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研究成果の概要（和文）：野性株とゲノム縮小型株MGB874を対象に、培地中の窒素濃度に応じた細胞増殖、遺伝子発現
を検討したが、MGB874の窒素源に対する応答は野生株と変わらなかった。また、主要シグマ因子であるsigAのゲノム上
での結合領域を比較解析しところ、グルタミン酸生合成遺伝子を含む13のsigA結合領域がMGB874に特異的に存在するこ
とが明らかとなった。MGB874でのsigAの新たな結合が、グルタミン酸蓄積に関与していることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：We performed the monitoring of the growth rate of Bacillus subtilis WT and MGB874 
strains after adding the nitrogen source. As the results, there were not significant difference between th
e responses to nitrogen in WT and those in MGB874. Moreover, GeF-Seq analysis for sigA was conducted. We r
evealed 13 sigA biding sites only in MGB874 strain. Interestingly, sigA was bound to the upper region of g
lnR, suggesting that the accumulation of glutamic acid in MGB874 would be affected by alternation of sigA 
profile.
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１．研究開始当初の背景 
枯草菌（ゲノムサイズ:4.2Mb）において世界
最小のゲノムサイズを有するゲノム縮小型
株 MGB874（874kb 縮小）は、正常に生育し、
転写制御等も野生株とほぼ同様でありなが
ら、外来タンパク質合成が増進されるという、
物質生産に極めて有利な特徴を有している。
これまでの解析から、MGB874 ではグルタミン
酸の顕著な蓄積が観察されており、グルタミ
ン酸の関わる窒素同化こそが、MGB874 の外来
タンパク質合成の増進に繋がっていると考
えられている。 
大腸菌を含む多くの微生物には3つの窒素

同化反応が存在している。 
（反応 1） グルタミン酸 + NH3 + ATP →グ
ルタミン + ADP + Pi 
（反応2） グルタミン + 2-ケトグルタル酸 + 
NADPH →2 グルタミン酸 + NADP+ 
（反応 3） 2-ケトグルタル酸 + NADPH + 
NH3←→グルタミン酸 + NADP+ 
反応 1はグルタミン合成酵素、反応 2はグル
タミン酸合成酵素、反応 3はグルタミン酸脱
水素酵素によってそれぞれ触媒される。大腸
菌では、2-ケトグルタル酸とグルタミンの量
比が様々な培地条件でも変化せず、窒素同化
がシステムとして冗長で、恒常的であること
が知られている。そこで、MGB874 でグルタミ
ン酸の蓄積が見られることに着目して、その
原因を明らかにできれば、窒素同化の制御機
構の一端を明らかに出来るのではないかと
考えた。 
 
２．研究の目的 
本研究課題では、MGB874 のグルタミン酸に関
わる制御機構を遺伝子発現データから検証
し、文献情報と統合することで、窒素同化に
関わる数理モデルの構築並びにその挙動解
析による機構の理解を目的とした。また、
MGB874 の高い物質生産性を支える転写機構
を検証することで、物質生産とグルタミン酸
との関係を明らかにすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1)培地中の窒素濃度の細胞への影響 
MGB874 ではグルタミン酸の蓄積が見られる
ことから、培地中の窒素源に対する細胞増殖
の影響を検討した。窒素源としては、(NH4)2SO4

を用いることとした。また培養条件としては、
数時間全培養後、栄養飢餓状態になってから、
窒素源を加えることとした。 
 条件検討後にグルタミン酸生合成に関わ
る遺伝子発現を Real-time PCR で検討するこ
とにした。 
 
(2)sigA の恒常性の解明 
MGB874 における転写制御機構の恒常性を検
討するために、転写において重要な役割を担
う sigA の結合箇所の比較解析を行った。そ
のための手法として、ChIP-Seq 法の改良法で
ある、GeF-Seq 法(Chumsakul et al. 2013)

による sigA 結合領域の検出を採用した。
GeF-Seq 法においては、DNaseI の濃度が結果
に大きく影響すると考えられることから、詳
細な検討を行った。 
まず、枯草菌 168 及び MGB874 を対象に、

sigA 遺伝子の C 末端に 12×His が融合した
SigA-His 株を作製した。 
枯草菌 168 及び MGB874 の SigA-His 株は、

37Cº、200rpm で培養し、吸光光度計で OD600

が 0.4 に到達したところで、ホルマリンを終
濃度 1%になるように加え、更に 37Cº、200rpm 
で 30 分間、振盪することにより、タンパク
質-DNA 複合体の架橋を行った。GeF-Seq 法を
実現するために重要な非特異的に一本鎖及
び二本鎖 DNA を分解する DNase I 処理の濃度
条件を検討した。DNase I の反応は 37Cº、
200rpm で 30 分間、1.0、1.25、1.5、2.0 
units/ml の各濃度で行い、断片長を 3%アガ
ロースゲルで確認した。 
Illumina 用 DNA ライブラリー調製試薬、

NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit (NEB)
と NEBNext Multiplex Oligo (NEB)を用いて、
得られたDNA断片からライブラリーを作製し
た。作製したライブラリーは、Illumina のプ
ロトコールに従い、次世代シーケンサー
HiSeq 1500 にて 100bpペアエンド法によるデ
ータ取得を行った。 
 
４．研究成果 
(1)環境中の窒素濃度に応じた転写量を測定
するために、実験条件の検討を行った。OD600

が0.4になるまで前培養し、(NH4)2SO4を0.2%、
1%、5%をそれぞれ添加し、細胞増殖を確認し
た。その結果、MGB874 の細胞増殖は、野生株
と遜色ないことが明らかとなった。また、
(NH4)2SO4の 5%添加では、いずれの株において
も増殖が悪くなったことから、窒素濃度に対
するストレス耐性能は同程度だと考えられ
る。 
   

