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1. 成果の概要 
 

本研究開発は、複合的な過酷環境ストレス下で生息する野生生物の多様なゲ

ノム中に、これらの環境下で有用植物の生育を可能にする遺伝資源を探索・確

保することを目的に、野生生物の過酷環境下でのストレス耐性遺伝子収集およ

びその機能評価を行い、そこで見出された有用遺伝子を用いて植生再生モデル

植物の作出および作出した植物の機能評価を行うこと、さらにこれらの過程を

通して、植生再生のための植物バイオ技術の実用化に向けた基盤技術を確立す

ることを目的としている。 
研究開発は、当初、①極限異常環境生育植物・微生物の探索およびその機能

解析、②極乾燥・強光下で生き抜く野生スイカの耐性機構解析、③苛酷環境下

における菌根菌の探索・同定手法の確立、④耐塩性野生植物由来の新規ストレ

ス耐性遺伝子の単離とその耐性機構解析、⑤極限異常環境生育植物および植生

再生モデル植物のコロンビア大学・バイオスフィア２センターでの機能評価、

の具体的項目から構成された。 
その後、研究開発の進捗に伴い、①極限異常環境生育植物・微生物の探索お

よびその機構解析において、草本並みに高い CO2 同化能をもつ樹木であるモン

パノキを見出したので、⑤極限異常環境生育植物および植生再生モデル植物の

コロンビア大学・バイオスフェア２センターでの機能評価（野生スイカの評価）

を中止し、本研究開発の対象植物種を野生スイカからモンパノキに変更するこ

ととした。平成１５年度は、それぞれ以下の成果を得た。 
 

① 極限異常環境生育植物・微生物の探索およびその機構解析 
極限異常環境生育植物として、沖縄県・西表島に生息する樹木・モンパノ

キをその候補として見出し、その CO2炭素同化能評価解析を行った。沖縄県・

西表島は、夏季、モンパノキが生息する沿岸砂地の気温が４０～５０度に達

する。このような高温状況では通常の植物あるいは樹木は高光合成活性を維

持できない。この沿岸にて、樹木であるモンパノキが草本並みに高い CO2同

化能をもつことを同定したことから、本研究開発の主要対象植物種をモンパ

ノキに変更した。その後、実験室へ持ち込み、光合成能の高温耐性および高

CO2同化の分子メカニズムの生理・生化学的な解析に着手した。 
野生スイカについては（②に詳細に記載）、ボツワナ共和国および南アフリ

カ共和国のカラハリ砂漠における自生地での調査を行い、ボツワナ共和国農

務省研究所・所長 Dr. G. S. Maphanyane、南アフリカの薬用植物研究者 Dr. Nigel 
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Gerick から情報収集、技術指導を受けた。野生スイカについてはカラハリ砂

漠自生個体の地下部の形態観察の結果、主根部肥大による貯水組織の発達を

見出し、乾燥耐性への貢献を明らかにした。 
 極限異常環境生育微生物として、荒廃土壌より数種類ランソウを単離し、

これらランソウの土壌への施用による土壌の保水効果、過度の地温上昇の抑

制効果、土壌への可溶性有機態窒素の付与が観察された。さらに際立った特

徴として、植物生長促進効果を認めることができた。 
 
② 極乾燥・強光下で生き抜く野生スイカの耐性機構解析 

野生スイカのもつ主要遺伝子を網羅的に解析するために、各種ストレス条

件下における諸組織から cDNA ライブラリーを作成し、選抜・シーケンスを

行うことにより、EST 配列情報の収集を行った。その結果、約 5000 種類の

遺伝子配列を取得した。その EST 出現頻度について解析を行った結果、あく

環境ストレスでの野生スイカの遺伝子発現はアラビドプシスなどの実験植

物における遺伝子発現と大きな相違が見られることが判明した。 
 
③ 苛酷環境下における菌根菌の探索・同定手法の確立 

乾燥耐性植物における菌根共生の普遍性を調査し、菌根菌の乾燥耐性付与

メカニズム解明を試みた。沖縄県の海浜植物から前年度分離培養した菌根菌

AM 菌のタイプ分け(type A and type B)を本年度行い、供試植物（ボナンザス

プレー）に対する AM 菌の共生による乾燥耐性付与効果を検証し、実際にそ

の効果を確認した。 
 オーストラリア乾燥地生育草本植物の現地調査を行ったが、すでに乾季

に入っており、植物死滅および土壌乾燥のため菌根菌の調査が不可能であっ

た。また、ユーカリ共生外生菌根菌も、調査することができなかった。 
 
④ 耐塩性野生植物由来の新規ストレス耐性遺伝子の単離とその耐性機構解析 

前年度までに単離された、ヒルギ科マングローブの 1 種（Bruguiera 
sexangula）がもつ耐塩性に関与する候補遺伝子 eEF1A のストレス耐性付与能

力を明らかにするために、この遺伝子を大腸菌に導入、大腸菌内で発現させ、

大腸菌の塩、浸透圧、熱耐性を調べた。その結果、eEF1A 非導入大腸菌と比

較して、Na+/Cl-およびソルビトール、熱耐性を形質転換大腸菌が示すことを

明らかにした。さらに、eEF1A 遺伝子産物は、酵素熱変性を防御する分子シ

ャペロン活性をもつことを明らかにした。 
 
⑤ 極限異常環境生育植物および植生再生モデル植物のコロンビア大学・バイオ
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スフィア２センターでの機能評価 
本研究開発の主要対象植物種を野生スイカから国内に自生するモンパノキ

に変更したことおよび、国際共同研究委託先であるコロンビア大学が、バイ

オスフィア２の運営管理権を手放したことから、研究計画を変更し、バイオ

スフェア２における評価を中止した。 
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2. Summary 
 

The purpose of the present project is to search and obtain gene resources which wild organisms 

in nature have.  Their genes are required to give genetic advances for plants to survive under 

severe abiotic stress.  Thus, such wild organisms would live under extreme environments.  

Then, the present work has 5 parts to attain our aim: 1, Search for plants and micro organisms 

living under severe stress conditions; 2, Filing of genes relating to nitrogen fixation in 

cyanobacteria; 3, Analysis of stress tolerance of wild watermelon; 4, Isolation of mycorhiza to 

support plant growth; 5, Isolation and analysis of genes relating to salt tolerance in plants; 6, 

Evaluation of stress tolerance of transgenic plants in Biosphere 2 center in Arizona, USA.  In 

this report, these points were referred below. 
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３. 第1 章   総論 

 

 

3-1 はじめに 

 

「二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業費補助金（地球環境国際

研究推進事業）」「多様生物ゲノム高度利用による植生（CO2 吸収源）拡大基盤

技術開発」に関し平成１5年度（研究期間：平成１5年4月1日より平成16年３月

３１日）の研究成果をまとめたものである。 

なお、平成１４年度より３年間で研究開発を進め、複合的な過酷環境ス

トレス下で生育する野生生物に遺伝資源を求め、その多様なゲノムの高度利用

を目的とした過酷環境ストレス耐性遺伝子群の収集、機能評価を実用化を念頭

において行う。これらの過程を通して植生再生のための植物バイオ技術の実用

化に向けた基盤技術を確立することを目的としている。 

 

 

3-2 研究組織 

 

 

（財）地球環境産業技術研究機構 

 

植物研究グループ 

 

 

 

 

奈良先端科学技術大学院大学 

バイオサイエンス研究科 

      （共同研究）  （委託） 

 

東京農工大学      ㈱関西総合環境センター 

 

 

東京大学 
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3-3．研究開発実施項目およびスケジュール 

 
研究開発実施項目    第１四半期  第２四半期  第３四半期  第４四半期 

①極限異常環境生育植物・微生物の探索 

②有用遺伝子群のカタログ化 

③極乾燥・強光下で生き抜く野生スイカの耐性機構解析 

④苛酷環境下における菌根菌の探索・同定 

手法の確立 

⑤耐塩性野生植物由来の新規ストレス耐性遺伝子の単離 

とその耐性機構解析 

 

 

3-4. 事業担当責任者 

財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE） 

植物研究グループ 主任研究員  富澤健一 

 

3-5. 経理担当者氏名 

財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE） 

経理チームリーダー       前田浩  

 

3-6. 事業委託先 

（株）関西総合環境センター 

 

共同研究先 

奈良先端科学技術大学院大学・バイオサイエンス科・ 

教授 横田明穂 

東京農工大学・工学部生命工学科・ 

教授 小関良宏 
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4 第２章 研究成果報告 

 

4-1 極限異常環境生育植物・微生物の探索およびその機構解析 
 

4-1 (A) モンパノキ 
 
4-1-1 序論 
 

地球温暖化の主要な原因となっている二酸化炭素の大幅な削減をねら

うとき、二酸化炭素を本来の姿である生物由来の有機物に戻すことができれば、

地球環境に負荷をかけずに、地球温暖化防止を達成することができる。このこ

とを実現するために、我々は、植物の光合成による二酸化炭素の有機物への固

定に着目した。ただ、このとき一つの条件が不可欠となってくる。現在の温暖

な環境で生育する植物がもつ光合成能力により二酸化炭素削減を実現させるに

は、地球上陸地の約 40％以上の植物栽培地が新たに不可欠である。この土地の

地球上での確保は現実問題として耕地化されていない半乾燥地に求める(植生拡

大を行なう)しかない。 
植生拡大をねらう土地のほとんどが限られた年間降水量かつ高温とな

る苛酷環境地が多い。このような環境は、作物の収量損失に見られるように植

物の生育を大きく阻害する。これは植物の寿命を短くし、生育期間中の二酸化

炭素固定量低下を意味する。 
平均収量損失をもたらす主な要因は環境ストレスであり、とくに旱魃に

見られる高温環境である。このような環境は、高温による光合成能力低下、さ

らに乾燥ストレスが加わることによる気候閉鎖の結果、光合成能力低下が促進

される。この光合成能力低下は、まさしく植物の生育を阻害するものであり、

植生拡大の大きな妨げとなるものである。 
我々は、この障壁を乗り越えるために、植生拡大を担わせる植物の分子

遺伝学的改良を試みることをめざしている。つまり、ここで創製される植物の

理想像は高温環境下および気孔が閉鎖するような乾燥条件下でさえ大きな二酸

化炭素固定能をもっていなければならない。また、長期の二酸化炭素固定を担

わせるために、遺伝学的改良を施す植物は一年生の植物ではなく多年生の植物

つまり樹木であることが望ましい。 
大きな二酸化炭素固定能の植物への分子遺伝学的付与をねらうとき、付

与すべき遺伝学的ターゲットの探索は地球上に存在する植物の中で、大気二酸

化炭素濃度下、大きな二酸化炭素固定活性を示す植物を捜し求めることになる。

我々は、大阪府立大学大学院・清田信教授の情報を拠り所として沖縄県西表島



 10 

に生息する樹木・モンパノキの二酸化炭素固定能の予備的解析を行なった。そ

の結果、大気二酸化炭素濃度下、葉温 30 度で、光合成速度が予測どおり平均的

に 20 µmol CO2/m2/s を、また高二酸化炭素濃度下 50 µmol CO2/m2/s を超えた。こ

れらの結果は、一般の樹木さらには一年生の草本と比べても、大きな二酸化炭

素固定活性であり、樹木・モンパノキの高二酸化炭素固定活性を与える生化学・

分子生物学的メカニズム解明は植生拡大において高二酸化炭素固定を担う植物

に付与すべき遺伝学的ターゲットを提供するものと考える。ここでは、平成 15
年度に行なった西表島でのモンパノキの光合成解析結果および地球環境産業技

術研究機構内植物生育チャンバー生育モンパノキの光合成生理・生化学的解析

結果を報告する。 
 

  
4-1-2 方法 
 

植物 
 
西表島解析モンパノキ 

西表島でのモンパノキの光合成解析は、2003 年 7 月および 2004 年 3
月に行われた。2003 年 7 月 17 日～19 日での解析では、西表島南方の大原近

辺沿岸生息モンパノキの解析を行った。測定時の生葉周囲の相対湿度は 70％
以上、測定温度は 30～35 度であった。この期間、モンパノキ生葉はカール

する傾向にあり、水分不足がうかがわれた。2004 年 3 月 2 日～4 日での解析

では、西表島北方の上原近辺沿岸生息モンパノキの解析を行った。この期間、

西表島は降雨に見舞われ、モンパノキが生息する沿岸部での光合成解析は不

可能であった。そのため、モンパノキより生葉を切り取りサンプリングし、

水の中で挿し木の状態で、宿泊施設内において光合成解析を行った。 
 

地球環境産業技術研究機構(RITE)・植物生育チャンバー内生育モンパノキ 
球陽ガーデン（沖縄県那覇市）より取り寄せたモンパノキ（背丈 50

センチメートル）10 株を生育環境（35 度、16 時間光照射、相対湿度 60％ // 
25 度、8 時間暗黒下、相対湿度 50％）のもとで栽培した。球陽ガーデンよ

り取り寄せ後、約 30 日間、上記の生育環境に順化させた後、光合成解析に

供した。 
 

光合成解析 
西表島でのガス交換解析 
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西表島沿岸での光合成解析では、ガス交換測定装置である LI-6400 
(Li-Cor, Licoln, NE, U.S.A)に測定地点である沿岸部の大気が直接導入された。

測定時の光強度は 1,500 µmol photons m-2 s-1の光飽和強度に設定された。測

定時の生葉周囲の相対湿度は 70～80％に維持された。測定時の葉温は 30～
35 度に維持された。測定時の生葉周囲の二酸化炭素濃度は 2,000 µmol mol-1

から 50 µmol mol-1の範囲で変えられた。また、測定時の生葉周囲の酸素濃度

は 20％に維持された。 
宿泊施設内での光合成解析では、ガス交換測定装置である LI-6400 

(Li-Cor, Licoln, NE, U.S.A)に室外から大気が直接導入された。測定時の光強

度は 1,500 µmol photons m-2 s-1の光飽和強度に設定された。測定時の生葉周

囲の相対湿度は露点調節計により 50～60％に維持された。測定時の葉温は

25～30 度に維持された。測定時の生葉周囲の二酸化炭素濃度は 2,000 µmol 
mol-1から 50 µmol mol-1の範囲で変えられた。また、測定時の生葉周囲の酸

素濃度は 20％に維持された。 
 

RITE でのガス交換解析 
ポット生育モンパノキ生葉が直接ガス交換解析された。ガス交換方

法は、上述の宿泊施設内で行われた方法と同じであった。 
 

酵素活性測定 
Rubisco, Chl-GAPDH, Chl-PGA kinase and Chl-FBPase 

Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) 活性は、

NADH酸化反応を伴う3-phosphoglyceric acid形成反応とのカップリング方に

より測定された (Nakano et al. 2000) 。 NADP-glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase (Chl-GAPDH)および 3-phosphoglyceric acid kinase (Chl-PGA 
kinase) 両活性は、 Makino et al. (1994) の方法に従った。 chloroplastic 
fructose-1,6-bisphosphatase (Chl-FBPase)活性測定は、Sharkey et al. (1991)の方

法に従った。 
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4-1-3 結果 
 

以下に、西表島沿岸生息モンパノキの光合成特性および RITE 内生育モ

 ンパノキの光合成特性解析結果を報告する。 
  

（I）西表島での解析結果 
 2003 年 7 月 
 
下記(Fig. 1 and 2)に示すように沿岸に生育するモンパノキ生葉を用いてガス交

換測定を行い、光合成(二酸化炭素固定)特性を評価した。 
Fig-1 

  
 
 Fig-2 
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Fig. 3 に、種々のモンパノキ個体の生葉を用いて得られた二酸化炭素固定速度(A)
の葉内二酸化炭素濃度(Ci)依存性が示された。 

 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 500 1000 1500 2000

Ci (µmol mol-1)

Fig. 3

 
Fig. 3 種々のモンパノキ個体から得られた生葉の A/Ci 解析結果 
測定時の光強度：1,500 µmol photons m-2 s-1、酸素分圧：20％、葉温：30-32
度、相対湿度：60％. 

 
CO2濃度の増大に伴い、二酸化炭素固定速度も増大した。A = 0を与えるCi値(CO2

補償点)は、葉温 30 度で一般の C3 植物が示す値(70 µmol mol-1)とほぼ一致し、モ

ンパノキは C3 タイプの光合成を行なっていることが示唆された。大気 CO2濃度

下で、測定した多くの葉が示す Aの値は、Ci が 200 µmol mol-1前後で 10 µmol CO2 
m-2 s-1を下回った。この値は、当初、大阪府立大学大学院・清田信教授より得ら

れていた情報と大きく異なった。しかしながら、測定した葉の中に、Ci が 200 
µmol mol-1前後で A の値が 30 µmol CO2 m-2 s-1に迫るものもあり、樹木でありな

がら一般の C3 草本を大きく上回り、とくに C4 植物並みの光合成をもつ葉が実

際に存在することを確認することができた。 個葉間での A の値の変動理由は現

段階では明らかではない。 
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2004 年 3 月 
 
今回の西表島滞在では、期間中、降雨に見舞われたため沿岸部での光合成特性

解析が不可能であった。そのため、下記(Fig. 4)に示すようにモンパノキ生葉の

切り葉を用いガス交換解析を行なった。 
 Fig. 4  モンパノキの枝から切り取った生葉を用いたガス交換解析風景 

  

 
Fig. 5 に、種々のモンパノキ個体の生葉を用いて得られた二酸化炭素固定速度(A)
の葉内二酸化炭素濃度(Ci)依存性が示された。 
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Fig. 5 種々のモンパノキ個体から得られた生葉の A/Ci 解析結果   測
定に供した生葉はモンパノキの枝から切り取ったものである。この枝を、

水を満たしたファルコンチューブに挿し、ガス交換に供した。測定時の

光強度：1,500 µmol photons m-2 s-1、酸素分圧：20％、葉温：30-32 度、相

対湿度：60％。赤線で結んだデータは最大値を結んだものである。 
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昨年 7 月の結果と異なり、大気 CO2濃度下で、測定した多くの葉が示す A の値

は、Ci が 200 µmol mol-1前後で 10 µmol CO2 m-2 s-1を上回るものが多かった。し

かしながら、測定した葉の中に、昨年観測された Ci が 200 µmol mol-1前後で A
の値が 30 µmol CO2 m-2 s-1に迫るものはなかった。  
 今回、昨年と異なる大きな特徴は、High CO2条件下での二酸化炭素固定

速度が 30 µmol CO2 m-2 s-1を測定したほとんどの生葉で上回り、光合成特性が大

きく異なることが明らかとなった。 
 

（II）RITE 生育モンパノキの解析結果 
 
 RITE 内の植物生育チャンバーで栽培されたモンパノキのガス交換解析

結果を以下に示す(Fig. 6)。 
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Fig. 6 種々のモンパノキ個体から得られた生葉の A/Ci 解析結果測定時

の光強度：1,500 µmol photons m-2 s-1、酸素分圧：20％、葉温：30-32 度、

相対湿度：60％. 
 
大気 CO2濃度下で、測定した多くの葉が示す A の値は、Ci が 200 µmol mol-1前

後で 20 µmol CO2 m-2 s-1を上回った。この値は、西表島で昨年観測した値：30 µmol 
CO2 m-2 s-1に迫るものであった。今回、High CO2下での光合成速度は50 µmol CO2 
m-2 s-1を超え、非常に高い値が得られた。 
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(III)  RITE 内生育モンパノキの光合成関連酵素の活性解析 
 
 上記のガス交換解析より、モンパノキが、大気二酸化炭素濃度下あるい

は High CO2下、一般の樹木と異なり、C3 の草本並みあるいはそれ以上の二酸化

炭素固定速度をもつことが明らかとなった。そこで、我々はモンパノキの二酸

化炭素固定活性を与える生化学的基盤を明らかにするために、生葉抽出液中の

光合成関連酵素の活性を調べた(Fig. 7)。 
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Fig. 7 モンパノキ生葉中の光合成関連酵素活性  酵素活性測定のた

めの生葉破砕前に、それぞれの生葉で High CO2下、葉温を変えることに

より異なる二酸化炭素固定活性を得た。このとき得られる二酸化炭素固

定速度と生葉抽出液中の光合成関連酵素の活性の対応づけを行なった。

High CO2下の二酸化炭素固定速度と酵素活性を対応づけるのは Rubisco
活性測定が基質飽和のもとで行なわれるためである。各酵素(GAPDH, 
PGA kinase, Rubisco and FBPase)活性は二酸化炭素固定速度に変換されて

表記された。 
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二酸化炭素固定速度と光合成関連酵素(GAPDH, PGA kinase, Rubisco and FBPase)
の間に正の相関が見出された。これら酵素の中で、二酸化炭素固定速度に匹敵

する値を示したのは FBPase だけであった。この結果は、High CO2下での二酸化

炭素固定速度を律速する酵素反応は葉緑体局在 FBPase であることを示唆する。 
 光合成関連酵素の量的関係は、High CO2 下での光合成を律速する酵素

FBPase 活性を１とすると、25 度の生葉で、FBPase : Rubisco : PGA kinase : GAPDH 
= 1 : 4 : 6 : 6.7 であった。一般的な草本植物（米、小麦）と比較して Rubisco の活

性が約４倍大きいことが明らかとなった。 
 
 
4-1-4  議論 
 
 植生拡大を担わせる有用植物へ大きな二酸化炭素固定能の分子遺伝学

的付与をねらうとき、付与すべき遺伝学的ターゲットの探索は地球上に存在す

る植物の中で、大気二酸化炭素濃度下、大きな二酸化炭素固定活性を示す植物

を捜し求めることになる。この中で、我々は沖縄県西表島に生息するモンパノ

キの二酸化炭素固定能に着目した。モンパノキは、大気二酸化炭素濃度下

20 µmol CO2 m-2 s-1を上回る光合成活性を示した(Fig. 3, 5 and 6)。この活性は、多

くの樹木が示す活性（熱帯の作物、10-15 µmol CO2 m-2 s-1；熱帯の木本つる植物、

15-20 µmol CO2 m-2 s-1；熱帯雨林樹木、1-16 µmol CO2 m-2 s-1）よりも大きく、ま

た C3 の草本植物がもつ活性（5-40 µmol CO2 m-2 s-1）に匹敵あるいはそれを上回

った。これらの事実は、明らかに、モンパノキの二酸化炭素固定能が優れてい

ることを示しており、また上述したように、長期の二酸化炭素固定を担わせる

ために、遺伝学的改良を施す植物は一年生の植物ではなく多年生の植物つまり

樹木であることが望ましいという観点からも樹木であるモンパノキがこのよう

な光合成特性を示したことは高二酸化炭素固定を担う分子メカニズム解明が植

生拡大を担う有用植物へ付与する分子標的を提示できるものと考える。 
 我々は、今回の研究で、樹木であるモンパノキが大気二酸化炭素濃度下

大きな二酸化炭素固定活性をもつことを示すことができた。このことは、分子

メカニズム的に何を示しているのであろうか？大きな二酸化炭素固定活性とは

生化学的に何を表しているのであろうか？現在、我々が示した二酸化炭素固定

活性の理解に関して以下のように解釈されている(Sudo et al. 2003)。第１に、大

気二酸化炭素濃度下、二酸化炭素固定を担う生化学的実体である Rubisco の葉面

積あたりの量が多い。第２に、Rubisco の比活性が大きい。第３に、Rubisco 活

性中心部位での二酸化炭素濃度が大きい。これらの要因の少なくともひとつが

他の植物よりも優れていれば二酸化炭素固定速度の増大が見込まれる。我々の
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結果は、実際、モンパノキが大きな Rubisco 活性をもつことを示した。これは、

葉面積あたりの絶対量が多いだけでなく、他の光合成を担う酵素に比して大き

な Rubisco 量という形でも見られた。つまり、現段階の情報を基に考えると、モ

ンパノキは、特異的に Rubisco の機能強化を行っていることが考えられる。今後

は、Rubiscoの遺伝子発現制御、また活性制御を中心に解析していく必要がある。 
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4-1 (B) 

 

荒廃土壌より単離したラン藻（シアノバクテリア）の遺伝子解析 

 

序  

 

ラン藻による地球土壌環境の出現 

  

 ラン藻は太古の時代に現在の地球環境のもとを作った大事な生物であり、そ

れまで存在していなかった酸素ガスを地球大気にもたらせた主役である。太古

の地球大気には分子状の酸素は無く、水蒸気、N2、CO2 などがその主成分であっ

たと考えられている。現在の地球大気は 21％近い酸素が含まれており、多くの

生物は酸素を最終電子受容体とする呼吸の電子伝達系により、エネルギー源と

なる ATP を生産している。今、酸素の無い地球環境は考えられない。この大事

な酸素をまず海洋に、続いて大気に供給したのが、いや今も供給し続けている

のがラン藻である。水を光のエネルギーで分解する能力、光合成能力を持つラ

ン藻の出現こそがこの地球の生命環境を一変させたのである。 

  ラン藻にはもう１つのこれまで余り注目されていなかった大事な役割があ

ったと思われる。地球表面に土壌圏を形成したことである。太古の陸圏は岩石

とその粉末で覆われていたと考えられている。ちょうど現在の火星の表面のよ

うなものであろう。地球大気に酸素の存在しなかった頃の陸圏は生命の存在に

は非常に過酷な環境であったと考えられる。やがて大気中の酸素によってオゾ

ン層が形成され、陸上での生命活動が可能になった時、真っ先に岩の上に這い

上がってきた生物がラン藻だと考えられる。海や沼の中で繁栄していたラン藻

は、波打ち際や沼の岸辺に進出する。それまでに可成りの塩耐性を獲得してい

たラン藻は、次第に乾燥に対する適応能力を身につけ、やがて陸に進出をはじ

める。まず湿潤な地帯に、そしてより乾燥した地域にその棲息域を徐々に広げ、

陸域のかなりの部分を覆うようになる。今も多くの陸生ラン藻が陸上のいたる

所に棲息している。我々の周囲の土壌中や表面は言うにおよばず砂漠地帯にも

たくましく生き続けている。 

  陸生ラン藻の一般的な特徴としては数珠のようにつながった糸状性を示す

こと、多くのものが空中窒素の固定能力を持つことなどが挙げられる。乾燥耐

性を獲得したラン藻は光合成炭酸固定能力と空中窒素の固定能力によって、そ

れまで殆ど有機物のなかった陸圏に大量の有機物がもたらし、その有機物を利

用する他の微生物と共同体を形成するようになった。土とは言うまでもなく粘

土鉱物の表面に無数のバクテリアが集団作っている生物社会すなわち微生物コ
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ンソーシアムである。太古の時代、独立栄養生物であるラン藻はそのコンソー

シアムの中心常に存在し、コンソーシアムを支えていたと考えられる。このラ

ン藻のもつたくましくもすばらしい能力は、30 億年を経過した今も健在であり、

悪化の一途をたどっている現在の地救上の陸環境を維持、修復するのに最も頼

りになる生物と言える。そこで我々はラン藻による荒廃土壌の修復についての

研究を進めようと思うに至った。 

 

環境ストレス応答における cAMP 信号伝達系の役割 

  

 乾燥などの環境ストレスにラン藻細胞が応答する仕組みの解明はこれからの

研究課題として、多くの分子生理学者が取り組もうとしている。一般に細胞信

号伝達の一連の反応機構は、外部からの信号の受容、変換、伝達、酵素仮性の

調節、遺伝子発現の調節、環境応答タンパク質の生成、細胞としての生理的な

応答反応などにより成り立っている。我々はこれまで、光信号の受容タンパク

質や情報伝達物質の合成酵素タンパク質の遺伝子解析を行ってきた。その結果、

セカンドメッセンジャーとして知られている cAMP の細胞内濃度が、乾燥、塩濃

度、酸素濃度、光、pH, などの様々な環境ストレスに応答して変化することが

明らかとなった。そこで cAMP によって制御される遺伝子発現の仕組みについて

研究を展開した。 

   単細胞性ラン藻Synechocystis sp. PCC 6803には2つのアデニル酸シクラー

ゼ遺伝子（cya1、cya2）が存在することが知られている。cya1 遺伝子を破壊する

と細胞内 cAMP 量が 1／20 に減少し、運動性が消失したが、cya2 遺伝子破壊株

では野生株と顕著な差は見られなかったため、Cya1 が cAMP の合成を介して細

胞の運動性に関与していること考えられている（Terauchi and Ohmori, 1999）。そ

の後、Synechocystis sp. PCC 6803 において cAMP 受容体タンパク質をコードする

遺伝子 sycrp1 が同定された（Yoshimura et al., 2000）。sycrp1 破壊株は、DNA マ

イクロアレイとプライマー伸長法を用いた実験の結果、野生株と比較して

slr1667-1668 と slr2015-2018 の転写量が大幅に減少していることが判明した。

SYCRP1 それらの中で、slr1667 の上流領域には cAMP 存在下においては直接的

に結合し、slr2015 の上流領域には結合しなかった。よって slr1667-1668 は

SYCRP1 によって直接的に転写が活性化されるが、slr2015-2018 は間接的に転写

が活性化されることが判明した（Yoshimura et al., 2002a）。また、sycrp1 遺伝子

破壊株は非運動性と太い繊毛の減少という表現型を示した（Yoshimura et al., 
2002b）。これらの結果から cAMP-SYCRP1 は Synechocystis sp. PCC 6803 におけ

