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要旨 

 

 南北６００Km わたり海に囲まれた鹿児島県は、海洋性生物資源の宝庫であり、海洋

性好塩細菌もその一つである。この細菌が生産する好塩性タンパク質は、不可逆的に変

性しにくいタフなタンパク質であり、産業的利用が有望である。本研究では、高い金属

結合能を有する好塩性金属結合タンパク質（HP）を用いて、環境中に放出された Ni な

どの金属イオンを回収・利用することを目的とした。HP 固定化アフィニティカラムの

作製や、本来可溶性であるこの HP を「不溶化」し、その利用をより簡便・容易にする

ことなどを試みた。その結果、HP 固定化アフィニティカラムは、HP１分子当たり約 9.5

個の Ni イオンを結合する高い金属結合力を示し、また耐久性も十分であった。 また、

タンパク質の凝集を促進すると考えられる９個のアミノ酸からなるペプチドが、金属結

合能を保持したまま HP を不溶化することが判明し、不溶化した HP の生産・精製・性

質検討およびその金属回収への利用を検討して良好な結果を得た。 
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１．緒言 

 

   当研究室では、「環境にやさしいものづくり」としての生物産業、特に多種多様な

特殊能力を持つ微生物の産業利用を試みているが、なかでも通常生物がとても生きて行

けない様な極限環境に生育している「極限環境微生物」は、多彩な特殊能力を持ってい

ることからその利用に力を注いでいる。 日本の国土は小さいが、その領海及び排他的

経済水域は世界第６位の広さを誇っており、海洋資源の有効活用は我国にとって重要な

課題である。南北 600 Kmに及び海に囲まれた鹿児島県は、豊かな海洋生物資源の宝庫

である。好塩性海洋細菌は、多くの通常細菌が生息できない特殊な環境で生き抜く特殊

能力を持っている。すなわち高圧の深海や高い塩濃度に適応し、高濃度塩に強いだけで

なく、熱などの変性作用にも耐性を示す「変性しない＝可逆的復元」タンパク質である

好塩性タンパク質を生産する。 

  酵素などのタンパク質の産業利用は、食品産業や、洗剤、生物農薬など広範囲に渡

っている。タンパク質の産業利用における利点は、その高い反応特異性と生分解による

環境への負荷の軽減である。一方、その弱点は、様々な過酷な環境条件で変性し不活性

化しやすい性質にある。好塩性タンパク質は、熱や界面活性剤、有機溶媒、尿素などの

変性剤により一旦変性しても、可逆的に構造と機能を復元するタンパク質であり、この

点で産業的に利用可能な有望なタンパク質である。 

  資源に乏しい我が国においては、海底や海洋中の有用金属等の資源の探索利用は重

要な課題である。また、東日本大震災による巨大津波によって引き起こされた農地の塩

害や重金属汚染は、放射能汚染と相まって、依然として深刻な問題となっている。そこ

で本研究では、好塩性金属結合タンパク質を用いた環境からの重金属の捕集と利用を目

的とした。 

  好塩性細菌は（－）荷電に富んだ上述のようなタフなタンパク質を生産するのが際

立った特徴なので、その菌体は（－）荷電に覆われている。よって（＋）荷電を持った

重金属イオンなどを効率よく吸着回収することができる。しかし、海水や工場排水には

Na＋Cl－その他の塩イオンが大量に含まれるので、静電的な結合力は陽イオンによって

容易にマスクされて回収効率が低下する。そのために海水・排水からの有用金属の回収

には、より特異的な結合力を持つ金属結合タンパク質を利用することが理想である。タ

ンパク質中の２分子のヒスチジン(His)残基は１個の重金属イオンを配位結合で特異的

に結合する。我々は好塩性細菌より大量の His残基を含んだ２種類の新規な重金属結合

タンパク質(HP, ZP)を発見し 1, 2)、Ni, Zn, Co, Cuなどの有用重金属がこれに大量に結

合することを明らかにした（H28年度サンケイ財団助成研究）。よって HP, ZP を用いて、

海洋など自然界に放出された重金属を回収して環境浄化に資するとともに、回収した重

金属を有用資源として有効活用することが可能であり開発を進めている現状である。具

体的な研究目標として、 (1) HP・ZP を大量に生産精製し樹脂等に固定化することによ
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り重金属回収アフィニティーカラムを作製する、 (2) HP を大量生産している菌体をグ

