約７０００コ
ロニーのピックした形質転換株から二次スクリーニ
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（注８）３２ A０２株の染色体 DNA欠失領域における gbpC遺伝子領域の同定。
欠失領域にグルカン依存性凝集に関与する遺伝子が存

在するということが分かってもその領域を３２ A０２株から
分離することは出来ないので，まず３２ A０２株染色体
DNAの EcoRI および HindIII 消化を行い，マーカーレ
スキュー法で pVA８９１に連続する両端のフラグメントと
ともに回収した（注７図下部の矢印で示した E断片，H
断片）。それぞれのプラスミドは E-Sacおよび BY-H断
片をもっているのでこのプラスミドで親株１０９cS株を形
質転換する。このような方法即ちゲノムウォーキングを
繰り返すことにより３２ A０２株で欠失した染色体 DNA領
域を１０９cSの染色体から回収した。これらの回収フラグ
メントを使用して，LSMD９１，LSM１９１，LSLA９１， 

LSMF９２，SM５９１で示される DNA断片を構築して，それらで親株１０９cS株を形質転換し，ddag の表現形質の有無を
確認して gbpC遺伝子領域の同定を行った。その結果，ほぼ中央部の EV-Clフラグメント２．２kb中に gbpC遺伝子が
あるものと考えてこの領域の塩基配列を決定した。

ングで何故６９株もの ddag を起こさない株が認めら
れたのかも理由が分からず，これも同様に未解決の
問題として残っていた。更に前述したようにサザン
分析の結果，上述の３株以外の全てで pVA８９１の挿
入部位は異なっていること且つ gbpC遺伝子はイン
タクトであったことを示していた。このようなこと
はどう考えてもあり得ようはずはないことと考えら
れた。しかし，あることをきっかけに全ての矛盾を
解決する結果が得られた。それは前述の欠失変異株
であった３２ A０２株以外の全ては重複変異株であっ
た。しかも１００kb以上にも及ぶ大きい領域の重複が
これら変異株の染色体上で起こっていたものもあっ
た。あまりに大きいので通常のゲル電気泳動では結
果に差が認められなかった訳であった。その詳しい
経緯を以下に示す。任意の ddag ネガティブ株とし
て２５ G１１株を選び，マーカーレスキュー法で  pVA
８９１に連続する両端のフラグメントとともに回収し
た。回収した両端のフラグメント Aまたは Bをプ
ローブにして２５ G１１株および他の ddag ネガティブ
株についてサザン分析を行ったところ，２５ G１１株の
みにエキストラバンドが認められた。他の株で同じ
実験をしても当該株でのみエキストラバンドが認め
られたことからこれら全ての変異株で pVA８９１に隣
接する領域に重複が起こっていることがかなり確か
らしく思えた。そこで，より大きい DNA断片を分

離できるパルスフィールド電気泳動による解析を
行ったところ，いずれかの断片が大きくなっている
か，エキストラバンドが認められた。親株１０９cS 株
で１３５kb の制限酵素 ApaI 断片が２５ G１１株では１９５ kb
の断片となっていたのでこの断片内で重複が起こっ
たものと考えられた。そしてこの断片中のどの部分
に重複が起こっていたのかマッピングを試みた。そ
の方法は図２で示されるように，制限酵素 ApaI（図
２の中の＊印）を持っているプラスミドに上述のフ
ラグメント Aをクローニングしたプラスミドで２５ G
１１株を形質転換する。そしてこの株の染色体 DNA
を ApaI 消化してパルスフィールド電気泳動で分離
し，フラグメント Bをプローブにしてサザン分析
をする。同様にフラグメント Bをクローニングし
たプラスミドで２５ G１１株を形質転換，この株の染色
体 DNAを ApaI 消化後同様に泳動で分離し，フラ
グメント Aをプローブにしてサザン分析をするこ
とにより，フラグメント Aおよび Bの相対的位置
と方向が，導入されたプラスミドの ApaI サイト相
対位置から決定された。その結果親株ではフラグメ
ント Aおよび Bは約６０kb離れた位置で，互いに向
かい合った状態で存在していて，変異株２５ G１１株で
は導入された pVA８９１の両端にその６０kb断片が重
複された状態で存在しているということが分かっ
た。そしてその６０kb断片内のどこかに  ddag の負
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図２ パルスフィールドゲル電気泳動法によるフラグメント A-Dのマッピング

の調節遺伝子が存在していることは間違いないと確
信した。
更にこの領域を狭めるため，他の株から得られた 

pVA８９１の隣接断片で１３５kbの ApaI 断片内に存在
する断片として，フラグメント Cおよび Dを得た。
これらの断片を加えた４つの断片の相対位置・方向
は図２のようにマッピングされた。
即ちこれらの変異株では重複された領域は異なっ

ているものの，その重複領域に負の調節因子をコー
ドしている遺伝子が含まれていたのであった。負の
調節遺伝子が倍に増えたことで，負の調節解除がお
きにくくなって，ddag が起らなくなったものと考
えられた。その調節遺伝子を同定したところ，バク
テリア等に広く認められる２成分制御系のレスポン
スレギュレーター遺伝子であったので gcrR遺伝子
と名付けた２１）。その gcrR遺伝子の同定の経緯を（注
９）に示す。

