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研究成果の概要（和文）
：近年の微生物研究における革新的な発見として、微生物が産生する低
分子化合物（シグナル）を介した微生物間情報伝達が急発展している。しかし、細胞間におけ
るシグナルの動態の理解は重要にもかかわらず、未解明のままである。一方、多くのグラム陰
性細菌は細胞外に小胞（ベシクル）を分泌し、その中にシグナルが存在することが明らかにな
ってきた。そこで本研究は、
「細胞外小胞（ベシクル）は、異種細菌間情報伝達のシグナル運搬
役となりうるか？」を検証する。
研究成果の概要（英文）
：Gram-negative bacteria naturally secrete sphere shaped vesicles

that are approximately 50 to 250 nm. These vesicles are mainly composed of cellular
outer membrane and hence called membrane vesicles (MVs). MVs are related to the
pathogenesis of several bacterial pathogens where they function as a cargo for
virulence factors against their host. MVs also play important role in the bacterial
ecology by functioning in the competition against other cells, or on the other hand, by
carrying signaling molecules to support the cooperative behaviors of bacteria. In
addition, it is proposed that MVs are involved in cell material transfer among bacterial
cells. While MVs have great impact on the bacterial physiology, the biogenesis of MVs
is not fully understood. Here, we investigated that bacterial outer membrane vesicles
include a role as a carrier of bacterial signals among different species.
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１．研究開始当初の背景
（微生物間コミュニケーション）
パスツールが微生物の存在を証明して以
来、分離培養可能な単一微生物種を純粋培養

することが応用微生物学の主となってきた。
しかし、自然界の多くの微生物は様々な環境
下で，多様な相互関係を維持しながら共存し
て複合微生物系を形成しており，その多くは

単一微生物では得られない多様な機能を有
していることが明らかとなってきた。一方、
近年の微生物研究における革新的な発見と
して、微生物が産生する低分子化合物（シグ
ナル）を介した微生物間情報伝達が急発展し
ている。申請者は、緑膿菌のシグナル
Pseudomonas quinolone signal (PQS)が、細
菌の呼吸を抑制することで生育速度を遅ら
せることを発見している(1)。
（微生物が分泌する細胞外小胞メンブラン
ベシクル（以下ベシクルと略す））
一方、ほとんどのグラム陰性細菌は細胞外
に小胞（ベシクル）を分泌することが明らか
になってきた。また、興味深いことに、ベシ
クル中に PQS 等のシグナルが含まれており、
さらに、申請者グループは、ベシクルにより
シグナルが受容菌（同種）に伝達されること
を世界で初めて報告し、つまり、ベシクルが
シグナルの運搬役になることを示した(2)。
しかし、それらは同一微生物間でのみでし
か研究がなされておらず、異種間細菌におい
てベシクルがシグナルの運搬役になるかは
全く研究されてなく、非常に興味深くかつ意
義深い。
これまで細菌間コミュニケーションでは、
シグナルのみに着目されて来た。本申請によ
り、ベシクルが運搬役として異種細菌間コミ
ュニケーションにおいて重要な役割を担っ
ていることが示された場合、微生物間コミュ
ニケーション分野において全く新しい知見
を与える事となる。それは、感染症をはじめ、
廃棄物処理のメタン発酵、水処理の活性汚泥
などの様々な分野において、ベシクルが新し
い複合微生物系の制御（対象）因子として、
革新的制御技術開発の糸口となる。
(1) Toyofuku M, Nomura N,*（他 1 人）
Influence of the Pseudomonas Quinolone
Signal on Denitrification in Pseudomonas
aeruginosa. Journal of Bacteriology
190(24) 7947-7956 (2008) (M.T. and N.N.
contributed equally)
(2) Tashiro Y., （ 他 6 名 ） Nomura N*.
Variation of physiochemical properties and
cell association activity of membrane
vesicles
with
growth
phase
in
Pseudomonas
aeruginosa.
Applied
Environmental Microbiology 76(11):3732-9
(2010)
２．研究の目的
以上の背景を踏まえて、「細胞外小胞（ベ
シクル）は、異種細菌間情報伝達のシグナル
運搬役となりうるか？」を検証する。具体的
には、ベシクルがシグナルの運搬役として異

種細菌間コミュニケーションにおいても重
要な役割を担っているかを明らかにする。

３．研究の方法
3-1 ベシクルの調製
研究期間全体でベシクルの調製は野村が
行う。緑膿菌から細胞外小胞ベシクルの精製
法は構築済みであり、必要に応じてベシクル
の調製し供給が可能である。また、PQS 合成
遺伝子変異株を用いることで、PQS を含まな
いベシクルを調製する。
3-2 ベシクルと細胞の接触・融合の解析
ベシクルが細胞へ吸着また融合するかを
観察するため、ベシクルを蛍光ラベルし、レ
ーザー共焦点顕微鏡を用いることで、細胞へ
の接触を三次元での可視化を可能にする（手
法は構築済み：図１）
。
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供試菌株

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis,
Pseudomonas putida, Pseudomonas stuzeri,
Pseudomonas denitrificans, Clostridium
perfringens
3-4 培養条件
LB 培地を用いて、本培養は初期菌体濃度が
OD600=0.01 となるように植菌した。
P .aeruginosa、P. putida 等は、37 ℃で培
養した。それ以外の株については 30℃で培養
を行なった。特に断りがない限り培養は好気
条件下で行なったものとする。PQS は 100%
dimethyl sulfoxide (DMSO)にそれぞれ溶解
して、20 mM 溶液を調整した。PQS を添加し
た場合の対照として DMSO を適宜添加した。

４．研究成果

本研究ではまず、Pseudomonas aeruginosa
により生産されたメンブランベシクルが異
種細菌に融合するのかを調べた。そのため、
まず実験系の確立を行った。
Pseudomonas aeruginosa が生産したメンブ
ランベシクルを回収し、それを FITC により
蛍光ラベリングした後に３回洗浄し、

Bacillus subtilis, Pseudomonas putida,
Pseudomonas
stuzeri,
Pseudomonas
denitrificans に暴露した。３０℃で２時間
培養後、細胞を生理食塩水で洗浄し、細胞の
蛍光強度を測定した。その結果、メンブラン
ベシクルを暴露したサンプルでは蛍光が検
出された。この結果は、本実験系が成功した
ことを示している。さらに、蛍光ラベルされ
たメンブランベシクルが供試菌株の各細胞
に融合した結果が得られた。しかし、メンブ
ランベシクルに含まれるシグナル分子が、相
手 側 細 胞 に 伝 達 さ れ た か は 、 Pseudomonas
aeruginosa 以外のグラム陽性細菌を含む他
の細胞では確認出来なかった。今後、さらに
詳細に調べる必要がある。
今後はさらに様々な細菌種で同様の試験
を行い、メンブランベシクルの宿主域を検討
するとともにその意義について解明してい
くことに興味が持たれる。
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