ルタルアルデヒドなどの架橋固定化剤を用いて HP を固定化した菌体を作成し、重金属

回収の為のBiomaterialを調製する、 (3) 最近、蛋白質の安価で効率よい精製法として、

目的の蛋白質を活性を保持させたまま不溶化し、濾過や遠心等の簡単な操作で回収する

「不溶化精製法」が注目されているので、新しい不溶化法（不溶化タグ）を開発し、不

溶化した HP を用いて、これを固定化した菌体を作成し、重金属回収の為のより高効率

な Biomaterial を調製する。 

 

 

２．実験 

２．１ 菌株と培地および遺伝子分離 

 

  HP, ZP の遺伝子源としては、中度好塩性海洋細菌 Chromohalobacter salexigens DSM 

3043 を用いた。培地は 1M もしくは 2 M NaCl を含む Nutrient broth(NB 培地)を用いた。

定法どおりクロモソーム DNA を抽出し、PCR 法によって遺伝子を分離した。これを大

腸菌発現ベクターpET15b にクローニングした。またこれに不溶化タグ（InsT）を挿入

したプラスミド pET15b-InsTag-HP も構築した（構造などの詳細は、第３項 結果の項で

述べる）。InsT をコードした oligonucleotide (ggaattccatatgggcattctgcagattaacagccgctg- 

gcatatggaattcc)とその相補的配列を合成し、プラスミドに挿入した。 

 

２．２ タンパク質の発現と精製 

 

  発現ベクターを大腸菌 BL21(DE3)株に形質転換し、LB/アンピシリン培地を用いて

３７℃で培養した。目的タンパク質の発現は、Isopropyl-1-thio--galactopyranoside (IPTG)

の添加で誘導した。 集めた菌体を 0.15 M NaCl を含む 50 mM リン酸緩衝液 pH 7.4（PN

緩衝液）に懸濁し、超音波で破砕した。遠心後、上澄み液を Ni-NTA カラムにかけ、50, 

100, 200, 300 mM イミダゾールを含む PN 緩衝液で HisHP（N 末端に 6 x His-tag を付加

した HP）を溶出、精製した。不溶化した His-InsT-HP（His-tag と HP の間にさらに不溶

化タグ InsT を付加した HP）は、遠心後の不溶性画分（封入体）を 5 mg リゾチーム/600 

μg RNase A/300 ユニット DNase I で処理し、さらに 0.1 % Triton X-100 で洗浄した。最

後に生理食塩水/リン酸緩衝液（phosphate buffer saline, PBS）に懸濁して、精製標品とし

た。 

 

 

２．３ HisHP 固定化 Sepharose カラムの作製 
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  HisHP を 0.5 M NaCl を含む 0.2 M 炭酸緩衝液（カップリング緩衝液）に一夜透析し

た。1 ml の HisHP (0.5mole)を 1 mM の塩酸であらかじめ洗浄しておいた

N-hydroxysuccinimide（NHS）活性化 Sepahrose カラムに注入し、室温で１時間、さらに

４℃で一夜反応させた。その後、カップリング緩衝液で洗浄し、次に 0.5 M NaCl を含

む 0.5 M グリシン/NaOH 緩衝液 pH 8.4 で未反応の NHS 基を不活性化した。次に、0.5 M 

NaCl を含む 0.1 M 酢酸緩衝液 pH 4.0 で洗い、上記 0.5 M グリシン/NaOH 緩衝液と 0.1 M

酢酸緩衝液で交互に各３回洗浄した。最後に、Ni 結合実験時の緩衝液で平衡化した。 

 

