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要旨 

 

活性酸素種は好気呼吸の副産物として生じ，DNA やタンパク質，脂質などの細胞構

成要素に損傷を与えるため，細胞や個体の老化の主要な要因と考えられている。ある種

の抗生物質や免疫系によっても活性酸素種が生じるが，バクテリアにはこれらに抵抗す

るための防御機構が備わっている。SoxRS は活性酸素種の 1 つであるスーパーオキシ

ドのセンサーであり，酸化ストレス防御に関与する数十の遺伝子の発現を制御している。

本研究は，バクテリアの酸化ストレス防御への理解を深めることを目的とし，大腸菌に

おいて SoxRS 制御下にある遺伝子の中で，(i) 酸化ストレス誘導性の意義が不明な遺伝

子（ydbK 遺伝子）；（ii）機能が不明な遺伝子群（pqiABC オペロン）について解析

を行った。 

第 2 章で取り上げた YdbK は，ピルビン酸を基質として電子キャリアであるフラボ

ドキシンを還元する pyruvate-flavodoxin oxidoreductase (PFOR)と高い相同性を示す。

既知の PFOR は酸素によって容易に失活する性質を持ち，SoxRS により誘導されるこ

とと矛盾する。YdbK 過剰発現細胞からは高い PFOR 活性が検出された。しかし，ydbK

遺伝子欠損株が酸化ストレスに高感受性を示すことから，酸化ストレス条件下でも失活

せずに機能することが示唆された。遺伝子発現制御解析の結果，ydbK 遺伝子の酸化ス

トレス誘導にはタイムラグがあることが明らかになった。タイムラグの原因として，

ydbK 遺伝子プロモーター内の SoxS 結合部位がコンセンサス配列との相同性が低いこ

とが挙げられる。以上より，YdbK は先に発現した酵素群に守られながら，酸化損傷か

ら回復する段階で働くというモデルを提唱した。 

第 3 章で取り上げた SoxRS 制御遺伝子 pqiABC は，機能不明な膜タンパク質群をコ

ードしており，飢餓条件下でも誘導されることが報告されている。大腸菌にはホモログ

である yebST オペロンも存在するが，2 つのオペロンを同時に欠損させても種々のス



4 

 

トレスに対して高感受性を示さなかった。データベース解析の結果，レジオネラ菌にお

いてはpqiBCがABCトランスポーターとオペロンを形成していることが明らかになり，

PqiABC が膜脂質の輸送に関与するという仮説が立てられた。PqiA のアミノ酸配列に

は既知のトランスポーターと相同性が見られないが，膜トポロジー解析の結果，PqiA

はトランスポーターに最も多く見られる内膜 6 回膜貫通タンパク質であることが明ら

かになった。また，PqiB，PqiC タンパク質は，内膜-外膜間を橋渡しする複合体を形成

することが明らかになり，トランスポーターに基質を運ぶタンパク質であることが示唆

された。さらに，PqiABC の過剰発現は Mla 輸送体（リン脂質輸送体）の欠損株が示

す膜ストレス感受性を相補し，pqiABC, yebST の欠損は Mla 変異体の膜ストレス感受

性を増大させた。これらの結果から，PqiABC，YebST は膜の安定性に重要な膜輸送系

であると結論付けた。 
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Summary 

 

Reactive oxygen species (ROS) is by-product of aerobic respiration. ROS is 

considered as the major cause of aging because it damages cellular components such 

as DNA, proteins and lipids. Since some antibiotics and cells of immune system also 

produce ROS, bacteria are equipped with oxidative stress response systems. SoxRS 

is a superoxide radical sensing system, and regulate several dozen of genes. Among 

SoxRS-regulated genes, there are (i) genes whose roles in oxidative stress response 

are unknown；(ii) genes whose functions are unknown. By analyzing these genes, 

this study aimed to deepen our understanding of bacterial oxidative stress response. 

YdbK is a reductase protein, which produces reducing equivalents using pyruvate 

as a substrate. Although its expression is induced by oxidative stress, known 

homologous proteins are easily inactivated by oxygen. Since a ΔydbK strain was 

sensitive to oxidative stress, YdbK seems to be functional under oxidative stress 

condition. It became clear that compared with other SoxS-regulated genes, 

induction of ydbK gene by oxidative stress was slow. By studying its promoter 

sequence, it was shown that the SoxS-binding sequence is atypical. These results 

indicate that YdbK is protected by other SoxS-regulated enzymes, and play an 

important role in the late phase of SoxRS response ( Chapter 2). 

SoxRS-regulated pqiABC genes encode membrane proteins of unknown functions. 

Their expression is also induced by starvation. E.coli has homologous yebST operon.  

However, even double mutant strains of these operons are not sensitive to stressful 

conditions. By database analysis, it was found that in Legionella pneumophila, ABC 

transporter genes constitute an operon with the homologues of pqiB and pqiC genes. 
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Therefore, it was hypothesized that PqiABC are components of a membrane 

transport system. The amino acid sequence of PqiA protein does not have homology 

with known transporter proteins. However, it became clear that PqiA has a 

six-transmembrane structure, which is commonly found transporter proteins. 

Moreover, PqiB and PqiC form a complexe that bridges the inner- and 

outer-membrane, which is suitable for a transport system. Furthermore, 

overexpression of PqiABC rescued mutant strains of Mla transport system, and 

deletion of pqiABC and yebST operon increased their stress sensitivities. Based on 

these results, it was concluded that pqiABC and yebST encode transport systems 

which are important for membrane integrity. (Chapter 3). 
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1 章 序論 

 

1 章 1 節 酸化ストレスとは 

 

電子伝達系において，酸素分子は 4 つの電子を受け取り水分子に還元されるまで酵素

複合体中に保持されるが，部分的な還元が生じた場合には活性酸素種（reactive oxygen 

species ; ROS）として知られる反応性が高い化合物が発生する（図 1-1）1)。ROS は

DNA やタンパク質などの細胞構成要素に損傷を与えるため，炎症性大腸疾患，癌、神

経性疾患，多くの病の要因と考えられている 2-4)。さらに，細胞や個体の老化の原因と

もなるため 5)，ROS を消去する酵素群はバクテリアから高等生物まで高度に保存され

ており，その存在が好気性細菌と嫌気性細菌を隔てる指標となるほど重要なものである。

この様な有害作用がある一方で，ROS にはシグナル分子としての役割もあり，細胞の

機能に必要なものである 6)。そのため，日本抗酸化学会の定義では，酸化ストレスは

ROS の存在そのものではなく，ROS の損傷力から細胞の抗酸化ポテンシャルを差し引

いたものされている（http://www.jsa-site.com/sanka_storesu.htm）。 

 

 

1 章 2 節 モデル生物としての大腸菌 

 

大腸菌（Escherichia coli）は，γ-プロテオバクテリアに属する，グラム陰性・通性嫌

気性の桿菌であり，ヒトをはじめとする恒温動物の消化管内に生息する。糞便と共に排

出された場合，次の宿主に摂食されるまで体外環境で生存しなくてはならないため，温

度や浸透圧など多様なストレスに適応するための機構も備えている 8)。栄養が乏しい大

腸で成育するため栄養要求性は低く，最適な条件下では世代時間は約 20 分である。グ
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ラム陰性菌の代表的なモデル生物であることから，多くの研究データが存在することに

加え，網羅的な遺伝子欠損株や遺伝子発現ベクターのコレクションも作製されており，

効率良く研究を行うことが出来る 8-9)。多くの遺伝子は他のバクテリアにも保存されて

おり，また，O157 株や腸管病原性大腸菌 (EPEC；enteropathogenic E. coli) など，

ヒトの病原菌を示す大腸菌株も存在する 10)。このため，大腸菌の遺伝子解析から得ら

れた情報は基礎研究の枠を越え医学・薬学の分野にも応用可能である。 

 

1 章 3 節 大腸菌 SoxRS レギュロン 

 

代謝の副産物としての産生に加え，抗生物質や免疫系など，多くの要因によって ROS

が生じるため，大腸菌を始めとするバクテリアは様々な活性酸素防御機構を備えている, 

11, 12)。しかし，ストレス抵抗性遺伝子を恒常的に発現させておくことはアミノ酸などの

リソースの浪費になるため，ストレス条件下でのみ発現を誘導することが望ましい。そ

のためにはセンサーが必要になるが，本研究のテーマである SoxRS は代表的な ROS

センサーの 1 つある（図 1-2）13)。SoxS の制御下には酸化ストレスに抵抗するために

多くの遺伝子が置かれているが，この様にある転写因子によって制御を受ける遺伝子群

をレギュロンと呼ぶ。SoxRS レギュロンに属する遺伝子で代表的なものには，sodA (細

胞質型Mn-SOD)，nfo (酸化損傷DNA修復酵素), tolC (薬剤排出ポンプ) などがある 13)。

薬剤耐性に関わる多くの遺伝子を制御することから，薬剤耐性菌における SoxRS の過

剰発現も報告されている 14)。SoxRS は γ-プロテオバクテリアを中心に保存されており，

コレラ菌，サルモネラ菌にも同様のシステムが存在する 15)。  

SoxRS レギュロンに属する遺伝子には上記のような酸化ストレス防御への関与が明

らかなものが多い。しかし，カドミウム結合タンパク質 YodA (ZinT) の様な，一見，

酸化ストレス抵抗性とは無縁の遺伝子群も制御下に置かれている 16)。そのため，SoxRS
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の下流の遺伝子群を解析することは，バクテリアが酸化ストレスに抵抗するための新た

な戦略を明らかにすることに繋がる。 

本研究では，酸化ストレスで誘導されるにも関わらず酸素に高感受性である酵素

（YdbK, 第 2 章）と，機能不明の膜タンパク質群（PqiABC, 第 3 章）の機能解析を行

った。これらの解析からバクテリアの酸化ストレス防御に関する理解を深めることを目

標とした。 
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A 

 

B 

 

C 

 