る細胞運動の調節を担っていることが示された。 
  糸状性ラン藻 Anabaena sp. PCC 7120 は酸素発生型光合成と窒素固定を同時
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に行うことができる生物である。Anabaena sp. PCC 7120 にはアデニル酸シクラ

ーゼをコードする遺伝子が 5 つ以上存在し（Katayama and Ohmori, 1997, Kasahara 
et al., 2001）、その中の 1 つである cyaB1 がコードするタンパク質の GAF-B ドメ

インに cAMP が結合し、CyaB1 が自己活性化されることが判明している

（Kanacher et al., 2002）。しかし Anabaena sp. PCC 7120 における cAMP の機能は

大部分が未解明である。一般的にバクテリアでは、cAMP は CRP と結合するこ

とによって標的遺伝子の転写調節を行うことが最も主要な役割であるとされて

いる。cAMP は二次伝達物質として機能するが、生物種によって cAMP 上昇条

件が異なるため、CRP によって転写制御を受ける遺伝子も多岐にわたる。その

ため、光合成と窒素固定を同時に行うことが可能な Anabaena sp. PCC 7120 では、

cAMP の新たな機能の判明が期待される。 
  Anabaena sp. PCC 7120 は全ゲノム配列が 2001 年に決定され（Kaneko et al., 2001）、コン

ピューターを用いてその情報が解析された（Ohmori et al., 2001）。その結果、CRP をコード

していると推測される遺伝子が 7 つ判明した。これら 7 つの遺伝子の中には窒素代謝に関

わっていることが判明している二つの遺伝子 ntcA（alr4392）（Frías et al., 1993, Frías et al., 

1994, Wei et al., 1994, Herrero et al., 2001）と devH（alr3952）（Hebber and Curtis, 2000）、そし

て sycrp1 と高い相同性を示す 2 つの遺伝子（alr0295、alr2325）が含まれる（図 I-1）。よっ

て alr0295 を ancrpA、alr2325 を ancrpB とそれぞれ名付けた。AnCrpAはアミノ酸一次配列

において SYCRP1 と 63 % の相同性を示し、他生物の CRP と同様に cyclic 

nucleotide-monophosphate（cNMP）結合ドメインと DNA 結合ドメインとして知られるヘリ

ックス?ターン?ヘリックスドメインを持っている（図 I-1）。また、AnCrpB は cNMP 結合ド

メインを持つ一方で、DNA結合ドメインを欠く構造をしている（図 I-1）。 

 

目的 

  

本研究の目的は、ラン藻の乾藻耐性の機構を分子生物学的に解析し、乾燥耐性に関わる遺

伝子機構を明らかにすることである。そのために乾燥ストレスの細胞内情報伝達機構を明

らかにし、また、乾燥に応答して発現する遺伝子を検索、同定することである。そこで、

Anabaena sp. PCC 7120 における cAMP 受容体タンパク質の解析を行った。 

 

材料と方法 

 

材料と培養条件 
  糸状性ラン藻 Anabaena sp. PCC 7120 はかずさ DNA 研究所から分与してい

ただいた株を用いた。ラン藻の培養は BG11 培地（Rippka, 1988）を用いて、30 ℃
で 1 % CO2を含む空気を通気し、30 µE/ m2 / s 連続光を当てて培養を行った。 
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汎用操作 
polymerase chain reaction (PCR) による DNA の増幅 
  DNA の増幅にはサーマルサイクラーとして Gene Amp PCR System 9700 
(PERKIN ELMER, OH, USA) を用いた。なお Taq DNA ポリメラーゼとして

TaKaRa Ex Taq (TaKaRa) を用い、添付の緩衝液中で増幅反応を行った。 
 
エタノール沈殿 
  DNA を含む溶液に 0.1 倍量の 5 M 酢酸ナトリウム（pH 5.2）を加え混合し

た後、その 2.5 倍量の 100 % エタノールを加えて混合した。?80 ℃で 10 分間以

上静置した後、4 ℃、18,000 x g で 10 分間遠心し、沈殿を回収した。その後、

70 % エタノールで沈殿を洗浄し、減圧乾燥を行った。 
 
イソプロピルアルコール沈殿 
  2.5 倍量の 100 % エタノールの代わりに等量のイソプロピルアルコールを

用いた。その他の操作はエタノール沈殿と同様に行った。 
 
RNase 処理 
  DNA 溶液に 0.2 倍量の RNase（20 µg/ml）を加え、37 ℃で 30 分間インキュ

ベートした。 
 
フェノール／クロロホルム抽出 
  DNA を含む溶液と等量のフェノール／クロロホルム／イソアミルアルコー

ル混合液（フェノール：クロロホルム：イソアミルアルコール＝25：24：1）を

加え、よく混合した後、4 ℃、18,000 x gで 10 分間遠心し水層と有機層に分け、

水層を回収した。 
 
アガロースゲル電気泳動 
  アガロース電気泳動はミニゲル電気泳動装置（Mupid2, ADVANCE）を用い

て 100 Vで 30 分間行った。泳動用ゲルは臭化エチヂウム（0.3 µg/ml）を加えた

0.7 % GTG アガロース（Seakem）を用いた。緩衝液は 1 x TAE を用いた。電気泳

動緩衝液（0.125 % ブロモフェノールブルー、0.125 % キシレンシアノール、30 % 
グリセロール）をそれぞれ 0.1 倍量加え、電気泳動を行った。サイズマーカーに

は 1 kb ladder（Gibco BRL, USA）を用いた。 
 
ライゲーション 
  DNA ligation Kit ver. 2（TaKaRa）を用いて所定の方法で行った。 
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アルカリ溶解法によるプラスミド DNA の調製 
  LB 培地もしくは TB 培地 2 ml を用いて 37 ℃で一晩振とうした大腸菌培養

液を 1.5 ml 取り出し、4 ℃、18,000 x gで 20 秒間遠心し集菌した。上清を捨て、

100 µl のアルカリ溶解法溶液 I を加え、細胞を懸濁した。続いて 200 µl のアルカ

リ溶解法溶液 II を加え穏やかに攪拌した後、氷上で 5 分間静置した。その後、

150 µl のアルカリ溶解法溶液 III を加え混合し、氷上で 5 分間静置した後、フェ

ノール／クロロホルム抽出を行った。水層を回収し、エタノール沈殿によって

プラスミド DNA を回収した。 
 
熱ショック法による大腸菌の形質転換 
  Inoue らの方法（Inoue et al., 1990）によって作製されたコンピテントセル 100 
µl にプラスミド溶液を 5-10 µl 加え、氷上で 30 分間静置した。続いて 42 ℃で

45 秒間熱処理を行い、氷上に 2 分間静置した。次に 0.9 ml の SOC 培地を加え、

37 ℃で 50 分間振とうした。4 ℃、18,000 x g で 20 秒間遠心し集菌した後、適

当な抗生物質を含む LB 寒天培地に塗布し、37 ℃で一晩培養し形質転換体を得

た。 
 
塩基配列の決定 
  プライマーは合成オリゴヌクレオチドを用いた。伸長、標識反応は BigDye 
Terminator Cycle Sequencing FS Ready Reaction Kit（PERKIN ELMER）を用いて所

定の方法で行った。塩基配列決定のための電気泳動は ABI PRISM 310 Genetic 
Analyzer（PERKIN ELMER）を用いて所定の方法で行った。 
 
吸収スペクトルの測定 
  吸収スペクトルの測定は光路長 1 cmのセルを使用し、UV-2400 PC（島津製

作所）を用いて室温で測定した。 
 
タンパク質の定量 
  タンパク質の定量は BSA を標準タンパク質として、Bradford 法（Bradford, 
1976）に基づいたタンパク質定量キット Bio-Rad Protein Assay（Bio Rad）を用い

て行った。 
 
SDS-PAGE 
  SDS-PAGEは Leammli の方法（Leammli, 1970）に従い行った。サンプルを

ゲルローディングバッファーに溶解させ、定電流 30 mA で電気泳動を行った。 
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結果 
 
cAMP 受容体タンパク質をコードすると推定される ORF の選択 
  Anabaena sp. PCC 7120 には 7 つの CRP ファミリーが存在することが明らか

になっている（Ohmori et al., 2001）。それらの中から大腸菌 CRP において直接的

に cAMP と結合しているアミノ酸残基の保存性を基準にして、Anabaena sp. PCC 
7120 における CRP の候補を絞り込んだ。その結果 alr0295 と alr2325 の 2 つの

ORF が該当し、それぞれ ancrpA、ancrpB と名付けた。Anabaena sp. PCC 7120 の

ゲノムデータは CyanoBase（http://www.kazusa.or.jp/cyano/Anabaena, Nakamura et 
al., 1998 ） を 、 タ ン パ ク 質 の 二 次 構 造 予 測 に は SMART
（http://smart.embl-heidelberg.de/, Schultz et al., 1998）を、アラインメントの計算

には CLUSTAL W（http://clustalw.genome.ad.jp/, Tompson et al., 1994）をそれぞれ

用いた。 
 
AnCrpA、AnCrpB のドメイン構成とアミノ酸一次配列の比較 
  AnCrpA はすでに CRP として特徴付けされている SYCRP1 と高い相同性を

示し、そのアミノ酸配列の同一性は 63 %を示す。AnCrpA の推定上の構造は

cNMP結合ドメインとヘリックス?ターン?ヘリックスドメインから成り（図1）、
この構成は大腸菌 CRP、SYCRP1、その他微生物の CRP と同一である。また、

AnCrpB の推定上の構造は、cNMP 結合モチーフは持つ一方で、一般的な DNA
結合ドメインを持たないと予測された（図 1）。大腸菌 CRP、SYCRP1、AnCrpA、

AnCrpB の配列アラインメントから、AnCrpA と AnCrpB が大腸菌 CRP において

cAMPと直接的に結合しているアミノ酸7残基のうち5残基が保存されているこ

とが判明した（図 2）。ここにおいて保存されていないアミノ酸残基である

Thr-127 と Ser-128 は、大腸菌 CRP においてこれらのアミノ酸残基に変異を導入

しても cAMP に対する親和性が変化しないこと（Cheng et al., 1995, 1998, 
Gorshkova et al., 1995, Moore et al., 1996）、またこの 2 つのアミノ酸残基は cAMP
が結合したときに分子内構造変化を引き起こす役割を果たすことが判明してい

る。その上、Thr-127 と Ser-128 が保存されていない SYCRP1 が cAMP に対する

親和性を有していたことから（Yoshimura, et al.,2000）AnCrpA、AnCrpB も同様

に cAMP に対する親和性を持っていると予測した。 
  大腸菌 CRP はカルボキシル末端領域に DNA 結合ドメインとしてヘリック

ス?ターン?ヘリックスドメインを持つ構造をしている（Weber et al., 1984, Schultz 
et al., 1991）。AnCrpA も同様にカルボキシル末端領域にヘリックス?ターン?ヘリ

ックスドメインを持つと推定され、特に“認識ヘリックス”と呼ばれるセカン

ドヘリックスにおいて大腸菌 CRP と相同性が高い。その上、大腸菌 CRP におい
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て DNA と直接的に結合することが判明しているアミノ酸残基である Arg-180、
Glu-181、Arg-185 は SYCRP1 や AnCrpA にも保存されている。SYCRP1 が cAMP
存在下において大腸菌 CRP のコンセンサス DNA 配列（TGTGA-(N6)-TCACA）

と結合したので(Yoshimura, et al., 2000)、AnCrpA も同様の活性を持つと予想した。 
 
組替えタンパク質の発現と精製 
  これら ORF の組換えタンパク質を得るために、His タグとの混成タンパク

質をコードする発現ベクター（pRPA、pRPB）を作製した。これら組換えタンパ

ク質（His-AnCrpA、His-AnCrpB）は Ni2+-nitrilotriacetic acid affinity chromatography
と ion exchange chromatography によって精製された。図 3 から、His-AnCrpA と

His-AnCrpB の分子量はそれぞれ 29 kDa、28 kDa と測定され、これらの値はそれ

ぞれの理論値と一致する。 
 
組換えタンパク質のヌクレオチド結合活性 
  AnCrpA、AnCrpB それぞれの cAMP 結合能を測定するために、精製した組

換えタンパク質とヌクレオチドを用いて、20 ℃と 30 ℃の条件下で平衡透析を

行った。図 4 より、10 µM の His-AnCrpA が約 3.5 µM の cAMP と結合し、cGMP
や 5’-AMP とは結合しないことが判明した。His-AnCrpA の cAMP 特異性を確か

めるために cGMP や 5’-AMP の濃度を 25 µM、50 µM と高濃度にして平衡透析を

行ったが、His-AnCrpA とこれらヌクレオチドとの結合は見られなかった。また、

図 4 より 25 µM の His-AnCrpB が約 0.75 µM の cAMP、約 0.2 µM の cGMP それ

ぞれと結合し、5’-AMP とは結合しないことが判明した。これらのデータから

His-AnCrpA は cAMP に対して特異的かつ強固な親和性を示し、一方 His-AnCrpB
はHis-AnCrpAと比較して環状ヌクレオチドに対して特異性や親和性が弱いこと

が明らかとなった。 
 
His-AnCrpA と His-AnCrpB の解離定数(Kd)の測定 
  His-AnCrpA と His-AnCrpB それぞれの cAMP に対する Kd を求めるために、

様々な濃度の cAMP と 2 µM His-AnCrpA 及び 25 µM His-AnCrpB を用いて 20 ℃
もしくは 30 ℃の条件下で平衡透析を行った。Kd はスキャッチャードプロット

を作図することによって引くことのできる直線の傾きの値から決定した。

His-AnCrpA の cAMP に対する Kd は、20 ℃では 0.78 µM であり、30 ℃では 0.84 
µM であった。また、His-AnCrpB の cAMP に対する Kd は、20 ℃では 57.1 µM
であり、30 ℃では 57.5 µM であった。この実験条件下においては、どちらの組

換えタンパク質もほぼ一定の Kd 値を示した。また、図には示さなかったが、

His-AnCrpB の cGMP に対する Kd は、20 ℃、30 ℃それぞれにおいて約 150 µM
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であった。また、His-AnCrpA 1 分子辺りの cAMP 最大結合分子数は 0.45 分子で

あり、His-AnCrpB 1 分子辺りの cAMP 最大結合分子数は 0.4 分子であることが

示された。これは他のバクテリア CRP と同様に His-AnCrp と His-AnCrpB それ

ぞれが二量体化し、cAMP 1 分子と結合していることを示唆する。 
 
架橋剤を用いた解析 
  AnCrpA と AnCrpB それぞれが二量体を形成しているかどうか調べるために、

架橋剤である EDCと精製したそれぞれの組換えタンパク質を用いて架橋実験を

行った。図 6 に示す通り、His-AnCrpA と His-AnCrpB それぞれは cAMP の有無

に関わらず二量体を形成していることが判明した。大腸菌では cAMP が CRP の

二量体形成を促進することが知られているが、SYCRP1 では Anabaena sp. PCC 
7120 における結果と同様に cAMP 非存在下においても二量体を形成することが

判明している（Yoshimura et al., 2000）。この結果から AnCrpA、AnCrpB それぞれ

も他のバクテリア CRP と同様にダイマーを形成しているが、その形成過程に

cAMP は関与しないことが示された。 
 
大腸菌 CRP コンセンサス DNA 配列と His-AnCrpA との結合 
  様々な微生物における CRP は、cAMP 存在下において大腸菌 CRP コンセン

サス DNA 配列と結合することが知られている。AnCrpA のカルボキシル末端領

域はDNA認識モチーフであるヘリックス?ターン?ヘリックスモチーフが存在し、

そのアミノ酸配列も大腸菌 CRP や SYCRP1 と高い相同性を示すので（図 2）、
AnCrpA も同様に cAMP 存在下において CRP コンセンサス DNA配列と結合する

と推測した。この仮説を証明するために、His-AnCrpA と CRP コンセンサス DNA
配列を用いてゲルシフト分析を行った。図 7 に示す通り、cAMP 存在下において

は DNA-Protein 複合体を示すバンドが検出され（レーン 2、3、5）、cAMP 非存

在下においては、30 倍量 His-AnCrpA を添加してもバンドは検出されなかった

（レーン 6-10）。非標識 DNA プローブを 50 倍量加えたときにはバンドは消失

し（レーン 4）、poly(dI-dC) を 3 倍量加えた場合にはバンドにほとんど影響が見

られなかった（レーン 5）。これらの結果は His-AnCrpA が cAMP 存在下におい

て CRP コンセンサス DNA 配列を特異的に認識し、結合していることを示す。 
 
大腸菌 CRP コンセンサス DNA 配列と His-AnCrpB との結合 
  His-AnCrpA と同様に His-AnCrpB においても CRP コンセンサス DNA 配列

を用いてゲルシフト解析を行った。図 1 において AnCrpB は一般的な DNA 結合

モチーフを持たず、他の CRP と比較してカルボキシル末端領域の保存性が低い

ことを示した。しかし、図 8 に示した通り、200 µM cAMP 存在下において
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DNA-Protein 複合体を表すバンドが検出された（レーン 4-8）。このバンドは

His-AnCrpB が 100 ng 以下の場合（レーン 1-3）、もしくは cAMP が存在しない

場合（レーン 10-14）には検出されなかった。His-AnCrpA における結果と同様

に、poly(dI-dC) 増加させた場合はほとんど影響が見られず（レーン 4-8）、非標

識 DNA プローブを 50 倍量加えたときにはバンドは消失した（レーン 9）。これ

らの結果から、一般の CRP とはかなり異なる構造を持つと考えられる

His-AnCrpB が、高濃度 cAMP 存在下において CRP コンセンサス DNA 配列を特

異的に認識し、結合していることが判明した。 
 
考察 
  本研究において Anabaena sp. PCC 7120 には生化学的な性質が異なる 2 つの

CRP が存在することが明らかとなった。バクテリアにおいて CRP が 2 つ存在す

る例は未だ報告がないものと思われる。Anabaena sp. PCC 7120 がこのような特

性を持つことには、窒素飢餓時にヘテロシストと呼ばれる窒素固定に専門化し

た細胞を分化させるなど複雑な機能を持っているためと考えられる。ここでは

AnCrpA と AnCrpB の cAMP およびCRPコンセンサス DNA 配列に対する親和性

の違いについての考察を行う。 
 
AnCrpA、AnCrpB 間における cAMP に対する親和性の違い 
  図 1 で示した通り、AnCrpA と AnCrpB 共に cNMP 結合ドメインを持ち、大

腸菌 CRP の X 線結晶構造解析を基にして決定された、cAMP と直接的に結合し

ているアミノ酸 7 残基のうち 5 残基が保存されている。しかし図 4、図 5 で示し

た通り、AnCrpA、AnCrpB 間で cAMP や cGMP に対する親和性や特異性に違い

が見られた。一般的に微生物 CRP の cAMP に対する Kd は 10-5 M の桁であるこ

とが知られている (Takahashi et al.,1980, Chen et al.,1985, Ren et al.,1990)。
His-AnCrpB の cAMP に対する Kd は約 60 µM であることが判明し（図 5）、この

値は Vivrio harveyi CRP とほぼ同程度である（Chen et al., 1985）。しかし、

His-AnCrpA の cAMP に対する Kd は約 0.8 µM と測定され（図 5）、この値は他の

CRP と比較してかなり低い値である。SYCRP1 の cAMP に対する Kd は約 2.7 µM
であることが判明しており（Yoshimura et al., 2000）、ラン藻の CRP は他のバク

テリアの CRP と比較して cAMP に対する Kd が低い傾向にある。これら親和性

の違いは Ochoa らのモデル（Ochoa and Houmard, 2000）を用いての説明付けが

可能である。彼等は SYCRP1 をモデルとし、Asn-80 と Asn-145 が cAMP に対し

て水素結合を形成する可能性を示した。これら両アミノ酸残基は AnCrpA にお

いても保存されている一方で、Asn-80 は AnCrpB には保存されていない。大腸

菌 CRPにおいて Thr-127 と Ser-128 の変異が cAMP に対する親和性を変化させな
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いという実験結果 (Cheng et al., 1995, 1998, Gorshkova et al., 1995, Moore et al., 
1996)と、SYCRP1 における上記の推測から AnCrpA が cAMP に対する特異性の

強さが説明できる。 
 

AnCrpB?CRP コンセンサス DNA 配列の結合 
  大腸菌 CRP が特異的に結合するコンセンサス DNA 配列は他生物の CRP も

結合することで知られる。大腸菌 CRP における結晶構造解析の結果、カルボキ

シル末端領域に存在するヘリックス?ターン?ヘリックスモチーフのセカンドヘ

リックス（認識ヘリックス）がコンセンサスDNA配列を認識し、その中のArg-180、
Glu-181、Arg-185 残基が DNA と水素結合を形成していることが明らかになって

いる（Schultz et al., 1991, Perkinson et al., 1996, Kolb et al., 1993, Chen et al., 2001）。
AnCrpA における推定上の認識ヘリックスは大腸菌 CRP の認識ヘリックスと高

い相同性を示すため（図 2）、AnCrpA も同様にコンセンサス DNA 配列を認識す

ると考え、ゲルシフト分析を行った。その結果、図 7 に示した通り AnCrpA は

cAMP 存在下においてコンセンサス DNA 配列を認識した。 
  AnCrpB は図 1 に示した通り明確な DNA 認識モチーフを持たず、他の CRP
と比較してカルボキシル末端領域の保存性も低い。ところが図 8 に示した通り、

200 µM cAMP 存在下で His-AnCrpB を高濃度にした場合、コンセンサス DNA 配

列と結合した。これは AnCrpB が転写調節因子としての機能を持つことを示唆す

る。そこで AnCrpB がどのような構造でコンセンサス DNA 配列を認識している

のかを予測した結果が図 9 である。AnCrpB ではアラインメントを比較したとき

187-Val、188-Glu、192-Lys 残基が大腸菌 CRP における Arg-180、Glu-181、Arg-185
残基とそれぞれ対応する（図 2）。AnCrpB における 187-Val は非極性側鎖である

ため DNA と相互作用することは不可能であると考えられるが、188-Glu は大腸

菌 CRP と一致するためコンセンサス DNA 配列における C4ヌクレオチドと相互

作用することが可能であると考えられる。また、AnCrpB における 192-Lys は枝

分かれ構造はしていないものの Arg と同じく塩基性側鎖に分類されるため、コ

ンセンサス DNA 配列における G4ヌクレオチド（I で表記）もしくは T5 ヌクレ

オチド（II で表記）のどちらかと水素結合を形成することが可能であると考えら

れる（図 9）。さらに、3D-PSSM ver. 2.6.0（http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~3dpssm/, 
Kelley et al., 2000）を用いて AnCrpB の大腸菌 CRP におけるヘリックス?ターン?

ヘリックスドメインと対応する領域の二次構造を予測したところ、184-Glu、
185-Ile、186-Gly 残基を挟んで両側にヘリックスが形成されるとの結果が得られ

た。AnCrpB における 184-Glu、185-Ile、186-Gly 残基がターン構造を形成するか

どうかは不明だが、バクテリアにおいてはほとんどのα-helical DNA 結合タンパ

ク質はヘリックス?ターン?ヘリックスモチーフを形成することで知られている
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（Harrison and Aggarwal, 1990）。ヘリックス?ターン?ヘリックス異種の最も際た

る例としては OmpR であり、”winged-helix-turn-helix”として定義されている

（Kondo et al., 1997, Martinez-Hackert and Stock, 1997）。これらの予測を基にする

と AnCrpBはヘリックス?ターン?ヘリックス DNA 結合タンパク質の新たなサブ

ファミリーに属する可能性が考えられる。 
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図の説明 
 

 

図 1 AnCrpA と AnCrpB のドメイン構造   cNMP: cycloc nucleotide 
monophosphate 結合ドメイン   HTH: へリックス-ターン-ヘリックスドメイン 
 
 

 
図 2 へリックス-ターン-ヘリックスモチーフのアミノ酸シーケンスアライメ

ント 
網掛けの部分は 3 つ以上のアミノ酸残基が同一であることを示す。 
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図 3 His タグ融合 AnCrpA と His タグ融合 AnCrpB の精製 
SDS-PAGEには 12％アクリルアミドゲルを用い、タンパク質は Coomassie 
Brilliant Blue-250 を用いて染色した。M : 分子サイズマーカー レーン

1：His-AnCrpA 大量発現用プラスミドを組み込んだ BL21(DE3)細胞抽出液〔10
マイクログラム）レーン 2 ：精製した His-AnCrpA(4 マイクログラム）レーン

3 ：His-AnCrpB 大量発現用プラスミドを組み込んだ BL21(DE3) 細胞抽出液〔10
マイクログラム）レーン 4 ：精製した His-AnCrpB(4 マイクログラム） 
 
 

 
図 4 平衡透析法によって測定した組み換えタンパク質のヌクレオチド結合

能結合ヌクレオチド量の測定には HPLC を用いた。 
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図 5 His-AnCrpA と His-AnCrpB の cAMP に対する解離定数（Kd)の測定 
 

 
図 6 EDC 架橋剤を用いた His-AnCrpA、His-AnCrpB の解析 
それぞれ 5 マイクログラムの組み換えタンパク質を上記の濃度の cAMP, EDC と

共に室温で 3 時間インキュベートした。M :分子サイズマーカー 
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図 7 His-AnCrpA と大腸菌コンセンサス DNA 配列との結合能の解析 
レーン 1-5 ：cAMP 存在下  レーン 6-10 ：cAMP 非存在下 
 

 
図 8 His-AnCrpB と大腸菌コンセンサス DNA 配列との結合能の解析 
レーン 1-9 ：cAMP 存在下  レーン 10-14 ：cAMP 非存在下 
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図 9 His-AnCrpB と大腸菌コンセンサス DNA 配列間の水素結合形成予測 
モデルは大腸菌 CRP-cAMP-DNA 複合体の結晶構造（Shulz et al.,1991)を基にして

FAMSsoftware(Ogata and Umeyama, 2000)を落ち居て作製した。 
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4-2 有用遺伝子群のカタログ化 
 

4-2-1 ゲノム解析とポストゲノム解析による環境耐性関連ゲノム情報の抽出 

    （１） 

?海産単細胞性シアノバクテリアのゲノム解析? 

 

序 

  生物の多様性はゲノム情報の多様性と言い換えることができる。その根幹

にあるものがゲノム配列情報であり、全ゲノム配列の決定は、生物がどのよう

な遺伝子をもっているか、また、もっていないかを一挙に明らかにできる。近

年の様々な生物種のゲノム情報（全ゲノム配列）の蓄積は、比較ゲノム解析（遺

伝子構成の比較、ゲノム構造の比較、個々の遺伝子構造の比較）を可能にし、

生物共通のゲノム情報と生物種固有のゲノム情報の理解が加速されることが期

待される。生物共通のゲノム情報抽出の場合、一般に、進化的に離れた生物間

のゲノムを比較し、共通に保たれている領域を検出することで、その候補が取

得される。一方、種固有のゲノム情報抽出の場合、進化的に近縁種とされてい

る生物間のゲノムを比較し、相違のある領域（領域の有無）を検出することで、

その候補が抽出される。したがって、比較ゲノム解析による効率的なゲノム情

報抽出には、進化系統樹上の位置関係を踏まえた上で、目的に適した生物種を

選択し、比較ゲノムを行うことが重要となる。 

  塩基配列決定システムと配列解析システムの著しい進歩は、ゲノム解析の

速度を加速しているが、植物をはじめとする高等生物のゲノム解析の場合、経

済的負担に起因して、モデル生物のゲノム解析とならざる負えないのが現状で

ある。一方、100万から1,000万塩基対という小型のゲノムをもつ微生物の場合、

小規模の研究体制による全ゲノム情報配列決定が可能になっている。実際、病

原性微生物のゲノム解析を行い、近縁種の非病原性微生物との比較ゲノムによ
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り病原性に関わるゲノム情報抽出がなされている（Blattner 1997, Perna et al. 

