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特定織研究「ゲノム生物学」のなかで，モデル細菌のゲノム機能を特定の興味から遺伝子を選ぶの

ではなく・網羅的に研究する努力が進められた・その結果枯草菌・大腸菌について，マイクロア

レイを用いた解析を出発点とする発現制御ネットワークの潮が進み，とくに遺伝子発現の環境応

答を担う2成分制御系の全体像が明らかにされ・細胞内ではそれらが相互作用しなから機能ネット

ワークを形成しているという新しい姿が浮かび上がってきた－また，必須遺伝子セットと新規必須

遺伝子の機能を明らかにすることによ。・細胞機能の根幹を担う遺伝子の普遍性と多様性の理籍が

進んだシアノltクテリアについてもその生命現象の分子的理解について，従来型の個別研究を大

きくこえる成果を得ることができた．
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聞はじめに聞

わが国では・大腸菌（如herichiacoli），枯草菌

（Bacillussubtilis），光合成細菌（シアノバクデ）ア）な

どの，生物研究のモデル細菌のゲノム解析で，先進的な

研究が行なわれてきた・1つの生物の全ゲノム配列を決

定しようというプロジェクトは，実は，わが国で大腸菌

について，最初に挑戦が始まった．枯草菌のゲノム配列

決定は，枯草菌の分子生物学研究に取り組んでいた日欧

の研究室の共同研究として行なわれ，わが国では7研究

室が参加し，仝ゲノムの約1／3の決定を行なった1）．さ

らに・ゲノム配列決定によって初めて兄いだされた機能

未知の遺伝子群の破壊株を系統的に作製し，その機能に

迫ろうというプロジェクトも日欧の研究チームの共同研

究で取り組まれが・かすさDNA研究所では，シアノバ

クデ］アのモデル生物シネコシステイスゆnecho〔ツ融

Sp・PCC6803）のゲノム配列決定を皮切りに，4程のシ

アノバクデノアのゲノム配列を決定し，世界をリードし

ていが・そして，わが国のシアノバクデ）ア研究者は，

かすさDNA研究所と連携して，システマチックな機能

OgasawaraNaotakel，FujitaYasutarouZ，AibaHirofumi3，

解析に取り組んできた．

こうした流れは，ミレニアムプロジェクトとして

2000年にスタートしたゲノム特定領域研究にもひき継

がれ・モデル細菌のゲノム機能を，特定の興味から遺伝

子を選ぶだけではなく，網羅的に研究する努力が進めら

れた・その結果，転写制御ネットワークの新たな姿の解

明や細胞増殖のための必須遺伝子セットの同定など全

体を見ようとするアプローチからこそ明らかにできる成

果が得られてきた・本稿では，そうしたモデル細菌の研

究の一端を紹介したい．

1．2成分制御系遺伝子の機能解明

生物は絶えず環境の変化にさらされており，環境シグナ

ルの感知と情報伝達，そして転写制御を含めた細胞応答

により恒常性を維持している・膜に組み込まれており，

外界の特定の刺激により活性化し，自己リン酸化するセ

ンサーキナーゼ（sensorkinase）と，それによってリン

酸化され，一群の遺伝子の転写を活性化あるいは不活化
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大腸菌