図 1-1 活性酸素種とその代表的な消去酵素 

(A) 呼吸鎖において，酸素分子は 4 つの電子を同時に受け取り，水分子まで還元される。

しかし，図の様な 1 電子ずつの還元が生じると，反応性が高く，生体分子に損傷を与え

る活性酸素種が産生される。 

(B) スーパーオキシドは，SOD (superoxide dismutase) の活性によって過酸化水素

(H2O2)と酸素に分解される。大腸菌には，細胞質型の SodA, 及び SodB と,ペリプラズ

ム型の SodC が存在する。 

(C) H2O2は，カタラーゼによって水と酸素に分解される。大腸菌には，KatE, KatG の

2 つが存在する。 
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図 1-2 SoxRS レギュロンの概要 

センサータンパク質である SoxR は，不活性な還元型として恒常的に発現しているが，

酸化ストレス条件下では，SoxR を還元状態に保つことが出来なくなる。酸化型 SoxR

は，唯一のターゲットである SoxS の発現を誘導し，続いて，SoxS が酸化ストレス防

御に関わる下流の遺伝子群の発現誘導を行う。この様なカスケード構造により，シグナ

ルが増幅される他，SoxS の短い半減期により，速やかなシグナル伝達の終結が可能と

なる。 
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2 章 YdbK の酸化ストレス防御における役割 

 

2 章 1 節 導入 

 

ydbK 遺伝子は，我々の研究室において，SoxS 制御下にある遺伝子（soi-9）として

発見された 17)。アミノ酸配列の相同性から，YdbK は，ピルビン酸を基質とし，電子キ

ャリアであるフラボドキシンに電子を渡す酸化還元酵素（PFOR : pyruvate flavodoxin 

oxidoreductase）であると予測された（図 2-1）18)。PFOR ホモログは，古細菌，酵母，

鞭毛虫などにも存在するが，高等生物においてはミトコンドリアのピルビン酸デヒドオ

ロゲナーゼ複合体が同様の役割を担っている。PFOR の代表例として，根粒菌の窒素固

定においてニトロゲナーゼに電子を供給する NifJ がある 19)。PFOR の持つ FeS クラス

ターは酸化損傷を受けやすく，酸素の存在下で容易に失活するが，ニトロゲナーゼも酸

素に高感受性であることから窒素固定では問題とならない。しかし，酸化ストレス条件

下では，PFOR は誘導されても失活するだけではないか？という疑問が生じる。本章で

は，遺伝子欠損株の表現型解析や，発現パターン解析により，YdbK の酸化ストレス下

での働きを解析した。 
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2 章 2 節 材料と方法 

 

2 章 2 節 1 項 大腸菌株とその培養 

 

本章で使用した大腸菌株を表 2-1 に示した。大腸菌は，特に記述のない限り，LB 培

地（yeast extract 5 g, tryptone 10 g, NaCl 5 g per L) を用いて，37℃で培養した。必

要に応じて，ampicillin (Amp, 100 µg/ml), kanamycin (Km, 30 µg/ml) を添加した。

多重変異株の作製には，P1 ファージを使用した。カナマイシン耐性カセットの除去に

は，FLP 組換え酵素発現ベクターである pCP20 を用いた。 

 

2 章 2 節 2 項 プラスミド 

 

本章で使用した大腸菌株を表 2-2 に示した。プラスミドの改変と維持には，大腸菌

XL10-Gold 株を使用した。プラスミドの改変方法については以下に記述した。 

 

2 章 2 節 3 項 プラスミドの改変 

 

ydbK 遺伝子上流配列 (–562 : +17, –119 : +17, –102 : +17) は，表 2-3 に記載したプ

ライマーを用いて，BW25113 株のゲノムを鋳型とし，PCR により増幅した。制限酵素

処理した PCR 産物と pMC1403 ベクターを，DNA Ligation Kit Ver. 2.1 (Takara)を用

いてライゲーションした。 点突然変異導入には，変異を含むプライマー (表 2-3) を用

いて PCR を行い，同様の手順でプラスミドを作製した。 

soxS 遺伝子 ORF 配列は，表 2-3 に記載したプライマーを用いて，BW25113 株のゲ

ノムを鋳型とし，PCR により増幅した。PCR 産物は，pMal-c2 ベクターに同様の手順
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で挿入した。 

 

2 章 2 節 4 項 SoxS タンパク質の精製 

 

MalE-SoxS の精製は，Fawcett らの方法に改変を加えたもので行った 20)。

pMal-c2-SoxS ベクターを導入した大腸菌 BL21(DE3)株を，37℃で，OD600 が 0.4 程

度になるまで培養し. 0.1 mM Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) を添加後，

さらに 4 時間培養した。以下の操作は，4℃もしくは氷上で行った。菌体を遠心分離 

(7,000 rpm, 4°C) で回収し, –20°Cで冷凍保存した。 菌体を 10倍量の buffer A (20 mM 

HEPES (pH 7.4) , 1 mM EDTA, 200 mM NaCl, 1 mM dithiothreitol (DTT)) に懸濁し，

超音波処理により破砕した。遠心分離（14,000 rpm, 10 min, 4°C) の後，上清 1 とペレ

ットを分け，ペレットを 5 倍量の buffer A に懸濁し，超音波処理と遠心分離 (14,000 

rpm, 10 min, 4°C) を行った。この上清 2 を，上清 1 と混合し，遠心分離 (14,000 rpm, 

30 min, 4°C) によって上清 3 を得た。上清 3 を amylose resin (New England BioLabs) 

を充填したカラムに通した。カラムを buffer A で 2 回洗浄した後，elution buffer（20 

mM maltoseを含む buffer A）で溶出した。精製したMalE-SoxSを，FactorXa (1 % w/w, 

New England BioLads) と氷上で 20 時間反応させ， 等量の 80% glycerol, 2 mM 

phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF)を含む 2 x buffer A と混合した。タンパク質濃

度を Bradford 法で決定し，-20℃で保存した。  

 

2 章 2 節 5 項 PFOR 活性測定 

 

使用するバッファーは全て，使用直前に窒素ガスを 2 分間以上注入し，酸素を取り除

いたものを用いた。LB 培地で培養した大腸菌の菌体を，extraction buffer（50 mM 
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Tris-HCl (pH 7.5) , 20% ethylene glycol, 1 mM MgCl2, 0.1 mM thiamine 

diphosphate (TPP), 10 mM thiosulfate, 50 mM β-mercaptoethanol, 1 mM DTT）に再

懸濁した。超音波処理で菌体を破砕した後. 遠心分離（14,000 rpm, 30 min, 4°C) によ

り得られた上清を氷上で使用直前まで静置した。ツンベルグ管に 5ml の反応液 (100 

mM Tris-HCl (pH 7.5), 5 mM MgSO4, 6 mM DTT, 0.1 mM TPP, 0.2 mM CoA, 10 mM 

pyruvate, 1 mM methylviologen ; MV) を入れ，5分間の吸引により酸素を除去した後，

細胞破砕液上清と混合した。反応は室温で行い，PFOR 活性は，MV の還元 (OD578

値の増加) を測定の測定により定量した。 

 

2 章 2 節 6 項 酸化剤感受性試験 

 

オートクレーブにより滅菌した寒天溶液（0.6％）を試験管に 2.5 ml ずつ分注し，48℃

で 1 時間保温した。この寒天溶液に，LB 培地，37℃で静止期まで培養した大腸菌を 200 

µl 混合し，LB 寒天培地上に均一に拡げた。寒天培地の中央に置いた濾紙片に 0.2 M MV

を 10µl 染み込ませ，37℃で 24 時間培養した。 

 

2 章 2 節 7 項 β-galactosidase の活性測定 

 

静止期まで培養した大腸菌培養液を，新しい培地に 1/100 希釈後，OD600 が 0.1 程

度になるまで培養した。MV を添加後，さらに 1 時間培養した。細胞破砕液中の

β-galactosidase の活性は Miller らの方法により定量した 21)。 

 

2 章 2 節 8 項 Gel shift assay 
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 ydbK 遺伝子上流配列は，表 2-3 に記載したプライマーを用いて，BW25113 株のゲノ

ムを鋳型とし，PCR により増幅した。この際，リバースプライマーとして，T4 

polynucleotide kinase を用い，[γ-32P]-ATP によって標識したオリゴヌクレオチドを使

用した。DNA 結合反応は，24 mM HEPES (pH 7.9), 5 mM Tris, 20 mM NaCl, 50 mM 

KCl, 1.4 mM EDTA, 0.4 mg/ml BSA, 18% glycerol, 1 mM DTT, 500 μg calf thymus 

DNA, 5–10 fmol substrate duplex oligonucleotide, 0–5 pmol 精製 SoxS または，5 

pmol 精製 MalE（30µl）の溶液を，氷上で 15 分間静置することにより行った。反応溶

液は，native acrylamide gel で，TGE buffer (25 mM Tris-HCl (pH 8.3), 190 mM 

glycine, 100 mM EDTA) を用いて泳動した(300 V で 1 分間, その後 125 V で 3 時間, 

4°C)。 
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2 章 3 節 結果 

 

2 章 3 節 1 項 YdbK 発現細胞の PFOR 活性測定 

 

酸素に弱いPFORの酸化ストレス誘導性は矛盾している性質である。そこで初めに， 

YdbK が PFOR 活性を有することの確認を行った (図 2-1A)。酸化剤である MV 

(methylviologen) は，PFOR の本来の基質である flavodoxin の代わりに電子キャリア

として働くことができる（図 2-1B）22)。MV は還元により無色から青色に変化するた

め，吸光度の変化として反応量を測定できる。YdbK 発現量の異なる 3 種類の大腸菌 (野

生株，YdbK 欠損株・過剰発現株) を用いて測定を行ったところ，YdbK の発現量が高

いほど，細胞抽出液中の PFOR 活性が高くなった (図 2-1C)。この結果から，YdbK が

PFOR 活性を有することが確認された。 

 

2 章 3 節 2 項 ydbK 欠損株の酸化剤感受性試験 

 