2001, Hayashi et al. 2001, Hoskins 2001, Nolling 2001, Shimizu 2002, 

Tettelin 2001, Welch 2002）。すなわち、ゲノム情報配列解析といったハード

面でだけで見ると、微生物の場合、比較ゲノム解析で抽出するゲノム情報に応

じて微生物を選択し、そのゲノム解析と近縁種との比較ゲノム解析を介して目

的のゲノム情報を抽出することが可能になりつつある。今後、比較ゲノムによ

るゲノム抽出のためのソフト面で基盤技術開発が進めば、ゲノム比較に基づい

た微生物の生体機能付与による新規植物の創製が新たな戦略となると考えられ

る。 

 

 

本研究の目的 

 シアノバクテリアの生育域は広いため、その環境適応に関わる生物情報を抽

出できれば、過酷環境で生育する植物の創製技術の開発に活用できる。そこで、

本研究では、沖縄県の外離島の海岸（23°23’N、123°43E）で採取した分解中の

海草片試料から単離された海産単細胞性シアノバクテリア Cyanothece sp. 

TU126 のゲノム情報から比較ゲノム手法により環境適応に関わる生物情報を取

得することを目的に、本年度、本シアノバクテリアのゲノム解析に着手した。 

 

序論 

  地球温暖化の原因の１つである二酸化炭素削減のために植林事業の推進を

考えると、二酸化炭素固定の場である葉緑体の機能強化は重要な地球環境産業

技術の１つに位置づけられる。また、高温、乾燥、塩などの複合的な過酷環境

下では、植物の生育が抑制されるが、その要因の１つに葉緑体機能の低下が挙

げられる。したがって、複合的な過酷環境ストレス下で生息する野生生物の多
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様なゲノム中に、かような過酷環境適応に関わる遺伝資源を探索・確保し、植

生再生のための植物バイオ技術の実用化に活用する戦略が考えられる。 

  シアノバクテリアは、進化上で初めて酸素発生型光合成の能力を獲得した

生物である。また、シアノバクテリアが１０数億年前に真核生物に細胞内共生

したことが葉緑体の起源（細胞内共生説）である。かような系統進化的特性か

ら、シアノバクテリアは葉緑体のモデル生物と位置付けることができ、光合成

をはじめとする葉緑体機能の研究材料として用いられている。一方、シアノバ

クテリアの生育域は広く、海や湖沼といった水域、土壌面や岩上面の地表面に

も生息する。また、シアノバクテリアには、寒帯から熱帯域まで、極地や高山

から温泉まで、広い温度域での生息も観察される。したがって、シアノバクテ

リアのゲノム情報より、高温、乾燥、塩などの過酷環境適応に関わる生物情報

を抽出できれば、葉緑体や植物への環境ストレス耐性付与に有用な遺伝子資源

となると考えられる。 

  従来、過酷環境耐性に関わる生物情報を抽出するためには、１）高温や乾

燥等の環境変化に応答する遺伝子の探索、２）遺伝子発現系を利用した機能ス

クリーニング法を用いた遺伝子の探索、３）環境適応（応答）機能が低下（欠

質）した変異体の取得とその変異原遺伝子の同定といった戦略がとられてきた。

本プロジェクト「多様生物ゲノム高度利用による植生（CO2 吸収源）拡大基盤

技術開発」でも、大腸菌の遺伝子発現系を利用したスクリーニング法で、耐塩

性樹木を作出するために活用する耐塩性関連遺伝子の探索に取り組んでいる。

一方、ゲノム解析技術と生物情報学の進歩に伴い、ゲノム情報の比較による有

用な遺伝情報の抽出（比較ゲノム学に基づいた遺伝子探索）が新たな戦略とな

り得る状況にある。そこで、本研究では、複合的な過酷環境に対する葉緑体機

能の強化に利用するゲノム情報源を、生育域が広いシアノバクテリアに求める

ことを立案した。2002 年時点でのシアノバクテリアのゲノム解析の現状は、光
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合成のモデル生物としての Synechocystis sp. PCC6803（Kaneko et al.1996）、

細胞分化、パターン形成と窒素固定のモデル生物としての Anabaena sp. PCC 7120

（Kaneko et al. 2001）、進化上初期に分岐したシアノバクテリアのモデルであ

り耐熱性を有する Thermosynechococcus elongatus BP-1（Nakamura et al. 2002）

といったゲノム解析のみであった。そこで、遺伝子資源として外離島（沖縄）

海岸に漂っていた分解中の海草の試料から集積培養法で単離されたシアノバ

クテリア Cyanothece sp. TU126（Kumazawa & Honda 2003）に着目し、本菌のゲ

ノム解析を行い、ゲノム解読が終了しているモデルシアノバクテリアゲノムと

のゲノム比較による環境適応に関わるゲノム情報の抽出を目指すことを計画し

た。この新規に単離された Cyanothece sp. TU126 は、単細胞性の窒素固定シア

ノバクテリアである点でもユニークであり、好気的条件下で酸素によって不可

逆的に失活する窒素固定酵素系と酸素を発生する光合成系を単一細胞内で両立

させる生理特性と酸素防御機構が注目されており（Kumazawa & Honda 2003）、

光合成や呼吸に関与する光（強光）および酸素から生じる酸化的障害に対する

耐性に関わるゲノム情報が抽出できれば、葉緑体や植物体に酸化的障害に対す

る環境ストレス耐性付与技術への利用が期待できる。  

  小型のゲノムをもつ微生物のゲノム配列決定の場合、米国 TIGR 研究所によ

るインフルエンザ菌の全ゲノム配列決定ではじめて登場した「ホールゲノムシ

ョットガン法」（Fleischmann et al. 1995）が有効である（小笠原 2001）。 

本研究では、ショットガンライブラリーと BAC ライブラリーを併用する戦略で

単細胞性シアノバクテリア Cyanothece sp. TU126 のゲノム解析に取り組むこと

とした。具体的な行程は以下の通りである。まず、１）ホールゲノムショット

ガンライブラリーの構築、２）ショットガンクローンのランダムな両末端の配

列決定、３）決定したショットガンクローンの配列情報からの不要なベクター

部分やコンタミネーションの除去、４）取得した多数の塩基配列情報のアセン
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ブラーによる結合編集を行う（図１参照）。この段階で、多数個のシークエンス

コンティグが形成される。さらに、シークエンスコンティグを減らすために、

５）BAC ショットガンライブラリーを構築し、BAC クローンのランダムな両末端

の配列決定、６）シークエンスコンティグをつなぐリンキングクローンの取得

と塩基配列決定を行う。この段階でも、複数個のシークエンスコンティグが残

るため、７）シークエンスが決定できないギャップ領域を PCR などで取得・配

列を決定し、ギャップのないシークエンスコンティグを取得する。最後に、低

精度な領域の塩基配列を再決定し、高精度（例えば、99.99%以上の正確性）な

完成データに仕上げると同時に、遺伝子領域（Protein coding sequence; CDS）

予測とアノテーション付けを行い、本菌のデータベース構築を行う。 

  本年度は、上記１）? ４）までの行程を実施し、本菌のゲノムショットガ

ンクローンの末端塩基配列決定の成果を本項にまとめた。また、上記５）を北

里大学との共同研究として実施し、その成果は本報告書の別節に報告されてい

る。 

 

 

図１ ホールゲノムショットガン法によるゲノム配列決定のながれ 

菅原博士（国立遺伝学研究所生命情報研究センター）の資料より転載 
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材料と方法 

  試薬等は、和光純薬（株）およびナカライテスク（株）のものを使用した。

それ以外のメーカの場合は、適宜、本文中に記載した。 

 

１．Cyanothece sp. TU126 の培養 

  培養には A-N 培地（pH8.1-8.2, 34.26  mg/L H3BO3, 4.32 mg/LMnCl2・4H2O, 

315 ng/L  ZnCl2, 3 ng/L CuSO4, 12 ng/L CoCl2・6H20, 1.3 mg/L Na2MoO4・2H20, 

3.89 mg/L FeSO4・7H2O, 20 μg/L vitamin B12, 30 mg/L Na2EDTA, 600 mg/L KCl, 

370 mg/L CaCl2・2H2O, 50 mg/L KH2PO4, 5 g/L MgSO4・7H2O, 18g/L NaCl）を用

いた（Mitsui and Cao 1988、島村、熊澤 1989）。培地 500ml を入れた 1000ml 容

の多孔性の栓をした三角フラスコ内で、30℃、12 時間明期／12 時間暗期、蛍光

灯を光源（培養管の表面位置での照度 130μmol photons／m2／s）、通気は多孔

性の栓の使用とスターラーによる撹拌の条件下で培養した。また、菌の維持は、

１? ２ヶ月ごとに新鮮培地の１／２０量を種菌とした継代培養で行った。 

 

２．Cyanothece sp. TU126 のゲノム DNA の調製 

  遠心分離（室温、5000xg、10 分間）によって培養液から菌体を集めた。菌

体を洗浄液（50 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA (pH 8.0)）で懸濁・洗浄した。菌体

の湿重量をはかり、湿重量 1 g 当たり、2 ml の飽和ヨウ化ナトリウム水溶液を

加え、ミキサーで懸濁した後、保温（37℃、20 分間）した。菌体を滅菌水で洗

浄し、540μl の TEN 緩衝液（50 mM Tris-HCl, 20 mM EDTA (pH8.0), 100 mM NaCl）

に再懸濁した。50mg/ml リゾチームを 60 μl を加え、混合後、保温（37℃、20

分間）した。保温後、20 mg/ml プロテアーゼ K溶液、10% SDS を 30 μl 加え、

さらに保温（55℃、一晩）した。等量の TE 飽和フェノールを加え、緩やかに混

合（室温、20 分間）した後、遠心分離（25℃、10,000xg、10 分間）し、水層を
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回収した。再度、同様のフェノール処理を行い、遠心分離した。水層を回収し、

等量のクロロフォルム?イソアミルアルコール（24:1）を加え、緩やかに混合し

た。遠心分離（25℃、10,000xg、10 分間）し、水層を回収した。中間層が消失

するまでクロロフォルム?イソアミルアルコール（24:1）抽出を行った後、回収

した水層に等量のジエチルエーテルを加え、遠心分離（25℃、10,000xg、10 分

間）し、水層を回収した。ジエチルエーテル処理を再度行った後、水層に 2.5

倍容のエタノールを加え、緩やかに混合後、遠心分離（25℃、10,000xg、1分間）

した。上清を捨て、ペレットを 70% エタノールで洗浄した後、TE 緩衝液（50 mM 

Tris-HCl, 1 mM EDTA (pH 8.0)）に溶解した。得られたゲノム DNA 溶液は４℃

で保存した。  

 

３．ホールゲノムショットガンライブラリーの構築 

  平均鎖長2kbpのホールゲノムショットガンライブラリーを以下の手順で構

築した。TU126 ゲノム DNA を hydroshear（GENEMACHINES、California、USA）で

およそ DNA 鎖長が 2 kp 程度になるように断片化した。その後、BAL31Nuclease

（TAKARA, Kyoto, Japan）で, 酵素添付された緩衝液と反応系で断片化した DNA

の両末端を処理した。反応液の 1/10 量の 0.5M EDTA を添加後、DNA をフェノー

ル・クロロフォルム・イソミルアルコール抽出した後、エタノール沈澱物とし

て回収した。DNA を DNA blunting kit（Takara, Kyoto, Japan）を用いて DNA

末端を平滑化した。DNA をアガロース電気泳動し、DNA 鎖長が  2 kp 程度に相当

する泳動度を示す DNA 断片を切り出した。DNA を、Montage DNA Extraction Device

（Millipore 社、Billerica、USA）を用いてアガロースゲル片から回収した。DNA

をフェノール・クロロフォルム・イソミルアルコール抽出した後、エタノール

沈澱物として回収し、T10E1 緩衝液（10 mM Tris-HCl, 1mM EDTA）に溶解した。

DNA と pUC118/HincⅡ (TAKARA, Kyoto, Japan)を Ligation kit Ver.2（TAKARA, 
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Kyoto, Japan）を用いてライゲーション（15℃、一晩）した。ライゲーション

反応した後、フェノール・クロロフォルム・イソミルアルコール処理した後、

DNA をエタノール沈澱物として回収し、T10E1 緩衝液に溶解した。この DNA 溶液

を用いて Escherichia coli DH5α（TAKARA, Kyoto, Japan）を形質転換し、LB

寒天培地上で形質転換体を選抜し、平均鎖長 2 kb のホールゲノムショットガン

ライブラリーとした。 

  平均鎖長 5kb あるいは 10 kb のホールゲノムショットガンライブラリーも

平均鎖長 2 kb のホールゲノムショットガンライブラリーの構築手順に準じて作

成した。 

 

４．ショットガンクローンの末端塩基配列決定 

  寒天培地から形質転換体を２×YT 培地１ｍL に植菌し、プラスミド抽出機

MG768（Hitachi）を用いてプラスミド DNA を抽出した。プラスミド DNA を RNaseA

含有 T10E1（50μL）で溶解し、そのうち 0.5μL を用いてシークエンス鋳型調製

試薬 Templiphi（Applied Biosystems 社）で処理した。処理したプラスミド DNA

を鋳型とした DYEnamic ET terminator cycle sequencing kit（ Applied 

Biosystems社）によるシークエンス反応を行い、反応物をMegaBACE1000（Applied 

Biosystems 社）あるいは MegaBACE4000 （Applied Biosystems 社）、3730 DNA 

Analyzer（Applied Biosystems 社）で解析した。得られた塩基配列情報を

Phred/Phrap/Consed System (http://www.phrap.org/index.html)で情報処理と

再整列化を行った。 
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結果 

 

ショットガンクローンを用いたゲノム DNA 配列の取得 

  ゲノム DNA 平均鎖長 2kp、5kb、10kb のホールゲノムショットガンクローン

の末端 DNA 配列を解読した。その結果、81,194 個のゲノム解析に有効な塩基配

列情報を得た。ショットガンクローンから得たゲノム配列情報の総塩基長は、

本菌の予想ゲノムサイズ 6 Mbp に対して約 6.8 倍（40 Mbp）の重複度の計算と

なった。このゲノム配列情報をアセンブリングプログラムで再整列化した結果、

塩基配列情報は 282 個のコンティグに整列化できた。ショットガンクローンを

用いたゲノム解析の進捗過程を図２および表１に示した。 

 

図２ ショットガンクローンを用いた Cyanothece sp. TU126 のゲノム解析の進

捗の過程。図中では、塩基配列決定した総塩基数とコンティグ数の経緯を示し

た。 
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表１ ショットガンクローンを用いた Cyanothece sp. TU126 のゲノム解析。 

   -------------------------------------------------------------- 

  Total Reads：   101,184 

   Using for assemble：   81,194 （有効率80.20%） 

  Total Base：      40 Mb 

Estimated Redundancy ：    6.80 

Mean Number of Bases per Read：  617.7 base 

  Number of Contigs：     282 

   -------------------------------------------------------------- 

 

 

考察 

 単細胞性シアノバクテリア Cyanothece sp. TU126 の全ゲノム配列情報を取得

するため、ショットガンクローンの末端 DNA 配列を解読し、得た DNA 塩基配列

をアセンブリングプログラムで再整列化した。Cyanothece sp. TU126 ゲノムの

解読した総配列長およびコンティグ数が飽和状態になるまでショットガンクロ

ーンの配列決定を実施したことから、ゲノム解析に供するためのショットガン

クローンの末端 DNA 配列は十分に取得できたと判断した（図２参照）。そこで、

計画を早めて、取得した 282 個のコンティグのうち、その一部に対して遺伝子

領域（Protein coding sequence; CDS）予測と相同遺伝子探索を行い、CDS 予測

と注釈付けのための予備調査を行った。Artemis V5 for Macintosh で 30 コドン

以上の ORF 抽出を行い、推定アミノ酸配列（query）による BLASTP 検索を行っ

た結果を資料 1 として添付した。また、コンティグ 344 とコンティグ 344 の結

果については、BLASTP 検索の結果を詳細に検討し、①query と subject が、60％

以上の領域にわたって比較され、②similarlity が 50? 60％、③identity が 25
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? 30 以上のものにアノテーションを付した結果を、資料２として添付した。こ

の過程で、100 コドン以下の ORF については、query と subject 間で部分的に相

同領域が見られたのみで、アノテーションがつけられない傾向が見られた。ま

た、BLASTP 検索で上位に位置するものの多くは、シアノバクテリアの遺伝子で

あった。一方、ごく一部、シアノバクテリア以外の生物種と高い相同性が見ら

れたものがあり、Cyanothece sp. TU126 にユニークなゲノム情報である可能性

が考えられた。 

  一方、共同研究として Cyanothece sp. TU126 の BAC クローンの両末端シー

クエンス解析を進め、ショットガンクローンから得られた塩基配列情報とあわ

せて Cyanothece sp. TU126 のゲノムサイズの 99％に相当する 5,992,837bp と

155 個のシークエンスコンティグを取得した（本報告書別節参照）。今後、全ゲ

ノム配列情報を得るため、ブリッジクローンのプライマーウォーク あるいはゲ

ノム PCR による未解析領域の取得と塩基配列決定を行う。また、本年度取得し

たシークエンスコンティグ内の低精度な領域の塩基配列を再決定した後、遺伝

子領域予測とアノテーション付けを行い、本菌のデータベース構築に着手し、

ゲノム比較のためのデータベースを構築する。 
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4-2-2 ゲノム解析とポストゲノム解析による環境耐性関連ゲノム情報の抽出

（２） 

?海産単細胞性シアノバクテリアのゲノム解析? 

序 

  21 世紀のバイオテクノロジーの新しい展開にゲノム情報が大きな役割を担

うと考えられている。その根幹にあるものがゲノム配列情報であり、ポストゲ

ノム時代として注目されている DNA マイクロアレイによる転写産物のグローバ

ルな解析も、タンパク質の分離技術と質量分析技術の組み合わせによるプロテ

オーム解析も、ゲノム配列情報が存在してこそ強力な手法となる。 

  インフルエンザ菌の全ゲノム配列決定ではじめて登場したホールゲノムシ

ョットガン法に加え、塩基配列決定システムと配列解析システムの著しい進歩

はゲノム解析の速度を加速している。その結果、微生物のゲノムサイズであれ

ば、小規模の研究体制によるゲノム全構造決定が可能になっている。したがっ

て、多様な微生物群より選択した微生物種のポストゲノム解析に基づいた植物

バイオ技術／新規植物創製は、今後、重要な戦略の１つとなると考えられる。 

 

本研究の目的 

  本プロジェクトは、複合的な過酷環境ストレス下で生息する野生生物の多

様なゲノム中に、かような環境適応に関わる遺伝資源を探索・確保し、植生再

生のための植物バイオ技術の実用化に活用することを目的としている。かよう

な観点でシアノバクテリアを見ると、その生育域は広く（海や湖沼、土壌面や

岩上面の地表面、寒帯から熱帯域、極地や高山から温泉）、シアノバクテリアの

ゲノム情報より、高温、乾燥、塩などの過酷環境適応に関わるゲノム情報を抽

出できれば、過酷環境で生育する植物の創製技術の活用することができる。本

研究では、外離島（沖縄）海岸に漂っていた分解中の海草の試料から集積培養
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法で単離された単細胞性シアノバクテリア Cyanothece sp. TU126（Kumazawa and 

Honda 2003）にゲノム資源を求め、ゲノム完全解読に着手した。 

 

序論 

  微生物のゲノム配列決定には、ホールゲノムショットガン法（Fleischmann 

et al. 1995）による戦略が有効な戦略となりつつある（小笠原 2001）。特に、

ドラフト配列決定を目的としたゲノム配列決定では、バイオベンチャーを中心

に、予想ゲノムサイズの５? ６倍に相当する総塩基配列を目安としてホールゲ

ノムショットガン法でゲノム配列情報が取得されており、ヒト、ショウジョウ

バエ、イネをはじめとする様々な高等生物のゲノム解析もホールゲノムショッ

トガン法でなされている（Goff et al. 2000, Yu et al. 2000, Myers et al. 2000, 

Istrail et al. 2004）。本方法は、ゲノム全体をランダムに 1? 3kbp 程度に断

片化し、これらショットガンクローンの末端配列を解読し、取得した塩基配列

情報をアセンブリングプログラムによって継ぎ合わせていく方法である。 

  しかし、ホールゲノムショットガン法は、配列データの編集結合（シーク

エンスコンティグの構築）に難点があり、精度が高いゲノム配列情報を得るた

めには、高い重複度を要するという問題を抱えている。かような問題に加え、

ホールゲノムショットガン法単独によるゲノム配列情報解析の限界も指摘され

ている（小笠原 2001）。例えば、ゲノム中にくり返し配列が多数存在すると、ラ

ンダムに断片化した DNA にもこれらの配列が多数存在することになり、DNA 断片

全体のアセンブルを混乱させ、配列決定までのプロセスを複雑化する。また、

微生物種によっては、ゲノム中にプロファージやトランスポゾン、類似遺伝子

（パラローグ）などが多コピー存在するため、全塩基配列のアセンブルを混乱

させる。類似配列がゲノム上の間違った位置にアセンブルされると、ショット

ガンクローンの配列情報のみからでは、正確なゲノム配列情報を得ることは困
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難となる。加えて、ゲノムショットガンライブラリーの作成時に、挿入された

DNA 断片が宿主である大腸菌に不具合を起こし、その領域のクローンがライブラ

リーに含まれないことも指摘されている。したがって、ホールゲノムショット

ガン法による配列決定の場合、全ての配列をカバーできるわけではなく、その

結果、ある特定の領域のクローンが取得できず、必然的にギャップ領域が生じ

ることになる。こうした問題を解消するため、ゲノム配列情報の完全解読を目

指す際、挿入 DNA 断片長が 1? 3kbp 程度のショットガンクローンを用いた配列

解析に加えて、挿入 DNA 断片長が 5? 10kbp 程度のプラスミドライブラリーやさ

らに大きな挿入断片をもつライブラリー（BAC ライブラリーやコスミドライブラ

リー）を構築し、これらクローンの両末端配列を指標に挿入DNA断片長が1? 3kbp

程度のショットガンクローンから作成したシークエンスコンティグの整列化や

ギャップを埋めるブリッジクローンの取得と配列決定と組み合わせる戦略がと

られる。 

  かようなゲノム解析の戦略に基づき、環境適応に関わるゲノム情報抽出を

目指すため、海産単細胞性シアノバクテリア Cyanothece sp. TU126 のゲノム解

析が進められ、ゲノム DNA 平均鎖長 2kp、5kb、10kb のショットガンライブラリ

ーを用い 40Mbp の配列情報（本菌の予想ゲノムサイズ 6Mbp に対して約 6.8 倍の

重複度）と 282 個のシークエンスコンティグが取得されている（本報告書の別

節参照）。そこで、本研究では、挿入 DNA 断片長 20kbp 程度の BAC ショットガン

ライブラリーを構築し、BAC クローンの両末端を配列決定した。さらに、ホール

ゲノムショットガン法で得た配列情報と BAC クローンから得た配列情報をあわ

せて解析し、シークエンスコンティグの再編集を行った。 

 

方法と材料 

 試薬等は和光純薬（株）およびナカライテスク（株）のものを使用した。そ
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れ以外のメーカの場合は、適宜、本文中に記載した。 

 

１．Cyanothece sp. TU126 の培養 

  培養には A-N 培地（pH8.1-8.2, 34.26  mg/L H3BO3, 4.32 mg/LMnCl2・4H2O, 

315 ng/L  ZnCl2, 3 ng/L CuSO4, 12 ng/L CoCl2・6H20, 1.3 mg/L Na2MoO4・2H20, 

3.89 mg/L FeSO4・7H2O, 20 μg/L vitamin B12, 30 mg/L Na2EDTA, 600 mg/L KCl, 

370 mg/L CaCl2・2H2O, 50 mg/L KH2PO4, 5 g/L MgSO4・7H2O, 18g/L NaCl）を用

いた（Mitsui and Cao 1988、島村、熊澤 1989）。培地 500ml を入れた 1000ml 容

の多孔性の栓をした三角フラスコ内で、30℃、12 時間明期／12 時間暗期、蛍光

灯を光源（培養管の表面位置での照度 130μmol photons／m2／s）、通気は多孔

性の栓の使用とスターラーによる撹拌の条件下で培養した。また、菌の維持は、

１? ２ヶ月ごとに新鮮培地の１／２０量を種菌とした継代培養で行った。 

 

２．Cyanothece sp. TU126 のゲノム DNA の調製 

  遠心分離（室温、5000xg、10 分間）によって培養液から集めた菌体を洗浄

液（50 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA (pH 8.0)）で懸濁・洗浄した。菌体の湿重量

をはかり、湿重量 1 g 当たり、2 ml の飽和ヨウ化ナトリウム水溶液を加え、ミ

キサーで懸濁した後、保温（37℃、20 分間）した。菌体を滅菌水で洗浄し、540

μl の TEN 緩衝液（50 mM Tris-HCl, 20 mM EDTA (pH8.0), 100 mM NaCl）に再

懸濁した。50mg/ml リゾチームを 60 μl を加え、混合後、保温（37℃、20 分間）

した。保温後、20 mg/ml プロテアーゼ K 溶液、10% SDS を 30 μl 加え、さら

に保温（55℃、一晩）した。等量の TE 飽和フェノールを加え、緩やかに混合（室

温、20 分間）した後、遠心分離（25℃、10,000xg、10 分間）し、水層を回収し

た。再度、同様のフェノール処理を行い、遠心分離した。水層を回収し、等量

のクロロフォルム?イソアミルアルコール（24:1）を加え、緩やかに混合した。
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遠心分離（25℃、10,000xg、10 分間）し、水層を回収した。中間層が消失する

までクロロフォルム?イソアミルアルコール（24:1）抽出を行った後、回収した

水層に等量のジエチルエーテルを加え、遠心分離（25℃、10,000xg、10 分間）

し、水層を回収した。ジエチルエーテル処理を再度行った後、水層に 2.5 倍容

のエタノールを加え、緩やかに混合後、遠心分離（25℃、10,000xg、1分間）し

た。上清を捨て、ペレットを 70% エタノールで洗浄した後、TE 緩衝液（50 mM 

Tris-HCl, 1 mM EDTA (pH 8.0)）に溶解した。得られたゲノム DNA 溶液は４℃

で保存した。 

  

３．BAC ショットガンライブラリーの構築 

  平均挿入 DNA 鎖長 20kbp の BAC ショットガンライブラリーを以下の手順で

構築した。Cyanothece sp TU126 より抽出したゲノム DNA の MboI （Takara Kyoto, 

Japan）部分消化産物を、パルスフィールド電気泳動し、サイズ分画した。電気

泳動は、CHEF Mapper XA チラーシステム（BioRad, California, USA）を用い、

70kbp? 10kbpDNA 断片を分画するオートアルゴリズムで行った。20? 30kbp に相

当するゲノム DNA 断片を GENECLEAN SPIN Kit （Qbiogene, Montréal, Canada）

で回収した。回収したゲノムDNAとpIndigoBAC-5 (BamH I Cloning-Ready) Vector

（Epicentre, Madison, USA）を Ligation kit ver 2（Takara, Kyoto, Japan）

でライゲーションした。反応液を滅菌水で透析した後、エレクトロポレーショ

ン法で大腸菌 TransforMax™ EPI300™ Electrocompetent E. coli（Epicentre, 

Madison, USA ）に形質転換した。 

 

４．BAC クローンの塩基配列決定 

  BAC クローンの塩基配列決定を、以下の手順で行った。寒天培地から形質転

換体を２×YT 培地１ｍL に植菌し、プラスミド抽出機 MG768（Hitachi）を用い
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てプラスミド DNA を抽出した。プラスミド DNA を RNaseA 含有 T10E1（50μL）で

