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研究成果の概要（和文）：多くの植物病原性細菌はアシル化ホモセリンラクトン（AHL）をシグ
ナル物質とした情報伝達機構（クオラムセンシング）により病原性の発現を制御している。本
研究では、モデル病原菌としてタマネギ病原菌 Pantoea ananatis SK-1 株を用い、クオラムセ
ンシングに制御される因子を探索したところ、SK-1 株において菌体外多糖（EPS）生産および
菌体凝集が AHL を介したクオラムセンシングにより制御することが明らかとなった。
研究成果の概要（英文）
：Many plant pathogens have a quorum-sensing system, a cell-cell
communication mechanism that depends on cell population density. Several kinds of
N-acylhomoserine lactone (AHL) have been identified as signal compounds involved in this
mechanism. In this study, we attempted to identify the unknown factors, which were
regulated by AHL-mediated quorum sensing in the plant pathogen Pantoea ananatis SK-1.
As the results, it was revealed that the production of extracellular polysaccharide (EPS)
and cell aggregation were regulated by AHL-mediated quorum sensing in P. ananatis SK-1.
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１．研究開始当初の背景
細菌は単独で活動するだけでなく、情報伝
達シグナル物質の一種であるアシル化ホモ
セリンラクトン（AHL）を菌体外に放出し、
周囲の細菌とコミュニケーションを図って
いる。実際には、AHL を介して周囲の個体密
度を感知しており、個体密度が一定の値を超
えると、様々な遺伝子の発現が活性化される

ようになる。このような細胞間情報伝達機構
をクオラムセンシングと呼ぶ。これまでの報
告により、グラム陰性植物病原菌の多くが
AHL を生産し、クオラムセンシングにより病
原性因子の発現を制御することが明らかに
なっている。クオラムセンシングが正常に働
かない植物病原菌は病原性因子の発現が見
られず、宿主植物に対する病原性が極度に低

下する。これらの事実から、クオラムセンシ
ングの阻害は農薬などに代わる新しい植物
防疫技術に繋がるとして注目を集めている。
Pantoea ananatis は、イネやタマネギ、メ
ロンといった農作物の病原菌として知られ
ているが、その主要な病原性因子の特定には
至っていない。また、病原性 P. ananatis の
ほとんどが AHL を生産することが明らかとな
っているが、クオラムセンシングに制御され
る因子はほとんど明らかにされていない。過
去の研究により、タマネギ葉の壊死誘導を引
き起こす P. ananatis SK-1 株の AHL 合成遺
伝子を破壊すると、タマネギ葉への壊死誘導
が完全に消失するが、AHL を添加することで、
再び壊死誘導を示すようになることが明ら
かとなり、未知の病原性因子がクオラムセン
シングにより制御されている可能性が示唆
された。そこで、SK-1 株のクオラムセンシン
グに制御される因子を網羅的に解析するこ
とで、これまでに明らかにされていない主要
な病原性因子を新たに発見出来る可能性が
あるだけでなく、クオラムセンシング阻害技
術を適用することで、病原性抑制に有効であ
る可能性が考えられる。
２．研究の目的
本研究では、植物病原菌 P. ananatis SK-1
株の AHL を介したクオラムセンシングにより
制御される病原性因子を明らかにするとと
もに、それら病原性因子の遺伝子レベルでの
発現制御機構を明らかにし、クオラムセンシ
ングを標的とした新しい植物防疫技術の確
立に向けた基礎的知見を得ることを目的と
した。
３．研究の方法
(1) 使用菌株および培地
大腸菌 Escherichia coli DH5株は LB 培地
を用いて 37℃で培養した。P. ananatis SK-1
株（野生株）
、SK-02I 株
（eanI 破壊株）、SK-EPS1
株（rcsA 破壊株）
、SK-EPS2 株（rcsB 破壊株）
、
SK-33M 株（yeeJ 破壊株）は LB 培地またはト
リプチケースソイ培地（TSB 培地）を用いて
30℃で培養した。培地に添加する AHL には、
3-オキソヘキサノイルホモセリンラクトン
（3OC6-HSL）を使用した。
(2) トランスポゾン変異株の取得
各種遺伝子破壊株の作成は、トランスポゾ
ン変異導入法にて行った。トランスポゾン変
異を引き起こすプラスミド pOT182 をエレク
トロポレーション法にて SK-1 株に導入し、
染色体にランダム変異導入を試みた。SK-1 株
は TSB 培地にて一晩培養し、培養液 1 ml を
新しい TSB 液体培地 100 ml に加え、30℃で
約 3 時間培養した。
培養液は遠心分離
（10,000
×rpm、4℃、5 分）により上清を取り除き、