酸素に弱いはずの PFOR が酸化ストレス条件下で働けるかを解析するため，欠損株

の酸化ストレス感受性を試験した。MV を濃度勾配付きで含んだ LB 寒天培地で培養を

行ったところ，ydbK 遺伝子欠損株は MV に対する高感受性を示した（図 2-2A,B）。 

SoxS の制御下には，YdbK の他にも flavodoxin を還元する酵素が存在する (図 2-2C) 

23)。この Fpr (ferredoxin (flavodoxin)NADP(H) reductase)がバックアップとして働い

ている可能性を考え, fpr と ydbK の 2 重変異株を作製したところ，fpr，ydbK の単独

欠損株と比較しても非常に高い MV感受性が観察された (図 2-2B)。これらの結果から，

YdbK は酸化ストレス条件下でも失活せずに，Fpr と共に抵抗性に寄与していることが

明らかになった。 
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2 章 3 節 3 項 大腸菌内における ydbK 遺伝子発現制御の解析 

 

我々のグループが行った研究から，ydbK 遺伝子の SoxS による誘導にはタイムラグ

があることが明らかになった 24)。このタイムラグの存在から，ydbK の発現は，SodA

などが ROS を除去するまで待機しているのではないかという仮説が立てられた。 

2012 年に，Fàbrega らのグループからも SoxS による YdbK の発現誘導の報告があ

った 25)。彼らの報告では，ydbK 遺伝子上流に SoxS 結合配列は見付からず，SoxS が

誘導した他の転写因子を介した間接誘導ではないかと論じられている。間接誘導であれ

ばタイムラグがあっても不思議ではないが，彼らの仮説は実験的に証明されたものでは

ない。 

これらの仮説を検証するため，まず初めに，ydbK プロモーター配列内の酸化ストレ

ス応答に関与する部位を決定した。lacZ レポーター遺伝子の上流に長さを変えた ydbK

遺伝子上流配列を挿入したところ，上流 119 塩基までを含むコンストラクトでは MV

応答性が見られたのに対して，上流 101 塩基までを含むものでは応答性が見られなか

った（図 2-3A, B）。この結果から，上流 119 塩基から 102 塩基の間に MV 応答性に必

要は配列が含まれることが明らかになった。 

 

2 章 3 節 4 項 SoxS の ydbK 遺伝子上流配列への結合の検出 

 

上記の 7119～102 塩基の間にある MV 応答性配列が SoxS 結合部位であるかを調べ

るため，精製 SoxS タンパク質を用いた gel shift assay を行った。SoxS が属する AraC

ファミリーのタンパク質は精製過程で凝集しやすいことが知られているため 20)，融合

したタンパク質を安定化させる MalE との融合タンパク質として精製した（図 2-3D）。
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プロテアーゼ処理によって MalE と分離した SoxS タンパク質と，ydbK 遺伝子上流配

列を含むオリゴヌクレオチドを混合すると，上流 119 塩基を含むオリゴヌクレオチドを

用いた場合は 2 つのシフトしたバンドが検出されたが，上流 101 塩基を含むものでは

シフトしたバンドは 1 つしか検出されなかった（図 2-3D）。SoxS は単量体として DNA

に結合することから，結合箇所が複数存在すると考えられる。この結果は lacZ レポー

ター遺伝子の MV 応答性と一致しており，上流 119 塩基から 102 塩基の間に存在する

SoxS 結合配列が MV 応答性に必要であることを示唆している。 

下流のSoxS結合配列は上流 75塩基から 50塩基の間に存在することが明らかになっ

た。しかし，SoxS は RNA polymerase と複合体を形成して働くため 26)，SoxS 単独で

は遺伝子発現を誘導することは出来ない。 

 

2 章 3 節 5 項 ydbK 遺伝子上流配列への変異導入による SoxS 結合配列の特定 

 

タイムラグが間接誘導によるものではなかったため，原因を探索するために結合配列

の特定を行った。 “soxbox”として知られる SoxS 結合部位のコンセンサス配列には，(1) 

1塩基目はAである, (2) SoxSの2つのHTHモチーフが認識する2つの部位(RE1, RE2), 

(3) RE1, RE2 の間に存在する，AT に富むスペーサー配列，という 3 つの特徴がある（図

2-4B）27)。 

コンセンサス配列との比較からは上流 119～102塩基付近の配列からは候補となる配

列が見付からなかった。そこで，既知の SoxS 結合配列と個別に比較を行ったところ，

2 つの候補となる配列が見つかった（図 2-4A, C）。これらの候補が SoxS の結合配列で

あるかを確かめるため，点突然変異の導入が lacZ レポーター遺伝子の MV 応答性と

SoxS の結合にあたえる影響を解析した。 

導入した変異は表 2-4 に示した。soxbox1 の RE2 への変異導入（#1-2）により MV
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応答性と SoxS の結合が見られなくなったが，コンセンサス（CAAA）に近づけた場合

（#1-3）でも応答性は失われた。また，soxbox1 の RE1 への変異導入（#1-1） は応答

性に影響しなかったことからも，soxbox1 は SoxS 結合部位ではないと考えられる。

soxbox2 では，RE1, AT に富むスペーサーへの変異導入（#2-1, #2-2）の両方が，MV

応答性を消失させた。以上の結果から，soxbox2 が真の SoxS 結合配列であると結論付

けた。soxbox2 は上記の特徴 (1)～(3) の全てに不一致があるが，コンセンサス配列と

の不一致が SoxS との親和性に大きく影響することが報告されている 27)。 以上の結果

から，タイムラグの原因は ydbK プロモーター内の soxbox と SoxS との低い親和性が

原因であると考えられる。 
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2 章 4 節 考察 

 

YdbK は，アミノ酸配列から PFOR であると予測されていたが，PFOR の酸素感受

性は SoxS による酸化ストレス誘導性と矛盾する性質である。しかし，ydbK 欠損株が

酸化剤である MV に高感受性を示したことから，誘導された YdbK が失活せずに機能

していることがわかる。Giró らの 2006 年の報告では，Fpr が損傷した Fe-S クラスタ

ーの修復に関与することが報告されたが，同報告において，fpr 欠損株も Fe-S クラス

ターの修復を行えることが示されていた 28)。また，我々のグループの研究から，ydbK

欠損株では FeS クラスターを持つアコニターゼが酸化損傷を受けやすいことが明らか

になっている 24)。これらの結果から，YdbK も Fpr と同様に Fe-S クラスター修復に関

与していることが予測される。大腸菌はアコニターゼ遺伝子を 2 つ持っているが，酸化

ストレス時には酸化損傷に強いアイソザイムである AcnAが SoxSによって誘導される

29)。酸素に弱い YdbK の SoxS 誘導性には，壊れた YdbK を補充するという意味合いが

あるのかも知れない。 

ydbK 遺伝子の SoxS による誘導にはタイムラグが存在することから，スーパーオキ

シドラジカルを消去する SOD や，薬剤ポンプである TolC など，SoxS 制御下にある他

の酵素が先に発現し，YdbK が働きやすい環境を作っていると考えられる。Fàbrega ら

の提唱した間接誘導機構がこのタイムラグの原因と予測されたが，ydbK上流には SoxS

結合配列が 2 つ存在し，SoxS が直接誘導を行っていることが明らかになった。この結

合配列はコンセンサス配列との相同性が低く，SoxS との親和性は高くないと考えられ

る。ydbK 遺伝子上流に結合配列が 2 カ所あったように，遺伝子発現制御に関与しない

SoxS 結合配列はゲノム上に多く存在している。1 コピーしかない遺伝子から発現した

SoxS が，親和性の高い結合箇所から優先的に埋めていくと，ydbK 遺伝子上流に到達

するまでにはタイムラグが発生すると考えられる。 
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 PFOR 活性は還元型 flavodoxin に加えてアセチル CoA も産生するが，アセチル CoA

は脂肪酸合成の出発物質であるため，YdbK は膜脂質の酸化損傷修復にも貢献している

かも知れない。 
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A 

 

B               C  

 

 

 

 

図 2-1 YdbK  (PFOR : pyruvate flavodoxin oxidoreductase) の活性測定 

(A) PFOR が触媒する反応。ピルビン酸から CoA にアセチル基が転移する際に生じた

電子は，電子運搬体であるフラボドキシン (Fld) が受け取り，還元型 Fld は還元当量

として様々な反応に用いられる。 

(B) 試験管内での酵素反応の概要。PFOR は，本来の基質である Fld の代わりに，MV 

(methylviologen) を電子運搬体として用いる事が出来る。無色の酸化型 MV が電子を

受け取ると青色の還元型 MV に変化し，吸光度の変化として現れる。 

(C) 細胞抽出液中の PFOR 活性。野生株(BW25113+vector)の活性の平均値を 1 とし，

相対活性を示した。実験は独立に 3 回行った。ydbK 欠損株 ; JW1372/pNTR-SD, 野生

株 ; BW25113/pNTR-SD, ydbK 過剰発現 ; BW25113/ pNT3-ydbK 
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A           B 

 

C 

 

図 2-2 ydbK, fpr 欠損株の酸化ストレス感受性試験 

(A) 感受性試験の概要。試験する大腸菌株を 0.6% 寒天溶液に懸濁し，LB 寒天培地の

上に注ぎ込む。培地の中央に薬剤を染み込ませた濾紙片を置くと，外側に向かって薬剤

の濃度勾配が形成される。大腸菌が耐えられない濃度では増殖阻害領域が観察され，阻

害領域の大きさで感受性を評価する。 

(B) 感受性試験の結果。培地の中央に置いた濾紙片に 0.2M MV 溶液 10 µl を染み込ま

せ，37℃で 24 時間培養した。画像の明るさ・コントラストを同じ値だけ操作し，濾紙

片の周辺のみを示した。 

(C) Fpr の酵素活性。Fpr は NADPH を基質とし，フェレドキシン(Fdx)やフラボドキ

シンに電子を供給する。 
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A               B 

 

C          D 

 

               

      

     E 

 

 

 