排出系の誘導　　　細胞膜“壁ストレス 
PhoQ／P：Mg　　　tpxA／R：綱胞外皮 

BasS／R：Fe　　　　EnvZ／OmpR：浸透圧 

CusS／R：Cu　　　　YedV／W：Cu？ 

HydH／G‥Zn　　　YgiY／X：細胞間情報伝達 

KdpD／E‥K 

E＞gS／A：薬剤 

BaeS／R：薬剤 

環境ストレス　　　小分子の取り込み 
ResC／B：グルコース　PhoR／B：リン酸 

BarA／UvrY：酸素　　NtrB／C：窒素 

CreC／B：代謝産物　YfhK／A：窒素 

NarQ／P：硝酸　　　CルVB：クエン酸 
NarX／L：硝酸　　　DcuS／R：C4－2シカルポン酸 

AreB／A：酸素　　　　AtoS／C：酢酸 

TorR／S：TMAO　　UhpB／A：6炭糖 
ー／RssB：シャペロン　YehU汀：ムレイン？ 

YpdNB：ムレイン？ 

走化性 
CheNB 

機能未知：RstAJB，－／FimZ

排出系の誘導
YccG／H：Na

BceS／R：薬剤

YvcQ／P‥薬剤

VXd」／K“薬剤

YdfH／上薬剤

YfiJ／K：薬剤？

YkcY／Z：薬剤？

YcbM／L：薬剤？

Yv汀／U：薬剤？

環境ストレス
ResE／D：酸素

細胞膜“壁ストレス
CssS／R：細胞膜

DesK／R：細胞膜

LiaS／R：細胞膜

YvrG／H：細胞壁

YrkQ／P．表層蛋白質

YcW」．細胞外多糖
YycG／F：細胞外皮

LytS几・自己融解酵素

小分子の取り込み
PhoP／R：リン酸

C旺S／T：クエン酸

DctS／R：C4－2炭糖

Ma附R：リンゴ酸
GlnK／R：クルタミン

YesM／N：糖

定常期の遺伝子発現
ComP／A：形質転換能

諜　驚欝欝轄成
機能未知：ybd」／K，YkoH／G．YhcY／Z

YxjM／」，YwpD／－，一Nnel

するレスポンスレギュレーター（responseregulator）の

ペアから在る2成分制御系（two－COmpOnentSignal

transductionsystem）ば細菌から酵母，粘菌，カT，

植物にまで普遍的に存在するシグナル伝達系である．そ

れは，細菌において，多様を環境変動に対応するための

重要な情報伝達システムとして研究者の興味を集めてき

たが，ゲノム配列決定により各細菌がもつ2成分制御系

の全セットが同定され，それが担う各細菌の環境応答戦

略を総合的に理解することが可能となった・

こうした視点からの大腸菌・枯草菌の2成分制御系の

機能解明が大きく進んでいる．各2成分制御系遺伝子の

欠失株あるいはレスポンスレギュレーターの高発現株を

作製し，その遺伝子発現プロファイルをマイクロアレイ

解析により野生株と比較し，各2成分制御系が支配する

遺伝子候補を抽出することを出発点に4・5），レポーター

アツセイやゲルシフトアツセイなどのinvivoTinvitr0

の解析を行ない，レスポンスレギュレーターが直接支配

する遺伝子とレギュレーターの認識配列の同定が進めら

れた中7）．その結果，大腸菌・枯草菌に各々約30セット

存在する2成分制御系のほぼすべてについて，その機能

を同定・推定することができている（図1）・それらは金

属や薬剤などの有毒物質の排出系の誘導，嫌気条件を含

む環境ストレスや細胞壁や細胞膜へのストレスに対する

対応系の誘導，栄養源となる小分子代謝の取り込みシス

テムの誘導などに大別できる．大腸菌では金属イオンに
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図1大腸菌と枯草菌の2成分制御系

