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論文内容の要旨 
 

Mycobacterium 属の系統解析には属内配列の多様性が少ない 16S rRNA 遺伝子に代わり，dnaj1， 
hsp65，rpoB などの ハウスキーピング遺伝子（HKG）が利用されるようになっている。しかしなが

ら，系統解析するためにどの HKG を使用するかは決まりがなく，研究者によって異なった遺伝子の

組み合わせが使用されている。本研究では Mycobacterium 属 30 菌種 42 株のドラフトゲノム解析を行

い，分類と同定に有効なハウスキーピングプロテイン（HKP）を選択し解析した。National Center for 
Biotechnology Information（NCBI）に登録されている遺伝子の各分類区分から Mycobacterium 属の菌種

に共通に保有されている 107 の HKP を選択し，ドラフトゲノムデータより，配列多様性を比較し

た。各遺伝子分類群から多型が大きく，菌種の識別に有用な 12 個の HKP を選択し, 連結したアミノ

酸配列を C12HKP として解析した。C12HKP は系統分類の基準となる 16S rRNA 遺伝子との相関は

0.66 であり，比較に使用した 50 個の Ribosomal protein を連結した C50RP とは 0.94 と高い相関があっ

た。C12HKP の解析菌種間での多型の大きさは 22.50%，C50RP では 9.08%，16S rRNA 遺伝子では

4.01％であり，C12HKP が最も多型が大きかった。また，これまで解析に有用とされてきた dnaJ1， 
hsp65， rpoB の 3 種類の HKG を使用するよりも C12HKP を使った解析は類縁菌の識別能が高く，系

統関係をより明確に示すことができた。 
 

【材料および方法】 
① Mycobacterium 属 19 菌種 27 株のドラフトゲノム解析 

岐阜大学医学部病原微生物遺伝子資源センターに保存されている Mycobacterium 属 19 菌種 27 株

を使用し，Illumina HiSeq 2500 にてドラフトゲノムの解析を行った。得られた配列は国立遺伝学

研究所の Microbial Genome Annotation Pipeline（Migap）を使用し，アノテーションを行った。 
② Mycobacterium 属菌種識別に有効な遺伝子群の評価 
 本研究にてドラフトゲノム解析した 19 菌種 27 株，National Center for Biotechnology Information 
（NCBI）に登録されている 12 菌種 15 株，計 30 菌種 42 株の 107 の各 HKP のアミノ酸配列を

DNASIS Pro ソフトフェアを用いアライメント後，多変量解析を行った。解析結果より，多様性が大

きく，挿入，欠損が少ない HKP を 12 個選択し，配列を連結した（C12HKP と命名）。得られた配列を

Molecular evolutionary genetics analysis（MEGA）6 ソフトウェアを用いて近接結合法により系統樹を作

成し，類縁菌識別，系統分類指標としての有用性を評価した。 
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【結果】 
① Mycobacterium 属 19 菌種 27 株のドラフトゲノム解析 
 全ゲノム長は 4.9～7.4 M bp，GC 含有量は 63.9%～69.1%，coding sequences（CDS）は 4746～7299
であった。解析した配列は DNA Data Bank of Japan（DDBJ）に登録した。 
② Mycobacterium 属菌種識別に有効な遺伝子群の評価 
 最も多様性の大きかった HKP は DnaQ であり，24.12％であった。選択した 12HKP（RplY，RplI，
GrpE，DnaQ，DnaN，HolA，PheT，MiaA，MetG，FtsQ，FtsY，FtsX）のアミノ酸配列を連結し

C12HKP として系統解析を行った。C12HKP を使った系統図では各クレイドのブートストラップ値が

高く信頼性の高い系統樹が得られた。16S rRNA 遺伝子との相関は 0.66 であったが, 比較に用いた 50
の Ribosomal protein を結合した配列（C50RP）との相関はより高く, 0.94 であった。C12HKP は従来

Mycobacterium 菌種識別に有効であるとされてきた DnaJ1，RpoB，GyrB，RecA よりも類縁菌種の識

別能が高かった。 
 
【考察】 
 重要な抗酸菌である M. tuberculosis complex や，M. avium complex など 16S rRNA 遺伝子を用いた解

析では類縁菌種間の多型は 1％以下であり，この情報だけでは類縁菌の識別ができなかった。

C12HKP を用いた解析では類縁菌種間でも 5％以上の多型がみられ， Mycobacterium 属内の菌種の同

定，系統解析に有用な遺伝子セットであることが分かった。 
 M. tuberculosis を含む 4 種類の菌種から構成される M. tuberculosis complex はそれぞれ独立した菌種

として分類されている。しかし，遺伝学的分類指標である 16S rRNA 遺伝子解析，DNA-DNA 相同性

試験，および Average Nucleotide Identity（ANI）では識別できず同種レベルと判定されてきた。

Mycobacterium 属内の菌種識別能が最も高かった C12HKP 解析でも M. tuberculosis complex の各菌種間

の多型は 1％以内と同種レベルの多型に収まっていた。 
 
【結論】 
 Mycobacterium 属内の主要病原性菌種の全ゲノム配列を決定し，その中から多型の大きい遺伝子群

を 12 個選択し，その連結アミノ酸データを C12HKP と命名した。この C12HKP データセットを使っ

た抗酸菌の系統解析法は抗酸菌の分類体系の再編成，および類縁種の識別に有用であることを証明し

た。 
 

論文審査の結果の要旨 
 

 申請者 水野 卓也は，Mycobacterium 属の主要な 30 病原性菌種 42 株のゲノム解析を行い，多型

の多い遺伝子群のアミノ酸データを用いた新しい分類指標を提案し，類縁菌識別と系統分類指標とし

ての有用性を明らかにした。本研究の成果は，細菌学の発展に少なからず寄与するものと認められ

る。 
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