 

0.2%の(NH4)2SO4 添加後のグルタミン酸生
合 成 に 関 わ る 複 数 遺 伝 子 の 発 現 量 を
Real-time PCR で検討した。その結果、MGB874
では、窒素添加前の栄養飢餓状態で、グルタ
ミンからグルタミン酸への酵素反応を担う
gltA、gltC(反応 2)の発現量が大きく増加し
ていることが分かった。一方で、グルタミン
酸からグルタミンへの酵素反応を担う
glnA(反応 1)の発現量が大きく減少していた
ことから、MGB874 では、栄養飢餓状態時に、
グルタミン酸を合成する方向に応答してい
ることが示唆された。窒素添加後の応答は、
検討した 5 つの遺伝子(gltA、gltC、glnA、



citB、htrB)に関しては、発現傾向に大きな
違いはなかった。しかしながら、野生株では、
gltA、gltC を抑制する rocG(反応 3)の遺伝子
発現が窒素添加後に大きく増加した。一方で、
MGB874 では発現応答が見られたものの、168
ほどの急激な発現上昇は見られなかった。
MGB874 では、rocG を制御する rocR が欠損し
ているために、急下名発現応答が観察されな
かったと考えられる。しかしながら、MGB874
においても僅かな rocG の発現上昇が観察さ
れたことから、rocR 以外の制御因子の存在が
示唆される結果となった。 
以上の結果から、MGB874 は窒素源に対する

増殖への影響は少ないが、野生株とは異なっ
て栄養飢餓状態時にグルタミン酸を合成す
る遺伝子発現が大きく上昇しており、グルタ
ミン酸の蓄積が示唆された。今後 RNA-Seq に
よる全転写物の測定を検討している。 
 
(2)タンパク質-DNA 結合領域の網羅的検出の
ために、His-SigA の挿入株を用いて、GeF-Seq
法の条件検討を実施した。最適なサイズの
DNA断片を得るためにDNaseIの濃度条件の検
討を行った。その結果、168 では 1.5 units/ml、
MGB874 株では 2.0 units/ml の DNase I の濃
度が 50bp 前後の DNA 断片を得るのに最適で
あることを確認した。株毎に DNase I の効果
が異なるということは、GeF-Seq 法を実施す
る際には、あらゆる条件に対して DNase I の
最適な濃度条件を決定する必要があること
を示唆する重要な結果であった。 
4 つのサンプルに対して、合計 38,786,312

本の配列データを取得した。bowtie2 を用い
て 、 得られ た データ を 枯草菌 ゲ ノ ム
(NC_000964)へマッピングしたところ、97%以
上のリードがマッピングされることを確認
した。また、マッピングされた総塩基数から、
マッピングされたリードの全長100bpのうち、
その多くが Illumina アダプター配列や PCR
ダイマーを含む人工的な配列に由来すると
考えられた。 
次に、sigA の結合箇所を網羅的に検出する

ために、マッピング後の sam ファイルをイン
プットとしたピーク検出法の実装を行った。
具体的には、コントロールサンプルと目的サ
ンプルで得られたタグ数の比を算出し、閾値
以上の箇所の検出を行った。図 1に示すよう
に、284bp の領域幅においてでさえも、2 つ
のピークが検出できたことから、非常に高い
分解能で sigA の結合領域を明らかにできた
と考えている。 
上位 1%以上のシグナル値を有する領域を

sigA 結合領域と仮定してピーク検出を行っ
た結果、野生株では、653 箇所、MGB874 では、
603 箇所の sigA の結合サイトを同定した。野
生株における 63 個の結合箇所が、MGB874 で
のゲノム欠失領域に相当していることを確
認した。また、MGB874 の 13 の結合サイトは、
野生株では検出されなかったことから、
MGB874 に特異的な領域として同定できた。一

方で、野生株で見られた 3 つの結合領域は、
MGB874 では観測されなかった。このことは、
ゲノム縮小によって、sigA の新たな結合サイ
トが創出されていることを示唆する結果で
あった。これらの結果は、ゲノム縮小によっ
て SigA の結合プロファイルが僅かながら変
化しているという興味深い結果であった。 
 
図 1 GeF-Seq 法の結果例 

284bp の領域にある 2 つのピークを示す（上
段：野生株、下段：MGB874）(IGV 2.3 による
データの可視化) 
 
次に、MGB874 に特異的な 13 のピークのピ

ーク幅を見積もったところ、50bp～85bp とい
う非常に高い分解能でピーク領域の推定に
成功した。これは、従来の ChIP 法の分解能
を大きく上回る結果であった。本研究によっ
て、9つの領域が SigA 結合領域として新規に
同定できた。そのうち、7 つの領域では遺伝
子の発現制御に関わっているものと考えら
れる。興味深いことに、glnR の上流に sigA
が新たに結合していた。glnR の下流には、
glnA(反応 1)が存在することから、sigA の結
合が栄養飢餓状態時のグルタミン酸の合成
に関与していることが示唆された。この結果
は、窒素飢餓状態でグルタミン酸合成が進ん
でいる先の結果と一致していると考えられ
る。 
本研究で得られた sigA の高精度での結合

位置情報を使えば、モチーフ配列の厳密な推
定が可能となる。さらに、MGB874 での新たな
結合箇所の生物学的意義の検討は非常に興
味深く、現在、モチーフ配列の同定を行って
いる。 
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