２．４ Ni イオンの定量 

 

  Ni イオンは、共立化学のデジタルパックテスト（WAK-Ni D）を用いた。この定量

キットは、dimethylglyoxame 法により Ni を定量するものである。 

 

２．５ その他 

 

  タンパク質立体構造のモデリングと描画は、MolFeat, MOE, ViewerLite 等のソフト

ウエアーを用いた。SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動は、Laemmli の方法 3)によっ

て行った。タンパク質の定量は、Smith らの方法 4)（BCA 法）を用いた。 

 

 

３．結果・考察 

３．１ 中度好塩菌由来の重金属結合タンパク質 HP と ZP の構造比較 

 

  これまでの研究で、中度好塩性海洋細菌 Chromohalobacter salexigens より His-rich 

metal binding protein (HP)と Zn binding protein (ZP)の２種類の好塩性金属結合タンパク質

を見出し、その性質を調べて来た 1, 2)。両者はアミノ酸配列の 27.6 %が一致し、また全

体のアミノ酸配列が高い相同性 (75.7%) を示すパラログタンパク質であった。両者の

配列比較を Fig. 1 に示した。HP や ZP は、そのアミノ酸配列から Treponema pallidum 由

来の TroA タンパク質や大腸菌由来の亜鉛輸送系タンパク質 ZnuA タンパク質と高い相

同性を示すことが判明し、金属結合受容体 family 9 に属すると考えられた。この family

に属するタンパク質は、Zn, Ni などの重金属に高い親和性を示す金属結合ポケットを持

っている。HP および ZP にも３個の His 残基が関与した結合ポケットが保存されている

（Fig. 1, dot）。HP, ZP は、これに加えて、Fig. 1 の緑の Box で囲んだ His 残基に富む配

列（Insertion Sequence, IS46）があり、これは TroA, ZnuA などには存在しない好塩性細

菌由来の HP, ZP にユニークな挿入配列であり、次項で述べるような生理的意義を持っ

た配列と考えている。 
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Fig. 1.  Amino acid sequence alignment of HP and ZP proteins. 

Same amino acid sequence was boxed with red color. Putative metal binding pocket was 

shown with dot. His-rich insertion sequence (IS46) in HP and homologous region in ZP 

were boxed with green color. 

 

 

３．２ 好塩性金属結合タンパク質 HP の構造モデルと大量の重金属を結合可能とする

His-rich 挿入配列（IS46 配列）の生理的意義の予測 

 

  TroA タンパク質は、X 線結晶解析による三次元構造が明らかにされている（PDB ID: 

1TOA, Fig. 2 左図）5)。 

 

   

Fig. 2.  3D structure of TroA and modeling structure of HP based on the TroA structure. 

  Left, TroA structure (PDB ID: 1TOA); middle, HP modeling structure; right,metal-trapping 

model of HP. IS46, insertion sequence 46; filled circle, bound metal ion. 
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この構造を基にして、コンピューターによるモデリングにより予測した HP の三次元

構造を Fig. 2 中央図に示した。両者は全体の構造が極めてよく似ていることが予測され

たが、一箇所大きな違いがあった。すなわち、Fig. 2 において TroA の上部２時の方向

には、ごく小さなループが認められるが、HP にはこの部分に IS46 の配列が挿入され、

大きなループ構造を作っていることが予測された。我々の研究により、IS46 は大量の

His 残基を持っており、大量の金属イオンを結合できることが分っている。金属結合受

容体 family のタンパク質は、その金属結合ポケットに金属イオンを結合し、これを細胞

膜に存在する金属輸送体タンパク質に手渡す役割を担っていると考えられているが、金

属結合ポケットの近辺に高濃度で金属イオンをトラップしておけば、この機能をより効

率的に行うことができると考えられる。IS46 配列は、このような「metal trapping 領域」

として働いているのではないかと考えている （Fig. 2 右図）。 

 