の機能

面細菌のセンサーキナーゼ／レスポンス

レギュレーターのペアが制御する遺伝子

の機能を比較した

対する反応を制御するものが多いのに対し，枯草菌では

抗菌性の薬剤に関連するものが多い・そのうえで・定常

期において形質転換能や細胞外への分泌する酵素の誘導

や胞子形成を誘導する，特異的なシステムも備わってい

る．シアノバクデ）アについても，シネコシステイス，

ァナベナ（Anabaenasp．PCC7120）を中心に，システ

マチックな解析が行なわれ，低温，高温，高浸透圧，高

塩濃度，酸化ストレス，マンガンイオン欠乏，リン酸イ

ォン欠乏の各条件下で遺伝子発現を制御する2成分制御

系8）に加え，シアノバクデ）アに特有な，光に対する応

答9）や窒素固定を主とした代謝応答を調節しでいる2成

分制御系10）が明らかにされた・なお・病原性細菌の病

原性の発現にも2成分制御系が重要な役割を果たしてお

り，その研究も進んでいるが，その点は本増刊号のⅢ部

C林の項に紹介されている・

重要な点は，こうしたシステマチックな解析をとおし

て，センサーからレギュレーターへのシグナル伝達とい

う単純なパラダイムだけでは，細胞内の2成分制御系の

働きを説明できないということが明らかになってきたこ

とである．大腸菌の箱製蛋白質を用いたin諦roの解析

により，センサー／レギュレーターペアの新規なクロス

トークが明らかにされた．さらに，キナーゼの自己リン

酸化，キナーゼからレギュレーターへのリン酸転移・リ

ン酸化型レギュレーターの脱リン酸化などの各ステップ

の速度を解析し，これらの反応ステップの速度は蛋白質

†



（a）カスケード制御 �（b）クロストーク制御　　　　　　（C）協調的制御 

！システムAl l∴∴∴ ．園 ▼ �田圃 †四囲 ［二千一〒］＼！∴ 

細胞機能B �i細胞機能A　　　細胞機能B 

PhoOP一一RstAB CusSR・→YedVW �ArcB→OmpR　　　PhoP＆PmrA→pmIA NarX→NarP　　　（inSahone／la） 

EvgSA→PhoQP �ArcB→RssB　　　　　　CpxR＆BaeR→Spy 

亡≡コ過酸半田i口口重コ 　S　　　i 
i　　　　　　　　　　　　　　　　Hik33 

RreX　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rre31 

！　　　　† 
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ycf39　h〟B ��hliB ��hliB ��hliB ��h／iB 
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Slm616　S〝1544 ��Slr1544 ��S〝1544 ��Slr1544 ��S〝1544 

SIr1747　S〝1483 ��S〟1483 ��S〃1483 ��SII1483 ��S〟1483 

slrO400　ssI2016 ��SSI2016 ��SSI2016 ��SSI2016 ��SSI2016 
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S／／1770ndhD2 feoB sh1687 g〃1911 S〃0086 SSI3446 ��ndhD2 slr1687 SI10157 nbI41 nbL42 ��ndIID2 Sll1911 Sll0086 hspA hJpF ��IeoB ��危OB S〝1687 SSl3446 S〟0157 ねbG gldA 

