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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 

 本研究は、集団の不均一性に基づく新たな細菌特性を明らかにすることを目標とした。具体的には黄

色ブドウ球菌の細胞集団の一部で限定的に発現する遺伝子を探索し、それらの機能を明らかにするこ

とを目的とした。 

 

 細胞集団の一部で発現する遺伝子を 20 種類同定することに成功し、esp 遺伝子群と名付けた

（expression in minor subpopulation）。esp遺伝子群は cryptic gene（通常その発現が確認されな

い遺伝子）の中から見出した。まずプロテオーム解析およびトランスクリプトーム解析データを用いて、

cryptic gene を 128 リストアップした。そのうち、外来遺伝子（トランスポゾンやファージなど）を除く 40

遺伝子について、GFP レポーターにより発現を解析した。半数は発現が確認できなかったり、全細胞で

の発現が観察されたりしたが、半数もの 20遺伝子が細胞集団の一部で発現するものであった。 

 

 同定した 20の esp遺伝子群のうち、19遺伝子は機能未知遺伝子であった。このことから、これら esp

遺伝子が担う未知の細菌特性が予想以上に多く存在することが示唆された。多くは膜局在が予測され

るものであったことから、外環境への適応や物質輸送などの膜機能に着目した研究が今後必要であ

る。esp 遺伝子群のうち、一つはコンピテンス関連遺伝子であり、これについては我々の先行研究によ

ってすでに低頻度で発現する遺伝子であることは報告済みである。 
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欧文概要 ＥＺ 
 

   The goal of this study is to clarify new bacterial characteristics based on population 

heterogeneity. Specifically, we aimed to identify genes that express in the subpopulation of 

Staphylococcus aureus. 

   Twenty genes were found to be expressed in subpopulation, and termed ‘esp (expression in 

minor subpopulation)’. The esp genes were identified from ‘cryptic genes’. First, 128 cryptic 

genes (i.e. genes with undetectable expression) were listed using the proteome and 

transcriptome database. Forty genes out of 128 were selected as the candidate to be tested by 

eliminating genes in mobile genetic elements (e.g. phage, transposon, etc). GFP reporter 

analysis indicated that half of the 40 cryptic genes expressed evenly in all cells, or exhibited no 

detectable expression in the tested conditions. Another half was identified as esp genes. 

   Nineteen out of 20 esp genes were the genes with unknown function, suggesting the 

existence of unknown bacterial characteristics by these genes. Many of them were predicted to 

encode membrane proteins, and we assume they would be responsible for certain membrane 

functions. One of the esp genes was competence gene: we previously reported that this gene 

express in minor subpopulation under the control of SigH (PLoS Pathog 8 e1003003, 2012). 

  

 