 

３．３ 環境中の重金属イオンの回収を目的とした HisHP の固定化カラムの作製と金

属結合実験 

 

  好塩性細菌 Chromohalobacter salexigens より２種類の好塩性金属結合タンパク質遺

伝子をゲノム情報と PCR 法により分離し、大腸菌タンパク質発現ベクターpET15b にク

ローニングして、pET15b-HP と pET15b-ZP を構築した。これを大腸菌 BL21(DE3)株に

形質転換し予備的な発現実験を行ったところ、いずれも大量に発現されたが、ZP に関

しては一部分解された分子が混在することが判明したので、以下に述べる本研究では、

まずは HP を用いて応用実験を進めた。 

 

   MW 1    2 

Fig. 3 Expression and purification of HisHP. 

SDS polyacrylamide gel electrophoretogram was shown. MW, molecular mass marker; 

Lane 1, crude homogenate; lane 2, 100 mM imidazole-eluted fraction of Ni-NTA column 

chromatography.  
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  大腸菌 BL21(DE3)(pET15b-HP)を LB/アンピシリン培地で培養し、IPTG 添加で HisHP

タンパク質の発現を誘導した。発現菌体を回収し PN 緩衝液に懸濁後、超音波破砕を行

ない粗抽出液を得た。これを 14,000 g, 20 分の遠心で可溶性画分を得、SDS ゲル電気泳

動 (SDS-PAGE) に供した。その結果を Fig. 3 レーン 1 に示した。極めて大量に発現さ

れたタンパク質バンドが検出され、これが HisHP である。この可溶性画分を Ni-NTA カ

ラムに掛け、結合したタンパク質を 50- 300 mM のイミダゾールを含む PN 緩衝液で溶

出したところ、HisHP タンパク質が 100-200 mM イミダゾール画分に均一な状態で溶出

された（Fig. 3 レーン 2）。精製量は、１リッターの培養液から約 150 mg であった。 

   この精製 HisHP を Sepharose 樹脂にカップリングさせることにより固定化カラムを

作製した。NHSで活性化されたSepharose樹脂（1 ml）に0.2 M NaHCO3, 0.5 M NaCl, pH8.3, 

に溶解した HisHP を充填し、室温で１時間反応後、４℃で一夜カップリングさせた。

この時の反応効率（固定化効率）は、67 %であった。このようにして作製した HisHP

固定化 Sepharose カラムに NiSO4溶液を流し、その後良く洗浄して未吸着の Ni イオンを

除き、次に pH 2 のグリシン緩衝液で吸着結合した Ni イオンを溶出し定量した。その結

果、Sepharose 樹脂に固定化された HisHP１分子当たり、平均で 9.5 個の Ni イオンが吸

着したことが判明し、固定化 HisHP が高い効率で Ni イオンを結合していることが明ら

かになった。我々はすでに平衡透析法による実験で、HP タンパク質１分子は最大１０

個の Ni イオンを結合することを明らかにしており、また His-tag 領域は、最大３個の

Ni イオンを結合可能とされている。よって、本固定化カラムによる Ni イオンの吸着効

率は、最大予想結合量の 9.5/13=73 %と算出された。このカラムは、１０回の「金属結

合/溶出/平衡化と再結合」のサイクルを経ても金属結合能は全く劣化せず、また４℃で

１年保存しても安定であった。 

 

３．４ 高可溶性 HisHP の不溶化発現法の開発 

 

