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解毒酵素による食品中ハイスループット残留農薬検出試薬の開発

山　本　幸　治
九州大学大学院農学研究院　助教

緒　　言
　輸入農作物や加工食品中の残留農薬が大きな社会問題

となっている。それら残留農薬の検出は容易でなく、新

しい迅速な残留農薬検出法の開発が急務である。この

ような社会環境のなか、効率よく残留農薬を分解解毒

する酵素を見いだし、それを検出技術へ応用すること

は、新しい残留農薬検出法を開発するうえで有用性が期

待できる。申請者は、これまでに、生体外異物に還元

グルタチオンを抱合し、異物の体外への排出促進反応

を触媒するグルタチオン転移酵素（GST）を昆虫より見出

し、それが塩素含有農薬の脱塩素化反応を触媒すること

を発見した 1)。本研究では、新しく同定された昆虫由来

unclassified GST（bmGSTu）による塩素含有化合物に対

する解毒代謝反応の生化学的解析を行うとともに 2)、改

良型酵素をタンパク質工学的手法により創製し、検出技

術への応用を図ることを主な目的とする。

実　験　方　法
1.  研究材料
　九州大学農学部附属遺伝子資源開発研究センターにお

いて桑葉を用いて飼育したカイコ幼虫を使用した。5 齢

1 日目幼虫に農薬ダイアジノン溶液（1 µg/g 幼虫）を塗

布し、24 時間後に幼虫脂肪組織を摘出した。この組織

より RNeasy Plus Mini Kit （Qiagen）を用いて Total RNA

を調製し、リアルタイム PCR ならびに RT–PCR 実験に

用いた。

2.  クローニングならびに塩基配列決定
　RT–PCR 法を用いて、脂肪組織 Total RNA より cDNA

クローニングを行った。First–strand cDNA は、Super

Script II Reverse Transcriptase （Invitrogen） な ら び に

oligo–dT primer を 用 い 合 成 し た。 合 成 さ れ た First–

strand cDNA を鋳型とし、合成オリゴヌクレオチドプラ

イ マ ー 5’–GGGCATATGTCTTCCTTAAAATTATACCAT–3’

（sense）そして 5’–GGATCCTTATTGTTTGATATTCTTTTT–

3’ （antisense）を使用した。PCR は、

1 cycle at 94 ℃ for 2 min

35 cycles at 94℃ for 1 min, 51℃ for 1 min and 72℃ 

for 2 min

1 cycle at 72℃ for 10 min

の条件下で反応を行った。得られた cDNA は pGEM–

T Easy Vector（Promega） へ連結し、大腸菌 JM109 株

へ形質転換した。cDNA 塩基配列は Thermo Sequenase 

Cycle Sequencing Kit （USB） な ら び に automated DNA 

sequencer （LIC–4200, Aloka）を用いて決定した。ホモ

ロジーアラインメントは、ClustalW（ver. 1.83）を用い

て作成した。

3.  リアルタイム PCR
　上述の方法で作製した cDNA（2 µg）ならびに以下の

オリゴヌクレオチドプライマーを用いてリアルタイム

PCR を遂行した。リボソームタンパク質 49（rp49）を内

部コントロールとした。

bmGSTu forward primer, 5’–TGCGTACCACAAGGCTTTAGATT–3’

bmGSTu reverse primer, 5’–CCAGGTTCACTTCCGTCCA–3’

rp49 forward primer, 5’–CATTGGTTACGGTTCCAACAAG–3’

rp49 reverse primer, 5’–GCATCATCAAGATTTCCAGCTC–3’

リアルタイム PCR 実験においては Thermal Cycler Dice 

Real TimeSystemTP–800 （TAKARA） な ら び に SYBR 

Premix Ex Taq™ （Takara）を使用した。実験条件は、

10 s denaturation step at 95 ℃

40 cycles of denaturation at 95 ℃ for 5 s

annealing at 55℃ for 20 s

extension at 72 ℃ for 20 s

の通りである。mRNA 発現レベルは、標的 mRNA/ rp49

の比で示した。
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4.  bmGSTu 変異体作製
　部位特異的アミノ酸置換法を用いて bmGSTu 変異体