liSS櫛 �SI10157 nbI41 nbL42 SSI2162 � �hspA hJpF �」」‾ �SSl3446 S〟0157 ねbG gldA �i 

間に違いがあり，それによって2成分制御系が特徴づけ

られることも示された11）．実際，invivoでも，2成分

制御系のカスケード（例：CusSR系がYedVW系を制御

する，EvgSA系がPhoQP系を制御する），リン酸化の

クロストーク（例：ArcBからRssBへのリン酸化），複

数のレギュレーターによる協調的制御（例：歴aeRと

CpxRがやy遺伝子を協調して制御する）が存在するこ

とも明らかにされている（図2）．また，シネコシステイ

スでも，ストレスセンサーとして同定されたキナーゼ

Hik33の下流で，複数のレスポンスレギュレーターが異

なるシグナルに反応して働いていることを示す結果が得

られた．これも，単純な2成分制御系パラダイムでは説

図2　大腸菌における2成分制御系の

機能ネットワーク

図3　シネコシステイスのセンサー

キナーゼHik33が制御する遺伝子

異なるシグナルに反応して．2種のレス

ポンスレギュレーターを介して1それぞ

れのシグナルに特有な遺伝子セットの発

現を誘導する．

明できない発見である（図3）．

細菌では，2成分制御系と同様に，環境シグナルを感

知し，一群の遺伝子発現を制御する，ECFシグマ因子

とよばれるシグマ因子のサブファミリーが知られてい

る．ECFシグマ因子は，通常，細胞膜に存在するアン

チシグマ蛋白質と複合体を形成し，その活性が抑えられ

ているが，刺激により複合体が解離し，シグマ因子が活

性化される12）．興味深いことに，枯草菌では，細胞壁

合成を阻害する各種の薬剤が，各薬剤に特異的なECF

シグマ因子レギュロンと2成分制御系レギュロン，さら

に，さまざまなストレス下に発現するSigBレギュロン

を，同時に誘導することも明らかとなっている13）．
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このように，環襲変化は特定のシグナル伝達系を介し