  一般的に酵素などのタンパク質を大腸菌等異種の細胞中で発現させる場合、元々可

溶性のタンパク質は可溶性で発現させることが重要で、もし不溶性で発現してしまった

場合は、高次構造が正しく形成されていない事になり、その為に本来の活性も消失して

しまった「失敗作」と評価されて来た。ところが最近タンパク質の安価で効率よい精製

法として、目的のタンパク質を活性を保持させたまま不溶化し、濾過や遠心等の簡単な

操作で回収する「不溶化精製法」が注目されており、実際に成功例も報告されている 6) 。

今回本研究では、可溶性タンパク質に付加して不溶性に転換させる新規「不溶化タグ」

の取得を試みた。もちろん単なる不溶化だけではなく、活性を保持した状態で発現され

ることがポイントである。 

  ニワトリリゾチームは、最も良く研究されている可溶性酵素タンパク質の一つであ

るが、in vitro で高温・低 pH 条件に置かれるとβ-シート構造が規則的に並んだ線維状
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構造を取り、不溶化することが知られている。以前、他研究室との共同研究により、こ

の不溶性構造を形成する際のコア領域となる配列を特定することができた。すなわち

54 番目の Gly から始まる９個のアミノ酸からなるペプチド配列

（Gly-Ile-Leu-Gln-Ile-Asn-Ser-Arg-Trp）が、不溶性構造形成の中心領域であることが判

明した。この知見を基にして、この９個のアミノ酸からなるペプチドを不溶化タグの候

補として検討することにした。 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Expression vector of HisHP and His-Insolubilizing tag-HP. 

     Plasmid structure of pET15b-HP and pET15b-InsTag-HP for expression of HisHP and 

His-Insolubilizing tag-HP, respectively. InsTag, insolubilizing (Ins) tag sequence. 

 

 

 

    Fig. 4 上図に示した様に、大腸菌発現ベクターpET15b に HP の成熟部分（Fig. 1 に

示した３０９個のアミノ酸配列から成る領域）をコードする遺伝子を挿入し、

His-tag-thrombin site-HP 発現ベクターである pET15b-HP を構築し、発現を確認した 

（Fig. 3）。さらにこのベクターの NdeI サイトに Gly-Ile-Leu-Gln-Ile-Asn-Ser-Arg-Trp 配列

をコードするオリゴヌクレオチド配列を挿入して構築したのが Fig. 4 下図に示した

pET15b-InsTag-HP ベクターである。pET15b-InsTag-HP ベクターは、上記の HP 成熟部分

の N-末端側に、Fig. 5 に示した３２個のアミノ酸配列が付加されたタンパク質を発現す

るようにデザインされたものである。Gly-Ile-Leu-Gln-Ile-Asn-Ser-Arg-Trp からなる不溶

化タグを「InsT (Insolubilizing-tag) 」と表記している。 
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Fig. 5. Structure of N-terminal sequence of insolubilized HP. 

His-tag, His x 6 tag; Thrombin site, thrombin cleavage site; Insolubilizing-tag, 

Gly-Ile-Leu-Gln-Ile-Asn-Ser-Arg-Trp sequence. 

 

  HisHP は、典型的な好塩性のタンパク質なので、pET15b-HP を大腸菌で発現させた

場合、発現した HisHP は完全に可溶性画分に局在した。その結果を Fig. 6 に示した。レ

ーン１は可溶性画分、レーン２は不溶性画分である。矢印で示したバンドが発現した

HisHP タンパク質であるが、ほとんど全てがレーン１の可溶性画分に大量に検出されて

いる。一方、pET15b-InsTag-HP ベクターを導入した大腸菌での発現を見ると、発現タン

パク質の 80 %以上がレーン４の不溶性画分に検出され、その残りの少量がレーン３の

可溶性画分に検出された。つまり狙いどおり、InsT を付加することによって、可溶性の

HisHP の大部分を不溶性で発現させることに成功した。不溶化した HisHP を以下

His-InsT-HP と呼ぶことにする。 

 

 

    MW 1  2  3  4 

       S  P  S  P 

 

Fig. 6. Localization of HisHP and His-InsT-HP. 

MW, molecular mass marker; S, soluble supernatant fraction; P, insoluble pellet fraction. 

Lanes 1 and 2, HisHP; lanes 3 and 4, His-InsT-HP. 