８．GS-５株が ddag を示さない理由。

GS-５株はどのような条件でも ddag を示さない
ことを前述したが，この株は菌体表層タンパク質抗
原の遺伝子 pacに変異があることが報告されてい
た。もしかすると gbpC遺伝子にも変異があるかも
知れないと思い。その塩基配列を決定した。GS-５
株は世界中の多くのラボで継代されているので，そ
の間に変異が起きた株がそれと分からず広がった可
能性があった。そして我々の所にあった２つの GS-
５株のうち，片方は pac遺伝子に変異があったが，
もう片方にはなかった。一方 gbpC遺伝子について
はどちらの株にも同じ変異が認められた。従って， 

gbpC遺伝子変異は pac遺伝子に先だって起こった

ものであり pac遺伝子変異はラボ継代の間に起こっ
たものと考えられた２２）。また， gbpC遺伝子の変異
は GS-５株に限らず他の株にもあるらしいことが分
かった。これについては後述する。

９．gbpC 遺伝子の役割。

ddag という現象は， S. mutansのプラーク形成の
最も重要な因子である非水溶性・粘着性グルカンの
生成に衆目が集まるとほとんど忘れ去られたような
状況となっていた。これは私にとってある意味ラッ
キーだったかも知れない。ddag にはどういう病原
因子があるのだろうか考えるに， S. mutansは生後
１９－３１か月の間に歯面に定着するといわれている。
そしてその時既に  S. sannguinisグループの菌群が
既にプラーク細菌叢を形成しているといわれてい
る２３）ので， S. mutansは後からの侵入者ということ
になる。 S. sannguinisグループは水溶性グルカンを
生成するので， S. mutansの菌体表層に結合して発
現している gbpC遺伝子産物がそのグルカンに結合
することによってプラークに侵入・定着するのでは
ないかと考えて固相に結合した水溶性グルカンに 

S. mutansが結合するということを実験で示した２４）。

１０．ストレッサーとしてのキシリトール（キシリ
トールによる gbpC の発現誘導）。

２０世紀も終わりにさしかかる頃，世間はキシリ
トール製品があふれてきた。キシリトールによるう
蝕予防効果はいまだに論議のあるところではある
が，キシリトールはフルクトース PTS により輸送
され細胞内にキシリトール５-リン酸として蓄積し，
それが解糖系を阻害するというデータがあった２５）。
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（注９）負の調節因子の１３５kbの ApaI 断片内の位置の決定と gcrR遺伝子同定
フラグメント A-Dの４つの断片の相対位置と方向が決定されたので次にどの断片間の重複が起こると ddag が起

こらなくなるかを決定した。そのためには重複変異株を作る方法が確立されなくてはならないので，その方法を説明
する。フラグメント A-B 間の重複変異株であった２５ G１１株から染色体 DNAを取り，これで親株１０９cSを形質転換す
ると，２５ G１１株と同様 ddag ネガティブ株が得られ，その株の染色体 DNAをパルスフィールド電気泳動で調べると
２５ G１１株と同様１９５kbの断片となっていた。そこで図１の pSHF５に示されるようにフラグメント A-Em r-フラグメン
ト Bとなる断片を構築して，これで親株１０９cSを形質転換すると全く同じ結果が得られた（図１の LSHF９１-４）。ど
うしてこのような重複株が起こるのかは直接の証明は出来ないが，おそらく図２に示される機構と考えた。即ち
DNA複製途中で不等交差が起きてこのような重複が起きると考えられた。重複の機構はどうあれ，２つのフラグメ
ントを本来の位置関係とは逆位に抗生物質耐性遺伝子を挟んで結合した DNA断片を形質転換すると２つのフラグメ
ント間の重複変異株を作ることが出来ることは間違いない。この方法を利用して，４つのフラグメント A，B，C，
Dの２つの組合せの間の重複変異株を構築することにより， gcrR遺伝子の存在部位を限局した。その結果図３に示
されるように各フラグメント間重複変異株の ddag の有無から， gcrR遺伝子はフラグメントC，D間にあると考えら
れた。この領域でもまだ２０kbほど長さがあったが，更に PCRによるクロモソームウォーキングとマーカーレス
キュー法により，更に領域を狭め終に８００bp程の gcrR遺伝子に到達した。

ということはキシリトールによりそれがストレッ
サーとなり， gbpC発現が誘導されるのではないか
と考えた。実際に行ってみると確かにそうであっ
たが，キシリトール存在下で継代すると２代目で 

gbpC発現誘導がなくなってしまった。しかし１０代
ほど継代すると一部のポピュレーションに構成的に 

gbpC発現するものが現れた。そしてその株はキシ
リトール非存在下で１０代以上継代してもその性質は
変わらなかった。その機構は未だ分からないが，キ
シリトールには gbpC遺伝子もしくはその発現調節
遺伝子（gcrRなど）に何らかの影響を及ぼす効果が
あるものと考えている２６）。