を作製した。bmGSTu 野生型の塩基配列を鋳型として、

Quick–Change Site–Directed Mutagenesis Kit（Agilent 

Technologies） を用いた。得られた各組換え cDNA は

pET11b 発現ベクター（Merck）に連結した後、DNA 塩

基配列を解読することにより塩基置換を確認した。

5.  組換え酵素の発現ならびに精製
　作製した各種発現ベクターを大腸菌 Rosetta（DE3）

pLysS 株（Novagen）へ形質転換した。その後、終濃度

100 µg/ml アンピシリンを含む LB 培地にて 37℃培養

を行い、OD600 が 0.7 へ到達した時点で終濃度 1mM

の isopropyl 1–thio–ß–D–galactoside を培地へ添加した。

培養３時間後、大腸菌体を遠心分離にて回収し、使用す

るまで–80℃で保存した。0.5 M NaCl, 4 mg/ml リゾチー

ムそして 1 mM phenylmethanesulphonyl fluoride を含

む 20 mM Tris–HCl buffer, pH 8.0 に保存大腸菌を懸濁

した後、超音破砕を行った。破砕液を遠心分離し、上清

画分を 30–70% 硫安にて塩析した。一晩 4℃にて静置後、

20 mM Tris–HCl buffer, pH 8.0 に対して透析脱塩した。

透析後、遠心分離を行い、上清画分を同緩衝液で平衡化

した陰イオン交換クロマトグラフィー（DEAE–Sepharose 

カラム（GE Healthcare））へ供与した。吸着タンパク質

は、0 から 0.3 M NaCl 濃度勾配によりカラムより溶出

した。活性画分を濃縮後、0.2 M NaCl を含む 20 mM 

Tris-HCl buffer, pH 8.0 で平衡化したゲル濾過クロマト

グラフィー（Superdex 200 カラム（GE Healthcare））へ供

与した。活性画分を SDS–PAGE にて分析し、均一に精

製されていることを確認した後、以後の実験に用いた。

6.  酵素活性測定
　GST活性は、Habigの方法に従い測定した 3)。すなわち、

基 質 1–chloro–2,4–dinitrobenzene（CDNB） へ の グ ル タ

チオン（GSH）転移活性を 5 mM GSH 共在下にて 340nm

の光吸収を測定することにより行った。また、CDNB の

か わ り に 4–Hydroxynonenal（4–HNE）, ethacrynic acid 

（ECA） そ し て 4–nitrophenyl acetate （NPA） を 基 質 と し

て使用した。タンパク質量は、BSA を標準とし Protein 

Assay Kit（Bio–Rad）を用いて測定した。

結　　果
1.  クローニング
　カイコ幼虫にダイアジノン溶液を塗布した際に誘導す

る mRNA をマイクロアレイ解析にて調べた。その結果、

GST ホモログをコードする mRNA が誘導されることが

分かった。用いたプローブ配列をもとに BLAST search  

（http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi）そして Swiss–Prot

database（http://expasy.org/sprot/） にて検索したとこ

ろ、Aedes aegypti な ら び に Anopheles gambiae 由 来 

unclassified GST と高い相同性を有していることが明ら

かとなった。誘導した mRNA を RT-PCR 法を用いてク

ローニングし、カイコ由来 unclassified GST（bmGSTu）

と命名した。全長を決定したところ bmGSTu の分子サ

イズは 24,457 Da、等電点は 7.80 であった。リアルタ

イム PCR の結果より、ダイアジノンを塗布していない

カイコ幼虫個体群と比較して 2.5 倍の bmGSTu mRNA

量増加が確認された。以後、bmGSTu を標的とし、研究

図 1. bmGSTu 活性に及ぼす農薬の影響
ダイアジノン（黒四角）、パーメスリン（白四角）、デルタメスイン（白丸）、イミダクロピリド（黒丸）
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を遂行した。