 



10 

 

３．５ 不溶化 HisHP（His-InsT-HP）の精製 

 

 His-InsT-HP は、不溶性タンパク質として、いわゆる封入体（Inclusion bodies, IB）と

して発現している。一般的な IB の精製法を定法どおり行い、部分精製 His-InsT-HP を分

離した。すなわち、40 ml の培養液から分離した不溶性画分を 8 ml の PN 緩衝液に懸濁

し、リゾチーム/ RNase A/ DNase I を加えて、３７℃で２時間反応させ、ペプチドグリ

カン、RNA, DNA を分解した。その後、終濃度 0.5 %の中性界面活性剤 Triton X-100

を加え、さらに１時間３７℃で処理し、膜タンパク質など混在するタンパク質を洗浄し

た（後で述べるが不溶性 His-InsT-HP は、この界面活性剤では全く可溶化されない）。遠

心で不溶性画分を集め、再度 0.5 % Triton X-100/PN 緩衝液に懸濁し、洗浄した。最後に

10 ml の PBS で２回洗浄して、8 ml の PBS に最終的に懸濁し、部分精製サンプルとし

た。その SDS 電気泳動図を Fig. 7 に示した。レーン１、レーン２にそれぞれ 0.7 および

1.4g のサンプルを分析した。 

 

 

 

    MW  1  2 

Fig. 7．SDS gel electrophoretogram of partially purified His-InsT-HP. 

MW, molecular mass marker; lane 1, 0.7 μg was applied; lane 2, 1.4 μg was applied. 

 

 

３．６ His-InsT-HP の Ni イオン結合活性 

 

  不溶性で発現した His-InsT-HP の性質の中で最も重要なものは、果たしてこの不溶

化した His-InsT-HP 分子が、もともとの可溶性のもの同様の金属結合活性を保持してい

るかどうかである。 
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Fig. 8．Saturation curve of Ni binding to His-InsT-HP. 

 

 

2.1 mg の His-Ins-HP を 2 ml の PBS に懸濁し、各 0, 33.2, 66.3, 132.5, 198.8, 265.0 g    

の NiSO4を加え、室温で１５分振盪した。その後 14,000g で１５分遠心して His-InsT-HP

を沈殿させ、上澄に残った非結合の Ni 量を定量した。結合した Ni 量は、「加えた Ni

量」-「非結合の Ni 量」として計算した。また、沈殿した His-InsT-HP を 50 mM クエン

酸緩衝液 pH 3.3 で洗い、溶出された Ni を結合 Ni 量とした。両方法で定量した値は良

く一致し、再現性も確認できた。 His-InsT-HP に対する Ni イオンの結合飽和曲線を Fig. 

8 に示した。約 133 g の Ni 添加で結合はほぼ飽和し、結合量は約 40 g であった。こ

の結合量は、His-InsT-HP１分子当たり、11.6 個の Ni イオンが結合していることになり、

不溶化された His-InsT-HP は高効率で Ni イオンを結合することが分かった。理論的な最

大結合量は１３個と考えられるので、この値は理論値の約 90 %の効率と極めて高いも

のであった。またこれは ３．３ 項で記載した HisHP を Sepharose 樹脂に固定化した

アフィニティカラムの HisHP１分子当たり 9.5 個の Ni イオンが結合したという結果を

上回る好成績であった。 

以上の結果より、本実験で検討した９個のアミノ酸残基からなるペプチド性不溶化

タグ(InsT)は、金属結合活性を保持したまま高可溶性の HisHP の 80 %以上を不溶化する

という大変有効なものであった。 

 

 

３．７ 不溶性 His-InsT-HP の可溶化における界面活性剤、尿素、Arg の効果 
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  不溶化された His-InsT-HP の可溶化条件を検討した。まず強力なタンパク質溶解力