図 2-3 ydbK 遺伝子上流への SoxS の結合 

(A) 解析に用いた ydbK 遺伝子上流配列。(+)は ydbK ORF 配列を，(-)は上流配列を表す。

MV 応答性に必要な部位を□で示した。 

(B) lacZ レポーター遺伝子による，in vivo 発現解析。(A)の各配列の下流に lacZ 遺伝子を

挿入したプラスミドを作製した。それらを導入した大腸菌を 10 μg/ml MV で処理し，lacZ

発現の MV 応答性を試験した。 

(C) 精製 MalE-SoxS の SDS-PAGE による解析。 

(D, E) gel shift assay による，in vitro 解析。放射性標識した ydbK 遺伝子上流配列を含む

DNA 断片と精製 SoxS タンパク質を混合し，native PAGE によって泳動分離した。 

SoxSがDNA断片に結合する場合バンドシフトが生じる。複数のシフトしたバンドは，SoxS

結合配列が複数あることを意味する。 
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A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

 

図 2-4 変異導入による，ydbK 遺伝子上流配列の解析 

(A) SoxS 結合配列候補を含む ydbK 遺伝子上流配列。矢印は，鋳型鎖と相補鎖に存在

する 2 つの soxbox 候補を表している。soxbox 候補への点突然変異導入による，lacZ

レポーターの MV 応答性，gel shift assay における SoxS の結合能の変化を表 2-4 に示

す。 

(B) soxbox のコンセンサス配列。RE1, RE2 は SoxS の HTH モチーフに認識される，

SoxS 親和性に重要な部位を示す。 

(C) soxbox 候補と，既知の SoxS 結合配列の比較。soxbox1 は，rob, nfnB 遺伝子上流

の SoxS 結合配列に見られる GCATTTT という 7 塩基の配列が見られる。soxbox2 は，

inaA 遺伝子上流の SoxS 結合配列と同様に，RE1 が ACAC の 4 塩基となっている。 
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表 2-1. 大腸菌株，及び，出芽酵母株 
 

菌株名 遺伝子型 参考 

XL10-GOLD 
supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac Hte [F′proAB lacIqZ Δ M15 Tn10 

(TetR) Amy CamR 
Stratagene 

BL21 (DE3) F- ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) Invitrogen 

BW25113 
F-, DE(araD-araB)567, lacZ4787(del)::rrnB-3, LAM-, rph-1, 

DE(rhaD-rhaB)568, hsdR5 

Datsenko & Wanner 

(2000) 

JW1372  = BW25113 but ydbK::Km Baba et al. (2006) 

JW3895 = BW25113 but fpr::Km Baba et al. (2006) 

BW25113 ydbK fpr = BW25113 but ydbK::Km fpr::FRT Baba et al. (2006) 

JW4023 = BW25113 but soxS::Km Baba et al. (2006) 
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表 2-2A. 譲渡されたプラスミド 
 

プラスミド名 特徴 参考 

pCP20 AmpR CmR flp遺伝子発現ベクター Cherepanov and Wackernagel  

pNTR-SD AmpR Saka et al. (2005) 

pNT3-ydbK AmpR ydbK遺伝子発現ベクター Saka et al. (2005) 

pMal-c2 MalE融合遺伝子発現ベクター NEB 

pMC1403 AmpR lacZ融合遺伝子発現ベクター Casadaban et al. 

 

表 2-2B. 本研究で作製したプラスミド 

プラスミド名 特徴 元になったプラスミド 使用プライマー 

pMC1403-ydbK’::lacZ ydbK遺伝子上流配列(-562:+17), lacZ pMC1403 1, 2 

pMC1403-ydbK’::lacZ -119 ydbK遺伝子上流配列(-119:+17), lacZ pMC1403 1, 3 

pMC1403-ydbK’::lacZ -101 ydbK遺伝子上流配列(-101:+17), lacZ pMC1403 1, 4 

pMC1403-ydbK’::lacZ-112 ydbK遺伝子上流配列(-112:+17), lacZ pMC1403 1, 5 

pMC1403-ydbK’::lacZ-#1-1 pMC1403-ydbK’::lacZ-112, soxbox1の RE1変異 pMC1403 1, 6 

pMC1403-ydbK’::lacZ-#1-2 

(#2-2) 

pMC1403-ydbK’::lacZ-112，soxbox1の RE2変異， 

soxbox2のスペーサーに変異 

pMC1403 1,7  

pMC1403-ydbK’::lacZ-#1-3 
pMC1403-ydbK’::lacZ-112，soxbox1の RE2をコンセンサスに

置換 

pMC1403 1, 8 

pMC1403-ydbK’::lacZ-#2-1 pMC1403-ydbK’::lacZ-112, soxbox2の RE1変異 pMC1403 1, 9 

pMal-c2-soxS MalE-SoxS発現ベクター pMal-c2 10, 11 

※使用プライマーの番号は，表 2-3 と対応 
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表 2-3. 本研究に用いたプライマー 

 配列 プライマー名 

1 CCGGATCCCCGTCAATAGTAATCATATG ydbK.US.Rv.BamHI 

2 CCGAATTCATAAGCTGGCGGATTTAATG ydbK.US562.Fw.EcoRI 

3 CCGAATTCTGATGTGGGGGACACAAAAG ydbK.US119.Fw.EcoRI 

4 CCGAATTCAGCGAAAATGCAGAAGAAAG ydbK.US101.Fw.EcoRI 

5 ATGAATTCGGGGACACAAAAGCGAAAATGCAGAAGAAAGCC ydbK.US112.Fw.EcoRI 

6 ATGAATTCGGGGACACAAAAGCGAAAATATAGAAGAAAGCC pMC1403-ydbK'::lacZ-#1-1 

7 ATGAATTCGGGGACACCCCAGCGAAAATGCAGAAGAAAGCC pMC1403-ydbK'::lacZ-#1-2 

(#2-2) 

8 ATGAATTCGGGGACATTTGAGCGAAAATGCAGAAGAAAGCC pMC1403-ydbK'::lacZ-#1-3 

9 ATGAATTCGGGGATACAAAAGCGAAAATGCAGAAGAAAGCC pMC1403-ydbK'::lacZ-#2-1 

10 GCGCGAATTCATGTCCCATCAGAAAATTATTCAG soxS.Fw.EcoRI 

11 TAATAAGCTTTTACAGGCGGTGGCGATAATC soxS.Rv.HIndIII 

※配列内の制限酵素認識部位は太文字で示した。 
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表 2-4, soxbox に導入した点突然変異と，その影響 

 
Sequence lacZ SoxS 

soxbox 1(non-template strand, -107 to -88) TCTGCATTTTCGCTTTTGTG 100.0% + 

#1-1 (mutation in RE1) TCTATATTTTCGCTTTTGTG 93.6% + 

#1-2(mutation in RE2) TCTGCATTTTCGCTGGGGTG 11.0% － 

#1-3 (RE2→consensus) TCTGCATTTTCGCTCAAATG 15.3% － 

    soxbox 2(template strand, -111 to -92) GGGACACAAAAGCGAAAATG 100.0% + 

#2-1(mutation in RE1) GGGATACAAAAGCGAAAATG 12.7% － 

#2-2(mutation in spacer) GGGACACCCCAGCGAAAATG 15.3% － 

lacZ : 大腸菌内における lacZ レポーターの相対活性 

SoxS : gel shift assay における SoxS の結合（バンドシフト）の有無 
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３章 膜タンパク質群 PqiABC の機能解析 

 

3 章 1 節 導入 

 

大腸菌 pqiABC (paraquat-inducible) オペロンは (図 3-1A)， SoxS 依存的に酸化剤

パラコート (methylviologen ; MV) によって誘導される遺伝子群として発見された 30)。

また，酸化剤に加え，炭素・リンの飢餓によっても誘導されることが明らかになってい

る 31)。大腸菌には pqiA および pqiB のホモログから成る yebST オペロンも存在してい

るが，発見から 20 年以上経った現在においても，これらの遺伝子の機能，変異体の表

現型などの報告はない。 

 PqiB と YebT には，結核菌の病原性因子から見つかった MCE (mammalian cell 

entry) ドメイン様の配列が存在する。MCE タンパク質は膜輸送系への関与が示唆され

ており，結核菌 mce4 オペロンはコレステロール輸送系であることが報告されている 32)。

また，mce オペロンの欠損により結核菌のマウスに対する病原性が低下する事も報告さ

れている 33)。 

 大腸菌には，もう 1 つの MCE タンパク質 MlaD が存在する 34)。大腸菌の外膜は，

外側にリポ多糖，内側にリン脂質という非対称な構成である。脂溶性の物質はリン脂質

2 重膜を容易に透過するが，流動性が低いリポ多糖が脂溶性物質へのバリアとして働く。

外膜外側に取り込まれたリン脂質はリポ多糖のバリアに穴を開け，膜を不安定化させ

る,35)。MlaD を含む Mla 輸送系は，外膜外側からリン脂質を除去することで膜の安定

性を保っており，mla 遺伝子の欠損株は膜ストレスに高感受性を示す 34)。Mla 輸送系

は恒常的に働いているが，ストレス条件下では  PldA (phospholipase)，PagP 

(palmitoyl transferase) という 2 つの因子も，外膜外側からのリン脂質除去に寄与

する 34)。 
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データベース解析により，レジオネラ菌においては Mla 輸送系の ABC トランスポー

ター (mlaFE) が pqiB とオペロンを形成することが明らかになった（図 3-2）。これは，

PqiAB の膜輸送系への寄与を示唆している。本研究では，タンパク質の細胞内局在や

相互作用，変異体の表現型解析により，pqiABC, yebST が Mla 輸送系と関連した膜輸

送系をコードすること明らかにした。 
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3 章 2 節 材料と方法 

 

3 章 2 節 1 項 大腸菌株，及び，出芽酵母株とその培養 

 

