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論  文  内  容  の 要  旨  

 

 生物は、生育に必要な栄養源とエネルギー源を外界から取り込み、栄養物質を代謝

して生育しており、そのために様々な物質輸送系や代謝系を備え、それらの遺伝子発

現と活性制御を通して様々な環境に適応している。光合成生物では CO2 と無機窒素の

光合成的な同化の制御が生存に特に重要である。シアノバクテリアは真正細菌に属す

るが、陸水、海水さらに岩や地表面などあらゆる環境に適応して光合成を営んでいる

ため、光合成の環境適応の研究において重要なモデル生物として用いられてきた。PⅡ

タンパク質はバクテリア、アーキア、および植物に保存されている調節タンパク質で

窒素と炭素のバランスを検出して窒素同化系を制御している。シアノバクテリアでも

PⅡは窒素同化の様々な経路を制御しているが、その遺伝子（glnB）の純粋な欠損株が

得られないことから、機能の全容が判然としていない。本学位論文は PⅡの欠損変異株

の作製法を開発し、それを利用して PⅡの未知機能について多面的な解析を行ったもの

であり、以下の３つの内容から構成されている。  

 

1. PⅡの欠損と PipX の毒性が PⅡ欠損株の増殖に及ぼす影響の解析  

 近年の研究により、シアノバクテリア Synechococcus elongatus から異なる研究室で

作製された PⅡ欠損株のすべてが pipX 遺伝子に変異をもつことが明らかになった。

PipX は PⅡと結合するタンパク質の１つとして同定されたもので、窒素同化系遺伝子

群のグローバルな転写活性化因子 NtcA のコアクティベーターである。このことから

「遊離状態の PipX には毒性があり PⅡはこの毒性の緩和に必須であるために欠損株が

得られない」とする仮説が提出されている。しかし、PⅡの存在下でも窒素欠乏に応答

して細胞内の 2-オキソグルタル酸（2-OG）濃度が上昇すると、2-OG が PⅡと優先的に

結合するため、PipX は遊離状態となるはずである。それにもかかわらず S. elongatus

は厳しい窒素制限条件でも増殖できることから、窒素制限下では S. elongatus は PipX
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の毒性に耐え得ると推定される。そこで、親株としては硝酸イオン輸送体の欠損株を

用い、硝酸イオンのみを含む培地で生育させて窒素欠乏条件を恒常的に維持した条件

で glnB 遺伝子の破壊を試みた結果、正常な pipX を保持したまま PⅡ欠損株を得るこ

とに成功した。アンモニアを窒素源として用いた場合（窒素過剰条件）には欠損株は

得られなかった。上記の全操作を繰り返して、窒素欠乏条件下でのみ再現的に PⅡ欠損

株が得られることを確認した。PⅡ欠損株の増殖はアンモニア培地（窒素過剰状態）で

特に強く阻害され、アンモニアを含む固形培地ではまったく増殖しなかった。アンモ

ニアを含む液体培地に PⅡ欠損株を植菌した場合には、植菌直後に大半の細胞が死滅

し、最終的には増殖が回復したものの、光合成色素量が顕著に低下した。一方、硝酸

培地（窒素制限状態）でも PⅡ欠損株では親株に比べて顕著な増殖遅延が見られた。次

に増殖阻害における「PipX の毒性」と「PⅡ欠損の直接的影響」を区別するために PⅡ

欠損株、PipX 欠損株と PⅡ /PipX 二重欠損株の比較を行い、窒素制限状態での増殖遅延

はほぼ全面的に PipX に依存しており、窒素過剰条件下で見られた顕著な増殖阻害も

PipX によって引き起こされるものであることを明らかにした。しかし PⅡ /PipX 二重欠

損株でもアンモニア培地で増殖の遅延が認められることから、PⅡの欠損は、PipX の

毒性とは無関係に窒素過剰条件下の増殖に対して負の影響をもつことがわかった。

「PipX を介さない PⅡ欠損の影響」の原因を探るため、既知の PⅡの機能の中でアンモ

ニア培地での生育に必要である可能性がある「Ｎ -アセチルグルタミン酸キナーゼ

（NAGK）の活性化」に着目して解析を進めた。PⅡの 49Ser をアラニンもしくはグル

タミン酸で置換した PⅡ誘導体は NAGK を活性化できないことが知られているが、こ

れらを PⅡ欠損株に導入して増殖に対する影響を調べたところ、PⅡ (S49A)と PⅡ (S49E)

ともにアンモニア培地での増殖を完全に回復させた。このことから、アンモニア培地

での増殖遅延は NAGK の活性化の欠如が原因ではないこと、換言すると、PⅡにはアン

モニア培地での正常な増殖のために必要な未知機能が存在することが明らかになっ

た。  

 
2. ABC 型シアン酸 /亜硝酸能動輸送体の制御における PⅡと PipX の役割の解析  

 今日までに S. elongatus で知られている PⅡの機能としては、アンモニア存在下に

おける硝酸イオン・亜硝酸イオン輸送体（NRT）、硝酸還元酵素（NR）および PipX
の阻害、および NAGK の活性化がある。このようなアンモニア存在下での活性調節の

