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プラスミド pNKBORmobを用いた Serratia liquefaciensの 
効率的なトランスポゾン変異株の作出 
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Serratia liquefacines isolated from ant lion was highly virulent to insects. The genes concerning pathogenicity, 

however, have not been identified. Transposon mutagenesis is a powerful tool for generating collection of insertion 

mutants for genetic studies. In order to construct transposon mutant library efficiently, a new transposon delivery vector, 

pNKBORmob, was constructed by insertion of mob region to a parent plasmid, pNKBOR. Transposon efficiency 

(number of trnasconjugants/number of recipients) was approximately 10-9 to 10-6, when pNKBOR was used. Insertion 

of mob region resulted in efficiency increase (approximately 10-4 to 10-3). This result indicated that pNKBORmob was 

useful for construction of transposon mutant library of S. liquefaciens. 
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緒   言 

 

 Serratia liquefaciens Kuo1-1は，アリジゴクから分

離された細菌で，カイコおよびワモンゴキブリに

病原性を有することが知られている（EGAMI et al., 

2009）。本菌の昆虫に対する病原性機構については，

未知の部分が多い。その解明のためには，様々な遺

伝子に変異を加えた株を作製し，病原力の低下し

た変異株を選抜した上で，変異部位の解析を行う

ことが有効であると考えられる。 

 細菌においては，古くからトランスポゾンを用

いた変異株ライブラリーが作出され，研究に用い

られてきた。動く遺伝子とも呼ばれるトランスポ

ゾンは，DNA上を転移することができる塩基配列

である。トランスポゾンが特定の遺伝子に挿入す

ることで，該当遺伝子の突然変異株を作出するこ

とができる。野生型のトランスポゾンでは，標的部

位の選択性が高いが，改良型のトランスポゾンで

は，比較的ランダムに挿入される。そのため，染色

体上の無作為の遺伝子に変異を加えることが可能

となり，遺伝学的な解析において重用される（VIZV-

ÁRYOVÁ and VALKOVÁ, 2004）。 

 トランスポゾンと，その転移を担う酵素である

トランスポザーゼが座乗したプラスミドが菌体内

に取り込まれることで，ゲノム DNAにトランスポ

ゾンを挿入することが可能となる。トランスポ 

ゾンをもつプラスミドを細菌に導入する方法とし

て，形質転換，形質導入及び接合がある。接合にお

いては，トランスポゾンが座乗しているプラスミ

ドが性線毛を通じて供与菌から受容菌へと伝達さ

れる。その後，トランスポザーゼによりトランスポ

ゾンがゲノム上に転移する。本法は，細菌の形質転

換において多用されるエレクトロポレーターのよ

うな特殊な機械を必要とせず，安価に行うことが

できるため，実験で用い易いのが利点である。 

 しかし，供与菌と受容菌が同種あるいは近縁で

ある場合は，トランスポゾン変異株の作出効率が

高いものの，系統的に離れた細菌種の場合，その効

率が著しく低下する。これは，遠縁の細菌種間では

プラスミドの接合伝達効率が低いことに起因する。

この場合，得られるトランスポゾン変異株数が大

幅に減少するため，トランスポゾン変異株ライブ

ラリーを作製して網羅的な試験を行う際，変異株

の作製に多くの時間及び労力を要してしまう。 

 そこで，本研究において S. liquefaciensのトラン

スポゾン変異株ライブラリーを効率的に作出する

ために，pNKBOR（ROSSIGNOL et al., 2001）に接合伝

達に関与する mob 領域を導入したプラスミドであ

る pNKBORmobを作出した。Escherichia coli S17-1 

のゲノム上には，プラスミドの伝播に関与する tra 

遺伝子が存在する。この遺伝子が mob 領域を認識

し，受容菌へとプラスミドを伝播するという特性

がある（SIMON et al., 1983）。 そこで，本プラスミド

を用いて，S. liquefaciens におけるトランスポゾン

変異株作出効率について検討した。 

 

材料と方法 

 