2.  組換え bmGSTu の発現、精製ならびに酵素活性測定
　大腸菌にて bmGSTu 組換えタンパク質を作製した。

組換えタンパク質は可溶性であり、硫安塩析、陰イオ

ン交換クロマトそしてゲル濾過クロマトを用いて精製

を行った。最終精製物を SDS– PAGE へ供与したところ、

移動度 24,000 Da の位置に均一なバンドが確認された。

　bmGSTu の酵素学的性質を表１にまとめた。CDNB を

基質として用いた場合、bmGSTu の至適 pH は８であ

り、50 ℃ 以下ならびに pH 5 から 9 の範囲で安定であっ

た。4– HNE, ECA そして 4– NPA を基質として用いた場

合、GSH 転移活性は検出されなかった。bmGSTu の至

適 pH と安定性についてはカイコ由来他クラス GST の

結果とほぼ類似であった。基質特異性に関しては、カ

イコ GST クラス間において違いがみられた。CDNB に

対するK m 値は 0.39mM であり、この値はカイコ・デ

ルタクラス GST（bmGSTD）ならびにオメガクラス GST

（bmGSTO）とほぼ同様の値であり、またシグマクラス

GST（bmGSTS）の 25% の値であった。次に、モデル農

薬を用いた bmGSTu 活性に対する阻害効果について調

べた（図１）。農薬は、有機リン剤・ダイアジノン、ピレ

スロイド剤のパーメスリンならびにデルタメスリン、ネ

オニコチノイド系殺虫剤のイミダクロピリドを用いた。

その結果、0.1 mM のイミダクロピリドおよびデルタ

メスリン共存下で共存する 40% まで bmGSTu 活性が減

少した。0.1mM ダイアジノンを共存させた場合、20%

まで減少した。共存する農薬濃度が高くなるにつれて、

bmGSTu 活性の減少が観察された。

3.  bmGSTu 変異体の作製
　GST の N 末端アミノ酸配列中、Tyr、Ser そして Asn

残基が高く保存されている。bmGSTu と既知 GST のア

ミノ酸配列と比較したところ、bmGSTu アミノ酸配列中

に Tyr7、Ser12 そして Asn50 が存在していた。これら

アミノ酸残基が活性に関与しているか調べるため、部位

特異的アミノ酸置換法によりそれぞれ３残基を Ala に置

換した。これらを Y7A、S12A そして N50A とし、大腸

菌内で組換えタンパク質を作製した後、電気泳動的に

均一に精製した。K m、V max、k cat/K m 等の速度パラメー

ターを CDNB と GSH を用いて算出し、野生型 bmGSTu

の結果と比較した（図２）。CDNB に対する Y7A と S12A

のK m 値は、野生型に比べて 4 ならびに 1.8 倍に増加し

た。一方で両者のV max 値は、野生型の 87% まで減少

した。Y7A の GSH に対するK m 値は野生型の 2.6 倍に

増加し、V max 値は野生型の 8.5% に減少した。S12A の

GSH に対するK m 値の顕著な変化は見られず、V max 値

は野生型の 8.0% まで減少した。CDNB と GSH 両方に

対するk cat/K m 値は Y7A と S12A の場合、14.8 ならび

に 20.5% へ減少した。N50A の場合は、K m 値ならびに

k cat/K m 値について若干減少はみられたが、K m 値に関

しては特に変化は見られなかった。

表 1　カイコ GST の特性比較

bmGSTu bmGSTD bmGSTO bmGSTS bmGSTZ

Calculated Mw 24,457 24,225 29,338 24,727 24,727

Calculated pI 7.80 8.38 6.01 5.79 8.50

Optimum pH 4-9 8 7-8 8 6

Stable pH range 5-9 3-9 2-12 4-11 4-10

Stable temperature range ＜ 50℃ ＜ 50℃ ＜ 50℃ ＜ 40℃ ＜ 50℃

Substrate specificity CDNB CDNB CDNB CDNB Dichloro acetic acid

4-HNE 4-HNE

4-NPA

ECA

Mw ならびに pI は、molecular weight そして isoelectric point の略記である。
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考　　察
　bmGSTu mRNA はマイクロアレイ解析ならびにリア

