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養豚業界に大きな経済的損害を与える伝染病の一つ、豚丹毒を引き起こす豚丹毒菌の病原性メ
カニズムの本体を解明した。また、遺伝子工学手法により本病に対する新しいワクチン候補株を
作製し、この株を利用して豚丹毒のみならず豚の他の感染症を防御することのできる次世代型ワ
クチン技術を開発した。本研究の成果は豚の感染症の防除と畜産物の安全性の向上へ貢献するこ
とが期待できる。
１．はじめに
豚丹毒は豚丹毒菌というグラム陽性細菌が引き起こす全世界的に発生を見る疾病である。豚丹
毒に罹患した豚は急性の敗血症を発症し、この場合、通常２，３日で斃死することが多い。また、
敗血症死を逃れた感染豚は慢性の心内膜炎や関節炎を発症し、それが原因となる発育不全を引き
起こす。このように豚丹毒は養豚界に多大な損害を引き起こすことから、わが国では届け出伝染
病に指定されている。また、この菌は人にも類丹毒と呼ばれる皮膚疾患の他、まれに心内膜炎や
敗血症を引き起こし、公衆衛生学上も重要な菌である。
豚 丹 毒 菌 は １ ２ ０ 年 以 上 も 前に発見され、これまで国内外で多くの研究がなされてきた。しか
しながら、最近までこの菌が動物に対してどのようなメカニズムで病気を引き起こすのか、また、
病気を引き起こす菌側の因子、すなわち，菌の病原因子が何なのかはほとんどわかっていなかっ
た 。 本 稿 で は この菌の病原因子の本体をはじめて明らかにした著者らの研究成績を紹介するとと
も に 、 豚丹毒菌の遺伝子変異弱毒株を利用して開発した多価ベクターワクチン技術について紹介
する。
２．トランスポゾン Tn916 による病原遺伝子の同定
トランスポゾンは薬剤耐性などの表現形質を持ち、異種細菌の染色体間を自由に移動すること
ができる転移遺伝子である。この性質を利用して目的とする細菌の染色体上にトランスポゾンを
挿入し、その挿入場所の構造を大きく変えることにより突然変異菌をつくることができる。トラ
ンスポゾンによる突然変異株は、変異が起こった遺伝子以外はもとの親株と遺伝学的にまったく
同じであり、また、トランスポゾンを目印として突然変異を起こした遺伝子を容易に同定できる
ことから、細菌の病原遺伝子の解析に非常に有用である。そこで著者らはこれまでほとんど分か
っていなかった豚丹毒菌の病原因子の解析に、トランスポゾン Tn916 を使った遺伝学的解析を取
り入れることにした。
Tn916 は腸球菌 Enterococcus faecalis のある株で発見されたテトラサイクリン耐性遺伝子を保有
するトランスポゾンで、接合伝達により目的の細菌の染色体に転移させることができる。そこで，
この株と豚丹毒菌の強毒株 Fujisawa-SmR 株とを同じ寒天培地上で培養し，約１万個の遺伝子変異株
を作製した。これらの変異株の中から親株とコロニー形態の異なる数株を選択してマウスに対す
る病原性を解析した結果、親株である Fujisawa-SmR 株は 10 数個 (CFU) の接種量ですべてのマウス
を死亡させたのに対し、これらの変異株は 108 個の接種量でもマウスを死亡させることができなか
った。Tn916 の挿入により変異が起こった遺伝子のアミノ酸配列の相同性検索の解析から、この遺
伝 子 の 転 写 産 物 は 糖転移酵素であることが予想され、また、電子顕微鏡による菌体表層構造物の
観察と免疫学的解析から、これらの弱毒変異株では親株に認められる多糖体からなる莢膜様の構
造物が欠失していることが判明した。マウス白血球の貪食に対する抵抗性を比較した解析では、
親株の Fujisawa-SmR は白血球にほとんど貪食されなかったのに対し、弱毒変異株では効率よく貪
食されるようになっていた。また、変異株の１つ ( 33H6 株) から Tn916 が脱落した株 ( 33H6-R