10％グリセリンで菌体を 3 回洗浄し、最終的
に 1 ml の 10％グリセリンに菌体を再懸濁し
た。菌体懸濁液に pOT182 プラスミド溶液を
混合し、エレクトロポレーション法により
SK-1 株に導入した。エレクトロポレーション
後の菌体懸濁液は、10 g/ml のテトラサイク
リンを含む LB 寒天プレート上でコロニーを
形成させ、トランスポゾン変異株とした。
(3) 菌体外多糖（EPS）生産の観察
EPS 生産を確認するための EPS 生産検定培
地として、アラビノース、キシロース、グル
コース、スクロース、フルクトース、マルト
ースを 2.5 g/l となるように添加した LB 寒
天培地を作製した。SK-1 株及び各種変異株は、
糖を添加していない LB 寒天培地上でコロニ
ーを形成させ、各 EPS 生産検定プレート上に
ストリークし、30℃で一晩インキュベートし
た。EPS 生産はコロニー周辺の粘調性により
判断した。
(4) EPS 生産制御遺伝子のクローニング
EPS 生産制御遺伝子である rcsA を増幅する
ためのプライマーとして、rcsA-1（5’-ACC GAA
AGT GAG ATC TGG ATC GCT AAT CC-3’）および
rcsA-2（5’-AAA TTG GTG AGG GTC GCT AAC ATG
CCA ACG TGT CGT CG-3')を使用し、rcsB を増
幅するためのプライマーとして、rcsB-1（5’CTA TGC TCA ATT TGA CAC CGG GCA AAC AGC-3’）
および rcsB-2（5’- GAC CTT AGA CGT GTT GAA
AAC AAC GCT GGG-3')を使用した。PCR 増幅を
行うため、DNA ポリメラーゼには Go Taq（プ
ロメガ）を使用し、熱サイクルは 94℃で 30
秒、60℃で 30 秒、72℃で 2 分を 27 サイクル
で行った。取得した PCR 増幅産物は pJN105Z
ベクターの制限酵素 EcoRI サイトに挿入し、
さらに pKRP10 プラスミドを HindIII で消化
することにより切り出したクロラムフェニ
コール耐性遺伝子カセットを HindIII サイト
に挿入した。これらのプラスミドは、エレク
トロポレーション法により SK-1 株及び各種
EPS 生産変異株に導入した。
(5) 菌体凝集の観察および凝集率の算出
菌体凝集を確認するため、SK-1 株及び各種
変異株は TSB 培地で 20 時間培養し、培養液
を室温で 20 分間静置し、目視にて菌体凝集
を観察した。凝集現象を定量的に解析するた
めに培養液の凝集率（AI）を求めた。AI の計
算は下記の式を用いて行なった。
AI(%)=100×{(ODtotal−ODsup)/ODtotal}
以下に詳細な計算方法を示す。SK-1 株及び
各種変異株は TSB 液体培地で一晩培養した。
新しい TSB 液体培地に一晩培養液を 1％植菌
し、30℃で 20 時間培養を行った。培養液全