 供試菌株，プラスミド及びプライマー：使用した

菌株，プラスミド及びプライマーを Table 1に示し

た。S. liquefaciens FK01は Kuo1-1（EGAMI et al., 2009）

のナリジキシン酸（Nal）耐性株である （KAIBARA et 

al., 2010）。pNKBOR は接合伝達性であり，トラン

スポゾンはカナマイシン（Km）耐性遺伝子を有し 
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ている。また，pir 遺伝子を有する細菌でのみ複製

可能である。E. coli DH5αpirはクローニング用宿主

として用いた。 

 pNKBORmobの構築：今回構築したプラスミドの

作製過程を Fig. 1に示した。伝達性プラスミドであ

る pBBR1MCS2（KOVACH et al., 1995）の mob領域を

プライマーmobMCS2f(-156)KpnI，mobMCS2r(1070) 

EcoRI及び KOD-plus DNAポリメラーゼ（東洋紡）

を用いて PCR 増幅した。増幅産物を電気泳動し，

Wizard®SV Gel and PCR Clean-up System（Promega）

を用いて精製した。精製産物を HybriPol DNAポリ

メラーゼ（BIOLINE）でアデニンを 3’末端に付加し

た後，pGEM-T Easy（Promega）に TA クローニン

グし，pGEMmobを得た。 

 pGEMmobを制限酵素 EcoRI で切断し，mob領域

を含む断片を pNKBORの EcoRI認識サイトに挿入

し，pNKBORmobを構築した。 

 形質転換：E. coli DH5α pir及び S17-1 pirのコン

ピテントセルは，INOUE et al. (1990) の方法で作製し

た。形質転換の方法は常法に従った。 

トランスポゾン変異株の作製：2種のプラスミド，

すなわち pNKBOR 及び pNKBORmob を用い，S. 

liquefaciens のトランスポゾン変異株の作製を試み

た。それぞれのプラスミドで E. coli S17-1 λ pir  

コンピテントセルを形質転換した。得られた形質

転換体を，Km（30 µg/ml）含有の LB液体培地 3 ml

で 37˚C，一晩振盪培養し，供与菌として用いた。

一方，受容菌である S. liquefaciens FK01は Nal（50 

µg/ml）含有の LB液体培地 3 ml で 30˚C，一晩振盪

培養した。供与菌及び受容菌の生菌数を希釈平板

法で測定した。その後，種々の比で混合し，遠心分

離した。上清を捨て，沈殿した菌体を 1 ml の新鮮

な LB液体培地に懸濁し、再び遠心分離して上清を

取り除いた。沈殿した菌体に 100 µl の LB 液体培

地を加え，再懸濁した。LB 寒天培地上に置いたニ

トロセルロース膜上に，得られた 100 µl の懸濁液

を全量添加し，37˚Cで 20時間培養した。細菌塊を

ニトロセルロース膜とともに 3 ml の LB 液体培地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に入れ，細菌懸濁液を作製した。段階希釈を行い，

それぞれの希釈菌液を Km（30 µg/ml）及び Nal（50 

µg/ml）含有の LB 寒天培地と LB（Nal のみ）寒天

培地の両方に塗布した。生育した菌数をもとに，ト

ランスポゾン変異株作出効率（トランスポゾン変

異株数 KmR，NalR／受容菌総数 NalR）及び接合後

の細菌懸濁液 1 ml あたりのトランスポゾン変異株

作出数を算出した。また，希釈平板法により算出し

た供与菌及び受容菌の生菌数と混合比をもとに，

Ratio（受容菌／供与菌）を求めた。 

 

結果と考察 

 