を持つ陰イオン性界面活性剤 SDS の効果を調べた。PBS に懸濁した His-InsT-HP に終濃

度 0-5.0 % の SDS を加え、室温で１５分インキュベーションしたのち 14,000g で１５分

遠心し、上澄み画分（S, 可溶性画分）と沈殿画分（P, 不溶性画分）に分画した。その

結果、全ての SDS 添加条件で His-InsT-HP は S 画分に分画され、可溶化されたことが分

かった。 次に、中性界面活性剤である Triton X-100 を同じく終濃度 0 – 5.0 %添加し、

同様の方法で可溶化力を調べたところ、~5.0 %までの全ての濃度で His-InsT-HP は P 画

分に分画され、可溶化されないことが分かった。 次に、IB の可溶化によく用いられ

る 8 M 尿素と 1 M Arg も検討した。8 M 尿素によって、His-InsT-HP は完全に可溶化し

た。また、一旦 8 M 尿素で可溶化したサンプルを各種緩衝液に透析し、尿素を除いて再

び不溶化するか検討したが、His-InsT-HP はほとんどが可溶性のままであった。これは、

一旦可溶化された His-InsT-HP は、HisHP の「高可溶性」が InsT の「不溶化力」を上回

ったことを示しており、不溶化には細胞内に於ける IB 形成時のような高濃度のタンパ

ク質濃度による凝集が必要であることを示唆していると考えられた。また、比較的柔ら

かい IB を可溶化すると報告されている 1 M Arg による可溶化を試みてみたが、

His-InsT-HP は全く可溶化されなかった。 

 

 

３．８ His-InsT-HP 発現菌体を用いた環境中の重金属イオンの結合による環境浄化

(bioremediation)と結合金属の回収 

 

  環境中に放出された重金属の回収により、環境汚染の解消やまたその再利用による

資源化が可能である。高い金属結合能を有した好塩性金属結合タンパク質は、そのタフ

な性質（可逆的復元タンパク質）からそのような目的にも利用可能と考えられる。 

  フィールドでの応用では、可能な限り簡便でコストが低いプロセスが望まれる。３．

３ 項で作成した HisHP を固定化した Sepharose カラムは、この目的に良く利用される

定法であるが、その作成にはタンパク質の大量精製や樹脂への化学架橋剤によるカップ

リング操作が必要となる。これに比べて、HisHP を大量発現した微生物菌体を新規な金

属結合 biomaterial としてそのまま利用できれば、プロセスはかなり簡便化される。 

  菌体の強度や耐久性を高めるために、培養菌体を集めて PBS に懸濁後終濃度 1 %にな

るようにグルタルアルデヒド (GA) を添加し、培養菌体を固定化した。固定化した菌体

は Table 1 に示した３種類で、(1)不溶化 His-InsT-HP 発現菌体、(2)可溶性の HisHP 発現

菌体、(3)HisHP を発現させていない宿主菌体である。(1) (2)における His-InsT-HP と

HisHP の発現量はほぼ等量であった。それぞれ 5 ml の培養液から集めた菌体（1 ml の

PBS に懸濁させた場合 A660 = 20 を与える菌体量）を 2 ml の PBS に懸濁し、133 g の

NiSO4を添加し、吸着量を定量したところ、Table 1 に示したように、それぞれ(1) 67.3 , (2) 
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47.1, (3) 21.5 g の Ni が吸着した。まず(3)の宿主のみの菌体にも 21.5 g もの Ni が吸着