溶解し、そのうち0.5μLを用いてシークエンス鋳型調製試薬Templiphi（Applied 

Biosystems 社）で処理した。処理したプラスミド DNA を鋳型とした DYEnamic ET 

terminator cycle sequencing kit（Applied Biosystems 社）によるシークエン

ス反応を行い、反応物を MegaBACE1000（Applied Biosystems 社）あるいは

MegaBACE4000 （Applied Biosystems 社）、3730 DNA Analyzer（Applied Biosystems

社）で解析した。さらに、得られた塩基配列情報を Phred/Phrap/Consed System 

(http://www.phrap.org/index.html)で情報処理と再整列化を行った。 

 

結果 

  挿入 DNA 断片長 20kbp 程度の BAC ライブラリーを構築し、BAC クローンの両

末端の配列決定を実施した。さらに、ホールゲノムショットガン法で得られて

いる配列情報と BAC クローンから得た配列情報を統合して解析し、シークエン

スコンティグの再編集を行った。 

  当初、平均挿入鎖長 40? 50kbp の BAC ショットガンライブラリーの構築を

計画したが、質的に十分なライブラリーが構築できなかったため、平均挿入鎖

長 20kbp の BAC ショットガンライブラリーを構築した。理論上、挿入鎖長 20kbp

の BAC クローン 3000 個で 60Mb の配列情報をカバーでき、Cyanothece sp. TU126

の予想ゲノムサイズ 6Mb に対する重複度は 10 となる。3072 個の BAC クローンの

両端シークエンスを行った結果、末端配列が同一コンティグ上に存在している

ため、挿入 DNA 鎖長が 12kbp 以上であることが確認できた BAC クローンの数は

607 個であった（図１参照）。この 607 個の BAC クローンに挿入されている総ゲ

ノム配列情報は 11Mbp と算出され、本菌の予想ゲノムサイズ 6Mb に対する重複

度は 1.8 であった。したがって、配列決定した約 3000 個の BAC クローンで、ゲ

ノムサイズに対して重複度７に相当するゲノム情報がカバーされると計算され
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た。 

  BAC クローンの両末端の配列結果にショットガンクローンから得られたゲ

ノム配列情報（別節参照）を加えた総ゲノム配列情報は 47Mbp となり、予想ゲ

ノムサイズ 6Mbp に対する重複度は 7.8 と算出された。取得した全ゲノム配列情

報を用いてシークエンスコンティグを再構築した結果、コンティグ数は 155 と

なった。また、1000bp 以上のシークエンスコンティグの総計から算出される

Cyanothece sp. TU126 ゲノムの解読総塩基長は 5,992,837bp であり、本菌ゲノ

ムサイズの 99％に達した。 
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図１ BAC クローンの挿入 DNA 鎖長の分布。末端配列が同一コンティグ上にあっ

たため、挿入 DNA 鎖長が 12kbp 以上であることが確認できた BAC クローン 607

個の分布を示した。 
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表 1 ショットガンクローンおよび BAC クローンを用いた Cyanothece sp. TU126

のゲノム解析結果 

 

  Total Reads                     113,269 

  Using for Assemble               85,905 

  Total Length >  1000 bp          5,992,837 bp 

  Total Base (Phred > 20)        47,215,130 bp 

  Estimated Redundancy                7.88 

  Number of Contigs       155 

ショットガンクローンで得られているゲノム配列情報に、BAC クローンから得ら

れたゲノム配列情報を加えて再解析した結果。 
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図２ ショットガンクローンおよびBACクローンを用いたCyanothece sp. TU126

のゲノム解析の進捗。 

 

  



 62 

考察 

  外離島（沖縄）海岸に漂っていた分解中の海草の試料から集積培養法で単

離された単細胞性シアノバクテリア Cyanothece sp. TU126 のゲノム完全解読を

目的に、平均挿入鎖長 20kbp の BAC クローン 3072 個の両端シークエンスを行っ

た。BAC クローンの両末端の配列結果とショットガンクローンの配列結果（本報

告書別節参照）をあわせて再解析した結果、155 個のシークエンスコンティグが

構築された。また、解読したゲノム配列情報は 5,992,837bp となり、Cyanothece 

sp. TU126 ゲノムサイズの 99％に達した。この 155 個のシークエンスコンティ

グの末端部を見ると繰り返し配列であり、塩基配列情報を得るだけでは効率的

なコンティグの再整列化は期待できないと判断された。したがって、今後の

Cyanothece sp. TU126 のゲノム完全解読ための計画として、①BAC クローンの

両末端配列が異なるシークセンスコンティグ上に存在するブリッジクローンを

探索し、プライマーウォークによる未解析領域の塩基配列決定を行う、②その

上で、ブリッジクローンが取得されなかった場合、総当たりゲノム PCR により、

未解析領域の取得と塩基配列決定を行う、③あるいは、他のシアノバクテリア

ゲノムとの比較ゲノム解析から予測される Cyanothece sp. TU126 染色体上での

シークエンスコンティグの位置をもとにしたゲノム PCR を行い、未解析領域の

取得と塩基配列決定を行う、ことが有効であると考えられる。 

  一方、本菌のゲノム配列情報データベース構築を考えると、本年度取得し

た 155 個のシークエンスコンティグに対してコンティグ内の低精度な領域の塩

基配列を再決定することで、効率良く遺伝子領域予測およびアノテーション作

業ができる状態になると考えられた。  
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資料　１　コンティグ340、344に見い出された30コドン以上のORFを用いたBLAST検索の結果

contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
340 163:561 ref|ZP_00072435.1 ref|ZP_00108993.1 ref|ZP_00072737.1 gb|AAC97588.1 ref|NP_484062.1 ref|ZP_00074645.1 ref|NP_484407.1

2203:2823 ref|NP_440131.1 ref|ZP_00111870.1 ref|NP_485287.1 ref|NP_681672.1 ref|ZP_00073708.1 ref|NP_925656.1 ref|NP_874522.1 ref|NP_898293.1 ref|NP_893996.1 ref|NP_892228.1

3827:6253 ref|ZP_00105782.1 ref|NP_488599.1 ref|ZP_00108691.1 ref|ZP_00112451.1 ref|NP_484482.1 ref|ZP_00110817.1 ref|NP_927302.1 ref|NP_487159.1 ref|ZP_00110163.1 ref|ZP_00106428.1

6279:6926 ref|NP_441493.1 sp|P42352|RL9_SYNY3 ref|ZP_00110947.1 ref|NP_484623.1 ref|NP_898467.1 ref|NP_895999.1 ref|NP_876225.1 ref|NP_893790.1 ref|NP_683203.1 ref|NP_053944.1

6836:7144 ref|NP_295604.1 gb|AAB80775.1

7155:7694 ref|NP_440305.1 ref|NP_681020.1 ref|NP_488729.1 ref|ZP_00110754.1 ref|ZP_00073290.1

7844:9034 ref|NP_442814.1 gb|AAN03533.1 ref|NP_484267.1 emb|CAB44668.1 ref|ZP_00106595.1 sp|Q00242|NU1C_PLEBO ref|ZP_00072985.1 ref|NP_681456.1 ref|NP_895845.1 ref|NP_898363.1

9060:9653 gb|AAN03534.1 ref|NP_442813.1 sp|Q00236|NUIC_PLEBO ref|NP_484268.1 ref|NP_681457.1 ref|NP_895844.1 ref|NP_874577.1 ref|NP_898362.1 ref|NP_923600.1 ref|NP_892280.1

9654:10376 ref|NP_442812.1 gb|AAN03535.1 sp|Q00243|NU6C_PLEBO ref|ZP_00072987.1 ref|ZP_00106593.1 emb|CAA44376.1 ref|NP_484269.1 emb|CAB44670.1 ref|NP_681458.1 ref|NP_923599.1

10410:10733 ref|NP_442811.1 ref|ZP_00072988.1 gb|AAN03536.1 sp|Q00244|NULC_PLEBO ref|NP_484270.1 ref|ZP_00106592.1 emb|CAC81007.1 ref|NP_681459.1 ref|NP_923598.1 ref|NP_050924.1

10774:11406 ref|ZP_00109225.1 ref|NP_484555.1 ref|ZP_00072582.1 ref|NP_926350.1 ref|NP_440212.1 ref|NP_681043.1 ref|ZP_00017689.1 ref|NP_562107.1 ref|NP_653677.1 ref|NP_896034.1

11869:12711 ref|ZP_00070976.1 ref|ZP_00110658.1 ref|NP_487754.1 ref|NP_925726.1 emb|CAA67989.1 ref|NP_882002.1 ref|NP_883184.1 ref|NP_887499.1 ref|NP_519384.1 ref|ZP_00021512.1

12660:13361 ref|NP_841054.1 ref|ZP_00028138.1 ref|NP_519289.1 ref|NP_880595.1 ref|NP_884530.1 ref|ZP_00018796.1 gb|AAD39589.1 ref|NP_190657.1 pir||F96782 ref|NP_565105.1

13682:15097 ref|NP_923532.1 ref|NP_490435.1 ref|NP_925688.1 ref|NP_490114.1 ref|NP_441190.1 ref|NP_633754.1 ref|NP_490254.1 ref|NP_488715.1 gb|AAC44710.1 ref|NP_052299.1

15218:17890 ref|NP_440607.1 ref|NP_488370.1 ref|ZP_00107095.1 ref|ZP_00072344.1 ref|NP_683049.1 ref|NP_898237.1 ref|NP_926482.1 ref|NP_895617.1 ref|NP_876047.1 ref|ZP_00082450.1

17917:18276 ref|NP_488369.1 ref|ZP_00108812.1 ref|ZP_00071360.1

18709:18960 ref|ZP_00107096.1 ref|ZP_00072345.1 ref|NP_488368.1

18997:19623 ref|NP_489139.1 ref|NP_442007.1 ref|ZP_00109266.1 ref|ZP_00073853.1 ref|NP_682618.1 ref|NP_927222.1 ref|NP_896333.1 ref|ZP_00129089.1 ref|NP_874701.1 ref|NP_895695.1

19766:20542 ref|NP_441593.1 ref|NP_442734.1 gb|AAC33402.1 ref|NP_440769.1 ref|NP_440449.1 gb|AAC33403.1 dbj|BAA10959.1 ref|ZP_00106755.1 ref|NP_486271.1 gb|AAF76153.1

20793:21536 ref|NP_489137.1 ref|ZP_00109268.1 ref|ZP_00074597.1 ref|NP_680862.1 ref|NP_923832.1

21565:22980 ref|ZP_00109269.1 ref|NP_489136.1 ref|ZP_00074598.1 ref|NP_923731.1 ref|NP_693322.1 ref|NP_465756.1 ref|NP_471665.1 ref|NP_833094.1 ref|NP_208281.1 ref|NP_224101.1

23033:23830 ref|NP_442856.1 ref|ZP_00108225.1 ref|NP_488546.1 ref|ZP_00074468.1 ref|NP_681007.1 ref|NP_923652.1 ref|NP_896866.1 ref|NP_894353.1 sp|Q8GJM0|HIS4_SYNP7 ref|NP_875264.1

23913:26618 ref|NP_442999.1 ref|ZP_00071181.1 ref|ZP_00105826.1 ref|NP_488307.1 ref|NP_924692.1 ref|NP_923180.1 ref|ZP_00071990.1 ref|NP_925440.1 ref|NP_924243.1 ref|NP_923752.1

28079:28270 ref|ZP_00109178.1

28446:28718 ref|NP_440250.1 sp|P72913|YH65_SYNY3

29312:29923 ref|ZP_00109490.1 ref|NP_484815.1 ref|ZP_00071506.1 ref|NP_926424.1 ref|NP_782741.1 ref|NP_350009.1 ref|NP_682743.1 ref|NP_267336.1 gb|AAC45501.1 gb|AAK19894.1

30171:30764 ref|NP_440594.1 ref|ZP_00112040.1 ref|NP_487622.1 ref|ZP_00072101.1 ref|NP_681960.1

30779:31876 ref|ZP_00106436.1 ref|NP_487572.1 ref|NP_280565.1 ref|NP_869792.1 ref|NP_810226.1 ref|NP_868490.1 ref|NP_385940.1 ref|NP_815232.1 ref|NP_832599.1 ref|NP_845194.1

31906:32388 ref|NP_486822.1 ref|ZP_00106099.1 sp|Q8DLJ7|AROQ_SYNEL ref|NP_681284.1 ref|NP_440718.1 ref|NP_925388.1 ref|ZP_00080157.1 ref|NP_953071.1 ref|NP_894028.1 ref|ZP_00082689.1

32397:32576 ref|NP_486821.1 ref|ZP_00106098.1

32753:33976 ref|NP_485346.1 ref|NP_681239.1 ref|NP_786766.1 ref|NP_442262.1 ref|ZP_00046834.1 ref|NP_923460.1 ref|NP_784200.1 ref|ZP_00107794.1 ref|NP_830624.1 ref|NP_786195.1

33996:35189 ref|NP_242006.1 ref|NP_579662.1 ref|NP_142193.1 ref|NP_229081.1 pdb|1G29|1 gb|AAD23570.1 ref|NP_579473.1 gb|AAD24578.1 ref|NP_692055.1 ref|NP_623554.1

35481:35993 ref|ZP_00109248.1 ref|NP_488576.1 ref|NP_442526.1 ref|NP_926572.1

36712:38379 ref|NP_442850.1 ref|ZP_00109914.1 ref|NP_487827.1 ref|NP_681795.1 ref|NP_894430.1 ref|NP_875425.1 ref|NP_897171.1 ref|NP_893034.1 ref|ZP_00074454.1 ref|ZP_00111363.1

38495:38740 ref|NP_441653.1 ref|NP_484865.1 ref|ZP_00109867.1 ref|ZP_00075016.1 ref|NP_927078.1

38741:39262 ref|NP_487277.1 ref|ZP_00074119.1 ref|ZP_00109284.1 ref|NP_774187.1 ref|ZP_00008986.1 ref|NP_949532.1 ref|NP_104839.1 ref|ZP_00005577.1 ref|NP_539210.1 ref|NP_698731.1

39388:40245 ref|ZP_00073277.1 ref|ZP_00107009.1 ref|NP_486931.1 ref|NP_682681.1 ref|NP_520442.1 ref|NP_630696.1 ref|ZP_00110131.1 ref|NP_712802.1 ref|ZP_00107101.1 ref|NP_487793.1

40333:41538 ref|NP_442772.1 ref|ZP_00109449.1 ref|NP_488109.1 ref|NP_440926.1 ref|ZP_00072396.1 ref|NP_923877.1 ref|NP_926279.1 ref|NP_680803.1 ref|NP_894404.1 ref|NP_875229.1

41740:43575 ref|NP_488098.1 ref|NP_824828.1 ref|NP_824827.1 ref|NP_851479.1 ref|NP_881749.1 ref|NP_344082.1 emb|CAB55555.1 emb|CAB55554.1 ref|NP_375924.1 ref|ZP_00099505.1

43514:43951 ref|NP_488099.1

44027:45487 ref|NP_488100.1 ref|NP_811593.1 ref|ZP_00129971.1 ref|ZP_00045289.1 ref|NP_923893.1 ref|ZP_00118644.1 ref|NP_865739.1 ref|NP_905383.1 ref|NP_207649.1 ref|ZP_00056607.1

45466:46743 ref|ZP_00071920.1 ref|ZP_00073240.1 ref|NP_681926.1 ref|ZP_00112108.1 ref|NP_488134.1 gb|AAN03563.1 gb|AAL03930.1 ref|NP_441103.1 ref|NP_926449.1 ref|NP_489251.1

46753:47028 ref|ZP_00106897.1 ref|NP_485704.1 ref|ZP_00073533.1 ref|NP_441452.1 ref|NP_681201.1 ref|NP_567336.1 pir||T10555

47101:47799 ref|NP_486004.1 ref|ZP_00109935.1 ref|ZP_00072313.1 ref|NP_440764.1 ref|NP_924757.1 ref|NP_682889.1 ref|NP_484116.1 ref|ZP_00108817.1 ref|NP_485237.1 ref|NP_942483.1

47792:48760 ref|NP_488833.1 ref|ZP_00110652.1 ref|NP_440141.1 ref|NP_681782.1 ref|NP_925743.1 ref|ZP_00071329.1 ref|NP_894418.1 ref|NP_897182.1 ref|NP_892870.1 ref|NP_875216.1

48761:49573 ref|ZP_00111354.1 ref|NP_484068.1 ref|ZP_00072361.1 ref|NP_925439.1 ref|ZP_00022554.1 ref|ZP_00039135.1 ref|NP_778929.1 sp|Q87DH6|Y709_XYLFT ref|NP_520679.1 ref|NP_298783.1

49597:51192 ref|ZP_00108170.1 ref|NP_484963.1 ref|NP_442694.1 ref|NP_925430.1 dbj|BAC98659.1 ref|ZP_00072353.1 ref|NP_913820.1 ref|NP_180823.2 pir||T00804 ref|NP_926544.1

51510:52520 ref|NP_487078.1 ref|ZP_00110964.1 ref|NP_486125.1 ref|ZP_00070882.1 ref|NP_898370.1 ref|NP_926423.1 ref|NP_920161.1 ref|NP_443051.1 ref|ZP_00071555.1 ref|ZP_00107214.1

52536:53300 ref|ZP_00110615.1 ref|NP_617426.1 ref|NP_636975.1 ref|ZP_00074336.1 ref|ZP_00077114.1 ref|ZP_00018528.1

53263:54780 ref|ZP_00107963.1

54781:55602 ref|ZP_00107964.1

55586:57511 ref|ZP_00110166.1 ref|ZP_00073730.1 ref|NP_442970.1 ref|NP_681228.1 ref|ZP_00111842.1 ref|ZP_00071256.1 ref|NP_489156.1 ref|NP_485699.1 ref|ZP_00107438.1 ref|NP_485229.1

57772:60300 ref|ZP_00110167.1 ref|NP_440372.1 ref|ZP_00073698.1 ref|NP_682435.1 ref|ZP_00075110.1 ref|ZP_00071273.1 ref|ZP_00088699.1 ref|NP_523003.1 ref|NP_406719.1 ref|NP_484411.1

60272:63280 ref|ZP_00107979.1 ref|ZP_00107980.1 ref|ZP_00107970.1 ref|ZP_00107966.1 ref|ZP_00110233.1 ref|NP_442767.1 ref|ZP_00110244.1 ref|ZP_00106906.1 ref|ZP_00107968.1 ref|ZP_00106904.1

63424:64254 ref|ZP_00106429.1 ref|ZP_00109436.1 ref|ZP_00108955.1 ref|NP_440157.1 ref|NP_942233.1 ref|NP_440985.1 ref|NP_942275.1 ref|NP_441215.1 ref|NP_942238.1 ref|NP_942280.1

65487:65825 ref|ZP_00110628.1 ref|ZP_00107634.1 ref|NP_487164.1 ref|ZP_00109368.1 ref|ZP_00106052.1 ref|NP_485503.1 ref|ZP_00072383.1 ref|ZP_00111413.1 ref|ZP_00109314.1 ref|ZP_00109740.1

65953:66576 ref|NP_487115.1 ref|ZP_00072607.1 ref|ZP_00110611.1 ref|NP_441745.1 ref|NP_682092.1 ref|NP_897793.1 ref|NP_895011.1 ref|NP_824511.1 ref|NP_629076.1 ref|NP_737345.1

66607:67173 ref|NP_441339.1 ref|ZP_00110610.1 ref|NP_487116.1 ref|ZP_00072606.1 ref|NP_682865.1 ref|NP_893215.1 ref|NP_875489.1 ref|NP_894909.1 ref|NP_897020.1 ref|NP_921849.1

67505:68065 ref|ZP_00109821.1 ref|ZP_00107470.1 ref|NP_602587.1 ref|ZP_00107487.1 ref|ZP_00072688.1 ref|ZP_00071045.1 ref|NP_894129.1 ref|NP_484666.1 ref|ZP_00107976.1 ref|ZP_00072797.1

68983:69792 ref|NP_441235.1 ref|NP_485290.1 ref|ZP_00111876.1 ref|ZP_00073128.1 ref|NP_683052.1 ref|NP_925723.1

69817:70035 ref|ZP_00073711.1

69923:72070 ref|NP_440601.1 sp|Q46363|ZAM_SYNY3 ref|ZP_00073711.1 ref|ZP_00108591.1 ref|NP_485283.1 ref|NP_682663.1 ref|NP_924394.1 ref|NP_781084.1 ref|NP_391241.1 ref|NP_347352.1

72588:74000 ref|NP_441602.1 ref|NP_486112.1 ref|ZP_00109087.1 ref|ZP_00072628.1 ref|NP_682017.1 ref|NP_898615.1 ref|NP_896098.1 ref|NP_876276.1 ref|NP_893833.1 ref|NP_924409.1

73847:74287 ref|ZP_00072100.1 ref|ZP_00111819.1 ref|NP_487322.1 ref|NP_442251.1 ref|NP_681933.1 ref|NP_623212.1

74277:74774 ref|NP_440792.1 ref|NP_487321.1 ref|ZP_00111818.1 gb|AAD42770.1 ref|NP_682900.1 ref|ZP_00072099.1 ref|NP_924684.1

74886:75578 ref|NP_440791.1 ref|NP_487320.1 ref|ZP_00111817.1 gb|AAD42769.1 ref|ZP_00072098.1 ref|NP_924685.1 ref|NP_682899.1 ref|ZP_00061824.1 ref|NP_215737.1 gb|AAC45219.1

75632:76177 ref|ZP_00111814.1 ref|NP_487317.1 ref|NP_681639.1 ref|ZP_00073148.1 ref|NP_441519.1

76251:76475 ref|ZP_00112069.1 ref|NP_683085.1 ref|ZP_00073150.1 ref|NP_486087.1 ref|NP_441518.1

76575:77432 sp|Q8YVD0|DAP2_ANASP ref|ZP_00112068.1 ref|NP_442973.1 ref|ZP_00073151.1 ref|NP_486088.1 ref|NP_190926.1 ref|NP_683084.1 ref|NP_923761.1 ref|NP_894548.1 ref|ZP_00099407.1

77885:78232 ref|NP_925901.1

78233:78547 ref|ZP_00112150.1 ref|NP_925902.1 ref|NP_441661.1

78622:78843 ref|NP_486754.1 ref|ZP_00112189.1 ref|NP_441207.1

78783:79049 ref|NP_486753.1

79821:83942 ref|NP_440360.1 ref|NP_488405.1 ref|ZP_00107632.1 ref|ZP_00071825.1 gb|AAB05210.1 ref|NP_681062.1 ref|NP_896913.1 ref|NP_875295.1 ref|NP_894647.1 ref|NP_892949.1

83996:84253 ref|ZP_00108380.1

84291:84578 ref|NP_485309.1

84626:84955 ref|ZP_00112150.1 ref|NP_925902.1

84956:85300 ref|NP_925901.1

87032:87421 ref|ZP_00072180.1 ref|NP_488854.1 ref|NP_442896.1 ref|ZP_00106857.1 ref|NP_682658.1

87352:88515 ref|ZP_00072182.1 ref|ZP_00106552.1 ref|NP_488095.1 ref|NP_176295.2 pir||E96635 ref|NP_682739.1 ref|NP_442283.1 ref|ZP_00019058.1 ref|NP_621988.1 ref|NP_243682.1

88564:88917 ref|NP_485822.1 ref|ZP_00111664.1

88863:89333 ref|NP_485822.1 ref|ZP_00111664.1

89213:89572 ref|NP_485822.1 ref|ZP_00111664.1

89702:90679 ref|NP_488792.1 ref|ZP_00111826.1 ref|ZP_00072916.1 ref|NP_441851.1 ref|NP_681649.1 ref|NP_043157.1 ref|NP_053848.1 ref|NP_895003.1 ref|NP_050729.1 ref|NP_893269.1

90701:91561 ref|NP_441852.1 ref|ZP_00111825.1 ref|NP_488791.1 ref|ZP_00072917.1 ref|NP_681648.1 ref|NP_926471.1 ref|NP_897692.1 ref|NP_893386.1 ref|NP_875734.1 ref|NP_894201.1

91453:91623 ref|NP_441852.1 ref|NP_488791.1 ref|ZP_00111825.1 ref|ZP_00072917.1

91678:92805 ref|NP_441468.1 ref|ZP_00111862.1 ref|NP_484670.1 ref|ZP_00073257.1 ref|NP_682573.1 ref|NP_562290.1 ref|ZP_00077408.1 ref|NP_703697.1 ref|NP_842962.1 ref|NP_654356.1

92984:93901 ref|NP_441362.1 ref|NP_484960.1 gb|AAK51164.1 ref|NP_440216.1 ref|NP_693846.1 gb|AAG49407.1 dbj|BAA19637.1 ref|NP_632681.1 ref|NP_616117.1 pir||T00106

93931:95481 ref|NP_442359.1 ref|NP_487245.1 ref|ZP_00073521.1 ref|NP_681296.1 sp|Q8L1E5|SYE_SYNP7 ref|NP_895136.1 ref|NP_897917.1 ref|NP_874864.1 ref|NP_892591.1 ref|NP_623854.1

95828:96124 ref|NP_440371.1 ref|NP_484186.1 ref|ZP_00110381.1 ref|ZP_00072213.1 ref|NP_681873.1

96225:97829 ref|NP_442339.1 ref|NP_294181.1 sp|Q9FPQ6|GP1_CHLRE pir||A48018 ref|NP_689504.1 emb|CAB62280.1 pir||S36438 gb|AAG45421.1 emb|CAC39318.1 dbj|BAB02467.1

97851:98585 ref|NP_442468.1 ref|ZP_00108094.1 ref|ZP_00072991.1 ref|NP_488741.1 ref|NP_681956.1 ref|NP_923794.1

98586:99068 ref|NP_442467.1 ref|ZP_00108093.1 ref|NP_488740.1 ref|ZP_00072992.1 ref|NP_681955.1 pir||B53293 sp|Q55235|COAD_SYNP7 ref|NP_897341.1 ref|NP_923793.1 ref|NP_893002.1

99243:100460 ref|ZP_00109602.1 ref|NP_487675.1 ref|NP_682595.1 ref|NP_441208.1 ref|ZP_00071263.1 emb|CAA47922.1 pir||S25618 ref|NP_200054.2 gb|AAL69487.1 gb|AAP44759.1

100470:102239 ref|NP_489039.1 ref|ZP_00110354.1 ref|ZP_00071868.1 ref|NP_440941.1 ref|NP_682564.1 ref|NP_923468.1 ref|NP_489038.1 ref|ZP_00075207.1 ref|NP_296287.1 ref|ZP_00075321.1

102527:103360 ref|ZP_00107321.1 ref|NP_485832.1 ref|NP_439956.1 ref|ZP_00071161.1 gb|AAA92548.1 ref|NP_894615.1 ref|NP_875414.1 ref|NP_892788.1 ref|NP_897260.1 ref|ZP_00075500.1

103351:103674 ref|NP_441766.1 ref|NP_488688.1 ref|NP_053986.1 ref|ZP_00110312.1 ref|NP_050693.1 ref|ZP_00071162.1 ref|NP_924566.1 ref|NP_683047.1 ref|NP_038443.1 ref|NP_875975.1

103675:104310 ref|NP_441765.1 ref|ZP_00110313.1 ref|NP_683048.1 ref|ZP_00071163.1 ref|NP_488689.1 ref|NP_924344.1

104280:104729 ref|NP_488690.1 ref|ZP_00110314.1 ref|ZP_00071164.1 ref|NP_440035.1 ref|NP_682236.1 ref|NP_896621.1

104985:105494 ref|NP_441174.1 ref|NP_484806.1 pir||I39732 ref|ZP_00072467.1 dbj|BAB39385.1 ref|NP_681077.1 ref|NP_942189.1

105882:106442 ref|ZP_00072869.1

106992:110063 ref|NP_478219.1 ref|NP_954286.1 ref|NP_663155.1 ref|ZP_00082453.1 ref|ZP_00082316.1 ref|NP_559770.1 emb|CAA90887.1 gb|AAF27815.1 ref|NP_127396.1 ref|NP_069333.1

110324:110629 ref|NP_487541.1

111573:112631 ref|ZP_00111370.1 ref|NP_487543.1 ref|ZP_00110322.1 ref|ZP_00107959.1 ref|NP_487147.1 ref|NP_755086.1