１１．コラーゲン結合アドヘシン Cnmの同定へ至
るまでの経過。

GS-５株は ddag を示さないことおよびその理由
を前述した。また，筆者は S. mutansのヒト口腔分
離株を凍結保有していた（前記の微生物学講座の太
田助教授（当時）から譲り受けた株を含む）。これら
２００株ほどについてストレス条件下で ddag を示す
かどうか調べた。その結果十数株は ddag をおこさ
なかった。そしてそれらのうち，最も  ddag ネガ
ティブが顕著であった５株を選び gbpC遺伝子塩基
配列を決定したところ，全て同じ位置（５’端約１／４の
位置）に１塩基の欠失が認められ，フレームシフト
変異のため GbpC タンパクが正しく発現しないこと
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が分かった。そして，これら５株のうち３株は血清
型 f型であり，他の２株は型別不明であった（血清
型を決定する遺伝子群の相同性からこれらも f型に
ほぼ間違いない）。この実験の間，これらの株は１
－２週間程度は冷蔵庫で保管して継代していたが，
冷蔵庫から出してくると，菌体がわずかに凝集して
いるのに気がついた。培養が終わった直後，即ち
３７℃の時は全く認められないが，暑くない時期室温
に１－２時間放置したり，氷中で冷却したりすると
凝集が認められたので，これを  cold  agglutination
（C-aggl）と呼ぶことにした。C-aggl のポジティブ
株，ネガティブ株それぞれ６株ずつ選び，細胞壁画
分を分離して電気泳動後のクマシー染色してみる
と，両グループ間の泳動像に明らかな違いが認めら
れた。その最も顕著な違いは，後者グループでは存
在しない約１２０kDa のバンドが前者グループでは認
められたことと，後者グループで顕著に認められる
約２００kDa 表層タンパク質抗原 Spa のバンドが前者
グループではほとんど認められなかったことであっ
た。また，１２０kDa バンドのタンパク質の最も顕著
だった Z１株では，その他に９０，７０，５０，４０kDa 付
近にバンドが認められ，それらのＮ末端アミノ酸配
列を決定したところ，９０kDa 以下のタンパク質は
それぞれグリコーゲンホスホリラーゼ，７０kDヒー
トショックタンパク質，エノラーゼ，グリセルアル
デヒド-３-リン酸デヒドロゲナーゼの可能性が極め
て高く，既知のアミノ酸配列を示さなかった１２０ kDa
タンパク質がこの現象に関与しているのではない
かと考えた。しかし，１２０kDa バンドのタンパク質
N末端アミノ酸配列は SDVSSNIS と，PCRプライ
マーを設計するには全く不向きな Serine を４つも
含んでおり，アミノ酸配列を決定してそのコード遺
伝子を PCR増幅により同定しようとの試みはあき
らめざるを得なかった。また同定されたタンパク質
はグリコーゲンホスホリラーゼ（これについては後
述）を除き，みな近年  Moonlighting  proteins（注１０）
といわれるようになった，本来の機能の他に，細胞

壁，細胞外などで別の機能をもつといわれるタンパ
ク質群であったのは興味深い。

１２．コラーゲン結合アドヘシン Cnmのランダム
変異導入による同定と in vitro 変異導入法

前述のように１２０kDa タンパク質コード遺伝子の
N末端アミノ酸配列からの同定をあきらめざるを得
なかったので，ランダム変異導入に頼らざるを得な
かったが，今まで使用してきた pVA８９１には原因は
不明ながら前述のように欠失変異や大きな重複変異
が生じる可能性があることが分かっていた（注１１）の
でこの方法は使いたくなかった。そんな折，in vitro
トランスポジションによるランダム変異導入法が
IADRで報告された。早速，材料とプロトコールを
送ってもらい，それを行ってみた。動く遺伝子トラ
ンスポゾン（Tn）を改変して，  S. mutansの染色体
DNAとその Tnをマイクロチューブにいれ，in vitro
でそのトランスポジションを起こさせるものであ
る。その結果  Tnは S. mutansの染色体  DNA中に
ランダムに挿入される。その染色体 DNAで S. mu

tansを形質転換しコロニーを検出すれば，その個々
のコロニーは染色体のどこか１か所に Tnの挿入部
位をもつことになる。この方法なら，pVA８９１の時
のように欠失・重複変異株は生じることはない。 

Tnの挿入部位から PCR法を利用したゲノムウォー
キングで周囲の染色体 DNAは容易に分離できるの
で挿入部位の同定が容易である。この方法で C-aggl
をおこさない株を選択して， Tnによって失活した
遺伝子を同定したところ， Staphylococcus aureusの
コラーゲン結合アドヘシンと非常によく似た配列を
もった遺伝子 cnmが同定された２７）。そしてこの遺伝
子産物が実際にコラーゲンに結合するかを調べたと
ころ，タイプ I コラーゲンとラミニンに結合する性
質を持っていた。そしてこのような性質を示す S. mu

tansの株は一部の株であり，この性質と cnm遺伝
子を持つことおよび C-aggl をおこすことは完全に
一致した２８）。しかし，C-aggl をおこすメカニズムに