本章で使用した大腸菌株，出芽酵母を表 3-1 に示した。大腸菌は，特に記述のない限

り，LB 培地 (yeast extract 5 g, tryptone 10 g, NaCl 5 g per L) を用いて，37℃で培養

した。必要に応じて，ampicillin (Amp, 100 µg/ml), kanamycin (Km, 30 µg/ml), 

tetracycline (Tet, 10 µg/ml), X-Gal (40 µg/ml) を添加した。出芽酵母株は，YPDA 培

地（yeast extract 10 g, tryptone 20 g, glucose 20 g, adenine 100 mg per L），または

SD 培地（Yeast nitrogen base 1.7 g, ammonium sulfate 5 g, glucose 20 g, adenine 

100 mg, uracil 76 mg, L-lysin 76 mg per L）を用いて，30℃で培養した。必要に応じ

て L-histidine (76 µg/ml), L-leucine (400 µg/ml), L-tryptophan (400 µg/ml) を添加し

た。多重変異株の作製には，P1 ファージを使用した。カナマイシン耐性カセットの除

去には，FLP 組換え酵素発現ベクターである pCP20 を用いた。 

 

3 章 2 節 2 項 プラスミド 

 

本章で使用した大腸菌株を表 3-2 に示した。プラスミドの改変と維持には，大腸菌

DH5αT1R 株を使用した。プラスミドの改変方法については以下に記述した。 

 

3 章 2 節 3 項 プラスミドの改変 

  

 pPAF (for phoA fusion).ベクターは以下の手順で作製した。phoA 遺伝子 (63 番目塩

基から終止コドンまで) は，表 3-3 に記載したプライマーを用いて，BW25113 株のゲ
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ノムを鋳型とし，PCR により増幅した。制限酵素処理 (SalI, HindIII) した PCR 産物

と pKK223-3 ベクターを，DNA Ligation Kit Ver. 2.1 (Takara) を用いてライゲーショ

ンした。pPLD (for phoA-lacZ dual) ベクターは以下の手順で作製した。PCR により得

た phoA 遺伝子配列 (63 番目塩基から終止コドン直前まで)と, lacZα 配列 (アミノ酸残

基 4-60 番目をコードした配列)を，overlap extension PCR により連結した。得られた

phoA-lacZα 配列を pPAF の phoA 遺伝子領域と，制限酵素，ライゲーション反応によ

り置換した。pMCT (pMC1403 with terminators) ベクターは以下の手順で作製した。

rrnBT1T2 ターミネーター配列は，pKK223-3 を鋳型に PCR で増幅し，EcoRI, BamHI

処理した pMC1403 にライゲーション反応により挿入した。 

 その他のベクターは，表 3-3 のプライマーを用いて，制限酵素，ライゲーション反応

により作製した。 

 

3 章 2 節 5 項 miniTn10:Tet 挿入変異ライブラリーの作製 

 

pMC1403-yebS ベクターを導入した BW25113 大腸菌株を定常期まで培養し，λ1098 

phage を感染させた 36)。37℃で 2 時間培養後，Amp, Tet, X-gal を添加した LB 寒天培

地に塗布し，40℃で 16 時間培養した。  

 

3 章 2 節 6 項 PhoA, LacZ 活性の測定 

 

LacZ 活性は，Miller の方法で測定した 21)。PhoA 活性の測定は，Derman ら の方法

に改変を加えたもので行った 37)。細胞質での PhoA の活性化を抑制するため，測定に

用いる大腸菌液に iodoacetamide を終濃度 1 mM で加えた。バッファー類にも全て

1mM iodoacetamide を添加し，酵素反応は 28℃で行った。正規化活性は， 
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ある融合部位での活性／全ての融合部位の中で最も高い活性 

で求め，Log10 (正規化 PhoA 活性/正規化 LacZ 活性) を計算した 38)。 

 

3 章 2 節 7 項 Protease accessibility assay 

 

PqiC-HA発現ベクターを導入したBW25113大腸菌株を，OD600 = 0.4程度まで培養

し，0.1 mM IPTGを添加した後，さらに1時間培養した。遠心分離 (7,000 rpm, 3 min, 

室温) で菌体を回収し，Tris-sucrose buffer (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 250 mM 

sucrose) で洗浄後，同バッファーでにOD600 = 1.5となるように懸濁した。必要に応じ

て5 mM EDTA, 50 µg/ml proteinase K (nacalai) を添加し，25℃で30分静置した。5 

mM PMSFと，反応液と等量の2×PAGE sample bufferを添加した後，95℃で5分間加

熱した。SDS-PAGEは，10% アクリルアミドゲルを用い，還元状態で行った。Western 

blottingには，Monoclonal anti-HA mouse IgG antibody (nacalai), goat anti-mouse 

IgG antibodies (Invitrogen) を5,000倍希釈したものを用いた。 

 

3 章 2 節 8 項 Yeast two-hybrid assay 

  

酢酸リチウム／PEG 法を用いて，GAL4AD，及び GAL4BD 融合タンパク質発現ベク

ターを HF7c 出芽酵母株に導入した 39)。形質転換体を SD 寒天培地に滴下し，30℃で 3

日間培養した。  

 

3 章 2 節 9 項 SDS/EDTA 感受性試験 

 

大腸菌を定常期まで培養し，生理食塩水（0.85 % NaCl 溶液）で 10 倍の希釈系列を
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作製した。これらを 0.1% SDSとEDTAを添加した LB寒天培地上に 4 μlずつ滴下し，

37℃で 16 時間培養した。 
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3 章 3 節 結果 

 

3 章 3 節 1 項 リポタンパク質遺伝子 ymbA (pqiC) は pqiAB オペロンに属する 

 

1995 年の報告では，pqiAB オペロンは 2 つの膜タンパク質遺伝子からなるオペロン

であるとされていた 30)。しかし，DNA 配列を解析したところ，pqiB のコード領域が下

流の ymbA 遺伝子と 4 塩基の重複をしていることが明らかになった（図 3-1A）。この

様な配置にある遺伝子群はオペロンを形成しており，単独の mRNA から連続的に翻訳

されると予測される。 

YmbA の N 末端には，リポタンパク質に特有の細胞外輸送シグナル (lipobox) の存

在が予測された（図 3-1A）40)。ymbA 遺伝子が pqiAB オペロンに属するかを調べるた

め，大腸菌 PhoA (alkaline phosphatase) を用い，図 3-1A の様なレポーターコンスト

ラクトを作製した。PhoA が細胞外に輸送された場合のみ，活性に必要なジスルフィド

結合を形成する。このレポーターを導入した細胞からは高い PhoA 活性が検出され，

lipoboxと予測された配列が輸送シグナルとして働くことが確認された（図 3-1B ; full）。

レポーター導入株の PhoA 活性は酸化剤である MV によって誘導されたが，soxS 遺伝

子の欠損によりこの誘導性は消失した（図 3-1B ; soxS::Km）。また，ymbA 遺伝子の開

始コドンから 3kbp 程度離れた pqiA 遺伝子プロモーター配列中の SoxS 結合配列を除

去した場合も MV 応答性が消失した（図 3-1B ; BglII）。これらの結果から，ymbA 遺

伝子は，pqiA 遺伝子上流に結合した SoxS の働きにより pqiAB とともに転写されると

結論付けた。本研究では，ymbA 遺伝子を pqiC という名称で扱う。 

 

3 章 3 節 2 項 pqiBC ホモログと ABC トランスポーターから成るオペロンの存在 
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pqiABC 遺伝子ホモログのデータベース解析により，ヒトの病原菌である Legionella 

pneumophila において，pqiBC 遺伝子が ABC トランスポーターとオペロンを形成して

いることが明らかになった（図 3-2A）。この ABC トランスポーターは大腸菌 MlaFE

と高い相同性を有する。大腸菌 mlaFEDBC オペロンの後半には MlaFE に基質を運ぶ

ためのタンパク質群が存在することから 34)，PqiB，PqiC にも同様の活性があることが

予測された（図 3-2）。しかし，PqiA のアミノ酸配列からは既知のトランスポーターと

の相同性を見いだすことは出来なかった。 

 

3 章 3 節 3 項 PqiA は内膜 6 回貫通タンパク質である 

  

 2 項で述べたように，PqiA のアミノ酸配列からは既知の輸送タンパク質との相同

性を見いだすことが出来なかった。そこで，PqiA が輸送タンパク質の構造的な特徴を

有しているかを解析した。Biocyc データベース（https://biocyc.org/）において，PqiA

タンパク質は 8 回膜貫通タンパク質であると記載されている。疎水性の約 20 アミノ酸

残基から成るヘリックスが 1 つ膜貫通領域と見なされており，疎水性プロットからも対

応する 8 つの領域が確認された（図 3-3A）。しかし，疎水性領域 5，6 の間には，親水

性のアミノ酸残基が 1 つも存在しないことから，この領域は 1 つの膜貫通領域であると

予測された。 

内膜を貫通するタンパク質において，塩基性アミノ酸残基であるリジン，アルギニン

残基は，細胞質側に存在する確率が高いことが知られている (the positive inside rule) 

41)。この規則と上述の疎水性プロットから，図 3-3B の様な 6 回膜貫通モデルが考えら

れた。多くの ABC トランスポーターは同様の 6 回膜貫通様式であることが知られてい

る 42)。 

この仮説を検証するために，各親水性領域の C 末端に LacZ または PhoA を繋いだ
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レポーターを作製した（図 3-3C）。PhoA 同様に，LacZ (β-galactosidase) も細胞外に

輸送されるとジスルフィド結合を形成するが，LacZ はこれによって活性を失う。各点

において，LacZ, PhoA のどちらの活性が強いかを比較することにより，その部位の局

在を知ることが出来る。活性測定を行った結果，101, 284, 371の3点において高いPhoA

活性が検出され，残りの 5 点では高い LacZ 活性が検出された（図 3-3D）。これらの結

果から，疎水性領域 3 は膜を貫通しておらず，疎水性領域 5‐6 は 1 つの膜貫通領域で

あり，PqiA は 6 回膜貫通タンパク質であることが明らかになった。 

 

3 章 3 節 4 項 PqiB-PqiC 複合体は，内膜・外膜間を橋渡しする 

  