113061:113750 ref|NP_926082.1 ref|NP_441416.1 ref|NP_925619.1 ref|NP_926540.1 ref|NP_924072.1

113932:115308 ref|NP_485025.1 ref|NP_442586.1 ref|ZP_00111658.1 ref|NP_681124.1 ref|ZP_00073855.1 ref|NP_896235.1 ref|NP_924064.1 ref|NP_893993.1 ref|NP_876162.1 ref|NP_893728.1

341 0.26458333 ref|NP_440539.1 ref|ZP_00072728.1 ref|NP_485645.1 ref|ZP_00112088.1 ref|NP_681181.1 ref|NP_893465.1

218:2323 sp|P29254|PSAA_SYNY3 ref|NP_440757.1 ref|NP_681520.1 sp|P17154|PSAA_SYNP2 ref|ZP_00072159.1 sp|P25936|PSAA_SYNVU sp|P25896|PSAA_SYNEL sp|Q44550|PSAA_ANAVA ref|NP_489194.1 ref|NP_053894.1

3168:4901 ref|NP_623373.1 ref|NP_847213.1 ref|NP_834466.1 ref|NP_658798.1 ref|NP_244168.1 ref|NP_693236.1 ref|NP_390934.1 ref|NP_604017.1 ref|ZP_00144600.1 pdb|1J3B|A

4896:5450 ref|ZP_00112413.1 ref|NP_488290.1 ref|ZP_00071539.1 ref|NP_681890.1 ref|NP_520686.1 ref|ZP_00022558.1 ref|NP_924682.1 ref|ZP_00027817.1 ref|ZP_00096541.1 ref|ZP_00100064.1

5545:6738 dbj|BAA13122.1 gb|AAB95227.1 ref|NP_441077.1 ref|NP_488289.1 ref|ZP_00112414.1 ref|ZP_00071540.1 dbj|BAA01749.1 pir||S24172 prf||2208419B gb|AAB41506.1

7313:8641 ref|ZP_00107249.1 ref|ZP_00107359.1 ref|NP_923228.1 ref|NP_924632.1 gb|AAM82655.1 ref|NP_682699.1 ref|NP_683141.1 ref|NP_487627.1 ref|NP_442626.1 ref|NP_478252.1

8661:9359 ref|NP_927157.1 ref|ZP_00107816.1 ref|NP_486468.1 ref|NP_489363.1 ref|ZP_00111157.1 ref|ZP_00106624.1 ref|ZP_00107475.1 ref|NP_489214.1 ref|NP_442923.1 ref|ZP_00107358.1

10657:11307 ref|ZP_00110396.1 ref|NP_487038.1 ref|ZP_00071939.1 ref|NP_441109.1 ref|NP_681261.1 ref|NP_349444.1 ref|NP_897030.1 ref|ZP_00097467.1 ref|NP_782974.1 ref|NP_622209.1

11313:11945 ref|NP_484853.1 ref|ZP_00108739.1 ref|NP_488319.1 ref|ZP_00109514.1 ref|NP_924959.1 ref|ZP_00024938.1 ref|NP_252368.1 ref|ZP_00137073.1 ref|NP_770962.1 ref|ZP_00055867.1

12169:12750 ref|NP_487690.1 ref|NP_923255.1 ref|NP_925293.1 ref|ZP_00110966.1 ref|NP_927037.1 ref|NP_927349.1 ref|ZP_00100288.1 ref|ZP_00103746.1 ref|NP_213817.1 ref|ZP_00102735.1

12796:13398 ref|ZP_00111320.1 ref|NP_782777.1 ref|NP_388171.1 ref|NP_348042.1 ref|NP_348040.1 ref|NP_830281.1 ref|NP_826980.1 ref|NP_626615.1 ref|NP_403950.1 ref|NP_667896.1

13399:14001 ref|NP_782779.1 ref|ZP_00071488.1 ref|NP_782778.1 ref|ZP_00123303.1 ref|ZP_00072872.1 ref|ZP_00072873.1 ref|NP_348040.1 ref|NP_388173.1 ref|NP_388172.1 sp|P18782|TERE_ALCSP

14802:15422 ref|NP_487218.1 ref|ZP_00106676.1 ref|ZP_00071154.1 ref|ZP_00025868.1 ref|ZP_00117720.1 ref|NP_416558.1 ref|NP_288560.1 ref|NP_754468.1 gb|AAC77841.1 ref|NP_456658.1

15435:16418 ref|NP_487217.1 ref|ZP_00106675.1 ref|ZP_00071153.1 ref|ZP_00112015.1 ref|ZP_00074214.1 ref|NP_485802.1 ref|ZP_00034322.1 gb|AAL27681.1 ref|NP_541818.1 ref|NP_699616.1

16510:17088 ref|NP_487214.1 ref|NP_442143.1 ref|NP_681895.1 ref|ZP_00071151.1 ref|ZP_00106672.1 ref|NP_923693.1 ref|NP_894581.1 ref|NP_897309.1 ref|NP_875366.1 ref|ZP_00018708.1

17082:18752 sp|P74215|GATB_SYNY3 ref|NP_441629.1 ref|ZP_00073753.1 ref|ZP_00105976.1 ref|NP_683184.1 ref|NP_485439.1 ref|NP_898445.1 ref|NP_895963.1 ref|NP_874446.1 ref|NP_925288.1

18746:19267 ref|NP_443033.1 ref|ZP_00111604.1 ref|NP_488650.1 ref|ZP_00111741.1 ref|NP_894390.1 ref|NP_486781.1 ref|NP_897219.1 gb|AAN46157.1 ref|ZP_00110510.1 ref|NP_441956.1

19268:20401 ref|NP_486782.1 ref|ZP_00111740.1 ref|ZP_00073909.1 ref|NP_443032.1 ref|NP_682048.1 sp|Q54975|PURK_SYNP7 dbj|BAA22049.1 ref|NP_875400.1 ref|NP_897401.1 ref|NP_894501.1

20414:21820 ref|NP_490259.1 ref|NP_622373.1 gb|AAR83267.1 ref|NP_111283.1 ref|NP_111741.1 ref|NP_655366.1 ref|NP_393508.1 ref|NP_579338.1 gb|AAC64210.1 emb|CAC01601.1

21845:22387 ref|NP_488912.1 ref|ZP_00071913.1 ref|ZP_00107739.1 ref|NP_441084.1 ref|NP_923999.1 ref|NP_680968.1 ref|ZP_00097908.1 ref|NP_873982.1 ref|NP_763882.1 ref|NP_240899.1

23165:24091 ref|ZP_00072429.1 ref|ZP_00109878.1 ref|NP_484524.1 ref|NP_897453.1 ref|NP_898560.1 ref|NP_353321.1 ref|NP_384431.1 ref|NP_707908.1 ref|NP_310845.1 ref|NP_105460.1

24103:24903 ref|ZP_00071900.1 ref|ZP_00071281.1 ref|NP_490452.1

24965:25807 ref|NP_241804.1 ref|NP_388745.1 ref|NP_764461.1 ref|ZP_00029694.1 ref|NP_927149.1 ref|NP_471132.1 ref|NP_640439.1 gb|AAK57530.1 ref|ZP_00108714.1 ref|NP_465213.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
25793:26857 ref|ZP_00071901.1 ref|ZP_00107783.1 ref|NP_485910.1 ref|ZP_00071902.1

26857:27639 ref|ZP_00071900.1

27636:28430 ref|ZP_00071900.1 ref|NP_490452.1 ref|ZP_00071281.1

30252:31142 ref|NP_926253.1 ref|NP_488524.1 ref|NP_487864.1 ref|ZP_00109585.1 ref|NP_924459.1 ref|NP_926064.1 ref|NP_924506.1 ref|NP_924275.1 ref|NP_923296.1 ref|ZP_00073064.1

31143:31517 ref|NP_440346.1 ref|ZP_00071805.1 ref|NP_681136.1 ref|NP_484972.1 ref|ZP_00111300.1 ref|NP_683228.1 ref|ZP_00074050.1 pir||T44264 ref|NP_681361.1 ref|NP_442718.1

31606:32556 ref|NP_484882.1 ref|ZP_00111844.1 ref|ZP_00074109.1 ref|NP_440029.1 ref|NP_924221.1 ref|NP_681355.1 gb|AAR37581.1 ref|NP_214446.1 ref|ZP_00010539.1 ref|ZP_00013653.1

32674:33660 ref|ZP_00072698.1 ref|NP_464358.1 ref|NP_470168.1 ref|NP_243536.1 ref|ZP_00019750.1 ref|NP_693513.1 ref|ZP_00088808.1 ref|NP_228234.1 ref|NP_745227.1 ref|NP_230874.1

33694:36480 ref|ZP_00109242.1 ref|NP_485253.1 ref|ZP_00074863.1 ref|NP_924240.1 ref|ZP_00072635.1 ref|NP_693074.1 ref|NP_443043.1 ref|ZP_00110211.1 ref|NP_442930.1 ref|NP_487973.1

36628:37620 ref|ZP_00108155.1 ref|NP_489408.1 ref|ZP_00074553.1 ref|NP_781072.1 ref|NP_622139.1 ref|NP_347342.1 ref|NP_384233.1 ref|NP_902020.1 ref|NP_436665.1 ref|NP_227921.1

37980:38813 ref|ZP_00071171.1 ref|ZP_00111466.1 ref|NP_487003.1 ref|ZP_00112513.1 ref|ZP_00111652.1 pir||T44991 ref|ZP_00112510.1 ref|ZP_00020942.1 ref|ZP_00017763.1 ref|NP_870426.1

39208:39780 ref|NP_925850.1 ref|NP_681936.1 gb|AAK40245.1

39914:40708 ref|NP_441579.1 ref|ZP_00110009.1 ref|NP_484340.1 ref|NP_682192.1 ref|NP_897961.1 ref|NP_892556.1 ref|NP_895178.1 ref|NP_874828.1 ref|NP_173943.2

40684:41421 ref|ZP_00110010.1 ref|NP_484339.1 ref|ZP_00073005.1 ref|NP_682926.1 ref|NP_441580.1 ref|NP_440581.1 ref|ZP_00073020.1 ref|NP_895975.1 ref|NP_681287.1 gb|AAA65649.1

41449:43245 ref|ZP_00110011.1 ref|ZP_00073002.1

43490:44701 ref|NP_488505.1 ref|NP_490431.1 ref|NP_485200.1 ref|NP_478435.1 ref|NP_489247.1 ref|NP_490264.1 gb|AAN46156.1 pir||A33489 ref|NP_484359.1 ref|NP_633754.1

44908:46314 ref|ZP_00112075.1 ref|NP_484459.1 ref|NP_902500.1 ref|NP_627449.1 ref|NP_630659.1 ref|NP_869560.1 ref|NP_562291.1 ref|NP_830276.1 ref|NP_654330.1

46315:47559 ref|ZP_00112074.1 ref|NP_484460.1 ref|NP_902504.1 ref|NP_630658.1 ref|NP_627450.1 ref|NP_863965.1

47563:49050 ref|ZP_00110121.1 ref|ZP_00112070.1 ref|NP_484461.1 ref|NP_902503.1 ref|NP_867088.1 ref|NP_820870.1 ref|ZP_00040727.1 ref|NP_953074.1 ref|NP_298623.1 ref|ZP_00038884.1

48810:49883 ref|ZP_00112073.1 ref|NP_484463.1

49760:50737 ref|ZP_00112072.1 ref|NP_484464.1 ref|NP_902506.1 ref|NP_627451.1 ref|NP_630657.1 ref|NP_864201.1 ref|NP_613818.1 ref|NP_247746.1 ref|NP_248386.1 ref|NP_070593.1

50738:51703 ref|ZP_00112071.1 ref|NP_484465.1 ref|NP_902505.1

53494:54981 ref|NP_442904.1 ref|NP_682526.1 ref|NP_681619.1 ref|NP_442515.1 ref|ZP_00073500.1 ref|NP_662891.1 ref|NP_924482.1 ref|NP_354626.1 ref|NP_953365.1 ref|ZP_00081370.1

55154:56926 ref|NP_442970.1 ref|ZP_00110166.1 ref|ZP_00073730.1 ref|NP_489156.1 ref|NP_681228.1 ref|NP_485699.1 ref|ZP_00111842.1 ref|ZP_00107438.1 ref|ZP_00071256.1 ref|NP_485229.1

57697:58533 ref|ZP_00072846.1 ref|NP_485314.1 ref|ZP_00110074.1 ref|NP_440072.1 ref|NP_682934.1 ref|ZP_00019253.1

58592:60211 ref|NP_442249.1 ref|ZP_00074916.1 ref|ZP_00110508.1 ref|NP_484229.1 ref|NP_683140.1 ref|NP_896350.1 ref|NP_895678.1 ref|NP_874687.1 ref|NP_924417.1 ref|NP_892380.1

60322:61242 ref|NP_485734.1 ref|ZP_00108616.1 ref|NP_440319.1 ref|NP_681403.1 ref|ZP_00073335.1 ref|NP_923975.1 ref|NP_893631.1 ref|NP_876061.1 ref|NP_895602.1 ref|NP_898221.1

61364:62029 ref|NP_441718.1 ref|NP_680964.1 ref|NP_923330.1 ref|ZP_00111051.1 ref|NP_441559.1 ref|NP_486584.1 ref|ZP_00072527.1 gb|AAD51001.1 ref|NP_714705.1 ref|ZP_00080550.1

62335:62787 ref|ZP_00041597.1

63337:64038 ref|NP_486849.1 ref|ZP_00111439.1 ref|NP_923882.1 ref|NP_441293.1 ref|NP_925290.1 ref|NP_440182.1 ref|ZP_00110922.1 ref|ZP_00111440.1 ref|ZP_00106319.1 ref|NP_924230.1

64039:65343 ref|NP_442571.1 ref|ZP_00073499.1 ref|NP_680963.1 ref|NP_923324.1 pir||T44688 ref|NP_954038.1 ref|NP_714704.1 ref|ZP_00080554.1 ref|ZP_00017166.1 ref|NP_875733.1

65564:66796 ref|NP_487621.1 ref|NP_490417.1 ref|NP_485419.1 ref|ZP_00109006.1 ref|NP_926610.1 ref|NP_923166.1 ref|NP_923669.1

66797:68020 ref|NP_485420.1 ref|ZP_00109005.1 ref|NP_487620.1 ref|NP_490418.1 ref|NP_926609.1 ref|NP_923670.1 ref|NP_923167.1 ref|NP_682769.1 ref|ZP_00112095.1

68046:70406 ref|NP_485421.1 ref|ZP_00112094.1 ref|ZP_00109004.1 ref|NP_487220.1 ref|NP_490416.1 ref|NP_484709.1 ref|NP_488571.1 ref|ZP_00110086.1 ref|ZP_00109461.1 ref|ZP_00106908.1

70521:71264 ref|NP_624729.1 ref|NP_641155.1 pir||S44957 emb|CAD31353.1 ref|NP_294802.1 ref|NP_104817.1 ref|ZP_00097892.1

71376:72005 ref|NP_487211.1

72752:74512 ref|NP_442604.1 ref|NP_487839.1 ref|ZP_00111756.1 ref|NP_682885.1 ref|ZP_00075083.1 ref|NP_927351.1 ref|ZP_00017821.1 ref|NP_578894.1 ref|ZP_00061055.1 dbj|BAB59372.1

74675:75844 ref|ZP_00071509.1 ref|NP_488060.1 gb|AAA98852.1 ref|ZP_00112205.1 ref|NP_926323.1 ref|NP_948972.1 ref|ZP_00008455.1 ref|NP_773398.1 ref|NP_626201.1 ref|NP_215964.1

76185:76583 ref|NP_923146.1 ref|ZP_00111829.1 ref|NP_487830.1 ref|ZP_00106537.1 ref|NP_924034.1

76696:77796 ref|ZP_00111855.1 ref|NP_484196.1 ref|NP_440486.1 pir||T46868 ref|NP_682301.1 ref|ZP_00073261.1 ref|NP_043214.1 ref|NP_045914.1 ref|NP_050702.1 sp|Q44498|CHLI_ANAVA

78049:79602 ref|NP_486997.1 ref|ZP_00109856.1 ref|ZP_00071475.1 ref|NP_441631.1 ref|NP_683185.1 ref|NP_925183.1 ref|NP_894178.1 ref|NP_875755.1 ref|ZP_00044856.1 ref|NP_213941.1

79548:79997 ref|NP_487909.1 ref|ZP_00109558.1 ref|NP_681519.1 ref|ZP_00071954.1 ref|NP_442684.1 gb|AAG43443.1 ref|NP_578397.1 sp|O58584|Y854_PYRHO ref|NP_142784.1 ref|NP_897638.1

80089:80487 ref|NP_484421.1 ref|ZP_00111800.1

80488:81528 emb|CAD31554.1 ref|NP_106710.1 ref|NP_107739.1

82365:82721 ref|NP_440748.1 ref|ZP_00071644.1 ref|NP_484827.1 ref|ZP_00109501.1 sp|P08451|FER2_SYNP6 ref|NP_681277.1 ref|ZP_00109422.1 ref|NP_682446.1 ref|NP_896592.1 ref|NP_486959.1

82725:83678 ref|ZP_00108262.1 ref|ZP_00073647.1 ref|NP_484566.1 ref|NP_441760.1 ref|NP_682328.1 ref|NP_923019.1 ref|NP_895933.1 ref|NP_874613.1 ref|NP_898415.1 ref|NP_892314.1

83679:85061 ref|ZP_00073859.1 ref|ZP_00073013.1 ref|ZP_00075052.1 ref|NP_485008.1 ref|ZP_00110747.1

85585:89055 ref|ZP_00111785.1 ref|NP_488966.1 ref|ZP_00075994.1 ref|ZP_00111351.1 ref|ZP_00109923.1 ref|NP_275226.1 ref|NP_275215.1 ref|ZP_00070885.1 ref|NP_487813.1 ref|NP_894129.1

89079:89732 ref|NP_942207.1 ref|NP_942361.1 gb|AAF19110.1 gb|AAC61313.1 gb|AAF19124.1

89799:90401 ref|NP_926292.1 ref|NP_441554.1 ref|ZP_00045434.1

90419:92074 ref|NP_484233.1 ref|ZP_00110513.1 ref|NP_440937.1 ref|NP_924414.1 ref|ZP_00072166.1 ref|NP_952141.1 ref|ZP_00080961.1 ref|NP_692230.1 ref|NP_616786.1 ref|NP_243574.1

92109:93185 ref|ZP_00110512.1 ref|NP_441581.1 ref|NP_484232.1 ref|ZP_00073640.1 ref|NP_285356.1 ref|NP_349658.1 ref|NP_349672.1 gb|AAG41703.1 gb|AAO37694.1 ref|NP_563224.1

93236:94018 ref|ZP_00107604.1 ref|ZP_00071541.1 ref|NP_484563.1 ref|NP_441836.1 ref|NP_925525.1 ref|NP_682687.1 ref|ZP_00043663.1

93952:94776 ref|NP_484564.1 ref|ZP_00073153.1 ref|ZP_00107603.1 ref|NP_442324.1 ref|NP_925526.1 ref|NP_680935.1 ref|NP_954326.1 ref|ZP_00082004.1 ref|NP_898564.1 ref|NP_632331.1

94789:95412 ref|ZP_00065988.1 ref|NP_250346.1 ref|NP_743976.1 ref|NP_791855.1 ref|ZP_00124411.1 ref|ZP_00106309.1 ref|NP_487235.1 ref|NP_636804.1 ref|NP_641808.1 ref|NP_925643.1

95873:97903 ref|ZP_00106110.1 ref|NP_487384.1 ref|NP_440630.1 ref|NP_682660.1 ref|ZP_00071192.1 ref|NP_895782.1 ref|NP_876161.1 ref|NP_896236.1 ref|NP_893727.1 gb|AAN65341.1

98234:99493 ref|NP_487383.1 ref|ZP_00071191.1 ref|ZP_00106109.1 ref|NP_440631.1 ref|NP_682661.1 ref|ZP_00110115.1 ref|NP_926960.1 ref|NP_896237.1 ref|NP_895781.1 ref|NP_876160.1

99578:99886 ref|NP_440632.1 ref|NP_876159.1 ref|ZP_00071190.1 ref|NP_895780.1 ref|NP_896238.1 ref|NP_487382.1 ref|NP_682662.1 ref|NP_623089.1 sp|Q8R9W1|ACP_THETN sp|P20803|ACP_ANAVA

100072:100707 ref|ZP_00111116.1 ref|ZP_00074021.1 ref|NP_485411.1 ref|NP_442488.1 ref|NP_043221.1 ref|NP_682326.1 ref|NP_923353.1 ref|NP_868849.1 ref|ZP_00097663.1 ref|NP_840726.1

100708:101253 ref|NP_485410.1 ref|ZP_00111117.1 ref|ZP_00074020.1 ref|NP_442033.1 ref|NP_681844.1 ref|NP_925876.1 ref|NP_720954.1 ref|NP_359376.1 ref|ZP_00044603.1 ref|NP_896815.1

101471:102028 gb|AAF28137.1 sp|P03832|INBN_SHIDY gb|AAF28117.1 ref|NP_708298.1 ref|NP_053126.1 ref|NP_085192.1 ref|NP_667932.1 ref|NP_933352.1

102315:104045 ref|ZP_00108892.1 ref|NP_487670.1 ref|NP_863213.1 sp|P18416|TRA3_STAAU ref|NP_395550.1 ref|NP_932184.1 ref|NP_878027.1 emb|CAD48009.1 ref|NP_569211.1 ref|ZP_00066401.1

104046:104645 ref|ZP_00108893.1 ref|NP_487669.1

104630:104866 ref|ZP_00108994.1 gb|AAC97588.1 ref|NP_484063.1 gb|AAC97587.1 ref|ZP_00072949.1 ref|NP_484406.1 ref|ZP_00074437.1

343 1.50416667 ref|ZP_00110167.1 ref|NP_440372.1 ref|ZP_00073698.1 ref|NP_682435.1 ref|ZP_00075110.1 ref|ZP_00071273.1 ref|ZP_00075367.1 ref|ZP_00043947.1 ref|NP_253315.1 ref|NP_523003.1

2144:2335 ref|NP_442124.1 ref|NP_405238.1

2161:2853 ref|NP_442124.1 ref|NP_253325.1 ref|NP_405238.1 ref|NP_745387.1 ref|NP_929118.1 ref|NP_833856.1 ref|NP_699247.1 ref|NP_541030.1 ref|ZP_00034080.1 ref|NP_251248.1

2867:4549 ref|NP_442546.1 ref|NP_952773.1 ref|NP_811930.1 ref|ZP_00022923.1 ref|NP_744885.1 ref|NP_903958.1 ref|NP_615970.1 ref|NP_490488.1 ref|NP_478275.1 ref|NP_560578.1

4732:5817 ref|ZP_00111593.1 ref|NP_484253.1 ref|ZP_00073423.1 ref|ZP_00108762.1 ref|NP_680863.1 ref|NP_442537.1 ref|NP_486986.1 ref|NP_442219.1 ref|ZP_00107413.1 ref|ZP_00111880.1

6043:8034 dbj|BAA76838.1 sp|Q9Y2J8|PDI2_HUMAN ref|NP_058922.1 ref|NP_032838.1 ref|NP_031391.1 ref|NP_037490.1 ref|NP_062205.1 ref|NP_035189.1 gb|AAH46745.1 ref|NP_057317.1

8139:8510 ref|NP_440623.1 ref|NP_273147.1 ref|NP_283033.1 ref|NP_874078.1 ref|NP_224117.1 ref|NP_208297.1 ref|NP_927611.1 ref|NP_896975.1

8551:8751 ref|NP_478490.1 gb|AAC82492.1 pir||S70960 gb|AAC82488.1 gb|AAD00759.1 gb|AAD00760.1 gb|AAC82489.1 ref|NP_286289.1 gb|AAC82491.1 gb|AAD00758.1

8752:8931 ref|NP_478490.1 ref|ZP_00074869.1 gb|AAC82492.1 pir||S70960 gb|AAC82488.1 pir||T44321 pir||S28482 gb|AAC82491.1 gb|AAD00759.1 gb|AAD00758.1

9164:10234 ref|ZP_00108496.1 ref|NP_486546.1 ref|ZP_00072774.1

10285:11643 ref|NP_490488.1 ref|NP_478275.1 ref|ZP_00107811.1 ref|NP_487060.1 ref|NP_866114.1 ref|NP_866112.1 ref|NP_442288.1 ref|NP_127300.1 ref|NP_142317.1 ref|NP_930827.1

12041:12379 ref|NP_442187.1 ref|NP_487271.1 ref|NP_682630.1

12434:13453 ref|ZP_00107364.1 ref|ZP_00074183.1 ref|NP_487912.1 ref|NP_682287.1 ref|NP_927344.1

13454:14221 ref|NP_442012.1 ref|ZP_00074184.1 ref|ZP_00107365.1 ref|NP_487913.1 ref|NP_681445.1 ref|NP_927343.1 ref|NP_894900.1 ref|NP_897042.1 ref|NP_875506.1 gb|AAR37436.1

14329:15078 ref|NP_443036.1 ref|NP_487914.1 ref|ZP_00107366.1 ref|ZP_00074185.1 ref|NP_683061.1 ref|NP_925282.1

15136:15915 ref|NP_442202.1 ref|NP_680950.1 ref|NP_923545.1 ref|ZP_00139386.1 ref|NP_250424.1 ref|ZP_00030117.1 ref|NP_519245.1 gb|AAO38270.1 ref|NP_744829.1 ref|ZP_00011746.1

15916:16527 ref|ZP_00072342.1 ref|NP_488372.1 ref|ZP_00107093.1 ref|NP_439979.1 ref|NP_246937.1 ref|ZP_00091537.1 ref|NP_791373.1 ref|NP_880175.1 ref|NP_252332.1 ref|NP_873515.1

16677:17279 ref|NP_441030.1 ref|NP_488373.1 ref|ZP_00107092.1 ref|ZP_00072339.1 ref|NP_682501.1 ref|NP_898234.1 ref|NP_895614.1 ref|NP_893620.1 ref|NP_876050.1 ref|NP_925081.1

17515:18171 ref|NP_488404.1 ref|NP_484603.1 ref|NP_442704.1 ref|NP_442502.1 ref|NP_488894.1 ref|ZP_00106103.1 ref|NP_924312.1 ref|NP_487947.1 ref|ZP_00112203.1 ref|ZP_00111291.1

18213:19013 ref|ZP_00071686.1 ref|ZP_00020799.1 ref|ZP_00020657.1 ref|ZP_00017074.1 ref|ZP_00110557.1

19092:20075 ref|NP_440306.1 ref|NP_488728.1 ref|ZP_00110755.1 ref|NP_681021.1 ref|ZP_00073289.1 ref|ZP_00110821.1 ref|NP_488633.1 ref|ZP_00072150.1

20006:20518 ref|NP_442193.1 ref|ZP_00106597.1 ref|NP_484265.1 emb|CAB44666.1 ref|ZP_00072983.1 emb|CAA10006.1 ref|NP_682056.1 sp|Q54751|Y400_SYNP2 ref|NP_924698.1 ref|NP_898365.1

20594:21757 ref|ZP_00072984.1 ref|NP_442192.1 ref|NP_683183.1 ref|ZP_00106596.1 ref|NP_484266.1 emb|CAA10007.1 ref|NP_898364.1 ref|NP_925958.1 ref|NP_874579.1 ref|NP_895846.1

21773:22930 ref|NP_443013.1 ref|NP_488560.1 ref|ZP_00112426.1 ref|ZP_00071032.1 ref|NP_683186.1 ref|NP_926692.1 ref|NP_621914.1 ref|NP_898261.1 ref|NP_895457.1 ref|NP_844841.1

22967:24154 ref|ZP_00072023.1 ref|NP_925571.1 sp|P09961|AMY1_DICTH ref|NP_485353.1 ref|NP_682067.1 ref|NP_125869.1 ref|ZP_00108689.1 ref|NP_142192.1 ref|NP_842042.1

25468:25965 ref|ZP_00072869.1

27315:28058 ref|NP_442154.1 ref|NP_682707.1 ref|ZP_00096771.1 ref|NP_713258.1 ref|NP_420481.1 ref|NP_446094.1 gb|AAH24132.1 ref|NP_766357.1 sp|O88822|SC5D_MOUSE gb|AAF00544.1