（注１０）Moonlighting protein とは
本来の局在部位とは違う部位に発現して本来の働きとは違う働きをするタンパク質をそう呼ぶ。７０kDヒート

ショックタンパク質，エノラーゼ，グリセルアルデヒド-３-リン酸などはその代表例。
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（注１１）pVA８９１ランダム変異導入で欠失や重複が起こ
る原因は推定出来た。この方法の原理は注７の図に示さ
れた様に S. mutansの  DNA断片が挿入された  pVA８９１
は組換えをおこすが，挿入されてない pVA８９１では何も
起こらない。従ってより良い効率を考えると pVA８９１に
対する  S. mutansのDNA断片の量比が過剰状態でリ
ガーゼ反応を行う傾向になり，図のように１つの pVA
８９１に１断片というのは少なく，複数の断片が挿入され
がちである。仮に S. mutansの染色体上の２つの異なっ
た部位の２断片が同じ方向で pVA８９１に結合された場合
どのようなことが起こりうるかを図に示す。この図に示
されるように，DNA合成期に pVA８９１のインテグレー
ションが起こると重複変異株が生じることになる。

ついてはなお不明な点が多く残った。なお，このコ
ラーゲンアドヘシン遺伝子 cnmは S. mutansの血清
型 f型株に多く認められるのに対し，Nomura，
Nakano らは血清型 k型株からこれと相同性のある 

cbm遺伝子を同定し２９），これらは S. mutansによる
細菌性心内膜炎３０），出血性脳卒中３１），潰瘍性大腸
炎３２），腎障害３３）など全身性疾患との関連があること
について報告している。

１３．S. mutans 以外のミュータンスレンサ球菌に
おける gbpC 遺伝子ホモログ

ddag は S. sobrinusや S. cricetiで最も顕著に認め
られる現象であるにもかかわらず，何故これらの株
で ddag に関与する遺伝子がその当時未同定だった
かというと， S. mutans以外のミュータンスレンサ
球菌の多くは形質転換が出来ないという点であっ
た。この為，これらの菌を用いた研究は S. mutans

のそれと比べると圧倒的に少なく，この形質転換不
能ということが大きなネックになっていることは現
在でも変わらない。しかし，ddag という現象は，
もともとは S. sobrinusや S. cricetiで報告された現
象であったのでこれらの種での gbpC遺伝子ホモロ
グの同定をどうしても行いたかった。

１３－１）S. macacaeの gbpC遺伝子ホモログ
当時ミュータンスレンサ球菌は７菌種報告されて

いた。これら７菌種のうち S. mutansと比較的近い
サル由来の  S. macacaeは S. mutansと類似の  ddag
を示すことから gbpC遺伝子ホモログをもっている
ものと推定された。当初定法に従いファージクロー
ンバンクを構築してスクリーニングしたがうまく
行かなかった。その頃， S. mutansの複数の株から 

gbpC遺伝子を PCR増幅して塩基配列を決定するこ
とを行っていた。そしてこれらの配列を多重比較す
ることにより変異の多い領域が明らかになる一方
GbpC タンパク質の機能に重要なドメインの推定が
できる。１９株の gbpC遺伝子（１７５２bp）の配列から４７
部位に１塩基多型（SNP）が認められ，そのうちの１３
部位は１０１－３５０番目の２５０塩基の中に存在し，多型
の多い領域であった。一方，５３１－１０９６番目は最も
保存された領域であった３４）ので，この領域に，本講
座（当時）の山本康人助手は縮重プライマー（注１２）を
４組設計した。これらのプライマーを用いて，柴山
和子大学院生（当時）は S. macacaeの染色体 DNAか
ら gbpC遺伝子ホモログの一部の増幅に成功した。
この増幅断片からゲノムウォーキングにより gbpC

遺伝子ホモログ全領域を増幅したところ， S. maca

caeの gbpC遺伝子ホモログは  S. mutansのものよ

（注１２）縮重プライマーとは複数のコドンが１つのアミノ酸に対応していると縮重を考慮して設計したプライマーの
ことで，縮重はコドン３番目の塩基の違いによるものがほとんどなのでその部位の塩基の種類を変えたり，イノシン
を導入したりしたプライマーで，増幅効率をあげることが出来る。
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り若干大きく１８５４bpであった。この増幅断片の大
腸菌クローンはグルカン結合活性があり，その遺伝
子領域を  ddag 欠失  S. mutansに導入し  ddag が復
活することを確認した。更に，この S. macacaeの 

gbpC遺伝子ホモログをプローブにしてサザンハイ
ブリダイゼーションを行ったところ，  S. ratti，S. 
criceti，S. sobrinus，S. downii，S. ferusとすべての
ミュータンスレンサ球菌で陽性のシグナルが観察さ
れ３５），これがこれらすべての菌種の gbpCホモログ
の同定への突破口となった。

１３－２）S. sobrinusの gbpC遺伝子ホモログ
上記のサザンハイブリダイゼーション分析の結果

から， S. sobrinusの gbpC遺伝子ホモログも S. ma

cacaeの gbpC遺伝子の増幅に用いた縮重プライマー
セットで増幅できるのではないかと考え，それを
行ったところ，この増幅で２つの大きさの異なる断
片が増幅された。当初どちらかはアーティファクト
であろうと考えていたが，クロモソームウォーキン
グで隣接領域を順次増幅してはシーケンシングをす
ることを繰り返して両者の全遺伝子領域を決定した
ところ，小さい方の遺伝子は S. mutans，S. macacae
の gbpC遺伝子とほぼ同じ大きさであり，大きい方
の遺伝子はその倍ほどの大きさであった。そしてど
ちらも gbpC遺伝子と相同性が高いことから，両者
とも gbpC遺伝子ホモログと考えられた。しかし両
遺伝子それぞれの大腸菌クローンでは小さい方はグ
ルカン結合活性が認められず，大きい方には結合
活性が認められた。また我々の保存菌株中には，
ddag を示さない株であることが知られている  S. 