2 項で予測した様に，PqiB，PqiC がトランスポーターに基質を運ぶとすれば，これ

らはペリプラズム（内膜と外膜の間の空間）に局在するはずである。 

PqiB，N 末端に内膜貫通領域を 1 つ持つと予測された (図 3-4A)。C 末端に PhoA，

LacZ を繋いだレポーターを作製したところ，レポーター導入株からは高い PhoA 活性

が検出された (図 3-4B)。この結果から，MCE ドメインを含むタンパク質の大部分は

ペリプラズムに局在することが明らかになった。ホモログである YebT タンパク質でも

同様の結果が得られた（図 3-4A, B）。 

1 項で述べたように，PqiC は lipobox と呼ばれる輸送シグナルを持つリポタンパク質

である。リポタンパク質は，ペリプラズムに輸送された後，2 番目のアミノ酸残基がア

スパラギン酸でない限り外膜へ輸送されるが 43)，PqiC はこの内膜局在シグナルを持っ

ていない。細胞表面（外膜外側）に存在するかを調べるため，protease accessibility assay

を行った。大腸菌を Proteinase K で処理すると，細胞外に露出したタンパク質のみが

切断を受ける。しかし，キレート剤である EDTA 存在下では，外膜の透過性が上昇し，

Proteinase K がペリプラズムに入ることが出来る (図 3-4C) 44)。EDTA 処理を行うのは，
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組み換えタンパク質の細胞内での凝集や，標的タンパク質がプロテアーゼに認識されな

いという可能性を排除するためである。C 末端を HA エピトープタグで標識した PqiC

を発現させた大腸菌を Proteinase K で処理し，western blotting で解析したところ，

EDTA の存在下のみで PqiC の分解が確認された (図 3-4D)。この結果から，PqiC は細

胞表面には露出しておらず，外膜内側に存在することが明らかになった。 

PqiB が内膜の外側，PqiC が外膜の内側に存在することから，これらが相互作用すれ

ば，外膜-内膜間を橋渡しすることが出来る。この可能性を検証するために，yeast 

two-hybrid assay を行った（図 3-4E）。この実験系では，目的のタンパク質に GAL4AD 

(転写活性化ドメイン)，及び GAL4BD (DNA 結合ドメイン) を融合したタンパク質を出

芽酵母に発現させる。これらが相互作用した場合，レポーター遺伝子であるヒスチジン

合成酵素 (HIS3) が発現する。宿主には，ヒスチジン要求性の出芽酵母株を用いており，

GAL4AD ドメインのみを発現させた場合は，ヒスチジンを含まない培地での発育は見

られなかった（図 3-4E）。しかし，融合タンパク質を発現させた場合は，PqiB-PqiB, 

PqiC-PqiC, および PqiB-PqiC 全ての組み合わせでヒスチジン要求性が回復した（図

3-4E）。これらの結果から，PqiB，PqiC は，ヘテロ多量体に加え，ホモ多量体を形成

することが明らかになった。 

以上の結果から，図 3-2B のように，PqiB-PqiC は外膜-内膜間を橋渡しする複合体を

形成することが確認され，トランスポーターに基質を運ぶという仮説と矛盾しない結果

となった。 

 

3 章 3 節 5 項 PqiABC, YebST は，膜の安定性に重要である 

  

 ここまでの結果から，PqiABC が膜輸送系として働くのに適した構造・局在である

ことがわかったため，次に，PqiABC が細胞内でも膜輸送系と働くかの検証を行った。
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MCE ドメインを持つタンパク質が含まれることや，2 つを混合した構成のオペロンの

存在など， mlaFEDCB オペロンと pqiABC オペロンの間には関連があることが示唆

される。Mla 輸送系はリン脂質を運ぶ ABC トランスポーターであり，欠損株は外膜の

非対称性を保てなくなることから，キレート剤(EDTA)＋界面活性剤(SDS)という膜ス

トレス処理に高感受性を示すことが報告されている 34)。大腸菌外膜の外側に存在する

リポ多糖は，負電荷を帯びており，Mg2+,Ca2+などの陽イオンによる電荷の中和により

安定化している。EDTA はこれらの陽イオンをリポ多糖から奪い，SDS による膜損傷

を受けやすくする。 

pqiB, yebTの2重欠損株はSDS/EDTAに高感受性を示さなかったため，さらにmlaD

を欠損させた 3 重欠損株を作製したところ，mlaD 単独欠損株よりも高感受性を示した

（図 3-5A）。この高感受性は pqiBC 発現ベクターによって回復することから，確かに

pqiB の欠損によるものである（図 3-5A）。この結果から，PqiABC,YebST は，膜スト

レス防御に関する活性においては Mla 輸送系よりも弱いと考えられる。 

ある遺伝子のコピー数の増加が，それと機能が似た遺伝子の欠損を相補する場合があ

る（multi-copy suppressor）45)。上記の様な関連があったため，PqiABC 発現ベクター

が mlaD 変異体の multi-copy suppressor となり得るかを試験した。この実験では，宿

主ゲノムの pqiABC, yebST は欠損していない。図 3-5B, C のように mlaD 変異体に

pqiABC を過剰発現させると，EDTA/SDS 高感受性の回復が見られた。pqiA や pqiBC

の過剰発現ではこの回復効果は見られなかったことから，これら 3 つは共同で働くと考

えられる (図 3-5B, C)。また，野生株や他の変異体では，pqiABC の過剰発現により

EDTA/SDS への抵抗性が低下した（ompC 変異体の例を図 3-5D に示す）。これは，

pqiABC の過剰発現が単純に膜を強くする訳ではないことを示唆している。これらの結

果から， PqiABC の過剰発現で Mla 変異体の感受性が回復したのは，これら 2 つに部

分的な機能の重複があり，PqiABC が multi-copy suppressor として働けることが示さ
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れた。しかし，YebST の過剰発現では，同様の回復作用は見られなかった(図 3-5C)。 

 

3 章 3 節 6 YebS と PqiA は同様の膜貫通様式である 

 

 PqiABC, YebST の過剰発現時の効果が異なったため，これら 2 つは機能的な差異

があることが示唆される。図 3-4 B の結果から PqiB と YebT は同様の構造であること

がわかっていたため，PqiA と YebS の構造に違いがあるかを解析した。the positive 

inside rule と疎水生プロットから， YebS は PqiA と同様の内膜 6 回貫通構造であるこ

とが予測された (図 3-6A)。YebS に PhoA, LacZ を融合したレポーターを作製したとこ

ろ，382Q の 1 点を除いてはモデルと一致する結果が得られた (図 3-6B)。382Q の直前

の膜貫通領域には親水性アミノ酸残基が多く含まれているため，構造的に不安定である

と考えられる。膜貫通領域同士の相互作用で構造が安定化される場合があるので 46），C

末端を削る代わりに，382Q と 383I の間に PhoA, LacZ を挿入した sandwich fusion を

作製した。 この sandwich fusionでは，C末欠損のレポーターに比べて大幅に弱いLacZ

活性が検出され，PhoAとの相対活性はペリプラズム局在を示す結果となった (図3-6B)。

これらの結果から，YebS は PqiA と同様の 6 回膜貫通様式であることがわかった。 

 

3 章 3 節 7 項 yebST オペロンは，リポ多糖の異常により誘導される 

  

 YebST で相補作用が見られなかった原因の別の可能性として，YebT の過剰発現の

毒性の高さが挙げられる。IPTG 誘導性のプラスミドベクターから YebT を発現させる

と，IPTG を添加した培地ではコロニーの形成が見られなくなった（図 3-7A）。相補性

実験では培地に IPTG を添加していないが，毒性が現れるのに十分な量が発現していた

のかも知れない。 
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 過剰発現時の高い毒性と一致して，非ストレス条件下での yebS’-‘lacZ レポーター

遺伝子の発現量は非常に低く，定量することが困難であった。しかし，欠損時に

SDS/EDTA 感受性が上昇したことから，偽遺伝子ではないと考えられる。yebST オペ

ロンを誘導する条件を探索するため，miniTn10:Tet トランスポゾンがゲノムにランダ

ムに挿入された大腸菌変異体のライブラリーを作製した（図 3-7B）。yebS’-‘lacZ レポー

ター遺伝子の発現量が上昇させるような変異が生じたものは，LacZの基質であるX-gal

を含む寒天培地上で青色のコロニーを形成する。このような青色コロニー４つでのトラ

ンスポゾン挿入箇所を図 3-7C, D に示す。 

3 つのコロニーから，リポ多糖の修飾に関与する waa オペロンへの挿入が見つかっ

た（図 3-7C）。挿入箇所が，オペロンの上流に集中しているが，waaP 及び waaG の変

異体のみで，リポ多糖合成に大きな影響が見られることが報告されている 47)。yejM 遺

伝子の 3’領域への挿入も見つかったが，YejM の C 末欠損株ではリポ多糖中の lipidA 合

成に異常が生じることが報告されている（図 3-7D）48)。以上より，yebST オペロンは

リポ多糖の異常により誘導されることが明らかなり，欠損株が膜ストレスに感受性にな

ることと矛盾しない結果となった。 
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3 章 4 節 考察 

 pqiABC は SoxS の制御下にあることが 1995 年に報告された遺伝子群であるが，

その機能は不明なままであった。本研究の結果から， pqiABC とパラログである yebST

オペロンは Mla 輸送系と関連のある輸送系をコードしており，膜の安定性に寄与して

いることが明らかになった。SoxS 制御下にあり，膜機能に関与する遺伝子には，これ

までに waaYZ が報告されていた 49)。WaaYZ はリポ多糖のリン酸化修飾により膜を強

化すると考えられているが，興味深いことに，これらの遺伝子は waaP を含むオペロン

の一部としても転写される（図 3-7C）。 

Mla 輸送系の単独欠損株が，EDTA/SDS 処理に高感受性を示すのに対し，PqiABC, 

YebST の欠損は Mla 輸送系との 3 重欠損時のみ感受性を上昇させた（図 3-5A）。この

原因として以下の様な可能性が考えられる；①リン脂質は PqiABC, YebST の本来の基

質ではないが，これら 2 つの輸送系によっても低効率で輸送される，②PqiABC, YebST

が輸送する他の物質に膜の安定化作用があるが，その寄与がリン脂質ほどではない。欠

損株が酸化ストレスに感受性にならないのは，本研究に用いた培地中に，②のような基

質が十分に含まれていないことが原因かも知れない。トレハロースなど，ストレスに応

答して蓄積する物質があるが 50），PqiABC/YebST のストレス誘導性を考慮すると，未

知輸送基質にも同様な効果が期待される。 

結核菌の mce オペロンは宿主体内の物質を利用するための病原性因子であると考え

られているが 33)，PqiABC/YebST の輸送基質も宿主体内の物質であるかもしれない。

緑膿菌などにも PqiABC は保存されているので 51)，マウスなどへの病原性の解析が望

まれる。結核菌の mce4 オペロンは 8 つの遺伝子クラスターから成るが，その構成因

子は ; (i) MCE ドメインを持つタンパク質，(ii) 6 回膜貫通タンパク質，(iii) リポタン

パク質と，PqiABC オペロンと同様である 52)。MCE ドメインの機能は不明であるが，

InvX (MCEドメインを含む 72アミノ酸のフラグメント) がHeLa細胞との相互作用に十
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分であることから 53)，このドメインが膜脂質への結合に関与しているのかも知れない。