体の菌体濁度として、波長 600 nm の吸光度
（ODtotal）を測定した。次に、1 ml の培養液
を低速遠心分離(700×g, 2 分)し、上清の菌
体濁度（ODsup）を測定して計算式に値を代入
することで凝集率 AI を算出した。
(6) RT-PCR による凝集抑制遺伝子 yeeJ の転
写制御の解析
SK-1 株及び AHL 合成遺伝子破壊株は TSB 培
地にて一晩培養し、培養液 40 1 を新しい TSB
液体培地 4 ml に加え、30℃で約 10 時間培養
した。菌体からの全 RNA の抽出には、ISOGEN
（ニッポンジーン）を使用し、混入 DNA は
DNase により分解した。逆転写には 80 ng の
全 RNA を使用し、ReverTra Ace（東洋紡）を
使用して cDNA を調製した。凝集抑制遺伝子
yeeJ の内部配列を増幅するためのプライマ
ーとして、yeeJ-F（5’-CTG ACA TCC GGC AGG GTT
TGT ATT GCT ACC-3’）および yeeJ-R（5’- CGA
CCA TAG CTG CCA CGT TGT TTG GCG ATA-3')
を使用した。PCR 増幅を行うため、DNA ポリ
メラーゼには Go Taq を使用し、熱サイクル
は 94℃で 30 秒、60℃で 30 秒、72℃で 90 秒
を 28 サイクルで行った。
４．研究成果
(1) SK-1 株の EPS 生産に関わる因子の探索
SK-1 株は TSB 培地上でコロニーを形成させ
ると、粘調性のある EPS を生産するが、LB 培
地上では、このようなコロニー形状は示さず、
EPS を生産しない。LB 培地と TSB 培地の成分
の違いの一つにグルコースの存在がある。そ
こで、グルコースを添加した LB 培地に SK-1
株を植菌したところ、EPS 生産が観察される
ことが明らかとなった。次に、LB 培地に様々
な糖を添加して EPS 生産を調べたところ、
SK-1 株はグルコース以外にも、スクロース、
フルクトースの添加により EPS 生産が誘導さ
れることが明らかになった。SK-1 株の eanI
遺伝子破壊株（SK-02I 株）は、TSB 培地上で
は EPS を生産しないが、1 M 3OC6-HSL を添
加した TSB 培地上では EPS を生産することが
明らかとなっている。しかしながら、
3OC6-HSL を添加しても LB 培地に糖を加えな
い培地では EPS 生産は見られなかった（図 1）
。
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図１ SK-1 株及び SK-02I 株による EPS 生産と AHL
及び糖の添加の影響

以上より、SK-1 株は 3OC6-HSL と糖の両方が
存在する条件でのみ EPS を生産することが明
らかとなった
(2) SK-1 株の EPS 生産変異株の取得および制
御遺伝子の探索
SK-1 株の EPS 生産を制御する遺伝子の変異
株を作成するため、SK-1 株にトランスポゾン
プラスミド pOT182 を導入してランダム変異
を行い、EPS 生産変異株を探索したところ、2
株 の EPS 非 生 産 変 異 株 （ SK-EPS1 株 及 び
SK-EPS2 株）を取得することに成功した。
SK-EPS1 株のトランスポゾン挿入部分を特定
したところ、植物病原菌 P. stewartii の rcsA
と呼ばれる遺伝子と高い相同性を示すこと
が明らかになった。PCR により、SK-1 株の rcsA
相同遺伝子の全長を取得し、全塩基配列を決
定したところ、P. stewartii の RcsA とアミ
ノ酸レベルで 99.5%の相同性を示すことが明
らかになった。SK-EPS2 株のトランスポゾン
挿入部分を特定したところ、植物病原菌
Erwinia amylovora の rcsB と呼ばれる遺伝子
と高い相同性を示すことが明らかになった。
PCR により、SK-1 株の rcsB 相同遺伝子の全
長を取得し、全塩基配列を決定したところ、
E. amylovora の RcsB と 97.7%の相同性を示
すことが明らかになった。rcsA および rcsB
は E. amylovora や P. stewartii で EPS 生産
のポジティブレギュレーターとして働いて
いることが明らかになっており、SK-1 株にお
いても rcsA や rcsB が QS による EPS 生産に
何らかの影響を及ぼしている可能性が考え
られる。
(3) SK-1 株の EPS 生産における rcsA、rcsB
及びクオラムセンシングの影響
SK-1 株における rcsA および rcsB の役割に
ついてさらに解析するために、SK-1 株、
SK-02I 株、SK-EPS1 株、SK-EPS2 株で rcsA ま
たは rcsB を過剰発現させ、3OC6-HSL および
グルコースを添加した培地での EPS 生産につ
いて調査を行った。その結果を表 1 に示す。
rcsA を過剰発現させると、SK-1 株や SK-EPS1
株でもグルコースが存在しない LB 培地で EPS
を生産することが明らかになった。しかし、
SK-02I 株で rcsA を過剰発現させても、AHL
とグルコースの両方が存在しないと EPS を生
産しないことが明らかになった。一方で、
rcsB を過剰発現させると、全ての株でグルコ
ース及び AHL が存在しなくても EPS を生産す
ることが明らかになった。以上の結果から、
EPS 生産は rcsA と rcsB の両者により制御さ
れているが、rcsB の発現のみが AHL を介した
クオラムセンシングに制御されている可能
性が示唆された。