他の例として ABC 型シアン酸 /亜硝酸能動輸送体（CYT）の阻害が知られているが、

この制御に PⅡが関わるか否かは不明であった。CYT の活性測定は、基質であるシア

ン酸が不安定な化合物であること、もうひとつの（alternative な）基質である亜硝酸

が硝酸イオン・亜硝酸イオン輸送体（NRT）によっても輸送されること、CYT の発現

が厳しい窒素制限条件下でのみ起こること、の 3 つの理由で容易ではない。しかし、

上記 1.で作製した PⅡ欠損株は、硝酸培地で培養することで CYT の高レベルの発現を

誘導できること、NRT を欠くために CYT の活性を培地中の亜硝酸イオンの減少から

測定できること、の利点がある。これらを生かして CYT のアンモニア添加による阻害



に対する PⅡの影響を調べた結果、PⅡ欠損株ではアンモニア添加によって CYT 活性が

50%程度低下するものの、完全には阻害されないことがわかり、CYT が PⅡのターゲッ

トの一つであることが示された。PⅡによる活性制御においては、NAGK の場合のみ
49Ser のリン酸化状態の変化が関わり、他の場合は PⅡと 2-OG の結合が活性制御のシ

グナルとなることが知られている。PⅡ欠損株に PⅡ (S49A)と PⅡ (S49E)を発現させたと

ころ、CYT の制御が完全に回復したことから、 49Ser のリン酸化状態の変化ではなく、

2-OG の結合状態の変化によって制御されるものと結論した。次に PipX の欠損株で

CYT の活性調節を調べたところ、PⅡ欠損株の場合と同様にアンモニア添加によって

CYT 活性は 50%程度低下するものの、完全には阻害されなかった。さらに PⅡ /PipX 二

重欠損株では CYT 活性がまったくアンモニアの影響を受けなくなったことから、CYT

の活性制御においては、PⅡ -PipX 複合体が制御因子として作用しているものと推定し

た。従来、PipX の具体的な機能としては窒素欠乏条件下での NtcA の活性化のみが知

られていたが、今回の結果は、窒素過剰条件下で PipX が示す生理学的な機能を初め

て明らかにしたものである。また、PⅡと相互作用することで PⅡの活性を調節するタ

ンパク質として、PipX が最初の例となる。  
 
3. PⅡ欠損株のサプレッサー変異株の単離と原因遺伝子の同定  
 前述のとおり、PⅡ欠損株は、アンモニアを含む培地で著しい生育阻害を受ける。そ

のため硝酸培地を用いて窒素制限条件下で株を維持しているが、長時間経過した後に

はアンモニアを含む固形培地上にコロニーを形成できる株が生じることがわかった。

固形アンモニア培地を用いてこのような株を 9 系統単離し、pipX 遺伝子の配列を調べ

たところ、pipX に変異を持つものは１つのみであり、他は pipX 以外の変異によって

アンモニア耐性を獲得していると推定された。そこで、次世代シーケンサーSOLiD を

用いて全ゲノムの解析を行って元の PⅡ欠損株からのゲノム配列の変化を調べた結果、

アンモニア能動輸送体 Amt1 の短縮型と部分欠失型の異なる変異が 2 系統の株で見い

だされた。Amt1 は外界からの低濃度のアンモニアを吸収するだけでなく、細胞内から

漏出したアンモニアの再吸収に関わるとされており、Amt1 の機能喪失によってアンモ

ニアの蓄積を回避することでアンモニアに対する耐性を獲得しているものと推定され

た。他の 5 系統ではサイレントな塩基置換しか検出されなかったが、これらはすべて

光合成電子伝達系を構成するシトクローム f の成熟化に関わる遺伝子上に異なる変異

を有しており、このことから光合成電子伝達活性の抑制がアンモニア耐性に寄与して

いる可能性が示唆された。またこれらのうち 2 系統は亜硝酸還元酵素の成熟化に関わ

る nirB 遺伝子にサイレントな塩基置換を有していた。上述の Amt1 の機能喪失型の変

異だけでなく、nirB の変異も翻訳量の減少によって亜硝酸還元酵素活性が低下してい

る可能性があり、細胞内アンモニア濃度の低下が、アンモニア耐性に寄与しているも

のと推察された。  
 
以上、本学位論文では、PⅡがアンモニア培地での正常な増殖に必須であること、PⅡ



の新規機能である CYT の活性制御が PⅡの既知機能と同じく、アンモニア存在下で細

胞内への無機窒素の吸収を低下させるものであること、PⅡ欠損株でも細胞内へのアン

モニアの蓄積を抑制する変異によってアンモニア培地での生育が可能になること、の

3 点が示されている。自然界では、窒素の欠乏が光合成の生産性をしばしば規定する

因子として問題とされるが、本研究により、窒素の過剰がシアノバクテリアにとって

きわめて有害なものとなり得ることが明らかとなった。  
 