ルタイム PCR 解析において、農薬作用後に発現誘導が

観察された。同様の結果として、ピレスロイド剤耐性ヤ

ガにおいて GST 活性発現の増加 4)、またピレスロイド

剤耐性の蚊において GST 量の増加が観察されている 5—

7)。GST 発現の上昇により、生体内における農薬代謝率

の向上させている可能性が考えられる。

　様々な生物のゲノム配列解読が進むにつれて、GST は

いくつかのクラスに分けられる遺伝子群として存在する

ことが明らかになっている。近年、unclassified group

に属する GST が発見されたが 8)、unclassified GST の生

化学的・分子生物学的研究報告はみられない。そこで本

研究では、bmGSTu 組換え酵素を作製し、塩素含有化合

物に対する分解・代謝反応を酵素反応速度論的に解析

した。申請者は、昆虫より Delta、Sigma、Omega そし

て Zeta クラスの 4 種 GST をすでに同定し、大腸菌によ

る活性型酵素生産法を新たに開発している 1,9—11)。既知

の方法を参考にし、本研究では大腸菌を用いた bmGSTu

組換え酵素の作製ならびに精製に成功した。

　一般的に GST アミノ酸配列は、N–末端側ドメインと

C–末端側ドメインに分けられる。N–末端側ドメインに

は GSH 結合サイト（G-site）が、C–末端側ドメインには

基質結合サイト（H–site）が含まれる。GST H–site の配列

は保存性が低く、この領域の多様性が基質特異性の差異

に起因する。一方、G–site のアミノ酸配列は保存性が高

く、Tyr は Alpha、 Mu そして Pi クラス GST では活性発

現に重要なアミノ酸である。Delta、 Sigma、Theta クラ

スにおいては Ser が、Zeta クラスでは Asn が GST 活性

に重要な残基である。bmGSTu 変異体を作製し、基質代

謝ならびに GSH 結合に重要なアミノ酸残基を明らかに

することは、GST による残留農薬代謝機構に関して重要

な情報になる。そこで、bmGSTu 中の Tyr7、Ser12 そ

して Asn50 を部位特異的に Ala へ変異させ、bmGSTu

活性に与える影響を検討した。Y7A ならびに S12A につ

いては、野生型と比較してK m、V max、k cat/K m に大き

な変化が観察された。この結果により、Tyr7 ならびに

Ser12 は、bmGSTu 活性発現に重要な役割を果たしてい

ることが示唆された。

　酵素を利用した残留農薬の検出への応用例は、非常に

少ない。分子生物学的手法により bmGSTu の基質特異

性の改善が認められれば、農作物・食品中に含まれる幅

広い残留農薬の迅速な検出を行う上で、その利用は広が

る。さらには、部位特異的アミノ酸置換法による耐酸性

向上の改善にも焦点を当て、今後調査を行う予定であ

る。得られた成果により、基質代謝効率の高く、また幅

図 2　bmGSTu 変異体の速度パラメーター
K m ならびにV max は、mM そして µmol/mg/min で表される。またk cat/ K m は、/min/mM で表される。

CDNB: 1-chloro-2,4-dinitrobenzene; GSH: glutathione.  
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広い安定性を有する新たな検出システムの開発を推進で

きる。

要　　約
　本研究において、農薬に応答して誘導する GST とし

て、新たに bmGSTu を同定した。この bmGSTu のアミ

ノ酸配列を決定し、大腸菌による可溶性組換えタンパク

質作製系ならびに精製系を確立した。塩素含有化合物の

モデルとしてCDNBを用い、至適pHならびにpH安定性、

熱安定性等の脱塩素化反応に影響を与える条件について

調べた。さらには、bmGSTu アミノ酸配列中の Tyr7 な

らびに Ser12 は bmGSTu 活性に関与していることが部

位特異的アミノ酸置換法により明らかとなった。以上の

結果より、bmGSTu は塩素含有する生体外異物ならびに

農薬の脱塩素化に関与することが示唆された。

謝　　辞
　本研究は、公益財団法人三島海雲記念財団の平成 22

年度「学術研究奨励金」により行われました。公益財団

法人三島海雲記念財団ならびに関係者各位に深く感謝申

し上げます。

文　　献　
1) Yamamoto K., et al., : Pest Biochem. Physiol. , 95, 125–128 

（2009）.
2) Yamamoto K., et al., : Biochim. Biophys. Acta , 1810, 420–
426（2011）.
3) Habig W.H., et al.,: J. Biol. Chem., 249, 7130–7139 （1974）.
4) Yu S.J.: J. Econ. Entomol ., 85, 675–682 （1992）.
5) Hemingway J., et al., : Insect Biochem. Mol. Biol., 34, 653–
665 （2004）.
6) David J.P., et al., : Proc. Natl Acad. Sci. USA , 102, 4080–
4084（2005）.
7) Poupardin R., et al., : Insect Biochem. Mol. Biol ., 38, 540–
551（2008）.
8) Ding Y., et al., : BMC Genomics, 4, 35–50 (2003）.
9) Yamamoto K., et al., : Comp. Biochem. Physiol., 149C, 
461–467 （2009）.
10) Yamamoto K., et al., : Biosci. Biotechnol. Biochem ., 71, 
553–560 （2007）.
11) Yamamoto K., et al., : Comp. Biochem. Physiol ., 141B, 
340–346 （2005）.
12) Winayanuwattikun P. and Ketterman A.J.: Biochem. J .,　
382, 751–757（2004）.