sobrinus OMZ１７６株があったので，この株の大小２
つの gbpC遺伝子ホモログの塩基配列を決定したと
ころ，小さい方に変異はなかったのに対して大きい
方には５’端１／３の所に１塩基挿入によるフレームシ
フトが起こっており，この為この遺伝子産物が切り
詰められていたことが分かった。先のグルカン結合
性と併せて考えると大きい方の遺伝子が S. sobuinus

の ddag に関与していると考え， S. mutans，S. ma
cacaeの gbpC遺伝子と大きさの類似している小さ
い方の遺伝子を gbpCと名付けた。また，大きい方
は，前述の Doyle らが ddag に関与するタンパク質
としてグルカンまたはデキストランに結合するレク

チンと呼称していたのを参考にして  dextran-
binding lectin， dbl遺伝子と命名した３６）。なお，こ
の実験は鏡 明祥大学院生（当時）が行った。しか
し，話しはそう単純には行かなかった。というのは
更に２つホモログが見つかったからである。

１３－３）S. sobrinusの ddag に関与するのは４つの
ホモログのどれか？ 

S. sobuinusの gbpC，dbl遺伝子それぞれの数１００
bp下流にはこれらと非常によく似た遺伝子が存在
することが分かった。それで，  gbpCは gbpC1， 

gbpC2と，dblは dblA，dblBとそれぞれ命名した。
それぞれの大腸菌クローンを構築してグルカン結合
活性を調べたところ，gbpC1だけが活性がなく，以
前の結果を追認した３７）。
先に述べたように S. sobrinusは形質転換が出来

ないので上記２ついずれのランダム変異導入法も適
用できない。一方 conventional な方法として化学
的変異原物質としてのニトロソグアニジンによる変
異導入法があるが，日大松戸歯学部の高田和子先生
らはこの方法で ddag をおこさない S. sobrinusを分
離していた（NUM-Ssg９９株）ので，その株を使用し
て共同研究として，その変異部位の同定を行った。
その結果， gbpC1，gbpC2，dblA遺伝子の塩基配列
は親株（６７１５株）と１００％同一であったが， dblB遺伝
子は３’より少し前で１０kb程の大きな欠失が起こっ
ていた。そのため欠失した領域にコードされていた
細胞壁結合領域を失ったため，DblB タンパク質は
細胞外に散逸してしまって ddag という現象に関与
しなくなってしまったと考えられた。  S. sobrinus 

OMZ１７６株は  ddag ネガティブであることは前述
し，dblAに変異が認められたので，  dblAが ddag
に関与していると結論したが，この株は更に gbpC2

と dblBにも変異が認められた。これらのことから， 

S. sobrinusで最も顕著な ddag に関与する遺伝子は 

dblB遺伝子であると結論した。また  S. sobrinusに
はこの他にも ddag を示さない株として，K１R株
と B１３N株が知られている。前者においてはこれら
グルカン結合タンパク質を細胞壁につなぎ止める働
きをする酵素ソルターゼをコードする遺伝子 srtに
変異があり，後者では dblB遺伝子に変異が認めら
れた３８）。なお（注１３）にそれらの株の変異遺伝子を一
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覧表にしておく。更に NUM-Ssg 株と B１３N株は前
述のように S. sobrinusに特徴的な顕著な ddag を示
さないが， S. mutansと同様にストレス条件下で弱
い ddag をおこす。一方，K１R株と OMZ１７６株は
弱い  ddag をおこさない。これらのことからこの
ddag に関与するのは（注１３）の表から gbpC2と dblA

の両者またはそのいずれかという結論になる。

１３－４）S. criceti，S. downei等の ddag に関与する
遺伝子 

S. mutansでは  gbpC遺伝子が１つであったが，  

S. sobrinusでは４つホモログが存在した。このホモ
ログが S. sobrinusに種分化した後重複した，すな
はちパラログなのか，その種分化以前に重複して 

S. sobrinusに引き継がれたオルソログなのかはこの
２菌種データだけからは分からない。そこで，類縁
菌である。 S. cricetiにおいて３つの gbpC遺伝子を
同定し，多重配列解析からこれらの gbpC遺伝子は
オルソログであると考察した。この実験の主な部分
は小島佑貴学部学生（当時）によって行われた３９）。
彼はこの実験の結果を２００９年の IADRで，Hatton
Award 学部学生部門のアジア地域  winner として
発表した。また， S. downeiでは  gbpCホモログが
３つと dblホモログが２つ， S. rattiと S. ferusでは 

gbpCホモログが１つ検出された。これら gbpC/dbl
遺伝子群がオルソログであるということから，  S. 

mutans，S. ratti，S. ferusでは進化の途上， dbl遺伝
子を失ったのではないかと考えられる。今後ゲノム
プロジェクトで他菌種から更に gbpC/dblホモログ
が見つかってくるかも知れない。