28265:29389 ref|NP_924308.1 ref|NP_484612.1 ref|NP_638035.1 ref|NP_643157.1 ref|ZP_00107477.1

29578:30165 ref|NP_682944.1 ref|NP_441943.1 ref|ZP_00074690.1 ref|NP_487393.1 ref|NP_894583.1 ref|ZP_00105820.1 ref|NP_894584.1 ref|NP_897307.1 ref|ZP_00109360.1 ref|NP_601699.1

30303:31208 ref|ZP_00106532.1 ref|NP_925098.1 ref|NP_488692.1 ref|ZP_00015606.1 ref|NP_356507.1 ref|NP_435401.1

31244:31438 ref|NP_811452.1 ref|NP_898458.1 ref|NP_228468.1 ref|ZP_00108713.1 ref|NP_349382.1 ref|ZP_00128935.1 ref|NP_561696.1 pir||JU0074 pir||A59199 sp|P15412|RUBR_DESVM

31762:32202 ref|ZP_00106531.1 ref|NP_488691.1 ref|NP_925097.1

32292:33143 ref|ZP_00108315.1 ref|NP_864557.1 ref|NP_391823.1 ref|ZP_00052252.1 ref|NP_631371.1 ref|NP_792283.1 ref|ZP_00088069.1 ref|ZP_00124027.1 ref|ZP_00051056.1 ref|NP_738715.1

33320:33913 ref|NP_925209.1 ref|ZP_00106617.1

34051:34416 ref|NP_487501.1 ref|ZP_00111704.1 ref|NP_682868.1 ref|NP_926495.1 ref|NP_897285.1

34459:36090 ref|NP_487863.1 ref|ZP_00109581.1 ref|NP_441810.1 ref|ZP_00071382.1 ref|NP_925352.1 ref|NP_681894.1 gb|AAF30296.1 ref|NP_874549.1 ref|NP_898334.1 ref|NP_895818.1

37257:38684 ref|NP_487190.1 ref|ZP_00107119.1 ref|NP_440355.1 ref|ZP_00071320.1 ref|NP_683227.1 ref|NP_627370.1 ref|NP_824769.1 ref|NP_010188.1 ref|XP_318526.1

38747:40591 ref|NP_441100.1 ref|NP_487802.1 ref|NP_767993.1 ref|ZP_00017962.1 ref|NP_773558.1 ref|ZP_00017368.1 ref|NP_533549.1 ref|NP_357548.1 ref|NP_773354.1 gb|AAQ87598.1

40542:41294 ref|NP_926889.1 ref|NP_744655.1 ref|NP_942244.1 ref|NP_302228.1 ref|NP_626084.1 ref|ZP_00015649.1 ref|NP_214756.1 ref|NP_938530.1

41334:41693 ref|NP_487164.1 ref|NP_485503.1 ref|ZP_00110628.1 ref|ZP_00107634.1 ref|ZP_00106052.1 ref|ZP_00109368.1 ref|ZP_00109314.1 ref|NP_484128.1 ref|ZP_00109740.1 ref|ZP_00108903.1

41657:42073 ref|NP_485502.1 ref|ZP_00106051.1 ref|ZP_00109313.1 ref|ZP_00107633.1 ref|ZP_00111899.1 ref|ZP_00108902.1 ref|NP_484127.1 ref|ZP_00110629.1

42221:42472 ref|ZP_00109627.1

42717:43703 ref|NP_486052.1 ref|NP_440996.1 ref|ZP_00017369.1 ref|NP_767994.1 ref|ZP_00020697.1 ref|NP_469528.1 ref|NP_693182.1 ref|NP_830694.1 ref|NP_654852.1 ref|NP_624048.1

43960:44568 ref|NP_488333.1 ref|ZP_00108885.1 ref|ZP_00072298.1 ref|NP_440936.1

44628:44882 ref|ZP_00109998.1 ref|NP_487576.1 ref|ZP_00071576.1

44875:45924 ref|ZP_00109998.1 ref|NP_487576.1 ref|NP_441510.1 ref|NP_682517.1 ref|ZP_00071576.1 ref|NP_923934.1 ref|NP_897356.1 ref|NP_893011.1 ref|NP_894540.1 ref|NP_875335.1

45854:46321 ref|NP_441510.1 ref|NP_487576.1 ref|ZP_00071576.1 ref|ZP_00109998.1 ref|NP_875335.1 ref|NP_923934.1 ref|NP_893011.1 ref|NP_894540.1 ref|NP_897356.1 ref|NP_682517.1

47211:48386 ref|ZP_00111937.1

48415:48813 ref|ZP_00072435.1 ref|ZP_00108993.1 ref|ZP_00072737.1 gb|AAC97588.1 ref|NP_484062.1 ref|ZP_00074645.1 ref|NP_484407.1

48779:49396 gb|AAC97588.1 gb|AAC97587.1 ref|NP_484063.1 ref|NP_484406.1 ref|ZP_00105796.1 gb|AAD37358.1 emb|CAB43595.1 emb|CAB43594.1 ref|NP_049148.1 ref|ZP_00088588.1

49409:50314 ref|ZP_00107028.1 ref|NP_487966.1

51547:51993 ref|NP_489100.1 ref|ZP_00106953.1 ref|ZP_00108171.1 ref|NP_490208.1 ref|NP_925936.1 ref|NP_484178.1 ref|NP_924062.1 ref|ZP_00107199.1 ref|NP_442371.1

52167:52802 ref|NP_484808.1 ref|ZP_00109450.1 pir||I39734 gb|AAN03568.1 gb|AAB53704.1 ref|ZP_00107723.1 ref|NP_485470.1 emb|CAA64926.1 ref|NP_933787.1 ref|NP_662919.1

52837:53490 ref|ZP_00070954.1 ref|ZP_00111344.1 ref|NP_442403.1 ref|NP_484887.1 ref|NP_923484.1 ref|NP_682174.1 ref|NP_240934.1 ref|NP_563401.1 gb|AAN87499.1 ref|NP_653999.1

53530:53850 ref|NP_442404.1 sp|Q8YSC1|RRP3_ANASP sp|O05161|RRP3_SYNP7 ref|NP_893557.1 ref|NP_053961.1 ref|NP_875984.1 ref|NP_895281.1 ref|NP_050673.1 ref|NP_896605.1 ref|NP_681092.1

54004:54489 ref|NP_486047.1 ref|ZP_00106862.1 ref|ZP_00072871.1 ref|NP_716689.1 ref|NP_894217.1 ref|ZP_00138715.1 ref|NP_890629.1 ref|NP_878953.1 ref|ZP_00014380.1 ref|NP_746668.1

54750:56129 ref|ZP_00106864.1 ref|ZP_00072886.1 ref|NP_441121.1 ref|NP_486049.1 ref|NP_681393.1 gb|AAA85913.1 ref|NP_924419.1 ref|NP_895017.1 pir||T52496 ref|NP_897629.1

56197:57171 ref|ZP_00005822.1

57174:58709 ref|NP_442078.1 ref|ZP_00112178.1 ref|NP_487403.1 ref|ZP_00073865.1 ref|NP_682049.1 ref|NP_441231.1

58722:59588 ref|NP_443011.1 ref|NP_487402.1 ref|ZP_00112177.1 ref|ZP_00072584.1 ref|NP_681143.1 emb|CAD55641.1 ref|NP_897067.1

59569:60645 ref|NP_440203.1 ref|ZP_00112176.1 ref|ZP_00072583.1 ref|NP_681402.1 ref|NP_487401.1 emb|CAD55642.1 ref|NP_896031.1 ref|NP_897068.1 ref|NP_348219.1 ref|NP_470260.1

61654:62277 ref|ZP_00075027.1 ref|ZP_00072017.1 ref|ZP_00073383.1 ref|ZP_00073792.1

62259:63131 ref|ZP_00075026.1 ref|ZP_00070931.1 ref|ZP_00073791.1 ref|ZP_00073380.1 ref|NP_680849.1 ref|NP_682427.1 ref|ZP_00074692.1 ref|ZP_00075261.1 ref|NP_924793.1 ref|NP_407023.1

63132:64088 ref|NP_680849.1 ref|NP_682427.1 ref|ZP_00074692.1 ref|ZP_00073380.1 ref|ZP_00070931.1 ref|ZP_00072593.1 ref|ZP_00075025.1 ref|ZP_00071748.1 ref|ZP_00075026.1 ref|ZP_00072018.1

64085:65293 ref|NP_442113.1 ref|ZP_00111307.1 ref|NP_488391.1 ref|NP_681831.1 ref|ZP_00071219.1 sp|Q9RCT1|DXR_SYNLE emb|CAE47438.1 ref|NP_201085.1 pir||T52570 ref|NP_908379.1

65988:67067 ref|ZP_00106448.1 ref|NP_487804.1 ref|ZP_00107929.1 ref|ZP_00107180.1 ref|NP_487711.1 ref|NP_926068.1 ref|NP_488136.1 ref|NP_809971.1 ref|NP_440273.1 ref|ZP_00060244.1

67051:68301 ref|NP_487805.1 ref|ZP_00106447.1 ref|ZP_00067512.1 ref|NP_866726.1 ref|ZP_00072753.1 ref|ZP_00123845.1 ref|ZP_00043915.1 ref|ZP_00052923.1 ref|ZP_00107456.1 ref|NP_792518.1

68332:68787 ref|NP_487806.1 ref|NP_867645.1 ref|NP_783457.1 ref|ZP_00067513.1 ref|NP_275588.1 ref|NP_294131.1 ref|NP_713010.1 ref|NP_285527.1 ref|ZP_00108771.1 ref|NP_285373.1

69702:70235 ref|ZP_00106529.1 ref|NP_484502.1 ref|NP_925765.1 ref|NP_743370.1 ref|NP_713778.1 ref|ZP_00125900.1 ref|ZP_00014230.1 ref|NP_903923.1 ref|ZP_00083558.1 gb|AAN04250.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
70758:71708 ref|ZP_00112291.1 ref|NP_441634.1 ref|NP_486763.1 ref|NP_680837.1 ref|ZP_00073890.1 ref|NP_897939.1 ref|NP_895156.1 ref|NP_896885.1 ref|NP_874848.1 ref|NP_894371.1

72334:73281 ref|NP_441046.1 ref|NP_488928.1 ref|ZP_00112111.1 ref|ZP_00072211.1 dbj|BAA92865.1 ref|NP_682776.1 emb|CAE17328.1 ref|NP_874922.1 ref|NP_895062.1 ref|NP_566327.1

73206:74255 ref|ZP_00071919.1 ref|ZP_00105876.1 ref|NP_487420.1 ref|NP_898206.1 ref|NP_895593.1 ref|NP_876067.1 ref|NP_893639.1 ref|NP_214305.1 ref|NP_951681.1 ref|ZP_00081692.1

74267:75991 ref|NP_484084.1

75847:76857 ref|NP_484086.1 ref|NP_440804.1 ref|NP_641455.1 gb|AAD01952.1 ref|NP_721244.1 dbj|BAC75700.1 ref|NP_348940.1 ref|NP_695431.1 ref|NP_695422.1 ref|ZP_00121203.1

76978:78153 ref|NP_487009.1 ref|NP_484769.1

78129:78653 ref|NP_487009.1 ref|NP_484769.1

78803:80587 ref|NP_442170.1 gb|AAA27284.1 ref|ZP_00075003.1 ref|ZP_00110155.1 ref|NP_485936.1 gb|AAP94034.1 ref|NP_925843.1 ref|NP_682202.1 ref|NP_923973.1 ref|ZP_00107939.1

80028:80507 gb|AAA88231.1

80800:81369 ref|ZP_00070997.1 ref|NP_487573.1 ref|NP_440733.1 ref|ZP_00075270.1 ref|ZP_00106435.1 ref|NP_662252.1 ref|NP_422444.1 ref|NP_646270.1 ref|NP_810746.1 ref|NP_372023.1

81390:82037 ref|ZP_00108780.1 ref|ZP_00109927.1 ref|NP_489122.1 ref|ZP_00108913.1 ref|ZP_00108667.1 ref|ZP_00109411.1 ref|NP_484167.1 ref|ZP_00111637.1 ref|ZP_00111636.1 ref|ZP_00109844.1

82562:83098 ref|NP_442790.1 ref|ZP_00059781.1 ref|NP_710904.1 ref|NP_926246.1 ref|NP_228385.1 ref|ZP_00144559.1 ref|NP_603121.1 ref|NP_893171.1 ref|ZP_00102484.1 ref|NP_896808.1

83101:83940 ref|NP_442300.1 ref|ZP_00110671.1 ref|NP_486041.1 ref|NP_681710.1 ref|ZP_00073973.1 dbj|BAA32602.1 ref|NP_925889.1 ref|NP_897101.1 ref|NP_892733.1 ref|NP_894228.1

84214:85077 emb|CAA10738.1 ref|NP_487029.1 ref|ZP_00110386.1 ref|ZP_00079613.1 ref|NP_488750.1 ref|ZP_00111801.1 sp|P76482|YFBL_ECOLI ref|NP_416774.1 ref|NP_754701.1 ref|NP_711186.1

86307:86810 ref|NP_489209.1 ref|ZP_00111140.1 ref|ZP_00072757.1 ref|NP_440076.1 ref|NP_926442.1 ref|NP_682082.1 ref|NP_566113.1 dbj|BAC99541.1 ref|NP_897820.1

89198:89494 ref|NP_441991.1 gb|AAB82031.1 ref|ZP_00109409.1 ref|NP_487348.1

89515:90609 ref|ZP_00109611.1 ref|NP_440130.1 ref|NP_488084.1 gb|AAO39777.2 ref|ZP_00071484.1 ref|NP_681550.1 ref|NP_925217.1 ref|NP_898368.1 ref|NP_895851.1 ref|ZP_00061658.1

90732:91106 ref|NP_488083.1 ref|ZP_00109612.1 ref|ZP_00071483.1 ref|NP_680835.1 ref|NP_442341.1 ref|NP_927095.1 gb|AAM63512.1 ref|NP_568372.1 pir||T52622 ref|ZP_00033655.1

91288:91935 ref|ZP_00073859.1

92025:92231 ref|NP_485649.1 ref|NP_490267.1 gb|AAA21547.1 ref|NP_490411.1 ref|NP_486738.1 ref|NP_490456.1 gb|AAF00967.1

92158:93126 ref|NP_485649.1 ref|NP_490267.1 gb|AAF00967.1 ref|NP_490411.1 ref|NP_490456.1 ref|NP_486738.1 gb|AAA21547.1 ref|ZP_00107131.1 ref|ZP_00108066.1 ref|NP_689008.1

93796:94560 ref|ZP_00072869.1

94878:95126 ref|NP_772417.1

95099:95995 ref|ZP_00071277.1 ref|ZP_00067464.1 ref|ZP_00079946.1 ref|NP_903313.1 ref|NP_246877.1 ref|NP_104662.1 ref|NP_282652.1 ref|ZP_00091617.1 ref|NP_523089.1 ref|NP_660002.1

95976:96611 ref|ZP_00071277.1 ref|NP_104662.1 ref|NP_903313.1 ref|NP_282652.1 ref|NP_627645.1 ref|NP_246877.1 ref|ZP_00019643.1 ref|ZP_00132706.1 ref|ZP_00079946.1 ref|ZP_00063381.1

96693:97340 ref|ZP_00110922.1 ref|ZP_00111439.1 ref|ZP_00111440.1 ref|NP_923882.1 ref|NP_923082.1 ref|NP_925290.1 ref|NP_486849.1 ref|NP_924230.1 ref|NP_923641.1 ref|ZP_00106319.1

97375:99345 ref|NP_442281.1 gb|AAA96395.1 ref|NP_487559.1 ref|ZP_00111732.1 ref|ZP_00072235.1 ref|NP_680856.1 ref|NP_893885.1 ref|ZP_00074791.1 ref|NP_896149.1 ref|NP_924753.1

99570:100415 ref|NP_487859.1 ref|ZP_00106796.1 ref|NP_486664.1 ref|ZP_00105805.1 ref|NP_487150.1 ref|NP_927298.1 ref|ZP_00106429.1 ref|ZP_00109436.1 ref|ZP_00108955.1 ref|NP_942275.1

100416:100883 ref|ZP_00074390.1 ref|NP_485983.1 ref|ZP_00110929.1

100888:101328 ref|NP_441097.1 ref|NP_926679.1 ref|NP_213825.1 ref|NP_782900.1 ref|NP_349241.1 ref|NP_691826.1 ref|NP_623357.1 ref|NP_562126.1 ref|ZP_00035334.1 ref|NP_815301.1

101489:102064 ref|NP_441096.1 ref|NP_895016.1 ref|ZP_00072608.1 gb|AAG37299.1 ref|NP_355351.1 ref|NP_533071.1 ref|NP_386573.1 ref|NP_444105.1 pir||S39907 ref|NP_106461.1

102120:102731 ref|NP_442967.1 ref|ZP_00074677.1 ref|NP_488158.1 ref|NP_682234.1 ref|NP_895831.1 ref|NP_892267.1 ref|NP_898348.1 ref|NP_874563.1

102757:103839 ref|NP_486748.1 ref|ZP_00110666.1 ref|ZP_00072874.1 ref|NP_681959.1 ref|NP_441914.1 ref|NP_893405.1 ref|NP_897713.1 ref|NP_894180.1 ref|NP_924475.1 ref|NP_875753.1

104119:106362 ref|ZP_00110665.1 ref|NP_486747.1 ref|NP_441990.1 ref|NP_681547.1 gb|AAL16071.1 ref|ZP_00072875.1 ref|NP_926427.1 ref|NP_894181.1 ref|NP_897712.1 ref|NP_893404.1

106512:106697 ref|NP_442099.1 ref|NP_484785.1 ref|ZP_00106358.1

106979:108028 ref|NP_442451.1 ref|ZP_00073079.1 ref|NP_682601.1 ref|NP_923666.1 ref|ZP_00068274.1 ref|NP_876136.1 ref|NP_898120.1 ref|NP_622256.1 ref|NP_760774.1 ref|NP_798664.1

108134:109105 ref|NP_442763.1 ref|ZP_00056278.1 ref|ZP_00025732.1 ref|ZP_00066356.1 ref|NP_421685.1 ref|ZP_00085511.1 ref|ZP_00025274.1 ref|ZP_00119150.1 ref|XP_306550.1 ref|ZP_00026260.1

109148:109903 ref|NP_421687.1 ref|ZP_00017406.1 ref|NP_711783.1 ref|ZP_00026257.1 ref|NP_842173.1 ref|ZP_00085512.1 ref|ZP_00079676.1

109974:111272 gb|AAQ82450.1 ref|NP_442475.1 ref|ZP_00111442.1 ref|NP_486535.1 ref|ZP_00072086.1 ref|NP_682858.1 ref|NP_172325.2 gb|AAF22900.1 ref|NP_895430.1 ref|NP_896417.1

111273:112658 gb|AAQ82449.1 ref|ZP_00111443.1 ref|NP_442474.1 ref|ZP_00072085.1 ref|NP_486534.1 ref|NP_841489.1 ref|NP_682695.1 gb|AAM63647.1 ref|NP_564404.1 ref|ZP_00117616.1

112803:115118 ref|NP_439966.1 sp|P72644|PURL_SYNY3 ref|ZP_00107294.1 ref|NP_487692.1 ref|ZP_00071730.1 ref|NP_682473.1 ref|NP_925059.1 ref|NP_893836.1 ref|NP_896101.1 ref|NP_874397.1

115283:115543 ref|ZP_00111447.1 ref|NP_486530.1

115569:115811 ref|NP_490411.1 ref|NP_486738.1 ref|NP_490456.1 ref|NP_485649.1 ref|NP_490267.1 gb|AAA21547.1

116382:116543 ref|ZP_00111487.1 ref|ZP_00107480.1 ref|NP_478315.1 ref|NP_926467.1

344 630:1367 ref|NP_942474.1 ref|NP_942533.1

5448:5675 ref|NP_942221.1

5656:6276 ref|NP_942222.1 ref|NP_923095.1 ref|NP_942261.1 ref|NP_942479.1 ref|NP_487262.1 ref|NP_942536.1 ref|NP_442781.1 ref|ZP_00109013.1 ref|NP_295408.1 ref|NP_644704.1

9317:10282 ref|NP_440002.1 ref|NP_665769.1 ref|NP_489456.1 ref|NP_478666.1 ref|NP_478426.1 ref|ZP_00075105.1 ref|NP_242395.1 ref|NP_465479.1 sp|Q8VS06|XERC_PSEFL ref|NP_867154.1

10606:11070 ref|NP_102311.1

12014:12475 ref|NP_442994.1

13249:14232 ref|NP_942533.1 ref|NP_942474.1

345 130:1035 ref|NP_487506.1 ref|ZP_00110163.1 gb|AAL37301.1 gb|AAL37299.1 gb|AAL37298.1 gb|AAL37300.1 ref|ZP_00110817.1 sp|Q00808|HET1_PODAN ref|NP_927302.1 ref|NP_925767.1

1413:2456 ref|NP_442272.1 ref|NP_485137.1 ref|NP_922954.1 ref|NP_922960.1 ref|NP_922958.1 ref|NP_952152.1 ref|NP_922961.1 ref|NP_682954.1 ref|NP_922959.1 ref|NP_840616.1

2419:3081 ref|NP_441726.1 ref|ZP_00108512.1 ref|NP_922951.1 ref|ZP_00023048.1 ref|NP_420317.1 ref|NP_532179.1 ref|NP_354495.1 ref|ZP_00031052.1 ref|ZP_00065941.1 ref|NP_385180.1

3163:3645 ref|NP_922952.1

3858:5234 ref|ZP_00109358.1 ref|ZP_00108684.1 ref|NP_681714.1 ref|NP_442466.1 ref|ZP_00109604.1 ref|ZP_00105981.1 ref|NP_440377.1 ref|NP_486914.1 ref|NP_487639.1 ref|NP_440125.1

5258:6007 ref|NP_442520.1 ref|ZP_00071562.1 ref|NP_484687.1 ref|ZP_00106175.1 ref|NP_440278.1 ref|NP_681106.1 ref|ZP_00111024.1 ref|ZP_00111093.1 ref|NP_488627.1 ref|NP_489087.1

6008:6439 ref|NP_442519.1 ref|ZP_00075217.1 ref|ZP_00071563.1 ref|ZP_00106174.1 ref|NP_680846.1 ref|NP_440279.1 ref|NP_484688.1 ref|NP_924334.1 ref|NP_442518.1 ref|NP_925349.1

6440:6880 ref|NP_442518.1

8254:9195 ref|NP_922954.1 ref|NP_922960.1 ref|NP_952152.1 ref|NP_682954.1 ref|NP_840616.1 sp|P39665|SPHX_SYNP7 ref|NP_485137.1 ref|NP_922961.1 ref|ZP_00119576.1 ref|NP_922958.1

9196:10128 ref|NP_922955.1 ref|NP_841072.1 ref|NP_952151.1 ref|NP_682955.1 ref|ZP_00017833.1 ref|ZP_00119575.1 ref|ZP_00107465.1 ref|NP_658302.1 ref|NP_694057.1 ref|NP_243859.1

10107:11093 ref|NP_952150.1 ref|NP_922956.1 ref|NP_841073.1 ref|NP_682956.1 ref|ZP_00119574.1 ref|ZP_00107464.1 ref|NP_658301.1 ref|NP_833981.1 ref|NP_764623.1 ref|NP_371911.1

11042:11884 ref|NP_841074.1 ref|NP_213717.1 ref|NP_922957.1 ref|NP_952149.1 ref|NP_682957.1 ref|NP_254053.1 ref|ZP_00130992.1 ref|ZP_00092208.1 ref|ZP_00124596.1 ref|ZP_00009546.1

11895:13637 ref|NP_441789.1 ref|NP_487931.1 ref|ZP_00111401.1 ref|NP_484221.1 ref|NP_924722.1 ref|ZP_00071432.1 ref|ZP_00105849.1 ref|ZP_00105896.1 ref|NP_488484.1 ref|NP_682163.1

13634:14179 ref|ZP_00110561.1

14196:14789 ref|NP_440210.1 ref|NP_488663.1 sp|Q8YNE3|IF3_ANASP ref|ZP_00109966.1 ref|ZP_00071365.1 ref|NP_876189.1 ref|NP_896188.1 ref|NP_893952.1 ref|NP_682410.1 ref|NP_053841.1

14961:15899 ref|NP_488665.1 ref|ZP_00071366.1 ref|NP_681836.1 ref|NP_440744.1 ref|NP_926623.1 ref|NP_486801.1 ref|ZP_00108324.1 ref|NP_682682.1 ref|NP_485248.1 ref|ZP_00070891.1

16094:17632 ref|NP_486230.1 ref|NP_800509.1 gb|AAB86961.1 gb|AAB18785.1 emb|CAA26547.1 pir||A54541 prf||1713273A sp|P06279|AMY_BACST pdb|1HVX|A pir||A24549

17845:18441 ref|ZP_00073195.1 ref|NP_488033.1 ref|ZP_00112436.1 ref|NP_440887.1 ref|NP_680858.1 ref|NP_923988.1 ref|NP_893914.1 ref|NP_896177.1 ref|NP_876194.1 ref|NP_893760.1

18405:18971 ref|NP_487744.1 ref|NP_682349.1 ref|ZP_00109129.1 ref|ZP_00070939.1 ref|ZP_00021615.1 ref|ZP_00031847.1 ref|NP_519348.1 ref|NP_880835.1 ref|NP_885043.1

19355:20779 ref|ZP_00111728.1 ref|NP_487974.1 ref|NP_440342.1 ref|NP_682638.1 ref|ZP_00072374.1 ref|NP_926641.1 ref|ZP_00018707.1 ref|NP_242764.1 ref|NP_954048.1 ref|NP_110928.1

20805:24008 ref|NP_693862.1 ref|ZP_00043636.1 ref|NP_435726.1 ref|NP_356026.1 ref|NP_901646.1 ref|ZP_00042452.1 ref|NP_230278.1 ref|ZP_00058672.1 ref|NP_798851.1 ref|NP_811598.1

24014:25582 ref|NP_699530.1

27410:28924 ref|ZP_00111350.1 ref|NP_488424.1 ref|NP_442761.1 ref|ZP_00072357.1 ref|NP_682080.1 ref|ZP_00106091.1 ref|NP_484947.1 ref|NP_441460.1 ref|NP_896599.1 ref|NP_875988.1

28891:30384 ref|NP_441316.1 ref|NP_485799.1 ref|ZP_00112012.1 ref|ZP_00071461.1 ref|NP_681718.1 gb|AAN71792.1 ref|NP_923197.1 ref|NP_896109.1 ref|NP_893844.1 ref|NP_892131.1

30530:31309 ref|ZP_00106992.1 ref|ZP_00071775.1 ref|NP_485999.1 ref|NP_440689.1 ref|NP_926778.1 ref|NP_898295.1

31310:32470 ref|ZP_00071535.1 ref|NP_487068.1 ref|NP_441506.1 ref|ZP_00071536.1 ref|NP_895985.1 ref|ZP_00021069.1 ref|ZP_00026321.1 ref|NP_886037.1 ref|NP_881542.1 ref|NP_697377.1

32663:33514 ref|NP_485740.1 ref|ZP_00109184.1 ref|NP_682981.1 ref|NP_439967.1 ref|ZP_00071977.1 ref|NP_895120.1 ref|NP_923704.1 ref|NP_897895.1 ref|NP_874878.1 ref|NP_892604.1

33845:34480 ref|NP_487873.1 ref|ZP_00109596.1 ref|NP_442259.1

34546:35076 ref|NP_440025.1 ref|ZP_00108608.1 ref|NP_485957.1

35084:35983 ref|ZP_00108198.1 ref|NP_440842.1 ref|NP_486096.1 ref|ZP_00072251.1 ref|NP_925281.1 ref|NP_896254.1 ref|NP_895768.1 ref|NP_876148.1 ref|NP_893716.1 ref|NP_926623.1

36080:38191 ref|NP_442220.1 ref|NP_486486.1 ref|ZP_00111972.1 sp|O52960|DNAK_APHHA ref|NP_681580.1 ref|ZP_00072813.1 sp|P50020|DNK1_SYNP7 ref|NP_218656.1 sp|Q9UXR0|DNAK_METTE ref|NP_212652.1