て，直線的に遺伝子発現の変化をひき起こすのではなく・

複数のシグナル伝達系が，相互作用しながら機能ネット

ヮ一夕を形成しているという新しい姿が浮かび上がって

きた．しかしながら，枯草菌・大腸菌というモデル生物

について，約30の2成分制御系と諸シグマ因子がどのよ

ぅに連携して働いているか，そのシステム的理解は今後

に残された．さらに，シアノバクデ）ア・病原性細菌を

含め，2成分制御系の構造・作用機構・細胞機能の多様

性と普遍性に関する，進化的な解析も今後の課題である・

皿．細菌の転写調節ネットワークの解明を

めざして

細菌の遺伝子発現の制御は，2成分制御系やECFシ

グマ因子だけで担われているわけではない・たとえば

枯草菌ゲノムには約4，100の遺伝子がコードされている

が，そのうち約250はDNAに結合し，転写制御に関与

する蛋白質と推定されている・枯草菌については，こう

した転写制御蛋白質の機能解明も・2成分制御系の解析

と同様な方法で試みられた・とくに・薬剤耐性遺伝子の

転写制御因子を多く含む，MaI・R・TetRとMerRファ

ミリーの制御因子の支配するレギュロンの解析が・－シス

テマチックに進められ，上述した2成分制御系の研究結

果と合わせ，枯草菌ゲノム上に同定されている約250の

転写制御蛋白質のうち，機能未知であった館蛋白質に

っいて，それらの直接的を制御下にある110転写単位を

同定することができた．

さらに，炭素代謝，窒素代謝，アミノ酸合成，緊縮制

御などを制御する，CcpA，GlnA，GlnR，CodY，TnrA，

RelAなどのグローバルな代謝調節蛋白質の標的遺伝子

の探索をとおして14），各制御ネットワークがグルタミ

ンと分岐鎖アミノ酸の合成制御に集約され・細胞総体と

してバランスのとれた代謝調節が機能しているというこ

とが明らかにされたことは重要である5）（図4）・すなわ

ち，ダルクミンは窒素供給状態，分岐アミノ酸は細胞の

栄養状態の指標となり，各々，窒素代謝のグローバルな

転写制御蛋白質であるTnrAとCodYのオペレータ‾へ

の結合活性を調節する．炭素の供給状態は，フルクト‾

ス二リン酸量に反映され，炭素代謝のグローバルな転写

制御蛋白質であるCcpAの機能を制御する・細胞のエネ

ルギー状態は細胞内のGTPのレベルに反映され・この

2194　蛋白質核酸酵素　VoL50N0－16（2005）

細胞増殖 

†　＿＿ 

l 

千　葦 

cc 炭素代謝 �分限鎖アミノ酸合成系 �CodY と細胞の栄養状態 

C） 
十　　　十　　　TnrA 

PA 
RelA 

窒素代謝 

栄養飢餓 

図4枯草菌lこおける主要代謝系の協調システム

分岐鎖アシ酸合成にかかわる〟V－／euオペロンは・CodYと

TnrAで負にCcpAとRe－Aで正に制御される・この多重制御によ

り，細胞の栄養やエネルギー状態を反映させ・炭素代謝や窒素代

詞のj（ランスをとり　アミノ酸・蛋白質合成iそして細胞増殖を

量はCodYによって検知され胞子形成をはじめ程々の細

胞機能を制御する・細胞の栄養飢餓状態を感知する

RelAは，飢餓状態でGTPからppGppを合成する・この

ppGppはIMP脱水素酵素を阻害LGTPの濃度を低下さ

せCodYの作動を止めるとともに・この濃度低下が緊縮

制御を受けるプロモーター活性制御をもひき起こす・ち

なみに，蛋白質合成を反映すると考えられる分岐鎖アミ

ノ酸合成にかかわるilV－leuオペロンは，CodYとTnrA

で負に，CcpAとRelAで正に制御される・この多重制

御により，細胞の栄養やエネルギー状態を反映させ，炭

素代謝や窒素代謝のバランスをとり，アミノ酸，蛋白質

合成そしては細胞増殖の制御へと至るというモデルであ

る．この発見は，個々の遺伝子発現調節ネットワークの

研究から，ネットワーク間の連携を明らかにしていくと

いう，細胞機能のシステム的理解をめざす・今後の研究

方向を示すものである・
一方，DNAアレイ解析，ゲノム配列解析などの結果

を統合することにより，転写制御ネットワークを情報学

的にモデル化するということに大きな期待がもたれ・実

際，枯草菌・出芽酵母などについて挑戦が行なわれてい

るが，生物学的に満足できる結果が得る点では，まだ不

十分である．その理由として・いくつかの問題をあげる

ことができる．まず，個々のアレイデータの滞度・再現
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枯草菌と大腸菌の必須遺伝子の比較

枯草菌にのみ　　どちらにも存在　　大腸菌にのみ

存在する必須遺伝子　する必須遺伝子　存在する必須遺伝子　0％　　　　25％　　　　50％　　　　75％　　　100％

DNA代謝（染色体複製，分離など）　　　　9　　　　　　　18

RNA代謝（転写など）

蛋白質合成（翻訳，分泌など）

細胞膜，細胞壁合成

細胞分裂，形態形成

蟹膿

呼吸

核酸合成

補酵素合成

その他（イオン透過系など）

機能不明

計　　　　　　　　　　　　　　　　　82　　　　　　189

枯草菌の必須遺伝子群271個と大腸茜の必須遺伝子群候輔のうちの対応する321個（最終
的な全必須遺伝子群ではなく途中の段階のもの．必須tRNAは除く）を遺伝子の機能によ
り分類