１４．S. mutans のグリコーゲンホスホリラーゼと
４α-グルカノトランスフェラーゼについて

筆者は S. mutansのコラーゲンアドヘシン遺伝子 

cnmを in vitroランダム変異導入法で同定したが，
それより以前に SDS ポリアクリルアミド電気泳動
号（SDSPAGE）でタンパク質を分離精製してその N
末端アミノ酸配列を決定して，その配列情報から
PCR増幅の縮重プライマーを設計する方法を試み
ていたことは既に書いた。当時未知であった Cnm
タンパク質は細胞壁に強く発現することが予備実験
の結果から分かっていた（実際に同定された  Cnm
タンパク質はその C末端に細胞壁結合領域を持っ
ていた）ので， S. mutans Z１株の細胞壁画分を我々
が以前に報告した方法２４）で分離した。細胞壁画分
を集めて（効率は悪いが，比較的きれいに取れる）
SDSPAGEにかけて，Cnmの他に４つのメジャー
バンドから N末配列の決定によりタンパク質を同
定した。その４つとは，グリコーゲンホスホリラー
ゼ，７０kDヒートショックタンパク質，エノラー
ゼ，グリセルアルデヒド-３-リン酸デヒドロゲナー
ゼだったことは前述した。後三者はすべて  moon-
lighting protein と近年呼ばれるに至ったタンパク
質であった。そしてこれらは cnmネガティブ株に
もあったのに対して，グリコーゲンホスホリラーゼ
は cnmポジティブ株すべてに認められるのではな
く，Z１株だけに認められた（ただそれほど多くを
調べてはない）。グリコーゲンホスホリラーゼの本
来の働きについては極最近同じオペロン内にある遺
伝子の産物４  α‐グルカノトランスフェラーゼ（４ 

αGlcTF）と共に論文にした４０）が，グリコーゲンホス

（注１３）S. sobrinus株の ddag 表現形質と遺伝子変異の一覧表 

S. sobrinus株の ddag 表現形質と遺伝子変異

株名 gbpC1 gbpC2 gbpA dblB srtA ddag

６７１５ 正常 正常 正常 正常 正常 +++
K１R 正常 正常 正常 正常 変異  ―  

NUM-Ssg９９ 正常 正常 正常 変異 正常 ―（+） 

OMZ１７６ 正常 変異 変異 変異 正常 ― 

B-１３ N  nd  nd 正常 変異  nd  ―（+）
１００-４ 正常 nd 正常 正常 nd +++

nd：Not determined．+++： S. sobrinusに特徴的な ddag．（+）：ストレス依存性の ddag
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ホリラーゼも moonlighting protein として何らかの
別の機能があるかも知れないことは全く手が付けら
れなかった。
グリコーゲンホスホリラーゼ遺伝子 glgPは４α‐

グルカノトランスフェラーゼ遺伝子 malQの下流に
位置して，この両者はオペロンを形成している。こ
のオペロンのプロモーター領域には，マルトースに
よって失活する負の調節因子（malR産物）のコンセ
ンサス配列があり，この両遺伝子はマルトースに
よって誘導されるようにかなり緊密な調節を受けて
いる。グリコーゲンホスホリラーゼはグリコーゲン
を非還元末端から加リン酸分解する酵素であるこ
と，S. mutansは菌体内貯蔵多糖としてグリコーゲ
ン様多糖を貯蔵すること，４ αGlcTF はその名称か
ら脱分枝酵素と漠然と考えてグリコーゲンの分解に
関わっている酵素かと当初は考えていた。しかし，
バクテリアの４ αGlcTF は１９５０年代にポテトで dis-
proportionating enzymeとして報告されたものと同
様な働きをし，ポテトのものは１９９３年になってその
遺伝子がクローニングされた。そして， S. mutans

は glgP遺伝子とは別に phsGと命名された別のグリ
コーゲンホスホリラーゼ遺伝子をもっており，それ
はグリコーゲン合成系の遺伝子と共に一群をなして
いることもゲノムプロジェクトで分かっていたの
で，glgPと malQの産物はグリコーゲン代謝に関
わっているのよりむしろ，マルトース代謝に関わっ
ているということで十分納得できるものがあった。 

malQ産物の酵素活性は他の酵素にはあまり見られ
ないちょっと変わった働きをする酵素なので図示し

ておく（注１４）。即ちマルトースよりグルコースを遊
離してこれをエネルギー代謝経路に供給する一方，
マルトースからグリコーゲンほどの高分子ではない
マルトオリゴ糖を貯蔵エネルギー源として生成する
働きがある。このマルトオリゴ糖を GlgP タンパク
質が分解してこれからもエネルギー代謝経路に供給
する，というように glgPと malQの産物は協働し
てマルトース代謝に関与していると考えられた（図
３）。

図３ ４α-グルカノトランスフェラーゼ（MalQ）とグリコー
ゲンホスホリラーゼ（GlgP）のマルトース代謝における
役割

１５．マルトース代謝にグルコース PTS輸送系が
関与しているかも知れない。

前述の malQの産物はマルトースの代謝には必須
であった。つまりこの酵素の欠損した S. mutansは
マルトース・マルトオリゴ糖以外の糖を炭素源とし
たときにはまったく影響がないが，マルトース・マ