38326:39111 ref|NP_442221.1 ref|ZP_00111973.1 ref|ZP_00072814.1 ref|NP_486485.1 ref|NP_682104.1 ref|NP_896118.1 sp|Q59984|GRPE_SYNP7 ref|NP_874410.1 ref|NP_893854.1 ref|NP_892137.1

39312:40241 ref|NP_488506.1 ref|ZP_00109072.1 ref|ZP_00074706.1 ref|NP_442754.1 ref|NP_894564.1 ref|NP_897326.1 ref|NP_875353.1 ref|NP_010819.1 sp|P49348|APA2_KLULA ref|NP_009880.2

40242:41075 ref|ZP_00109329.1 ref|NP_486358.1 ref|NP_682647.1 ref|ZP_00074548.1 ref|NP_440099.1 ref|NP_682776.1 ref|NP_927233.1 ref|ZP_00112111.1 ref|ZP_00074547.1 ref|NP_488928.1

41087:41320 gb|AAC97588.1 ref|NP_484063.1 gb|AAC97587.1

41800:41970 ref|NP_817271.1

41861:42118 ref|NP_799506.1 pir||F81738 ref|NP_296498.2 ref|NP_759468.1

41931:42095 ref|NP_765819.1 ref|NP_799507.1

42114:42359 ref|NP_780783.1 ref|NP_799508.1 ref|NP_950502.1 ref|NP_445524.1 pir||F81737

42491:42676 ref|NP_445524.1 pir||F81737 ref|NP_950502.1 ref|NP_780783.1

42692:42931 ref|NP_142215.1 ref|NP_877882.1 ref|NP_738153.1

44927:45238 ref|NP_799510.1 ref|ZP_00055647.1

45812:46159 gb|AAG12204.1 gb|AAO09423.1 gb|AAO08315.1 gb|AAO66461.1

46018:46143 ref|NP_084743.1

46695:48368 ref|NP_441304.1 ref|NP_487595.1 ref|ZP_00109851.1 emb|CAA66718.1 ref|ZP_00074060.1 ref|NP_682614.1 ref|NP_925750.1 ref|NP_350234.1 ref|ZP_00079048.1 ref|NP_616881.1

48580:49956 ref|NP_487596.1 ref|ZP_00109852.1 ref|ZP_00074063.1 ref|NP_925751.1 ref|NP_442020.1 ref|NP_681012.1 ref|NP_625493.1 ref|NP_334651.1 ref|NP_214748.1 ref|NP_302648.1

50156:50806 ref|ZP_00107025.1 ref|NP_485662.1 ref|ZP_00073074.1 ref|NP_681676.1

50817:52571 ref|NP_485661.1 ref|ZP_00107024.1 ref|NP_441320.1 ref|ZP_00073073.1 ref|NP_682265.1 ref|NP_623704.1 ref|ZP_00044248.1 ref|NP_842540.1 gb|AAK63182.1

52555:53343 ref|NP_442086.1 ref|ZP_00071960.1 ref|NP_682264.1 ref|ZP_00107023.1 ref|NP_485660.1

53344:54375 ref|NP_485659.1 ref|NP_442500.1 ref|ZP_00107022.1 ref|ZP_00071961.1 ref|NP_682263.1 ref|NP_623706.1 ref|ZP_00119806.1 ref|ZP_00091573.1 ref|NP_714336.1 gb|AAR37514.1

54477:56294 ref|NP_488168.1

56405:58258 ref|NP_488102.1 gb|AAO51569.1 ref|NP_279816.1 gb|AAO51863.1 gb|AAO52531.1

58327:58800 ref|ZP_00073217.1 ref|ZP_00072431.1 ref|ZP_00073214.1 ref|ZP_00074236.1 ref|ZP_00074352.1 ref|ZP_00073173.1

59181:59306 ref|NP_440735.1 emb|CAA37319.1 ref|NP_484840.1 ref|ZP_00108765.1 ref|ZP_00070956.1

59270:59524 ref|NP_681253.1 ref|NP_440735.1 ref|ZP_00108765.1 emb|CAA37319.1 ref|NP_484840.1 ref|ZP_00070956.1 sp|Q42885|ARC2_LYCES sp|Q42884|ARC1_LYCES sp|P27793|AROC_CORSE ref|NP_564534.1

59603:59782 ref|ZP_00112370.1 ref|ZP_00110208.1 ref|NP_486419.1 ref|ZP_00106615.1 ref|NP_485954.1 ref|NP_485679.1 ref|ZP_00106330.1 ref|ZP_00111078.1 ref|ZP_00109939.1 ref|NP_102504.1

59643:60359 ref|NP_486419.1 ref|NP_486008.1 ref|ZP_00112370.1 ref|NP_485954.1 ref|ZP_00106615.1 ref|ZP_00106330.1 ref|ZP_00109939.1 ref|ZP_00111078.1 ref|ZP_00110208.1 ref|NP_926380.1

60389:60907 ref|ZP_00107562.1 ref|ZP_00107548.1 ref|ZP_00073836.1 ref|NP_442585.1

60847:61161 ref|ZP_00107562.1 ref|ZP_00107548.1 ref|ZP_00074267.1 ref|ZP_00075165.1 ref|ZP_00075139.1 ref|ZP_00072938.1 ref|ZP_00070886.1 ref|ZP_00071647.1 ref|ZP_00073485.1 ref|ZP_00073168.1

61490:62554 ref|NP_488458.1 ref|ZP_00106539.1 ref|ZP_00073825.1 ref|NP_923067.1 ref|NP_682023.1 ref|NP_349606.1 ref|NP_232377.1 ref|NP_813973.1 ref|NP_937076.1 ref|NP_762431.1

62676:64469 ref|NP_440894.1 ref|ZP_00070905.1 ref|NP_488048.1 ref|ZP_00106833.1 ref|NP_683065.1 ref|NP_926441.1 ref|NP_894511.1 ref|NP_893030.1 ref|NP_875315.1 ref|NP_897391.1

63257:63787 pir||G71171

64509:64904 ref|NP_488141.1 ref|ZP_00110147.1 ref|ZP_00072907.1 ref|NP_442855.1 gb|AAM82715.1 emb|CAA73773.1 ref|NP_681141.1 ref|NP_923799.1 ref|NP_874517.1 ref|NP_894005.1

64915:65337 ref|NP_926003.1 ref|NP_441169.1 ref|NP_767639.1 ref|ZP_00009580.1 ref|NP_418946.1 ref|NP_894856.1 ref|NP_002404.1 ref|XP_215562.1

65429:66067 ref|NP_442029.1 sp|Q55593|KTHY_SYNY3 ref|NP_579459.1 ref|NP_143538.1 ref|NP_126169.1 ref|NP_247266.1 ref|NP_218794.1 gb|AAD45944.1 ref|NP_212927.1 ref|NP_342287.1

66286:67485 ref|ZP_00100058.1 ref|ZP_00110998.1 ref|ZP_00110846.1 ref|ZP_00106972.1 ref|ZP_00106477.1 ref|ZP_00105710.1 ref|ZP_00107800.1 ref|ZP_00107312.1 ref|ZP_00105989.1 ref|ZP_00107481.1

67548:70070 ref|ZP_00106615.1 ref|NP_485954.1 ref|ZP_00112370.1 ref|ZP_00109939.1 ref|NP_486008.1 ref|ZP_00106330.1 ref|ZP_00111078.1 ref|NP_486419.1 ref|NP_926380.1 ref|ZP_00106677.1

70287:70562 ref|ZP_00107273.1 ref|NP_884214.1 ref|NP_486235.1 ref|NP_484798.1 ref|NP_297823.1 ref|ZP_00038371.1

72471:73766 ref|ZP_00073431.1 ref|ZP_00106940.1 ref|NP_484542.1 ref|ZP_00056665.1 ref|NP_622314.1 ref|ZP_00018212.1 ref|ZP_00020231.1 sp|P15263|DEGT_BACST gb|AAO06353.1 ref|NP_859602.1

74197:75951 ref|NP_439975.1 ref|ZP_00107280.1 ref|NP_487416.1 ref|ZP_00073731.1 ref|NP_681097.1 ref|NP_927269.1

76154:78691 ref|NP_440906.1 ref|ZP_00074555.1 ref|NP_923944.1 ref|NP_681571.1 ref|ZP_00073490.1 ref|NP_440871.1 ref|NP_923640.1 gb|AAL26558.1 ref|NP_682869.1 ref|NP_896251.1

78906:79352 ref|ZP_00106728.1 ref|ZP_00073265.1 ref|NP_487212.1 ref|NP_926200.1

79361:80413 ref|NP_440149.1 ref|ZP_00071995.1 ref|ZP_00108845.1 ref|NP_489319.1 ref|NP_898050.1 ref|NP_894021.1 ref|NP_681189.1 ref|NP_874766.1

80500:81663 ref|NP_490191.1 ref|NP_487412.1 ref|ZP_00108735.1 gb|AAL06577.1 gb|AAL06585.1 gb|AAL06573.1 gb|AAK49529.1 gb|AAK49531.1 gb|AAR83265.1 gb|AAL06575.1

81731:81895 ref|NP_487411.1 ref|NP_490192.1

81937:82719 ref|NP_488129.1 ref|ZP_00106764.1 ref|NP_682052.1 ref|NP_681953.1

82757:83011 ref|NP_441332.1 ref|NP_486972.1 ref|ZP_00106769.1 ref|NP_681758.1 ref|ZP_00070948.1 ref|NP_895138.1 ref|NP_897919.1

83020:83616 ref|NP_442509.1 ref|ZP_00111286.1 ref|NP_484986.1 ref|ZP_00111285.1 ref|NP_484987.1 ref|NP_442344.1

83739:85751 ref|ZP_00074938.1 ref|ZP_00106183.1 ref|NP_487955.1

86132:87136 ref|ZP_00074237.1 ref|NP_953768.1 ref|NP_790824.1 ref|NP_754281.1 ref|NP_310736.1 ref|ZP_00091003.1 ref|ZP_00128372.1 ref|NP_416480.1 ref|NP_288430.1 ref|ZP_00028972.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
87925:89328 ref|NP_442247.1 ref|ZP_00110052.1 ref|NP_484374.1 ref|ZP_00072567.1 ref|NP_682449.1 ref|ZP_00107750.1 ref|NP_488344.1 ref|NP_926138.1 ref|ZP_00075014.1 gb|AAC64636.1

89255:90019 ref|NP_442247.1 gb|AAC64636.1 ref|ZP_00110052.1 ref|NP_484374.1 ref|ZP_00072567.1 ref|NP_682449.1 gb|AAD38698.1 ref|NP_923001.1 ref|NP_486468.1 ref|ZP_00019023.1

90065:90721 ref|NP_442330.1 ref|NP_486889.1 ref|ZP_00071115.1 ref|NP_682742.1 ref|ZP_00109060.1 ref|NP_895645.1 ref|NP_874663.1 ref|NP_896382.1 ref|NP_892358.1

90883:91122 ref|NP_441019.1 ref|NP_682610.1 ref|ZP_00109061.1 ref|NP_486890.1 ref|ZP_00071116.1 ref|NP_926644.1 ref|NP_484808.1 gb|AAB53704.1 ref|NP_484948.1 pir||I39734

91288:92538 ref|ZP_00109062.1 ref|NP_486891.1 ref|ZP_00071117.1 ref|NP_442809.1 ref|NP_923772.1 gb|AAB08473.1 ref|NP_896381.1 ref|NP_895646.1 ref|NP_215142.1 ref|NP_215389.1

92556:94934 ref|NP_485860.1 ref|ZP_00071000.1 ref|ZP_00072761.1 ref|ZP_00107719.1 ref|ZP_00111305.1 ref|NP_488118.1 ref|ZP_00107980.1 ref|ZP_00107979.1 ref|ZP_00110244.1 ref|ZP_00110233.1

95562:96518 ref|ZP_00111487.1 ref|NP_926467.1 ref|ZP_00108332.1 ref|NP_478315.1 ref|ZP_00107908.1 ref|ZP_00106420.1 ref|ZP_00106076.1 ref|ZP_00110290.1 ref|ZP_00106981.1 ref|ZP_00107212.1

97468:98226 ref|NP_441552.1 ref|NP_488140.1 ref|ZP_00072906.1 ref|ZP_00110146.1 ref|NP_681194.1 ref|NP_897311.1 ref|NP_894579.1 ref|NP_564667.1

98409:100079 ref|ZP_00111858.1 ref|ZP_00110211.1 ref|NP_487973.1 ref|NP_488121.1 ref|NP_443043.1 ref|NP_682087.1 ref|NP_486156.1 ref|ZP_00072635.1 ref|NP_489310.1 ref|ZP_00073589.1

100169:101500 ref|NP_442913.1 ref|NP_487687.1 ref|NP_488320.1 ref|NP_489013.1 ref|ZP_00108792.1 ref|ZP_00110662.1 ref|NP_487750.1 emb|CAA05975.1 ref|ZP_00108738.1 ref|ZP_00109667.1

101416:102657 ref|NP_442912.1 ref|ZP_00110661.1 ref|NP_487751.1 emb|CAA05976.1 gb|AAM82679.1 ref|NP_924373.1 ref|NP_489014.1 ref|ZP_00110888.1 ref|NP_681433.1 ref|ZP_00107899.1

102721:103167 ref|NP_926082.1 ref|NP_441416.1 ref|NP_925619.1 ref|NP_924072.1 ref|NP_926540.1

346 0.479861111 pir||S44023 ref|NP_442740.1 dbj|BAA77714.1 ref|NP_486127.1 pir||S44024 ref|NP_486968.1 ref|NP_488062.1 pir||S58674 ref|NP_486351.1 ref|NP_488723.1

593:1330 ref|NP_484133.1 ref|ZP_00107795.1 ref|NP_442173.1 ref|NP_683191.1 ref|NP_926216.1 ref|ZP_00005142.1 ref|ZP_00019610.1

1770:3224 ref|NP_442120.1 sp|Q44176|RBL_SYNP2 dbj|BAA03076.1 sp|P27568|RBL_PROHO ref|ZP_00072133.1 ref|NP_485564.1 ref|ZP_00108159.1 pir||RKAIL7 gb|AAN05011.1 ref|NP_925102.1

3301:3702 emb|CAB08236.1 emb|CAB08237.1 emb|CAB08264.1 emb|CAB08242.1 dbj|BAA03077.1 ref|NP_442121.1 ref|ZP_00072132.1 emb|CAB08232.1 emb|CAB08210.1 emb|CAB08200.1

3703:4062 ref|NP_442122.1 sp|Q44178|RBS_SYNP2 sp|P27569|RBS_PROHO pir||I39687 ref|ZP_00108161.1 ref|NP_485566.1 ref|ZP_00072131.1 sp|P04716|RBS_SYNP6 pdb|1RSC|M pdb|1RBL|M

4167:6305 ref|NP_442308.1 ref|NP_683263.1 ref|ZP_00105908.1 ref|NP_484700.1 ref|NP_897018.1 gb|AAK37770.1 ref|NP_487607.1 ref|NP_243710.1 ref|NP_812549.1 ref|NP_662035.1

6374:6820 ref|ZP_00072105.1 ref|ZP_00112397.1 ref|NP_487140.1 ref|NP_442968.1 ref|NP_683119.1 ref|NP_924078.1 ref|NP_622870.1 ref|ZP_00018466.1 ref|NP_348306.1 ref|NP_828027.1

6963:7481 ref|NP_488034.1 ref|ZP_00112437.1 ref|NP_682499.1 ref|NP_926870.1

7468:8757 ref|ZP_00112438.1 ref|NP_442236.1 ref|NP_488035.1 ref|NP_926869.1 ref|NP_563494.1 ref|NP_228105.1 pdb|1O20|A gb|AAN87522.1 ref|NP_781689.1 ref|NP_813847.1

8781:9041 ref|NP_894720.1 ref|NP_894749.1 ref|NP_875837.1 ref|NP_484838.1 ref|NP_875585.1 ref|NP_773100.1 ref|ZP_00054641.1

9098:9553 ref|ZP_00108811.1 ref|NP_487287.1

9598:10944 ref|ZP_00109203.1 ref|ZP_00074554.1 ref|NP_488806.1 ref|ZP_00107327.1 ref|ZP_00108280.1 ref|NP_488873.1 ref|ZP_00111619.1 ref|NP_487786.1 ref|NP_926009.1 ref|NP_485493.1

11014:11490 ref|ZP_00111139.1 ref|NP_485000.1 ref|NP_680816.1 ref|NP_896867.1 ref|NP_894354.1 gb|AAL04497.1 ref|NP_623357.1 ref|NP_691826.1 ref|NP_241817.1 ref|ZP_00013164.1

11486:13219 ref|NP_441532.1 ref|ZP_00111137.1 ref|NP_485003.1 ref|ZP_00072755.1 ref|NP_683113.1 ref|NP_053813.1 ref|NP_894355.1 ref|NP_896868.1 ref|NP_875263.1 ref|NP_487196.1

13140:15254 ref|NP_440525.1 ref|NP_488816.1 ref|ZP_00108866.1 ref|NP_487682.1 ref|NP_681523.1 ref|ZP_00105811.1 ref|NP_442160.1 ref|NP_053937.1 ref|ZP_00071800.1 ref|NP_050804.1

13601:14203 pir||H72504 pir||C72479 pir||A71115

15282:15617 ref|ZP_00071360.1 ref|NP_485130.1 ref|ZP_00111628.1 ref|ZP_00108812.1 ref|NP_486323.1 ref|NP_487798.1 ref|NP_682358.1

15678:16103 ref|ZP_00080727.1 ref|NP_602214.1 dbj|BAC00414.1 ref|NP_385156.1 ref|NP_942177.1 ref|NP_600257.1 ref|NP_103133.1 ref|ZP_00040311.1 ref|ZP_00038657.1 ref|NP_739461.1

16156:16989 ref|NP_487958.1 ref|ZP_00108449.1 ref|ZP_00072408.1 ref|NP_681187.1 ref|NP_655477.1 ref|NP_831354.1 ref|NP_691453.1 ref|NP_242574.1 ref|ZP_00031690.1 ref|NP_296251.1

17092:17676 ref|NP_442944.1 ref|ZP_00072053.1 ref|NP_681587.1 ref|NP_488879.1 pir||S52293 ref|NP_924393.1 emb|CAB46751.1 ref|ZP_00105700.1 pir||A75329 ref|NP_295720.1

17754:18158 ref|NP_761049.1 ref|NP_926514.1

18188:18829 ref|NP_485794.1 ref|ZP_00107773.1 ref|ZP_00071274.1 ref|NP_442802.1 ref|NP_874447.1 ref|NP_681688.1 ref|NP_925080.1 ref|NP_895960.1 ref|NP_244016.1 ref|NP_587942.1

19011:19430 ref|NP_927165.1 ref|NP_927237.1 ref|NP_926338.1 ref|NP_440227.1 ref|NP_440182.1 ref|NP_923768.1 ref|ZP_00110922.1 ref|NP_923082.1 ref|ZP_00106319.1 ref|NP_925290.1

19557:19790 ref|ZP_00110002.1 ref|NP_442369.1

20408:21481 ref|NP_441120.1 ref|NP_681245.1 ref|NP_488330.1 sp|P20898|PSBD_SYNP2 pir||S42646 sp|P11005|PSBD_SYNP7 ref|ZP_00111719.1 ref|NP_896770.1 ref|NP_849002.1 ref|NP_045019.1

21151:21306 ref|NP_817260.1

21399:22847 ref|NP_441119.1 sp|P09193|PSBC_SYNY3 pir||S06469 prf||1707315B ref|NP_682421.1 ref|ZP_00072372.1 ref|NP_488331.1 ref|ZP_00110844.1 ref|NP_683824.1 sp|P11004|PSBC_SYNP7

22935:23534 ref|ZP_00072492.1 ref|NP_488358.1 ref|ZP_00108105.1 ref|NP_440566.1 gb|AAD38023.1 ref|NP_681209.1 sp|O99019|LIPC_SOLDE sp|P80471|LIPC_SOLTU ref|ZP_00070974.1 ref|NP_440481.1

23565:24311 ref|ZP_00110663.1 ref|NP_487747.1 ref|NP_442583.1 ref|NP_683098.1 sp|Q8KPS9|PCYA_SYNP7 ref|ZP_00073529.1 ref|NP_925535.1 ref|NP_894423.1 ref|NP_897177.1 ref|NP_875211.1

24367:24588 ref|ZP_00107370.1 ref|NP_487918.1 ref|NP_440795.1 ref|NP_484888.1

24595:26550 ref|NP_486989.1 ref|ZP_00109482.1 ref|ZP_00109483.1 ref|NP_280487.1 ref|NP_737826.1

26556:26849 ref|ZP_00074977.1 ref|NP_484447.1 ref|NP_682050.1 ref|NP_892857.1 ref|NP_897399.1 ref|NP_894503.1 ref|NP_875309.1 ref|ZP_00111744.1

26850:27188 ref|ZP_00111743.1 ref|NP_484448.1 ref|NP_440999.1 sp|Q8YZQ3|CLPS_ANASP ref|NP_681878.1 ref|ZP_00072587.1 ref|NP_925184.1 ref|NP_897397.1 ref|NP_894504.1 ref|NP_875946.1

27348:28076 ref|NP_488719.1 ref|NP_486439.1 ref|ZP_00112434.1 ref|NP_923672.1 ref|NP_927067.1 ref|NP_923250.1 ref|NP_926959.1 ref|NP_440215.1 ref|ZP_00075131.1 ref|NP_440226.1

28198:28944 ref|ZP_00071613.1 ref|NP_924360.1 ref|NP_923956.1 ref|NP_923953.1 ref|NP_485086.1 ref|NP_440799.1 ref|NP_923256.1 ref|NP_923287.1 ref|NP_440476.1 ref|NP_923263.1

29001:29816 ref|NP_441069.1 ref|NP_485302.1 ref|ZP_00111394.1 ref|NP_683153.1 ref|ZP_00071966.1 ref|NP_925200.1

29902:31551 ref|NP_487825.1 ref|ZP_00111909.1 ref|NP_441746.1 ref|NP_682680.1 ref|NP_926121.1 ref|ZP_00074521.1 dbj|BAB09848.1 ref|NP_568928.1 ref|NP_892634.1 ref|NP_897853.1

31494:33143 ref|ZP_00111311.1 ref|NP_488387.1 ref|NP_441044.1 ref|ZP_00109232.1 ref|NP_486116.1 ref|ZP_00074917.1 ref|NP_898318.1 ref|NP_924277.1 gb|AAQ75125.1 ref|ZP_00074797.1

33076:34677 ref|NP_440295.1

34713:36149 ref|NP_487378.1 ref|ZP_00110339.1 ref|NP_439971.1 ref|NP_682322.1 ref|ZP_00074872.1 ref|NP_923717.1 dbj|BAB19263.1 ref|NP_897854.1 ref|NP_895080.1 ref|NP_892633.1

37261:39216 ref|NP_441630.1 ref|ZP_00107073.1 ref|NP_487021.1 ref|ZP_00108405.1 ref|NP_680840.1 ref|ZP_00071198.1 ref|ZP_00107691.1 ref|NP_489366.1 ref|NP_489364.1 ref|ZP_00106394.1

39183:40166 ref|ZP_00071046.1 ref|NP_487027.1 sp|P72926|YA24_SYNY3 ref|ZP_00110519.1 ref|NP_440263.1 ref|NP_682999.1 ref|ZP_00107388.1 ref|ZP_00074178.1 ref|NP_900302.1 ref|ZP_00117263.1

40290:40829 ref|ZP_00074426.1 ref|NP_441101.1 ref|NP_923853.1 ref|NP_897707.1 ref|NP_894187.1 ref|NP_875747.1

40844:42355 ref|ZP_00108761.1 ref|NP_486985.1 sp|Q8YSY4|PYFE_ANASP ref|NP_924025.1 ref|ZP_00071258.1 pir||T30520 dbj|BAA94297.1 gb|AAF86340.1 ref|XP_213618.2 dbj|BAA92171.1

42349:43389 ref|NP_484979.1 ref|ZP_00111294.1 ref|NP_440317.1 emb|CAA96562.1 ref|NP_682405.1 ref|ZP_00072736.1 ref|NP_924968.1 ref|NP_053979.1 ref|NP_038437.1 ref|NP_050696.1

44117:45088 ref|ZP_00111297.1 ref|NP_484975.1 ref|ZP_00071802.1 ref|NP_441601.1 ref|NP_682406.1 ref|NP_923347.1 ref|NP_038397.1 ref|NP_053993.1 ref|NP_683805.1 ref|NP_893901.1

45243:47051 ref|NP_717811.1 ref|NP_642915.1 dbj|BAC87873.1 ref|NP_637823.1 ref|ZP_00065727.1 ref|NP_105829.1 ref|NP_384804.1 ref|NP_107878.1 ref|NP_353620.1 ref|NP_531295.1

47047:48801 ref|NP_384804.1 ref|NP_353620.1 ref|ZP_00065727.1 ref|NP_531295.1 ref|NP_717811.1 ref|NP_105829.1 dbj|BAC87873.1 ref|NP_355252.1 ref|NP_637823.1 ref|NP_107878.1

48879:49727 ref|NP_441486.1 sp|Q54735|CYNT_SYNY3 ref|ZP_00110818.1 sp|P27134|CYNT_SYNP7 ref|ZP_00086650.1 ref|ZP_00090802.1 ref|ZP_00124959.1 ref|NP_794986.1 ref|NP_248792.1 ref|NP_742270.1

49894:51072 ref|NP_484914.1 ref|NP_440175.1 ref|ZP_00106844.1 gb|AAN03544.1 ref|ZP_00071288.1 gb|AAK37769.1 ref|NP_682916.1 ref|NP_925027.1 ref|NP_897800.1 ref|ZP_00111668.1

51277:51678 emb|CAB56068.1 emb|CAB56074.1 ref|NP_873405.1 ref|NP_746029.1 gb|AAC35810.1 gb|AAC35814.1 gb|AAC35818.1 ref|ZP_00091772.1 gb|AAF36801.1 ref|NP_051670.1

51615:51896 ref|NP_873406.1 ref|NP_746030.1

52073:55021 ref|NP_442677.1 ref|ZP_00107254.1 ref|NP_485297.1 ref|NP_682129.1 ref|ZP_00072402.1 ref|NP_923582.1 ref|NP_875626.1 ref|NP_896795.1 ref|NP_894987.1 ref|NP_893257.1

55666:56052 ref|ZP_00106620.1 ref|NP_484849.1

56309:57370 ref|NP_484185.1 ref|ZP_00110685.1 ref|ZP_00074959.1 ref|NP_681987.1 ref|NP_894977.1 ref|NP_896801.1 ref|NP_228955.1 ref|NP_875545.1 ref|NP_893165.1 ref|NP_070596.1

57400:57678 ref|NP_486307.1 ref|NP_441958.1 ref|ZP_00110418.1 ref|ZP_00072052.1 ref|NP_488038.1 ref|NP_683007.1 ref|ZP_00107782.1 ref|NP_681574.1 ref|NP_925469.1 ref|NP_924641.1

57990:58730 ref|NP_440831.1 ref|ZP_00072148.1 ref|ZP_00107620.1 ref|NP_486308.1 ref|NP_682286.1 ref|NP_906838.1 sp|Q81IQ6|PUR7_BACCR ref|NP_830165.1 ref|NP_654223.1 ref|NP_924862.1

58830:61283 ref|NP_440832.1 ref|NP_486309.1 ref|ZP_00107621.1 ref|ZP_00106466.1 ref|ZP_00072147.1 ref|NP_682579.1 ref|NP_924809.1 ref|ZP_00106444.1 ref|NP_488933.1 ref|NP_895240.1

61222:62118 ref|NP_486310.1 ref|ZP_00071051.1 ref|ZP_00107622.1 ref|NP_440327.1 ref|NP_682580.1 ref|NP_893454.1 ref|NP_895239.1 ref|NP_924811.1 dbj|BAC42754.1 ref|NP_875809.1

62359:62751 ref|NP_441568.1 ref|NP_486959.1 ref|NP_682446.1 ref|ZP_00109422.1 ref|NP_896019.1 ref|NP_926128.1 ref|NP_897367.1 ref|NP_174533.1 gb|AAK14422.1 ref|NP_893016.1

