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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２８年４月２１日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  京都大学・農学研究科     

（ふりがな）          おがわ    じゅん 

職・氏 名   教授・小 川  順   
 

1. 事 業 名 相手国（ニュージーランド）との共同研究  振興会対応機関（ＲＳＮＺ） 

2. 研 究 課 題 名生命分子起源の再検証:DNA分子起源の解明に向けた微生物核酸代謝の基礎解析と応用 

3. 全 採 用 期 間 

平成２６年４月１日 ～ 平成２８年３月３１日（２年０ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 ３，０７１，６８５円 

初年度経費２，５００，０００円、 ２年度経費５７１，６８５円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額  ０ 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

日比 慎 

田中晃一 

京都大学農学研究科・特定助教 

京都大学農学研究科・特定研究員 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 University of Canterbury・Senior Lecturer・Anthony Masamu Poole 

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Nellie Sibaeva 

Sook-Wei Lai Alicia 

University of Canterbury・Postdoctoral fellow 

University of Canterbury・Ph.D student 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

DNAは RNAをその分子起源とするという説が、生命の分子進化における主要な説とされている。我々は、「DNA

が独自の分子起源を有し、必ずしも RNA をその分子起源として必要としない」可能性を代謝工学的に検証す

ることを試みた。 

まず、DNAの構成分子であるデオキシリボヌクレオチドが、RNAの構成分子であるリボヌクレオチドからの

ribonucleotide reductase による還元的酵素反応を経る誘導のみならず、グルコース、アセトアルデヒド、

核酸塩基といった単純な分子から生合成されうることを、ヌクレオシド分解系が平衡反応であることに着目

することで実証した。 

この成果に基づき、「DNAが独自の分子起源を有し、必ずしも RNAをその分子起源として必要としない」仮

説を論文化し世に問うべく、平成２６年７月４日～１２日の間、Anthony Masamu Poole 氏が来日し論文作

成のための協議を行った。その後、論文は The Case for an Early Biological Origin of DNA. Anthony M. Poole, 

Nobuyuki Horinouchi, Ryan J. Catchpole, Dayong Si, Makoto Hibi, Koichi Tanaka, Jun Ogawa. J. Mol. 

Evol., 79(5-6), 204-212 (2014)として発表されるに至っている。 

続いて、この仮説を検証すべく、京大グループでは、リボヌクレオチドからデオキシリボヌクレオチド

を誘導する ribonucleotide reductase（NRD）酵素種（３種類）及びサルベージ合成能が欠損した形質転換

大腸菌（E. coli）の作成を試み、生育中における deo経路（可逆的なヌクレオシド分解系）での酵素的デオ

キシリボヌクレオシド逆合成を検証した。必須遺伝子とされる nrd AB の欠失にはいたらなかったが、他の２

種の NRD 遺伝子（nrd EF、nrd DG）の二重遺伝子欠損株（ΔnrdEFΔnrdDG）を構築し、nrdAB 活性をヒドロ

キシウレアで阻害する擬似的な NRD 欠損状態の構築に成功した。また、この条件下にてグルコース、ピルビ

ン酸のみを炭素源とした際に有意な形質転換 E. coli の生育を観察したことから、deo 経路（可逆的なヌク

レオシド分解系）での酵素的デオキシリボヌクレオシド逆合成が実際に機能しうる可能性を示した。 

この実験系をニュージーランドグループでも再現し、Long term microbial culturing（長期間培養によ

る微生物の育種技術）によるΔnrd EFΔnrd DG下での nrd AB欠失を誘導することで、仮説のより強固な実

証を実現すべく、技術移転を目的に、平成２７年２月１５日～１８日の間、小川、日比、田中の３氏がニュ

ージーランドを訪問した。Anthony Masamu Poole 氏と実際に実験を担当するポスドクも参加したこの協

議において、アセトアルデヒドを誘導する有機酸代謝系の強化、ヌクレオシドのリン酸化系の導入といった

アクセサリー酵素系との共発現により、より明瞭に酵素的デオキシリボヌクレオシド逆合成を実証する研究

計画を立案した。 

まず、二重遺伝子欠損株（ΔnrdEFΔnrdDG）をデオキシリボヌクレオシドを含有する合成培地において培

養する系を用いて、種々のアクセサリー酵素系との共存による nrdAB 遺伝子の破壊を試みた。最初に、アク

セサリー酵素系として、デオキシリボヌクレオシドキナーゼを検討した。大腸菌は、チミジンキナーゼ以外

のデオキシリボヌクレオシドキナーゼ活性を欠く。基質特異性が寛容なデオキシリボヌクレオシドキナーゼ

として、Drosophila melanogaster ならびに Mycoplasma mycoides 由来のデオキシリボヌクレオシドキナー

ゼの大腸菌での発現を行い、これらのデオキシリボヌクレオシドキナーゼ発現下での nrdAB 遺伝子の破壊を

試みた。その結果、Mycoplasma mycoides 由来のデオキシリボヌクレオシドキナーゼを発現する大腸菌にお

いて、三重遺伝子破壊株（ΔnrdABΔnrdEFΔnrdDG）の取得に成功した。本成果は、本来必須遺伝子とされた

ribonucleotide reductase 遺伝子の、世界で最初の破壊例となる。 

本破壊株は培地へのデオキシリボヌクレオシド添加を必須とするが、本菌へのデオキシリボヌクレオシド
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合成系の導入により、グルコース、アセトアルデヒド、核酸塩基の添加に代替できるかどうかを検証するこ

とにより、RNAを DNAの起源としない生物の創出を今後試みる。 

これらの研究の進捗を確認すべく、平成 28 年 2 月 29 日から 3 月 9 日の間、ニュージーランド・カンタベ

リー大学・生物科学部から、Anthony Masamu Poole（シニア・レクチャラー）、Sook-Wei Lai Alicia（ポス

ドク） 、Nellie Sibaeva（博士課程学生）の三氏が来日し、今後の展開を議論した。 

 

7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

小川 順・京都大学・農学研究科 

 

日比 慎・京都大学・農学研究科 

 

田中晃一・京都大学・農学研究科 

平成２７年２月１５日～ 

平成２７年２月１８日 

平成２７年２月１５日～ 

平成２７年２月１８日 

平成２７年２月１５日～ 

平成２７年２月１８日 

カンタベリー大学・ 

ニュージーランド 

カンタベリー大学・ 

ニュージーランド 

カンタベリー大学・ 

ニュージーランド 

計３名（延べ人数） 計１２日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Anthony Masamu Poole・ 

カンタベリー大学・生物科学部 

 

Anthony Masamu Poole・ 

カンタベリー大学・生物科学部 

Nellie Sibaeva・ 

カンタベリー大学・生物科学部 

Sook-Wei Lai Alicia・ 

カンタベリー大学・生物科学部 

平成２６年７月４日～ 

平成２６年７月１２日 

 

平成２８年２月２９日～ 

平成２８年３月８日 

平成２８年２月２９日～ 

平成２８年３月８日 

平成２８年２月２９日～ 

平成２８年３月８日 

京都大学・農学研究科 

 

 

京都大学・農学研究科 

 

京都大学・農学研究科 

 

京都大学・農学研究科 

計４名（延べ人数） 計３６日 