（注１４）malQ産物４αグルカノトランスフェラーゼ（４αGlcTF）の酵素活性とその生成物
この酵素はマルトースをはじめマルトオリゴサッカライ

ド（グルコース残基数＝N）を基質として，それら基質の非
還元末端より１または複数個（N-１以下の数）のグルコース
残基を他のマルトオリゴサッカライド分子の非還元末端に
転移する。その結果，遊離のグルコースと基質となったオ
リゴサッカライドの N数と異なる N’数のオリゴサッカラ
イドを生成する。注１４図はマルトース（N＝２）を基質とし
たとき，反応後，遊離のグルコースと N数２から１０位のマ
ルトオリゴサッカライド分子が生成することを示してい
る。
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ルトオリゴ糖を炭素源としてはまったく増殖できな
い。前述したように S. mutansの細胞内に取り込ま
れたマルトース・マルトオリゴ糖からグルコースが
生じるのでこのグルコースを代謝するためには，
これをグルコース６-リン酸にするグルコキナーゼ
（glk遺伝子産物）が必要である。したがって，  glk

遺伝子もマルトースの代謝には必須ではないかと思
われたが，実際はそうではなかった。では glk変異
株はそのグルコースをどのようにリン酸化されるか
であるが，その前に， S. mutansのグルコース PTS
については若干説明しておかなくてはならない。
PTSについて注４で説明したが， S. mutansのグル
コース PTS EII 分子は，他菌種のそれとの類似性
から S. mutansのゲノムプロジェクトで  ptsGと名
付けられた。しかし実際にはグルコースを輸送す
るのではなく，マルトースを輸送するので malTと
名称が変わった（図３）。では実際 S. mutansでグル
コース PTS 活性を有する PTS は何かというと主に
働いているマンノース  PTS（EIIman/manLMN）と補
助的に働いているセロビ オ ー ス  PTS（EIIcel/ 
celABRCD）とされている。それで，  glk，manLM
変異株を構築してマルトースを唯一の炭素源として
培養すると細胞外にグルコースが存在することを見
出した。即ち，グルコースは一旦細胞外へ出された
後グルコース PTS（上記のマンノース PTS，セロビ
オース  PTS）で細胞内へ再度輸送されることによ
り，グルコース６-リン酸となる経路のあることが
分かった。取り込んだグルコースを一旦外へ出して
しまうという一見無駄のように思えることが何故行
われるのだろうか？それは S. mutansの生理的生息
環境がプラークバイオフィルムということと関係が
あるかも知れない。バイオフィルム中では菌群が密
に生息している。液体培地中で培養菌の様（プラン
クトニック状態）に疎な状態で生息しているのと細
胞外に放出されたグルコースは細菌細胞からずっと
離れたところまで散逸してしまう。これに対してバ
イオフィルム中では細胞外に放出されたグルコース
は細菌細胞の周辺に留り，すぐまた取り込まれるの
でそれほど無駄にはならないのかも知れない４１）。そ
して更に， glk，manLM，celD変異株 cm６vU１を
構築したら，この株はマルトースが代謝できなくな
るのではないかと考えた。しかし増殖は半分くらい

で停止してその後１２時間ほどその状態が続くが，更
に培養を続けると glk，manLM変異株と同じくら
いの量まで増殖した。このことから cm６vU１は何
らかのグルコース輸送系が誘導されたものと考えら
れた。この株のグルコキナーゼ活性を測定したが，
活性は認められないので，non-PTS 輸送系の関与
は考えられなかった。そこでグルコース PTS 活性
を測定したところ，増殖が中途で停止した細胞では
活性が認められなかったが，増殖後の株を再度グル
コースを炭素原として培養すると  wild  type（親株 

UA１５９株）の４０％程のグルコース  PTS 活性が認め
られた。このことはマンノース PTS，セロビオー
ス PTS 以外にグルコース PTS 活性を持つ何らかの
PTS輸送系が誘導されたものと考えられた４２）。しか
しそれがいずれの PTS であるのかは明らかにする
までには至らなかった。今はゲノムデータがあるの
でどんな PTS があるのかどれが関与しているのか
はいずれ明らかになるであろう。

おわりに

こうしていざ振り返ってみると，自分で考え行っ
た研究であるにもかかわらず細かい点は結構忘れて
いるのが分かった。個人的にはそれだけでも意義が
あったかと思っています。
私は卒業後すぐに当時の生化学教室に助手として

残ったことは冒頭で述べました。教室の仕事は鈴木
芳太郎教授が中心となりストレス関係の研究を行っ
ていました。私は歯科大卒の入局者ということで 

S. mutansの研究を行うことになり，当時微生物学
教室の教授高添一郎先生から  Ingbritt 株を頂き，
培養のやり方や菌の保存方法などをお教え頂きまし
た。これが S. mutansとの最初の出会いでした。翌
年の１月初めだったように記憶しています。それま
では何をしていたかというと，尿の定性試験など学
生実習の項目を半年以上にわたってやっていたので
す。観察と記録を主とする内容で，当時でも古典的
な方法ではあったが，後で考えるとなかなか良く出
来た流れがありました。最初は尿の無機成分の定性
を行い，次回は有機成分の定性を行うのですが，そ
の際無機成分の反応も随伴して起こっているのが，
有機成分の反応の方に観察の目は行きがちで随伴し
ているその反応をどうしても見落とすのです。これ
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らの反応は実習書に書いてあるのでそれがその通り
見ることが出来るかどうかに頭は行ってしまう様な
のです。即ち，観察は予見を持って行ってはならな
いということが，そこで試されてしまうのでした。
このことから，私はその後，観察の大事さをここ
で体験させられたと思っています。そしてこれは 