l∴∴∴∴i醗闇闇詔醍露頭闇麗圃醍囲〟〟〟々／シカク勿

エコ枯草菌にのみ存在する遺伝子

回国どちらにも存在する遺伝子

の大腸菌にのみ存在する遺伝子

図5　大腸菌と枯草菌の必須遺伝子の比較

性の問題である．また，微生物の場合，増殖速度が速く，

転写プロファイルはダイナミックに変化する．したがっ

て，再現性のよいデータを得るためには，培養条件・サ

ンプリング条件を厳密にコントロールする必要がある．

細胞のシステム論的理解をするためには，一定の基準以

上の多数のデータが必要となる．しかし，各研究グルー

プで収集されたデータ間の精度などに違いがあり，デー

タを競合して活用することが十分できなかった．遺伝子

ネットワーク全体を一挙にモデル化することは現在のと

ころ困難であり，データ収集としてぼ　目標を絞って開

通する遺伝子群のプロファイルデータを多量に収集する

ことが必要であろう．今後，こうした経験を踏まえたう

えで，実験研究者と情報科学研究者の共同研究として，

アレイ解析から細胞機能のシステム諭的理解に挑戦する

ことは，依然，重要である．

Ⅲ．枯草菌と大腸菌の必須遺伝子セットの

同定

枯草菌では，仝4，100遺伝子中，約3，000遺伝子の変異

株作製が終了し，全機能未知遺伝子を含む変異巌バンク

が作製された．その過程で同定された必須遺伝子（132

遺伝子）の情報と既知遺伝子の情報を総合することによ

り，枯草菌の冨栄養培地・37℃での増殖には，271遺伝

子が必須であることが明らかとなった2）．そのうち，ゲ

ノムの維持にかかわるもの：25，転写・翻訳・蛋白質

の折りたたみ・分泌にかかわるもの：109，細胞膜・細

胞壁の合成と細胞分裂にかかわるもの：64であり，細

胞増殖の根幹にかかわる遺伝子が必須遺伝子全体の73％

であり，細胞増殖の基本システムが明らかとなった．ま

た，大腸菌についても，全染色体の97．2％の領域につい

て染色体欠失株を作製することができた．この結果と，

Ostemanらのトランスポゾンによる網羅的破壊株作製

の結果16）を競合することにより，大腸菌においても必

須遺伝子の全体像がほぼ抽出できている．そして，枯草

菌の必須遺伝子語と比較したところ，必須遺伝子として

両者で保有されているものは，枯草菌の約70％にすぎ

ないことがわかった（図5）．どちらか一方にしかない遺

伝子，両方にあるが一方でのみ必須な遺伝子，一方では

遺伝子が重複しているためにそれぞれは必須ではないも

のなど，その違いはさまざまである．機能別に分けた場

合，とくに細胞表層，細胞分裂に関与する遺伝子群など

で違いが大きい．しかし，細胞表層，細胞分裂以外でも，

種々の機能に関する必須遺伝子辞にさまざまな違いが見

られている．たとえば，染色体複製開始調節に関して，

大腸菌では開始蛋白質DnaAの不活性化に必須な遺伝子
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hめが存在するが，枯草菌にはオルソログがない・リボ

ソーム蛋白質の遺伝子辞など翻訳過程に必須な遺伝子韓

には共通なものが多いが，それでも大腸菌のリボソーム

蛋白質Slのオルソログが枯草菌にはないなど，異なる

点もある＿必須遺伝子醇にかなりの相違点が見つかった

ことは，同じ細菌でもシステムの基本的なメカニズムは

共通であっても細かい点，とくに調節機構などは多様で

あることを示している．世界的にも必須遺伝子セットの

研究は注目されているが，その方法訊まトランスポゾン

変異ライブデ）の解析によるものであり，いくつかの問

題点を含んでいる．それに対して，ここで紹介した結果

は，丁寧な遺伝学的解析に基づき，確かな緒論を出した

という点で，細菌細胞の増殖の根幹を担う遺伝子セット

の普遍性と多様性の解明を大きく前進させるものであ

さらに，大腸菌・枯草菌の機能未知の必須遺伝子を系

統的に解析することにより，tRNA中の塩基修飾にかか

わる新しい遺伝子が明らかにされた17）・また，枯草菌

の機能未知の必須膜蛋白質YneSが，その機能が明確に

定義されていなかったPIsXとともに，リン脂質合成の

第1ステップに関与することも発見された（筆者ら：抜

穂中）‥このステップは，大腸菌ではPIsBという蛋白質

が担っているが，その遺伝子はプロテオバクデ）アの一

部にしか兄いだされず，PIsX／YneSのシステムが，よ

り普遍的をものである．また，大腸菌で最初に発見され

たGTP結合蛋白質（Era）のファミリーをコードする6

遺伝子が枯草菌で必須であるが18），その1つについて，

50Sリボソーム粒子の形成の最終段階に関与することも

明らかになっており（筆者ら‥投霜申），新たな重要な遺

伝子機能の解明もシステマチックな解析から生まれてい

る．

Ⅳ．遺伝子機能のシステマチックな解明

枯草菌の遺伝子破壊株作製プロジェクトについて先に

触れだが，シネコシステイスについても，光合成機能と

ストレス応答に関与する遺伝子機能のシステマチックな

解明が，破壊株の作製とその表現型解析，種々の培養条

件や遺伝子変異株での転写プロフアイ，レ解析により進め

られた19）．その箱果，カロテノイド合成にかかわる新

規光受容体，活性酸素応答型転写因子4個とその標的遺

伝子が同定され，それらの標的遺伝子の機能として，2
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個が活性酸素消去にかかわることが明らかにされた・光