表１ rcsA 及び rcsB を発現させた SK-1 株変異株におけ
る EPS 生産への AHL 及び糖の影響
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(4) SK-1 株の菌体凝集に関わる遺伝子の探索
SK-1 株と SK-02 株の培養液を室温で静置す
ると、SK-1 株は培養液中の菌体が分散してい
るのに対し、SK-02I 株では凝集沈殿現象が見
られ、凝集率 AI の値が 96%と高い値を示した。
SK-02I 株培養液に前もって 1 M 3OC6-HSL を
添加すると、SK-1 株と同等の凝集率まで低下
したことから、SK-1 株の菌体凝集は AHL を介
したクオラムセンシングにより負に制御さ
れることが明らかとなった。SK-1 株の菌体凝
集を制御する遺伝子の変異株を作成するた
め、 SK-1 株にトランスポゾンプ ラスミド
pOT182 を導入してランダム変異を行い、構成
的に凝集する変異株を探索したところ、1 株
の変異株（SK-33M 株）を取得することに成功
した。SK-33M 株のトランスポゾン挿入部分を
特定したところ、P. ananatis LMG 20103 株
のアドヘシン様タンパク質をコードする
yeeJ と呼ばれる遺伝子と高い相同性を示す
ことが明らかになった。
(5) クオラムセンシングによる yeeJ 遺伝子
の転写制御の解析
AHL を介したクオラムセンシングによる
yeeJ の転写制御を解析するため、RT-PCR 解
析を行った。本培養 10 時間後の全 RNA から
cDNA を調製し、yeeJ の内部配列を元に PCR
を行ったところ、SK-1 株では yeeJ の発現が
見られたが、SK-02I では発現が全く見られな
かった、SK-02I 株に 0.1 または 1 M の
3OC6-HSL を添加したところ、1 M の添加で
yeeJ の発現が見られ、この濃度は SK-02I 株
が菌体凝集を示さなくなる濃度と一致して
いた。以上より、yeeJ の転写は AHL を介した
クオラムセンシングにより制御されており、
発現した YeeJ により菌体凝集が阻害されて
いる可能性が示唆された。
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図 3 SK-1 株及び SK-02 株による yeeJ 発現の RT-PCR

(6) 結言
本研究では、モデル病原菌である P. anan
atis SK-1 株が EPS 生産と菌体凝集を AHL を
介したクオラムセンシングにより制御する
ことを始めて明らかにした。EPS 生産と菌体
凝集は両方とも直接病原性とは関連しない
が、SK-1 株の AHL 合成遺伝子破壊株がタマネ
ギ葉への病原性を完全に消失することから、
今後もクオラムセンシングに制御されるフ
ェノタイプを網羅的に解析することで、未知
の主要病原性因子の発見につながると期待
される。
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