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１．研究の背景と目的
細菌は，人間の目には見えないが地球上のあらゆる場所に生息し，非常に多様な能力をもつ．この多様な能力は，細菌
の急速な進化・適応能によってもたらされる．プラスミドは，細菌の生存に必須な染色体 DNA とは別に複製される DNA
で，形質転換や接合伝達によって細菌間を移動して，様々な遺伝子群を伝播する．そのため，細菌はプラスミドを介し
て新たな遺伝子を獲得し，種々の環境に素早く適応することができる．また，プラスミドを人為的に利用すれば，細菌
の能力を自在に改変することが可能である．このような性質から，プラスミドは，細菌の基礎研究はもちろん，細菌を
利用した有用物質の生産効率を向上させたり，生産コストを削減したりする上でも必須のツールとなっている．この
際，どの細菌がどのプラスミドを保有できるかという宿主域の情報が非常に重要である．しかし，これまでに 27,000 以
上の様々なプラスミドが発見されてきたが，それらの宿主域の情報はほとんど不明である．従って，ある細菌の能力を
改変するには，最小細菌に適用できるプラスミドを見つけるのに，多くのプラスミドを用いて何度も試行錯誤を繰り返
さねばならない．これは多大な労力と時間を要し，細菌の基礎・応用研究の発展の大きな障害となっている．一方，DNA
配列を用いた生物情報学の分野では，プラスミドと既知宿主の染色体の塩基配列の特徴（塩基組成）が類似すると報告
されている(1)．我々は，この類似性を利用すれば，塩基配列情報のみから，プラスミドの宿主域を網羅的かつ高確度に
予測できるのではないかと考えた．しかし，これまでに，プラスミドと細菌染色体の塩基組成の類似性が高いことが，
プラスミドの宿主域を決定する因子になりうるかどうか，実験で検証された例はない．そこで本研究では，プラスミド
の塩基組成がその宿主域を決め得るかどうか検証することを目的とした．

２．実験材料と方法
我々が発見した新たなプラスミド（同一のプラスミド群に属する 4 本のプラスミド，pSN1104-11，pSN0729-62，
（１）
をモデルとして以下を行った．
pYK0414-12，pMH0613-68）

（１）プラスミドを保有できる微生物の種類の同定
まず各プラスミドに，蛍光を示す緑色蛍光タンパク質（GFP）を生成する DNA を搭載させた．次に，このプラスミドをも
つ供与菌を土壌や湖水に由来する自然界の微生物群集と接合（混合した）．接合完了体は，プラスミドを受け取ることで
緑色蛍光を示すため，これを指標に，以前に確立した手法（２）を用いて，フローサイトメトリーとセルソーター
（FACS）によって分離した．分離した接合完了体は，培養を介する culture-dependent（CD）法と，培養を介さない
culture-independent（CI）法によって遺伝子レベルの解析を行った．CD 法では，接合完了体を LB 固体培地上にソート
し，コロニーを形成後，プラスミドの有無を検証した上で 16S rRNA 遺伝子配列を解読し，同定した．CI 法では 15,000
細胞の接合完了体を収集し，直接 DNA を抽出して 16S rRNA 遺伝子配列を解読後，同定した．
（２）プラスミドを保有可能な微生物の予測と照合
公的データベース（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse#!/prokaryotes/）から取得した 2774 株の染色体ゲ
ノムと，4 本のプラスミドの連続塩基組成［これを k-mer とする．例えば 3 連続塩基(3-mer)なら，AAT, AAC, AAG 等 64
通りの組み合わせが全塩基配列中に現れる頻度］の「非類似度」を Mahalanobis 距離として算出した．Mahalanobis 距
離の値が大きいほど非類似度が高い（＝類似度が低い）．
𝐷𝐷𝐷𝐷2 =(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝜇𝜇𝜇𝜇)𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝑆𝑆 −1 (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝜇𝜇𝜇𝜇)