合成遺伝子の破壊株解析からは，少なくとも3個の遺伝

子の新たな機能（アンテナ色素複合体の構築調節にかか

ゎるものl個，他の因子の安定化にかかわっているもの

2個など）を同定できた・光合成の炭酸固定に必要な炭

酸ガス輸送にかかわる重炭酸イオン輸送体2セット・炭

酸ガス輸送体2セット，光合厨の律速になっている鉄の

取り込みに必要な遺伝子セットのすべても明らかとなっ

ている．走光性にかかわる新規光受容体3個，そのシグ

ナル伝達にかかわる因子8個，細胞運動にかかわる遺伝

子20個なども明らかとなったまた，シアノバクデ）

ァのゲノム配列の情報学的解析から抽出した，シアノバ

クデ）アに特徴的に重複している，PASやGAFなどの

シグナルを感知すると考えられるドメインをもつ蛋白質

やアデニル酸シクラーゼの機能解明も進んだ20）・こう

した研究の結果，光合成機能，ストレス応答を中心に，

シアノバクデ）アの生命現象の分子的理解について従来

型の個別研究を大きくこえる成果を得ることができてい

まだ，枯草菌でも，胞子形成過程のプロテオーム解析，

トランスゲ）プトーム解析，独自に開発した遺伝学的解

析により，既知の119遺伝子に加えて，新たに175遺伝

子が胞子形成期に特異的に発現することを明らかにし・

その発現を制御するシグマ因子を同定し，胞子形成の遺

伝子システムの全体像の解明に近づいた・さらに・約

90種類の胞子蛋白質についてGFP融合蛋白質を用いた

局在解析を行なったところ，意外にも・多くの蛋白質が

特有の局在パターンをもっており，少なくとも9種類の

パターンに分類でき，胞子の中での蛋白質の配置という，

今後の重要な研究テーマが明らかとなった（図6）・

雄おわりに雄

本稿では，特定領域研究「ゲノム生物学」の中で進め

られた，モデル細菌のゲノム機能を網羅的に研究する努

力の結果得られた新知見のなかから，細菌細胞をシステ

ムとして理解していくうえで，今後の研究の展開に重要

と考えられる成果を紹介した．ゲノム研究の目標は，ゲ

ノムに書き込まれている全機能情報を配列情報から読み

取る原理を知ることである．もし，それが実現できたな

らばゲノム配列を決定することにより，その生物のも

っ特性をその背景にある遺伝子システムから知ることが

できるようになる．しかし，その日標に到達するために
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は，まだまだ遺伝子機能に関する実験的な解析データを

蓄積することが必要であり，モデル細菌のシステマチッ

クな機能解析と，それに基づく遺伝子機能の遺伝学的・

生化学的解明は今後も必須である．同時に，蛋白質の細

胞内での機能的な配置を含めて，細胞内の諸プロセスの

連動を明らかにし，細胞をシステムとして理解していく

ことをめざす研究も，現実の課題となっている．

なお　ここで紹介した研究は，共著者の研究グループに加えて，

信州大学関口順一，摂南大学渡部一仁，東海大学田中輝夫，東

京農工大学佐藤勉，東京農大吉川博文，立教大学河村富士夫，
埼玉大学定家義人，杏林大学大木玲子，元筑波大学山根国男，

福岡歯科大学三木優良，近畿大学山本兼由，名古屋大学杉田護，

東京大学池内昌彦の各先生の研究グループが連携して進めたもの

である．
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