S. mutansもグルカン依存性凝集をおこすのを見出
したこと，そしてコラーゲンアドヘシンは低温で凝
集をおこすという観察に生かされたと思っていま
す。
「バカの壁」の著者としても有名な養老孟司先生
が，つい先頃「自分の壁」という本を出され，その
中に「弟子は師匠になれない」という節がありま
す。弟子は師匠を超えられないという意味ではあり
ません。芸事の世界では，弟子は徹底して師匠のま
ねをします（させられます）。だからといって，弟子
は決して師匠と全く同じ芸風にはならない，そんな
例はない。といっています。つまり師匠をいくら真
似しても，その弟子にはその人の個性というものが
あるから絶対そうならない（また師匠はその弟子の
個性を見抜いて指導しているのが良い師匠なのかも
知れません）。この話は昨今の個性教育に対する養
老孟司先生の意見として書かれたものでした。また
この話は研究者とその指導者との関係にもあてはま
るようです。院生のような若き研究者は指導者を
しっかり真似して行きましょう。
個性は自然に出るといいましたが，ではその個人

個人の個性は個性だから何もしなくても良いのかと
いうとどうでしょうか。「個性を磨く」という言葉
もあります。個性と似た言葉で感性という言葉もあ
ります。かなり昔のことですが，「科学論」という
本（著者は忘れました）の中に，「研究者は感性を磨
くべし」というような意味の言葉があったのを記憶
しています。科学と感性とは一寸関係がなさそうに
思えたのでかえって記憶に残っていたのでしたが，
当時はそのまま過ぎてしまいました。しかし，最近

になってサレンディピティという言葉に出会ってそ
の言葉を思い出しました。サレンディピティについ
ては，生化学 第８２巻：７９５，２０１０の巻頭言（アトモ
スフィア）に，緑色蛍光タンパク質（GFP）でのノー
ベル賞受賞者である下村 脩先生の GFP 発見につ
いて，群馬大学副学長竹内利行先生が寄稿されてい
た文章でした。その一文を引用させて頂きます。
「この小さな分野で発光メカニズムを研究課題とし
たのだから大きな研究費や共同研究は見込めず，先
生お一人の研究は強靭なモティベーションとサレン
ディピティ（注１５）が駆動力だったに違いない。」と
ありまして，このような発見は研究を重ねて行けば
誰でもできるというものではなく，幅広い感性や個
性を持った人間がなし得ることなのではないかと，
この人だから出来たのだ思った訳でした。この感
性・個性は師匠をまねたり，教わったりしてできる
ものではないでしょう。やはり自分で磨いて行かな
くてはならないのでしょう。それには幅広い経験や
体験が必要なのでしょう。研究室を抜け出して，自
分の思うところに従い研究以外の体験をすることも
決して無駄なことではないでしょう。つい最近の例
をあげれば STAP細胞がありました。顛末はさて
おき，発表された当初，皆さんもあの細胞は実際に
あるのかないのかと，きっと思ったことでしょう。
もちろん幹細胞についての知識のあるなしに当然影
響されることはありますが，その「思ったこと」と
いう所には個人の感性によるところが何某かの割合
を占めているのではないでしょうか。また予想と違
う実験結果が出たとき，それをどう解釈するか，も
ちろんその研究者の経験によるところがあるでしょ
うが，単なる実験のミスなのか，それともその結果
の裏には何か新しい事実が隠されているのか，ある
いは結果自体を無視するか，個人の感性によるとこ
ろが結構あるのではないでしょうか。つまり，個人
の感性はその後の研究の方向性に影響を与えるよう
です。このようなことがサレンディピティと関係し

（注１５）私はその時サレンディピティの意味が分からず Wiki でしらべて，「セレンディピティ（serendipity）とは，何
かを探しているときに，探しているものとは別の価値あるものを見つける能力・才能を指す言葉である。何かを発見
したという「現象」ではなく，何かを発見する「能力」を指す。平たく言えば，ふとした偶然をきっかけにひらめき
を得，幸運をつかみ取る能力のことである。」と知りました。そしてその代表例としてフレミングのペニシリンの発
見が良く引き合いに出されるようです。
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ているのかも知れないと私は思っています。GFP
やペニシリンの様な大きな発見でないにしても，サ
レンディピティーを発揮する材料は身の回りに結構
あるのかもしれません。
最後は僭越にもかなり稚拙な私見を語ってしまい

ました。お許し下さい。私個人としては実験をして
その結果を考える充分な時間を頂き，充分満足した
研究生活を終えることができました。昨今の若手あ
るいは中堅の先生方には，諸般の事情からそのよう
な時間が無くなってきているのではないかと危惧さ
れるところではあります。
いろいろ書きましたが，この中から何かくみ取っ

て頂けるものがもしもあったら幸いです。皆様の今
後のご活躍を祈念しております。
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