株 ) では毒力、莢膜様構造物、白血球に対する貪食抵抗性など，すべての表現形質が親株と同等
であったことから、この菌の病原性として莢膜を保有することによる白血球に対する貪食抵抗能
が重要であることが示された 1)。さらに重要なことに，親株および 33H6-R 株の強毒株は白血球内
で増殖する細胞内寄生性を示すが、弱毒変異株はこの性質を失っていることが判明した 2)。著者ら
は ， こ の 菌 の 食細胞内生残・増殖のメカニズムとして，莢膜を持つ強毒株は貪食される際に食細
胞から活性酸素を誘導しないが、莢膜を失った弱毒変異株は大量の活性酸素を誘導し殺菌される
ことを発見した 2)。病原細菌学では細胞内寄生細菌（白血球内生残性を示す）および細胞外寄生細
菌（通常、白血球貪食抵抗性を示す）という分類があるように、これらの相反する病原性の両方

を示す細菌はほとんど知られていない。このように，豚丹毒菌が示す複雑な病原性はこの菌が莢
膜を持つことが原因であることが明らかとなった 6)。
ま た ，Tn916 を使った他の実験では，病原細菌が生体内で組織を溶かし深部に進入するための
侵襲因子 (Spreading factor) として重要と考えられるヒアルロニダーゼの病原性における役割を解
析した。この実験で，ヒアルロニダーゼを産生しなくなった豚丹毒菌の変異株はマウスに対して
親株と同等の病原性を示すことを明らかにし、ヒアルロニダーゼはこの菌の病原因子として重要
ではないことを証明した 8)。
３．ＰＣＲ法による豚丹毒菌検出法の開発
豚 丹 毒 菌 は こ れ ま で 、 細胞壁由来の耐熱性抗原を用いた血清反応（寒天ゲル内沈降反応）によ
り 、 22 の血清型とその抗原を欠く N 型の 23 型に分けられてきた。これらの血清型菌は形態学
的・生化学的にも極めて似ていることから同一の菌と考えられ、これまで 1 菌属 (Erysipelothrix) 1
菌種 (rhusiopathiae) として分類されてきた。しかしながら、最近の DNA−DNA 相同性試験を使った
分類学的研究により、これまで報告されてきた血清型の菌は、E. rhusiopathiae と E. tonsillarum の
少なくとも 2 菌種に分類されること、また、両菌種の基準株との相同性が低く、かつ、両者間の
相同性も低い２つの血清型については、別の 2 つの新菌種に分類されることになった。さらに，
この分類に基づき行われた疫学調査の研究や動物実験の成績から、豚や鶏に強い病原性を引き起
こす菌は E. rhusiopathiae に限られていることが明らかになった。この事実は，これまで豚丹毒菌
を 1 菌属 1 菌種として考えてきた研究者のみならず，家畜保健衛生所や食肉検査所などの臨床現
場でも混乱を引き起こし，両者の簡便な区別法の開発が求められていた。筆者らは，E. rhusiopathiae
に属する血清型菌には莢膜の生合成に関与する遺伝子が存在するが、E. tonsillarum に属する血清
型菌と新しい菌種に属する血清型菌にはこの遺伝子は存在しないことを見つけだし、この遺伝子
の塩基配列を利用したＰＣＲによる豚丹毒菌の特異的検出法を開発した 3)。これは、これまで生化
学的手法や血清学的手法により鑑別が行われてきた豚丹毒菌の特異的同定を数時間で完了するこ
とができるため、短時間で大量のサンプルを処理しなければならない家畜保健衛生所や食肉検査
所において非常に有用な方法となっている。
４．莢膜遺伝子変異による弱毒 YS-1 株の作製
莢 膜欠損変異株は生ワクチンとして有効かどうかを解析するため、トランスポゾン変異株の一
つ 33H6 株 の 莢 膜遺伝子に永久変異を導入して遺伝学的に病原性の安定した変異株の作製を試み
た 。Tn916 は転移する際にカップリング・シークエンス (Coupling sequence) と呼ばれるドナー菌