ここでｘはプラスミドのk merの出現頻度を示すベクトルを示す．また，μは染色体上のDNAを断片化し，そのk-merの出
現頻度を平均したベクトルである．またＳはその分散共分散行列で（各DNA断片間から計算したk-merの出現頻度の共分
散を配列した行列）で，T は転置行列であることを示す．次に，各プラスミドと，その宿主となる微生物の染色体のDNA
配列情報から，どの微生物が，どのプラスミドを保有可能か予測した．その後，(1)で得られた，各プラスミドの接合完
了体の情報に基づき，接合実験の結果との照合を行った．
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３．実験結果と考察
（１）プラスミドを保有できる微生物の種類の同定
同じプラスミド群に属し，GC 含量が最大で 10%異なる 4 本のプラスミドの宿主域を，3 種の環境試料由来の細菌群集を
用いた接合実験によって明らかにした．CD 法の結果，プラスミドの接合完了体として 4 門 36 属の細菌を取得した．こ
の結果は，用いた４本のプラスミドが，異なる細菌門を超えて接合伝達可能な，広宿主域をもつことを示す．また，4
本全てに共通して得られた属は 36 属中 6 属のみであった（図 1）．並行して，CI 法で得られた接合完了体の群集間の多
様性を主座標分析によって比較した．その結果，供与菌と受容菌群との接合前の菌叢や，FACS によるソート前の菌叢
（図中の●や▲）に比べると，接合完了体の菌叢は，プラスミドごとに離れた位置に分散した(図２)． 従って，これら
のプラスミドの宿主域に違いがあることが示された．

図１．
CD法で得られた
法で得られた4 本のプラスミドの接合完了体のベン図．
4 本のプラスミドの接合完了体のベン図．
図１ CD
各数字は得られた接合完了体の属の数を示す．
各数字は得られた接合完了体の属の数を示す．

図２．
図２ CICI法に用いた試料と接合完了体の菌叢の主座標分析結果．
法に用いた試料と接合完了体の菌叢の主座標分析結果．

（２）プラスミドを保有可能な微生物の予測と照合
データベース上の 2774 株の Reference ゲノムを用いて，各プラスミド
と染色体の連続塩基組成の非類似度を算出した．そのうち，非類似度
（１）と同
の低い（＝類似度の高い）上位 10%について比較した結果，
様，プラスミドごとに宿主になると予測された微生物の属が異なるこ
とが示された（図３）．従って，接合実験の結果も，塩基組成に基づく
宿主域予測の結果も，４本のプラスミドの宿主域が異なるという結
果で一致した．次に，上述した 2774 株のうち，CD 法で得られた各

図３．各プラスミドと高い類似度を示した属のベン図．
図３ 各プラスミドと高い類似度を示した属のベン図．

プラスミドの接合完了体の近縁株について選抜した後，プラスミド
と染色体の塩基組成の非類似度を，接合完了体以外の菌株と
比較した（図４）．その結果，いずれのプラスミドについて
も，接合完了体の近縁株（図４中「Transconjugants」）の方
が，そうでない菌株（図４中「Others」）よりも有意に類似
度が高かった（Wilcoxon-Mann-Whitney test）．

４．総括と展望
本研究では，同一の不和合性群に属するが，塩基組成
に違いがあるプラスミドの宿主域が異なることを接合

図４
2774 株のうち，各プラスミドの接合完了体近縁株の塩基組成の非
図 4．2774
株のうち，各プラスミドの接合完了体近縁株の塩基組成の
類似度と，それ以外の菌株の非類似度を比較した箱ひげ図．
非類似度と，それ以外の菌株の非類似度を比較した箱ひげ図．
箱内の黒線は非類似度の中央値を示す．
箱内の黒線は非類似度の中央値を示す．

実験によって示した．また接合完了体として得られた
細菌の近縁株について，その染色体とプラスミドの連続塩基組成を比較したところ，一定の類似性を示すことを初めて
明らかにした．従って，プラスミドの塩基配列情報から宿主域が予測できる可能性が支持された．今後は，予測結果の
検証を詳細に行うとともに，染色体上のどの DNA 領域の塩基組成を対象にするかも含め，宿主上・プラスミド上の他の
因子（両者の複製開始タンパク質等）の影響についても検証する必要がある．
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