しかし，結核菌には外膜が存在せず，また，特殊な脂質要求性を示すため 54)，

PqiABC/YebST の基質も脂質であると断言することは出来ない。 

PqiABC の過剰発現は mlaD 欠損株の multi-copy suppressor として機能したが，

YebSTには同様の作用が見られなかった。最も明らかな違いは，yebSTオペロンにPqiC

に相当するするリポタンパク質が含まれない事である。YebT が PqiB よりもサイズが

大きいため (ORF 長はそれぞれ 2,634，1,641bps)，YebT 単独で膜間を橋渡し出来る可

能性が考えられる。Bradyrhizobium elkanii USDA 76 には PqiB と PqiC を合わせた

ようなタンパク質が存在することから，YebT は同様な融合タンパク質から派生したも

のかもしれない (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/23084765)。しかし，Mla 輸送系

ではリポタンパク質 MlaA がオペロン外から発現するため，YebST に加えて未知のリ

ポタンパク質の過剰発現も必要かも知れない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/23084765
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A              B 

 

図 3-1 ymbA(pqiC)遺伝子の発現制御解析 

(A) 用いたレポーター遺伝子の概要。pqiA 遺伝子上流 420bp から ymbA 遺伝子(終止コ

ドンを含む 4bp を欠く)を,phoA 遺伝子上流に挿入した。BglII 部位上流には SoxS 結合

配列が存在する。このプラスミドからは，YmbA-PhoA 融合タンパク質が発現する。図

中には，lipobox を含む，YmbA の N 末配列も示した。この N 末配列には，内膜局在

に必要な 2 番目のアスパラギン酸残基が含まれていない。 

(B) YmbA-PhoA の発現解析。対数増殖期の大腸菌を 50 μM MV で 1 時間処理し，細胞

粉砕液中の PhoA 活性を測定した。full : (A)の配列をもつコンストラクト，⊿BglII : (A)

から，BglII 認識部位より上流を除去したコンストラクト，soxS::Km : soxS 遺伝子欠

損株に(A)の配列をもつコンストラクトを導入したもの。 
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A                 B 

 

 

 

図 3-2 pqiABC，及び，それに関連した遺伝子群 

(A) ゲノム上での配置。L.pneumophila の pqiB, pqiC ホモログの上流には，pqiA では

なく ABC トランスポーターが存在する。この ABC トランスポーターは大腸菌 MlaF, 

MlEと高い相同性を有する。相同性がある遺伝子を同じ塗りつぶしパターンで示した。

(白色は除く) 

(B) PqiABC, YebST, Mla 輸送系構成因子の細胞内局在。大腸菌の外膜は，外側にリポ

多糖（LPS），内側にリン脂質（PLs）という非対称構造をとる。外膜外側に取り込ま

れた PLs は膜を不安定化させるため，図中の矢印で示したように，Mla 輸送系によっ

て取り除かれる。OmpC, MlaA は，オペロン外の別の遺伝子座から発現するため，(A)

には含めていない。 
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A               B 

  

C              D 

 

図 3-3 PqiA タンパク質の内膜貫通様式の解析 

（A）疎水性領域の解析。Kyte & Doolittle プログラムで PqiA のアミノ酸配列全長を解析した。

膜貫通領域の候補である約 20 のアミノ酸残基から成る疎水性領域を矢印で示した。 

（B）膜貫通様式の予測。Positive inside rule に基づいて，（A）で見つかった疎水性領域を内

膜の内外に配置した。膜貫通領域の候補である約 20 のアミノ酸残基から成る疎水性領域を円柱

で，融合タンパク質を作製した点を黒丸と数字（PqiA のアミノ酸残基数）で示した。 

（C）膜貫通様式解析の概要。（B）の黒丸の箇所に PhoA, LacZ を融合した。PhoA，LacZ は，

それぞれペリプラズム，細胞質に局在する場合に活性を示す。 

（D）PhoA/LacZ 融合タンパク質の相対活性値。（B）の黒丸 8 カ所での PhoA, LacZ 活性を測

定した。Ln(PhoA/LacZ)の値が正のものはペリプラズム局在，負のものは細胞質局在を表す。 
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A              B 

 

C            D 

                         

E            F     

 

図 3-4 PqiB, PqiC の細胞内局在，及び，相互作用の解析 

(A) PqiB, YebT のドメイン構造。TM：膜貫通領域，MCE：mammalian cell entry 

domain。 

(B) PqiB，YebT の C 末端に PhoA/LacZα を融合したタンパク質を大腸菌に発現させ，

細胞抽出液から PhoA/LacZ の活性を測定した。 

(C) protease accessibility assay の概要。大腸菌を ProteinaseK 処理すると，細胞表面

に露出したタンパク質のみが分解を受ける。EDTA 添加時には細胞外膜の透過性が上昇

し，ProteinaseK がペリプラズムのタンパク質も分解する。 

（次頁に続く） 
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(D) Protease accessibility assay の結果。C 末端に HA タグを付加した PqiC を大腸菌

に発現させ，ProteinaseKで処理した。全細胞抽出液をHAタグに対する抗体を用いて，

western blotting で解析した。 

(E) yeast two-hybrid assay の概要。目的の 2 つのタンパク質に，それぞれ GAL4AD，

GAL4BD を融合したタンパク質を出芽酵母に発現させる。2 つのタンパク質間に相互

作用がある場合，レポーターである HIS3（ヒスチジン合成酵素）が発現し，宿主酵母

のヒスチジン要求性が回復する。 

(F) PqiB, PqiC の yeast two hybrid assay の結果。GAL4AD，GAL4BD 融合タンパク

質を発現させた出芽酵母を SD 寒天培地で培養した。+his, -his は，培地へのヒスチジ

ン添加の有無を示している。 
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A               C 

 

B                D 

 

図 3-5 PqiABC, YebST の膜安定性への寄与の解析 

定常期の大腸菌を，0.1% SDS と，図中に示した濃度の EDTA を含んだ LB 寒天培地上

にスポットし，37℃で 16時間培養した。プラスミドからの組換え遺伝子の発現は，IPTG

などの誘導剤を添加しない条件で行った。図中の 10-1などは，スポットした菌液の希釈

倍率である。 

(A) 欠損株の SDS/EDTA 感受性試験 

(B, C) mlaD 欠損株における PqiABC 過剰発現。(B)のプラスミドでは pqiA プロモータ

ーから，(C)のプラスミドでは trc プロモーターから組換え遺伝子が発現する。 

(D) ompC 欠損株における PqiABC 過剰発現 
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A                B 

 

 

 

 

図 3-6 YebS タンパク質の内膜貫通様式の解析 

（A）Positive inside rule に基づいて，（A）疎水性領域を内膜の内外に配置した。膜貫通

領域の候補である約 20 のアミノ酸残基から成る疎水性領域を円柱で，融合タンパク質を作

製した点を黒丸と数字（YebS のアミノ酸残基数）で示した。 

（B）PhoA/LacZ 融合タンパク質の相対活性値。（A）の黒丸 8 カ所での PhoA, LacZ 活性

を測定した。Ln(PhoA/LacZ)の値が正のものはペリプラズム局在，負のものは細胞質局在

を表す。 
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A            B 

 

C                   D 

 

 

図 3-7 yebST オペロン誘導条件の探索 

(A) YebT 過剰発現の毒性。必要に応じて 0.1 mM IPTG を添加した LB/amp プレートに，

大腸菌野生株に YebT 発現ベクター (IPTG 誘導性) を導入したものを滴下し，37℃で 16

時間培養した。 

(B)スクリーニングの概要。lacZ レポーター遺伝子の上流に yebS プロモーターを挿入した

プラスミドを大腸菌に導入した。miniTn10 トランスポゾンをゲノム中に持つλ1098 ファ

ージを大腸菌に感染させ，遺伝子をランダムに破壊した。lacZ の発現量が上昇する変異体

は Xgal プレート上で青色のコロニーを形成する。 

(C) waa オペロンでの miniTn10 挿入箇所。 図中に示した塩基数は，waaQ 開始コドンか

ら，miniTn10 挿入箇所までの距離である。 

(D) yejM 遺伝子での miniTn10 挿入箇所。図中に示した塩基数は，yejM 開始コドンから，

miniTn10 挿入箇所までの距離である。
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表 3-1. 大腸菌株，及び，出芽酵母株  
 

菌株名 遺伝子型 参考 

DH5αT1R 
F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, 

mK+) phoA supE44 thi-1 gyrA96 relA1 tonA 
Invitrogen 

BW25113 
F-, DE(araD-araB)567, lacZ4787(del)::rrnB-3, LAM-, rph-1, 

DE(rhaD-rhaB)568, hsdR5 

Datsenko & Wanner 

(2000) 

JW4023 = BW25113 but soxS::Km Baba et al. (2006) 

JW0934 = BW25113 but pqiB::Km Baba et al. (2006) 

JW18222 = BW25113 but yebS::Km Baba et al. (2006) 

JW18223 = BW25113 but yebT::Km Baba et al. (2006) 

JW3160 = BW25113 but mlaD::Km Baba et al. (2006) 