由来の外来配列を付随して持ち込むことが知られている。すなわち，33H6 株は変異した遺伝子上
に Tn916 と E. faecalis 由来カップリング・シークエンスの２種類の外来配列を持つが，Tn916 が
脱落した 33H6-R 株ではそのカップリング・シークエンスも同時に脱落しており，変異した遺伝子
の構造・機能が回復していた。しかしながら，Tn916 が脱落するという現象は，この変異株をあ
らたなドナー菌として Tn916 が他の菌に転移するということでもあり，この場合，E. faecalis 由
来カップリング・シークエンスが変異株の染色体上に残り，代わりにトランスポゾンを隔てて反
対側の変異株の配列があらたなカップリング・シークエンスとして Tn916 に付随して転移される
可能性がある。すなわち，このような Tn916 脱落株では E. faecalis 由来カップリング・シークエ
ンスがもとの配列と置き換わることになり，その遺伝子領域は永久変異をすることになる。著者
らはこの性質を利用して，莢膜遺伝子内の配列 (AAACAA) が E. faecalis 由来のカップリング・シ
ークエンス (GTATTA) に置換された病原遺伝子変異株 YS-1 株を分離することに成功した 4, 12)。こ
の YS-1 株を用いてワクチン試験を行った結果，この株はマウスや豚に対してまったく病原性を示
さず，接種された動物では細胞性免疫を含む十分な防御効果が誘導されることが判明した 4)。
５．YS-1 株をワクチンベクターとした豚マイコプラズマ肺炎ワクチン開発の試み
経済性が重要視される畜産業界では，より安価で安全性のすぐれたワクチンの開発が強く望ま
れる。そこで YS-1 株に他の病原体の抗原を発現させ，それをその病原体に対するワクチンとして
も利用することが可能かどうかを検討した。養豚業界で最重要疾病の一つと考えられている豚マ
イコプラズマ肺炎の起因菌，マイコプラズマ・ハイオニューモニエが豚の気管支に付着する際に
利用する P97 抗原遺伝子と，著者らがすでにクローニングに成功していた豚丹毒菌の菌体表層蛋
白分子 SpaA.15) の遺伝子とを融合させ，このキメラ遺伝子の転写産物が SpaA.1-P97 のハイブリッ
ド分子として菌体表層に発現する株を作製した 7, 13)。この株を豚の鼻腔内に噴霧した後，豚丹毒菌
の 強毒株で実験的に感染させてワクチン効果を検定したところ，非免疫群のすべての豚は強毒株
の感染により死亡したが，免疫群の豚はまったく発症しなかった 7)。また，同様にこの株のマイコ

プ ラズマ肺炎に対するワクチン効果を検定したところ，非免疫豚群ではマイコプラズマ強毒株の
感 染 に よ り 平 均 し て 約 15% の 肺 病 変 が 形 成 さ れ た の に 対 し ， 免 疫 群 で は そ の 割 合 は 約 3％
(p<0.0001) と有意に低下し，この株のマイコプラズマ肺炎に対するワクチンとしての有効性が示さ
れ た 9)。このように，YS-1 株は異種病原体の抗原を免疫系に有効に運搬することのできるワクチ
ンベクターとして非常に優れていることが判明した。現在，このワクチン候補株は民間と共同で
実用化試験が行われており，世界初の家畜用多価ベクターワクチンとしての実用化を期待してい
る。
６．おわりに
今回開発した豚丹毒菌の多価ベクターワクチン株を免疫された豚では，菌体表面に発現させた
マイコプラズマ抗原に対して特異的な細胞性免疫が誘導されることが実験的に証明されている。
このことは，YS-1 株が細胞性免疫誘導型のワクチンベクターとして有用なことを示唆しており，
今後はこの株を利用した種々の感染症に対するワクチン開発が期待できる。
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