 本研究で作出した pGEMmob は，大腸菌間にお

いて接合伝達をすることが予備試験により確認さ

れた（データ未掲載）。そのため，伝達性プラスミ

ド pBBR1MCS2 に由来する mob 領域は，細菌間の

接合伝達において機能的に作用することが確認さ

れた。 

 S. liquefaciens FK01におけるトランスポゾン変異

株の作出効率及び接合後の細菌懸濁液 1 ml あたり

のトランスポゾン変異株作出数を Fig. 2に示した。

pNKBOR を用いた場合，効率は 10-9 ～10-6（受容菌

106 ～109 cfuあたり 1 cfuのトランスポゾン変異株）

であった。pNKBORの複製開始点はoriR6Kであり，

この領域は同時に伝達性を付与することが知られ

ている（GRUDNIAK et al., 2007）。そのため，低頻度な

がらトランスポゾン変異株が作出されたと考えら

れる。そしてその場合，作出効率は受容菌が供与菌

よりも相対的に多い場合に顕著であった。 

 一方，今回新たに作製した pNKBORmob を用い

たところ，その効率は大幅に上昇し，10-4 ～10-3で

あった。また，供与菌−受容菌の混合比率が形質転

換効率に及ぼす影響は、比較的小さいものであっ

た。 

接合後の細菌懸濁液 1 ml あたりのトランスポ 

ゾン変異株作出数は 104 〜105 cfu であったことか

ら，S. liquefaciens のトランスポゾン変異株ライブ 

Table 1 Bacterial strains, plasmids and primers used in this study. 

Bacterium/plasmid/primer Description/sequence Reference/source 

Bacterium   

Serratia liquefaciens   

  FK01 NalR KAIBARA et al. (2012) 

Escherichia coli   

  DH5α pir DH5α transduced with λ pir ROSSIGNOL et al., (2001) 

  S17-1 pir S17-1 transduced with λ pir, SmR/SpR, TpR NBRP 

Plasmid   

pGEM-T Easy Cloning vector AmpR Promega 

pBBR1MCS2 Broad host range plasmid, mob, KmR KOVACH et al. (1995) 

pGEMmob mob, AmpR in this study 

pNKBOR oriR6K, KmR ROSSIGNOL et al., (2001) 

pNKBORmob oriR6K, mob, KmR in this study 

Primer   

mobMCS2f(-156)KpnI GGGGTACCGAGAGCAAGCCCGTAGG in this study 

mobMCS2r(1070)EcoRI GGAATTCCCCACTGCAAGCTACCTG in this study 
 

Abbreviations: NalR, nalidixic acid resistance; SmR, streptomycin resistance; SpR, spectinomycin resistance; 

TpR, trimethoprim resistance; AmpR, ampicillin resistance; KmR, kanamycin resistance; NBRP, National Bio- 

Resource Project (NIG Japan) . 
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ラリーを効率的に作出することが可能になった。

今後，作出したライブラリーを用いて，本菌の昆虫

に対する病原性機構が明らかになることが期待さ

れる。 

摘   要 

 

アリジゴクから分離された S. liquefaciens は，

昆虫に対して強い病原力を有する。しかし，病原

性に関与する遺伝子についてはまだ明らかにさ

れていない。当該遺伝子を同定するために，ト  

ランスポゾンによる変異導入は有効な手段であ

ると考えられた。そこで，本研究においてトラン

スポゾン変異株ライブラリーを効率的に作製す

るために，pNKBOR に mob 領域を導入した

pNKBORmob を構築した。pNKBOR を用いた場

合，トランスポゾン変異株の作出効率は約 10-9 ～

10-6であった。一方，pNKBORmobを用いた場合，

その効率は大幅に向上し，約 10-4 ～10-3であった。

以上のことから，S. liquefaciens のトランスポゾン

変異株ライブラリー作出にあたり，pNKBORmob

は有効であると考えられた。 
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Fig. 2. Efficiency and number of transconjugants at various recipient/donor ratios. 

The closed and open indexes indicate efficiency and the number of transconjugants 

per ml, respectively. Squares and the others show the results of pNKBOR and 

pNKBORmob, respectively. Different indexes (circles, triangles and inverted 

triangles) for the results of pNKBORmob mean independent experiments. 

 

 
Fig. 1. Construction of pNKBORmob. A: pBBR1MCS-2 (5.1 kb), B: pGET-T-

Easy (3.0 kb), C: pGEMmob (7.0 kb), D: pNKBOR (5.2 kb), E: pNKBORmob 

(6.4 kb). 
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