したのは、菌体外膜のリポポリサッカリドやリン脂質などのマイナス荷電に Ni が静電

的に結合した可能性が高く、またその他の非特異的な吸着もあるものと思われる。一方、

(1)の不溶化 His-InsT-HP 発現菌体にはその３倍以上の Ni イオンが吸着し、これは発現

したHis-InsT-HPによる特異的な配位結合によるNiイオンの結合が上積みされた結果と

考えられる。また、(2) 可溶性 HisHP 発現菌体には、47.1 μg の Ni が結合し、(1)と比

較した場合予想される HisHP の発現に起因する Ni の結合量が減少している。これは、

HisHP 分子が可溶性のため、GA で菌体を固定化する処理において菌体からリークした

可能性が高いと考えられる。(1)における 67.3-21.5=45.8 g の Ni 結合量は、ちょうどこ

の菌体が含んでいる His-InsT-HP が結合できる Ni 量に良く一致していた (Fig. 8)。この

結果より HisHP を不溶性で発現させることがこのプロセスにおいて HisHP のリークを

防ぐという点において重要であることが判明した。この予想を裏付けるために、３種の

菌体を GA 処理せずに、0.1 % Triton X-100 で処理したサンプルを用いた。その結果 Triton 

X-100により菌体の外膜・細胞膜が可溶化され、可溶性のHisHPはほぼ完全にリークし、

宿主菌体同様極ごくわずかの吸着量を示した (Table 1) 。一方、不溶化 His-InsT-HP 発

現菌体においては、His-InsT-HP が 0.1 % Triton X-100 によっては全く可溶化されないの

で、50.8 g という予想通りの Ni が結合していた。 

 

Table 1. Ni binding to glutaraldehyde- or Triton X-100-treated cells. 

 

 

 次に、5 ml 培養液から集めた GA 固定化 His-InsT-HP 発現菌体を 2 ml の PBS に懸濁

し、各 0, 33.2, 66.3, 132.5, 198.8, 265.0 g の NiSO4を添加し、吸着量を定量して、Ni の

最大結合量（飽和結合量）を測定した。その結果、飽和状態で、GA 固定化 His-InsT-HP

発現菌体は約 71 g の、また宿主コントロール菌体は約 23 g の Ni を結合した。

His-Ins-HP 発現菌体とコントロール菌体の結合量の差は、His-Ins-HP 蛋白に結合可能な

Ni 量と良く一致していた。菌体に結合した Ni は、酸性の緩衝液で簡単に溶出でき、そ

の後菌体を中性の緩衝液で平衡化後、再度の Ni 結合が可能である。この結合/溶出サイ

クルを４回繰り返した後でもこの菌体は初回の 80 %以上のNi結合効率を保持していて、

菌体の再利用による金属イオンの回収に供するに十分な耐久性を持っていた。 
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４．結論と今後の課題 

 

  本研究では、「不可逆的に変性することがない」タフなタンパク質である好塩性タ

ンパク質の特徴を生かして、好塩性金属結合タンパク質（HP）を用いて環境中に放出

された重金属イオンの回収や排水中の同イオンの除去を目的として検討した。HP 固定

化アフィニティカラムは、高い金属結合能と十分な耐久性を持っていた。また、HP の

利用をより簡便にコストを削減する目的で、ニワトリリゾチーム配列中の９個の凝集性

ペプチド配列を「不溶化タグ」として利用できるかどうか検討したところ、高い効率で

HP を不溶化することができ、しかも金属結合能は元の可溶性分子のものとほとんど変

わりなかった。この改良により、菌体そのものをより効率高く金属回収に使用すること

ができ、この HP をより有効に利用できることが明らかになった。His-Ins-HP や HisHP

を用いた金属回収法の最大の強みは、高濃度塩を含む試料検体でも問題なく能力を発揮

できる点と考えられる。 

  この不溶化タグは、他の可溶性タンパク質を不溶化させることもできると予想され

るので、今後は、さらに汎用酵素についてこの「不溶化タグ」の性能を広く検証してゆ

きたいと思っている。 
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 Halophilic proteins produced by marine halophilic bacteria have highly soluble and 

denaturation-resistant properties, showing distinct advantageous characteristics for 

industrial applications.  To recover metal ions from environment, I attempted to use 

halophilic His-rich metal binding protein (HP) and prepared HP-immobilized Sepharose 

affinity column: ~ 9.5 Ni ions bound to one HP molecule immobilized on the column.  

I further attempted to develop protein-insolubilizing tag which insolubilized highly 

soluble HP to localize in insoluble inclusion bodies with native metal-binding activity.  

Production, purification, characterization and application of this insolubilized HP for 

bioremediation and metal recovery were described.   
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