BW25113pqiByebT = BW25113 but pqiB::Km, yebT::FRT 本研究 

BW25113mlaDpqiB = BW25113 but mlaD::Km, pqiB::FRT 本研究 

BW25113mlaDyebT = BW25113 but mlaD::Km, yebT:: FRT 本研究 

BW25113mlaDpqiByebT = BW25113 but mlaD::Km, pqiB:: FRT, yebT::FRT 本研究 

HF7c (yeast) 

MATa, ura3–52, his3–200, lys2– 801, ade2–101, trp1–901,leu2–3, 112, 

gal4 –542, gal80 –538, LYS::GAL-HIS3, 

URA3::(GAL417mers)3-CYC1-lacZ 

BD Clontech 
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表 3-2A. 譲渡されたプラスミド 
 

プラスミド名 特徴 参考 

pCP20 AmpR CmR flp Cherepanov and Wackernagel  

pBR322 AmpR, TetR Bolivar et al.  

pTrc99A AmpR Pharmacia LKB Biotechnology 

pGADT7 AmpR LEU2 GAL4AD fusion vector BD Clontech 

pGBKT7 KmR TRP2 GAL4BD fusion vector BD Clontech 

pKK223-3 AmpR Pharmacia LKB Biotechnology 

pMC1403 AmpR translational lacZ fusion vector Casadaban et al. 
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表 3-2B. 本研究で作製したプラスミド 

プラスミド名 特徴 元になったプラスミド 使用プライマー 

pBR322Δtet pBR322 から Tet 耐性遺伝子(EcoRI-EcoRV 領域)を除去  pBR322  

pBR322-pqiA pqiA プロモーター制御下にある pqiA 遺伝子 pBR322 2, 13 

pBR322-pqiABC pqiA プロモーター制御下にある pqiABC 遺伝子 pBR322 2, 36 

pTrc99NK pTrc99A の MCS から NcoI-KpnI 領域を除去 pTrc99A 45 

pTrc99NK-pqiABC trc プロモーター制御下にある pqiABC 遺伝子 pTrc99NK 3, 36 

pTrc99A-pqiBC(HA) trc プロモーター制御下にある pqiB-pqiC(HA)遺伝子 pTrc99A 25, 36 

pTrc99A-yebT(HA) trc プロモーター制御下にある yebT(HA)遺伝子 pTrc99A 31, 32 

pGADT7-pqiB GAL4AD-PqiB 融合タンパク質 pGADT7 27, 29 

pGADT7-pqiC GAL4AD-PqiC 融合タンパク質 pGADT7 34, 37 

pGBKT7-pqiB GAL4BD-PqiB 融合タンパク質 pGBKT7 27, 29 

pGBKT7-pqiC GAL4BD-PqiC 融合タンパク質 pGBKT7 34, 37 

pPAF PhoA 融合タンパク質発現ベクター pKK223-3 38, 39 

pPAF-pqiABymbA pqiA プロモーター制御下にある ymbA-phoA 融合遺伝子 pPAF 1, 35 

pPAF-pqiABymbA (BglII) pPAF-pqiABymbA から SoxS 結合配列を除去 pPAF-pqiABymbA  

pPAF-PqiA PqiA-PhoA 融合タンパク質 pPAF 1, 4~12 

pMCT pMC1403 に rrnBT1T2 ターミネーターを挿入 pMC1403 43, 44 

pMCT-PqiA PqiA-LacZ 融合タンパク質 pMCT 1, 4~12 

pPLD PhoA-LacZα 融合タンパク質発現ベクター pPAF 38, 40, 41, 42 

pPLD-Plac-YebS lac プロモーター制御下にある yebS-phoA-lacZα 融合遺伝子 pPLD 46,47,48, 

17~24 

pPLD-lacIq-Ptrc-PqiB trc プロモーター制御下にある pqiB-phoA-lacZα 融合遺伝子 pPLD 25, 30, 49 

pPLD-lacIq-Ptrc-YebT trc プロモーター制御下にある yebT-phoA-lacZα 融合遺伝子 pPLD 31, 33, 49 

pMC1403-yebS yebS 上流配列 (-480:+17) 制御下にある lacZ 遺伝子  pMC1403 14, 15 

※使用プライマーの番号は，表 3-3 と対応 
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表 3-3. 本研究に用いたプライマー 

 配列 プライマー名 

1 ACGTTCTAGAGCGGTGAAAAAAACCGAAGA pqiA.US420.Fw.XbaI 

2 ATGAATTCGCGGTGAAAAAAACCGAAGA pqiA.US420.Fw.EcoRI 

3 ATGTGCGAACATCATCATGC pqiA.ORF.Fw 

4 ACGTGGATCCCGCTGCCGAGGGGCATCCCA PqiA.50R.Rv.BamHI 

5 ACGTGGATCCGTGCCGAGGCTGGCGTAGTC PqiA.101T.Rv.BamHI 

6 ACGTGGATCCTCCGCCATTCCCCAGGTTTT PqiA.149E.Rv.BamHI 

7 ACGTGGATCCGTCCACTGCAGGCTGTTTCT PqiA.256T.Rv.BamHI 

8 ACGTGGATCCTTCGAGCCTAATAAATCCGT PqiA.284K.Rv.BamHI 

9 ACGTGGATCCTCATAAATCAAATGCATTCT PqiA.346E.Rv.BamHI 

10 ACGTGGATCCATACGCACCAGCGCCGAGAG PqiA.371M.Rv.BamHI 

11 ACGTGGATCCGGTTGACGATCCCACGACAA PqiA.410P.Rv.BamHI 

12 ACGTGGATCCGACTCCTCATGCTCTGATTC PqiA.417S.Rv.BamHI 

13 ACGTCCCGGGTCAGGACTCCTCATGCTCTG PqiA.ORF.Rv.SmaI 

14 ATGAATTCCTGATTTTTCACCACCAGCG yebS.US480.Fw.EcoRI 

15 ATGGATCCGGTGTGTTAAGAGCCATGAC yebS.US.Rv.BamHI 

16 ATGGCTCTTAACACACCACA yebS.ORF.Fw 

17 ACGTGGATCCCGCGTTAGCGACCAGTCGCG YebS.68R.Rv.BamHI 

18 ACGTGGATCCGACCCCGTTATCGCATCGCC YebS.119S.Rv.BamHI 

19 ACGTGGATCCTCGAGCATTACCCACTCTTT YebS.166D:E.Rv.BamHI 

20 ACGTGGATCCCAGCATTTTTGCAGACTATG YebS.267W.Rv.BamHI 

21 ACGTGGATCCTCTTCCTGCCGTCCTCCGTT YebS.297D:E.Rv.BamHI 

22 ACGTGGATCCCGTGTGCGTAAACCTTGCTG YebS.350R.Rv.BamHI 

23 ACGTGGATCCTGATCGCGATTAATCAGCGA YebS.382Q.Rv.BamHI 

24 ACGTGGATCCTCGTCGAAGCGGGCGTTTCC YebS.427D:E.Rv.BamHI 
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25 ACTGCCATGGAATCTAATAATGGGGA pqiB.NcoI.Fw 

26 ACTGGGATCCCATTACAGCCATCAGGGACC pqiB(dN).BamHI.Fw 

27 ACTGCATATGCATTACAGCCATCAGGGACC pqiB(dN).NdeI.Fw 

28 ACTGGTCGACTAAGCATAATCTGGAACATCATATGGATATTGTTTCGCCCTCTTCGGCT pqiB-HA(C)-SalI.Rv 

29 ACTGGTCGACTCATTGTTTCGCCCTCTTCG pqiB-SalI.Rv 

30 ACGTGGATCCTGTTTCGCCCTCTTCGGCTC pqiB(dStop).BamHI.Rv 

31 ACTGCCATGGGTCAGGAAACGCCCGC yebT.NcoI.Fw 

32 ACTGGTCGACTAAGCATAATCTGGAACATCATATGGATATTTGGGAAGCGCAGTTCCCC yebT-HA(C)-SalI.Rv 

33 ACGTGGATCCTTGGGAAGCGCAGTTCCCCA yebT(dStop).BamHI.Rv 

34 ACTGCATATGTGCAGCTCCGGCGAAATTAA ymbA.dN.Fw.NdeI 

35 ACGTGGATCCGGTAGACGCTTTATCTCTTG ymbA.Rv.BamHI 

36 ACTGGTCGACTAAGCATAATCTGGAACATCATATGGATAAGGTAGACGCTTTATCTCTT ymbA-HA-SalI.Rv 

37 ACTGGAATTCTTAAGGTAGACGCTTTATCT ymbA.ORF.Rv.EcoRI 

38 ACGTGTCGACTCTAGACTCGAGGTACCTGCAGGATCCCCGGACACCAGAAATGCCTG MCS-phoA.Fw.SalI 

39 ACGTAAGCTTTTATTTCAGCCCCAGAGCGG MCS-phoA.Rv.HindIII 

40 AATCCGTAATGGTGCCTTTCAGCCCCAGAGCGGCTT phoA-lacZ.phoAside.Rv 

41 GGGGCTGAAAGGCACCATTACGGATTCACTGGCCGT phoA-lacZ.lacZside.Fw 

42 ATGCAAGCTTAGCGCCATTCGCCATTCAGGC phoA-lacZ.lacZside.Rv 

43 ACGTGAATTCCTGTTTTGGCGGATGAGAGA rrnBT1T2.Fw.EcoRI 

44 ACGTGGATCCGGTACCAAGCTTCTAGAAAAGAGTTTGTAGAAACGC rrnBT1T2-MCS.Rv.BamHI 

45 CATGGTAC NcoI-KpnI linker oligo 

46 ACGTTCTAGAGCGCCCAATACGCAAACCGC Plac-Fw-XbaI 

47 TAAGAGCCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAAT Plac-yebS-pro-Rv 

48 AGGAAACAGCTATGGCTCTTAACACACCACA Plac-yebS-ORF-Fw 

49 ACGTTCTAGAGCAAAACCTTTCGCGGTATG lacIq-Ptac-Fw-XbaI 

※配列内の制限酵素認識部位は太文字で示した。
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