62851:63690 ref|NP_441567.1 ref|NP_486957.1 ref|NP_682447.1 ref|ZP_00109420.1 ref|ZP_00071446.1 ref|NP_924268.1 gb|AAB34045.1 ref|NP_894531.1 ref|NP_875329.1 ref|NP_893017.1

63968:64870 ref|NP_441566.1 ref|ZP_00109419.1 ref|NP_486956.1 ref|ZP_00071445.1 ref|NP_680973.1 ref|NP_487019.1 ref|ZP_00107075.1

64918:66150 ref|NP_442888.1 ref|ZP_00109418.1 ref|NP_486955.1 sp|Q55267|HISZ_SYNP7 ref|NP_680972.1 ref|NP_925336.1 ref|NP_897369.1 ref|NP_894530.1 ref|NP_577993.1 ref|NP_127351.1

66198:67226 ref|NP_440469.1 ref|NP_487993.1 ref|ZP_00107263.1 gb|AAG59995.1 ref|ZP_00073664.1 ref|NP_681996.1 ref|NP_053815.1 ref|NP_898349.1 ref|NP_895832.1 ref|NP_043282.1

67345:68112 ref|NP_487994.1 ref|ZP_00107264.1 ref|ZP_00073663.1 ref|NP_680937.1 gb|AAG59994.1 ref|NP_440323.1 ref|NP_874565.1 ref|NP_898350.1 ref|NP_895833.1 ref|NP_563879.1

68260:68604 ref|NP_487995.1 ref|ZP_00073662.1 ref|ZP_00107265.1 ref|NP_439965.1 ref|NP_682877.1 gb|AAG59993.1 ref|NP_484096.1 ref|NP_442168.1 ref|NP_681601.1 ref|ZP_00110673.1

68748:69398 ref|NP_926777.1

69728:71221 ref|NP_489066.1 ref|ZP_00108736.1 ref|ZP_00071174.1 ref|NP_442575.1 gb|AAM19355.1 ref|NP_193616.2 pir||T04873 ref|NP_680852.1 ref|ZP_00075189.1 gb|AAG42527.1

71914:72306 ref|NP_442917.1 ref|ZP_00073428.1 ref|NP_488117.1 ref|NP_682855.1 ref|NP_926325.1 ref|ZP_00111304.1 ref|NP_898152.1 ref|ZP_00105776.1

72421:73227 ref|NP_440077.1 ref|ZP_00109247.1 ref|ZP_00071599.1 ref|NP_488577.1 ref|NP_681119.1 ref|NP_925953.1 ref|NP_896714.1 ref|NP_895328.1 ref|NP_876025.1 ref|NP_893597.1

74048:74944 ref|ZP_00108037.1 ref|NP_484582.1 ref|ZP_00109961.1

74913:75542 ref|NP_485827.1 ref|ZP_00074968.1 ref|NP_682867.1 ref|NP_440998.1 ref|NP_840871.1 gb|AAG09262.1

75615:76907 ref|NP_441399.1 ref|ZP_00074967.1 ref|NP_485457.1 ref|ZP_00109364.1 ref|NP_683180.1 ref|NP_926129.1 ref|NP_213804.1 ref|NP_342260.1 sp|P50252|SAHH_SULSO ref|NP_248391.1

76996:78264 ref|ZP_00111310.1 ref|ZP_00111308.1 ref|NP_488390.1

79340:80197 ref|NP_437293.1 sp|P52835|F3ST_FLABI ref|NP_944596.1 sp|P52836|F3ST_FLACH gb|AAA33342.2

80254:81174 ref|ZP_00110957.1 ref|ZP_00071659.1 ref|ZP_00071662.1

81289:81828 ref|ZP_00108599.1 ref|NP_441135.1 ref|NP_897047.1

81845:82561 ref|NP_488730.1 ref|ZP_00111690.1 ref|ZP_00073787.1 ref|NP_186815.1 emb|CAD41092.2 ref|NP_681567.1 ref|NP_897423.1 ref|NP_875838.1 ref|NP_894847.1 ref|NP_923233.1

82562:84445 ref|ZP_00073948.1 ref|NP_487902.1 ref|ZP_00111464.1 ref|NP_441353.1 ref|ZP_00112491.1 ref|NP_927088.1 ref|NP_952063.1 gb|AAP58573.1 ref|ZP_00129643.1 ref|NP_895453.1

84376:85827 ref|NP_485008.1 ref|ZP_00073013.1 ref|ZP_00110747.1 ref|ZP_00073859.1 ref|ZP_00075052.1

86358:90083 ref|ZP_00108896.1 ref|NP_485006.1 ref|ZP_00071574.1 ref|ZP_00110745.1 ref|ZP_00112042.1 ref|ZP_00074987.1 ref|ZP_00073354.1 ref|ZP_00075053.1 ref|NP_102820.1 ref|ZP_00073015.1

90815:92149 ref|NP_442446.1 ref|NP_683204.1 ref|NP_893791.1 ref|NP_896000.1 ref|NP_898468.1 ref|NP_876226.1 ref|ZP_00110946.1 ref|NP_484622.1 ref|NP_490380.1 gb|AAN87439.1

94171:96453 emb|CAD55610.1 ref|NP_682585.1 ref|ZP_00108526.1 ref|NP_896747.1 ref|NP_682723.1 ref|NP_680798.1 emb|CAA04445.1 ref|NP_643825.1 gb|AAQ87093.1 ref|NP_348113.1

96512:97378 ref|NP_869843.1 ref|NP_486449.1 ref|NP_796720.1 ref|NP_232123.1 ref|NP_933276.1 ref|NP_759643.1

97567:98349 ref|ZP_00056365.1 ref|NP_486969.1 ref|ZP_00010382.1 ref|NP_241226.1 ref|NP_946147.1 sp|O52538|CAH_ERWCA dbj|BAA82053.1 ref|NP_639330.1 ref|ZP_00015011.1 ref|NP_801012.1

98350:99717 ref|NP_926902.1 ref|NP_440810.1 ref|NP_484654.1 ref|NP_486919.1 ref|NP_442735.1 dbj|BAA05388.1 ref|NP_682142.1 ref|NP_924515.1 ref|NP_925035.1 ref|ZP_00105673.1

99852:100319 ref|NP_487643.1 ref|NP_440324.1 ref|ZP_00105802.1 ref|ZP_00073309.1 ref|NP_924430.1 ref|NP_894049.1 ref|NP_896763.1 ref|NP_682090.1 ref|NP_892521.1 ref|NP_874794.1

100361:102307 ref|NP_440344.1 ref|NP_487642.1 ref|NP_682091.1 ref|ZP_00073308.1 ref|ZP_00105961.1 pir||T07943 ref|NP_193143.2 gb|AAM28628.1 ref|NP_894048.1 ref|NP_896762.1

102602:103336 ref|ZP_00109477.1

103519:105669 ref|ZP_00017674.1 ref|ZP_00109478.1 ref|NP_487071.1 ref|NP_104395.1

105686:106222 ref|ZP_00017677.1 gb|AAF37308.1 gb|AAA80678.1 ref|NP_487070.1 ref|NP_104394.1 pir||JE0318 ref|NP_499454.1 emb|CAE58008.1 ref|NP_503397.1 emb|CAE67646.1

106223:108184 ref|ZP_00111211.1 ref|NP_487210.1 ref|NP_442010.1 ref|NP_681416.1 ref|ZP_00109770.1 ref|NP_484263.1 ref|NP_488937.1 gb|AAN40821.1 ref|ZP_00111679.1 ref|NP_486346.1

108317:108547 ref|ZP_00109041.1 ref|NP_484594.1 ref|ZP_00072749.1

108749:109732 ref|NP_485288.1 ref|ZP_00111873.1 ref|NP_440676.1 ref|NP_682198.1 ref|ZP_00073134.1 gb|AAQ56594.2 ref|NP_926877.1 emb|CAC39078.1 emb|CAD41602.3 ref|NP_053938.1

110331:112070 ref|NP_441671.1 ref|ZP_00058028.1 pir||G02093 ref|NP_000399.1 ref|NP_611063.1 ref|ZP_00129671.1 dbj|BAC28685.1 sp|Q64521|GPDM_MOUSE ref|NP_034404.2 dbj|BAA08926.1

112199:113623 ref|ZP_00094233.1 ref|ZP_00095770.1 ref|ZP_00095758.1 gb|AAM12939.1 ref|ZP_00095765.1 ref|ZP_00094438.1 ref|ZP_00108532.1 ref|NP_923903.1 ref|ZP_00095768.1 ref|NP_925646.1

113599:115851 ref|NP_485353.1 ref|ZP_00108689.1 ref|NP_682067.1 ref|NP_924272.1 ref|NP_441973.1 ref|NP_954296.1 ref|ZP_00082306.1 ref|NP_842041.1 ref|NP_213494.1 pir||T08162

116049:116495 ref|NP_443062.1 ref|NP_486970.1 ref|ZP_00109721.1 gb|AAB82035.1 ref|NP_897849.1

116876:118396 ref|ZP_00106941.1 ref|NP_489114.1 ref|NP_442831.1 ref|NP_924762.1 ref|NP_945435.1 ref|ZP_00009682.1 gb|AAF82192.1 ref|NP_442524.1 ref|ZP_00125608.1 ref|NP_682072.1

118393:119946 ref|ZP_00073822.1 ref|NP_925079.1 ref|ZP_00107391.1 ref|ZP_00073377.1 ref|NP_176088.2 gb|AAG50743.1 ref|NP_896854.1 ref|NP_892458.1 ref|NP_487080.1 ref|ZP_00108188.1

120409:121398 ref|ZP_00107645.1 ref|NP_485263.1 ref|NP_442412.1 ref|ZP_00074504.1 ref|NP_681378.1 ref|NP_898284.1 ref|NP_894009.1 ref|NP_892222.1 ref|NP_874514.1 gb|AAM65737.1

121437:122294 ref|NP_440304.1 ref|ZP_00107646.1 ref|NP_485264.1 ref|ZP_00072702.1 gb|AAL03925.2 ref|NP_680970.1 ref|NP_925592.1 ref|ZP_00075346.1 gb|AAL80984.1 ref|NP_578589.2

122563:123597 ref|NP_442911.1 ref|ZP_00005639.1 ref|ZP_00071102.1 ref|ZP_00071101.1 ref|ZP_00108174.1 ref|NP_487837.1 ref|NP_489304.1 ref|NP_435828.1 gb|AAF01193.1 ref|NP_769114.1

123765:125741 ref|NP_485391.1 ref|ZP_00107950.1 ref|NP_440189.1 ref|ZP_00071755.1 ref|NP_681129.1 sp|P30008|SIR_SYNP7 pir||T01695 dbj|BAA33531.1 pir||JE0260 ref|NP_196079.1

125830:128256 ref|NP_442653.1 ref|ZP_00071545.1 ref|NP_682043.1 ref|ZP_00019792.1 ref|NP_682119.1 ref|NP_682130.1 ref|NP_827648.1 ref|NP_822334.1 ref|NP_626075.1 ref|NP_490302.1

128344:129156 ref|ZP_00106429.1 ref|ZP_00109436.1 ref|ZP_00108955.1 ref|NP_942233.1 ref|NP_440157.1 ref|NP_440985.1 ref|NP_942238.1 ref|NP_942460.1 ref|NP_942274.1 ref|NP_942280.1

129347:129916 ref|NP_488776.1 ref|ZP_00109911.1 ref|NP_902450.1 ref|NP_937340.1 ref|NP_762754.1 ref|ZP_00067152.1 ref|NP_771313.1 ref|NP_827952.1 ref|NP_625848.1 ref|XP_324522.1

130004:130780 ref|ZP_00110071.1 ref|NP_484483.1 ref|ZP_00107682.1 ref|NP_442768.1 ref|NP_682559.1 ref|NP_892552.1 ref|NP_897965.1 ref|NP_895182.1 ref|ZP_00062194.1 ref|NP_924946.1

130893:132620 ref|NP_440467.1 ref|ZP_00110959.1 ref|NP_484636.1 ref|ZP_00071652.1 ref|NP_682450.1 ref|NP_927358.1 ref|NP_926070.1 ref|NP_681740.1 ref|NP_442136.1 ref|NP_489000.1

132643:133011 ref|NP_443034.1 ref|ZP_00110958.1 ref|NP_484635.1 ref|NP_682451.1 ref|ZP_00071653.1 ref|NP_897039.1

133060:133494 ref|NP_488127.1 ref|NP_681787.1 ref|ZP_00110753.1 ref|ZP_00072676.1 ref|NP_440841.1 ref|NP_923875.1 dbj|BAA94871.1 dbj|BAA93454.1 gb|AAN16460.1 sp|P32084|YHIT_SYNP7

133527:133727 ref|NP_440851.1

133826:135841 ref|ZP_00112148.1 ref|NP_488028.1 ref|NP_440352.1 ref|ZP_00070979.1 ref|NP_925808.1 ref|NP_682965.1 pir||T30280 ref|NP_213687.1 ref|NP_248322.1 ref|ZP_00018248.1

135949:136881 ref|ZP_00112148.1 ref|NP_488028.1 ref|ZP_00070979.1 ref|NP_440352.1 ref|NP_682965.1 ref|NP_925808.1 ref|ZP_00018249.1

347 0.99236111 ref|ZP_00071620.1 ref|NP_442851.1 emb|CAA46277.1 ref|NP_716473.1 ref|NP_935461.1 ref|NP_231972.1 ref|NP_798807.1 ref|ZP_00068440.1 ref|NP_760625.1 ref|ZP_00094610.1

1564:2058 ref|NP_442240.1 ref|ZP_00106927.1 ref|NP_681370.1 ref|NP_485176.1

2391:3485 ref|NP_485122.1 ref|ZP_00111088.1 ref|NP_440478.1 ref|NP_923879.1 ref|NP_895159.1 ref|NP_897942.1 ref|ZP_00081489.1 ref|NP_892822.1 ref|ZP_00129955.1 ref|NP_228863.1

4208:4450 ref|ZP_00110418.1 ref|NP_486307.1 ref|ZP_00107782.1 ref|NP_441958.1 ref|NP_681574.1 ref|NP_683007.1 ref|NP_487157.1 ref|ZP_00072052.1 ref|NP_488038.1

4743:5984 ref|NP_441695.1 ref|NP_682255.1 ref|ZP_00111821.1 sp|P16421|DHSS_ANACY ref|ZP_00072921.1 sp|P14776|DHSS_SYNP1 ref|NP_896140.1 ref|NP_893876.1 ref|NP_925266.1 ref|NP_874430.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
6097:6804 ref|ZP_00105878.1 ref|NP_440983.1 ref|NP_488214.1 ref|NP_681870.1 ref|NP_926484.1 ref|ZP_00072480.1 ref|NP_622626.1 ref|ZP_00099249.1 ref|NP_275957.1 ref|NP_765291.1

6819:7661 ref|NP_488739.1 ref|ZP_00073008.1 ref|ZP_00108092.1 ref|NP_440181.1 ref|NP_682947.1 ref|NP_897934.1 ref|NP_927339.1 ref|NP_874852.1 ref|NP_895151.1 ref|NP_892578.1

9400:10215 ref|NP_489471.1 ref|ZP_00071211.1 pir||S40013 emb|CAA50529.1 ref|NP_923123.1 ref|NP_681791.1 ref|NP_681409.1 ref|NP_680905.1 ref|ZP_00071210.1 pir||S35080

10128:10439 emb|CAA50529.1 pir||S40013 ref|NP_489471.1 ref|ZP_00071211.1 ref|NP_923123.1 ref|NP_049293.1 ref|NP_049292.1

10642:11688 ref|NP_830453.1 ref|NP_843168.1 ref|NP_388546.1 ref|NP_535625.1 ref|NP_396185.1 ref|ZP_00014675.1 ref|NP_700317.1

11669:12577 ref|ZP_00066688.1 sp|P19515|LIP_RHIMI pir||A34959 ref|XP_322941.1 emb|CAD32696.1 pdb|3TGL emb|CAD32695.1 ref|NP_910994.1

12656:13753 ref|NP_642922.1 ref|NP_353973.1

14231:14986 ref|NP_487514.1 ref|ZP_00108726.1

15171:16088 ref|ZP_00107811.1 ref|NP_487060.1 ref|NP_866112.1 ref|NP_490488.1 ref|NP_478275.1 ref|NP_578141.1 ref|NP_127300.1 ref|NP_142317.1 ref|NP_070375.1 ref|NP_280063.1

16254:16622 ref|NP_441908.1

16995:17507 ref|NP_485289.1 ref|ZP_00111875.1 ref|NP_440357.1 ref|ZP_00075017.1 ref|NP_680797.1 pir||T09217 gb|AAR01763.1 ref|NP_895097.1

17577:18212 ref|NP_485395.1 ref|NP_440723.1 ref|ZP_00071750.1 ref|ZP_00107306.1 dbj|BAA20430.1 ref|NP_892710.1 ref|NP_875461.1 ref|NP_894267.1 ref|NP_897577.1 ref|NP_625552.1

18312:22238 ref|NP_440684.1 ref|NP_681429.1 sp|P22705|RPOD_ANASP ref|NP_485636.1 ref|ZP_00111113.1 ref|ZP_00070898.1 ref|NP_927224.1 ref|NP_896708.1 ref|NP_895332.1 ref|NP_876029.1

22308:25640 ref|NP_440685.1 ref|NP_485634.1 ref|ZP_00111111.1 ref|ZP_00070896.1 ref|NP_681431.1 ref|NP_925229.1 ref|NP_895334.1 ref|NP_893602.1 ref|NP_876031.1 ref|NP_896706.1

25654:26448 ref|NP_440686.1 ref|ZP_00070895.1 ref|NP_485633.1 ref|ZP_00111110.1 ref|NP_681977.1 ref|NP_925313.1 ref|NP_896705.1 ref|NP_893603.1 ref|NP_895335.1 ref|NP_876032.1

26578:27000 ref|NP_440687.1 ref|ZP_00111109.1 ref|ZP_00070894.1 ref|NP_485632.1 ref|NP_681978.1 ref|NP_896704.1 ref|NP_876033.1 ref|NP_893604.1 ref|NP_895336.1 ref|NP_043217.1

27101:28417 ref|ZP_00073589.1 ref|NP_489310.1 ref|ZP_00108293.1 ref|NP_486156.1 ref|ZP_00072635.1 ref|ZP_00110211.1 ref|NP_487973.1 ref|NP_488121.1 ref|ZP_00111858.1 ref|NP_442930.1

28408:29076 ref|ZP_00073590.1 ref|NP_489311.1 ref|ZP_00108294.1

29169:29699 ref|ZP_00071053.1 ref|NP_442321.1 sp|Q55746|LPXA_SYNY3 ref|NP_682582.1 ref|NP_924813.1 ref|NP_895237.1 ref|ZP_00107624.1 ref|NP_486312.1 ref|NP_875807.1 ref|NP_896653.1

29668:29874 ref|NP_486312.1 ref|NP_442321.1 sp|Q55746|LPXA_SYNY3 ref|ZP_00107624.1

29804:30007 ref|ZP_00071053.1

30030:31193 ref|NP_486314.1 ref|ZP_00107625.1 ref|ZP_00071055.1 ref|NP_442126.1 ref|NP_681111.1 ref|NP_896654.1 dbj|BAD05159.1 ref|NP_895236.1 ref|NP_875806.1 ref|NP_924814.1

31190:32479 ref|ZP_00032756.1 ref|NP_644604.1 ref|ZP_00083486.1 ref|NP_639510.1 ref|NP_253029.1 ref|NP_794104.1 ref|NP_822239.1 ref|NP_488263.1 ref|ZP_00091436.1 ref|ZP_00127874.1

32766:33005 ref|NP_924520.1

33094:33423 ref|ZP_00014517.1

33424:33822 ref|NP_395235.1 ref|NP_484648.1 ref|NP_216538.1 emb|CAC80868.1 ref|NP_217698.1 ref|NP_337800.1

33959:34375 ref|ZP_00112354.1 ref|NP_442807.1 ref|NP_924717.1 ref|NP_484193.1 ref|NP_487509.1 ref|NP_488175.1 ref|NP_926501.1 gb|AAK08021.1 ref|NP_924970.1 ref|NP_274670.1

34351:34632 ref|NP_442808.1 ref|NP_487508.1 ref|ZP_00109369.1

34655:35158 ref|ZP_00106901.1 ref|ZP_00109620.1 ref|NP_952422.1 ref|NP_439085.1 ref|NP_274848.1 gb|AAC78450.1 ref|NP_531769.1 ref|NP_283417.1 gb|AAC78448.1 gb|AAC78454.1

35777:36511 ref|NP_441071.1

37276:37650 ref|ZP_00008646.1 ref|NP_486442.1 ref|NP_795101.1 ref|ZP_00133514.1 ref|NP_439569.1

37698:38096 ref|ZP_00072435.1 ref|ZP_00108993.1 ref|ZP_00072737.1 gb|AAC97588.1 ref|NP_484062.1 ref|ZP_00074645.1 ref|NP_484407.1

38062:38679 gb|AAC97588.1 gb|AAC97587.1 ref|NP_484063.1 ref|NP_484406.1 ref|ZP_00105796.1 gb|AAD37358.1 emb|CAB43595.1 emb|CAB43594.1 ref|NP_049148.1 ref|ZP_00088588.1

38713:40326 ref|ZP_00109254.1 ref|NP_488957.1 ref|NP_824107.1 ref|ZP_00073315.1 ref|NP_941333.1 emb|CAD09642.1 ref|NP_058283.1 ref|NP_569256.2

40356:40757 ref|ZP_00111064.1

40739:41095 ref|ZP_00111063.1

41800:43461 ref|NP_488956.1 ref|ZP_00109255.1 ref|ZP_00073316.1

43493:44047 ref|NP_487848.1 ref|ZP_00109568.1 ref|ZP_00074360.1 ref|NP_681404.1 sp|Q9R6T3|DPSA_SYNP6 sp|Q55024|DPSA_SYNP7 ref|NP_923283.1 ref|NP_925512.1 ref|NP_281044.1 pir||A44631

44398:45594 ref|NP_442227.1 ref|ZP_00105668.1 ref|NP_484696.1 ref|NP_683209.1 ref|NP_924426.1 ref|ZP_00017213.1 ref|NP_898132.1 ref|NP_895534.1 ref|ZP_00117739.1 ref|NP_876127.1

45614:46921 ref|NP_484697.1 ref|ZP_00071035.1 ref|NP_682373.1 ref|NP_924432.1 ref|NP_898133.1 ref|NP_895535.1 ref|NP_876126.1 ref|NP_893697.1 ref|NP_622557.1 ref|ZP_00105911.1

46923:48167 ref|ZP_00071770.1 ref|ZP_00061425.1 ref|ZP_00080934.1 ref|NP_349436.1 ref|NP_952114.1 ref|ZP_00130371.1 ref|ZP_00120310.1 ref|NP_388838.1 ref|NP_243061.1 ref|NP_214350.1

48214:49590 ref|ZP_00074776.1 ref|NP_478172.1 ref|NP_106029.1 ref|NP_337789.1 ref|NP_217691.1 gb|AAG30199.1 ref|NP_774536.1 ref|ZP_00011278.1 ref|NP_770514.1 ref|NP_891517.1

49663:50754 ref|ZP_00073388.1 ref|NP_682938.1 pir||T44270 ref|NP_822372.1

50777:53431 ref|NP_441184.1 ref|NP_486820.1 ref|ZP_00072904.1 ref|NP_682671.1 ref|NP_897963.1 ref|NP_895180.1 ref|ZP_00109797.1 ref|NP_874826.1 ref|NP_892554.1 ref|ZP_00058225.1

53691:56246 ref|ZP_00111211.1 ref|ZP_00111679.1 ref|NP_484263.1 ref|NP_681416.1 ref|NP_488937.1 ref|NP_442010.1 ref|NP_487210.1 ref|ZP_00107447.1 ref|ZP_00071527.1 ref|ZP_00074931.1

56584:57447 ref|NP_681686.1 ref|ZP_00109684.1 ref|ZP_00072497.1 ref|NP_487219.1 ref|ZP_00106909.1 ref|NP_485162.1 ref|ZP_00112093.1 ref|ZP_00109146.1 ref|ZP_00108997.1 ref|NP_490415.1

57444:58307 ref|NP_441592.1 ref|NP_485745.1 ref|ZP_00071144.1 ref|NP_681244.1 ref|NP_923596.1 ref|NP_895691.1 ref|ZP_00071142.1 ref|ZP_00110063.1 ref|NP_896337.1 ref|ZP_00103335.1

58395:59411 ref|NP_442687.1 ref|ZP_00109830.1 ref|ZP_00077193.1 ref|NP_617594.1 ref|NP_864838.1 ref|NP_635226.1 gb|AAF20821.2 ref|NP_385286.1 ref|NP_355467.1 ref|NP_539595.1

59504:60328 ref|NP_441494.1 ref|NP_485282.1 ref|ZP_00108592.1 ref|NP_682685.1 ref|ZP_00108593.1 ref|NP_924605.1

60387:61076 ref|NP_442765.1 ref|ZP_00108594.1 ref|NP_485281.1 ref|ZP_00073714.1 ref|ZP_00072781.1 sp|P54415|CLP1_SYNP7 ref|NP_442796.1 ref|NP_487723.1 gb|AAN71768.1 sp|O34125|CLP2_SYNP7

61192:61791 ref|NP_441292.1 ref|ZP_00106301.1 gb|AAN03592.1 ref|ZP_00109105.1 ref|ZP_00074783.1 ref|NP_486774.1 ref|NP_897623.1 ref|NP_925108.1 ref|NP_484995.1 emb|CAB10936.1

61819:63486 ref|NP_441291.1 ref|ZP_00109104.1 ref|NP_486772.1 ref|ZP_00074784.1 gb|AAN03591.1 ref|NP_897622.1 ref|NP_923686.1 ref|NP_925109.1 ref|NP_486555.1 emb|CAC12661.1

63508:64419 ref|ZP_00106964.1 ref|NP_486771.1 ref|NP_441439.1 ref|ZP_00109103.1 ref|ZP_00074785.1 gb|AAN03590.1 ref|NP_897621.1 ref|NP_923685.1 ref|NP_925110.1 ref|NP_897952.1

64407:65060 ref|NP_442908.1 ref|ZP_00109102.1 ref|ZP_00074786.1 gb|AAN03589.1 ref|NP_486770.1 ref|ZP_00106965.1 ref|NP_897620.1 ref|NP_923684.1

65042:65644 ref|ZP_00109101.1 ref|NP_442909.1 ref|ZP_00074787.1 ref|ZP_00106966.1 ref|NP_486769.1 gb|AAN03588.1 ref|NP_923683.1 ref|NP_897619.1

65559:67061 ref|NP_442910.1 ref|ZP_00109107.1 ref|NP_489251.1 ref|NP_924117.1 gb|AAL03930.1 ref|ZP_00073240.1 ref|NP_898256.1 ref|NP_895452.1 ref|ZP_00071920.1 ref|ZP_00112108.1

67358:69127 ref|ZP_00009529.1 dbj|BAB18518.1 pir||JE0181 ref|NP_295098.1 ref|NP_865260.1 gb|AAD50603.1 ref|ZP_00015678.1 ref|NP_355252.1 ref|NP_391336.1 pir||S44188

69166:70536 ref|NP_441114.1 gb|AAM82667.1 ref|NP_232917.1 ref|NP_800676.1 ref|NP_762499.1 pdb|1KPL|A ref|NP_459208.1 ref|NP_454811.1 ref|NP_668136.1 sp|Q8ZBM0|CLCA_YERPE

73479:74462 dbj|BAA89629.1 ref|ZP_00107535.1 ref|NP_743294.1 ref|NP_744715.1 ref|NP_622741.1 ref|ZP_00110296.1 gb|AAN62234.1 ref|ZP_00088446.1 ref|NP_216940.1 ref|NP_336980.1

74875:75645 ref|ZP_00072869.1

76043:76450 ref|NP_440521.1 ref|NP_681815.1 ref|NP_681136.1 ref|ZP_00071805.1 ref|NP_440346.1 ref|NP_484972.1 ref|ZP_00111300.1 ref|NP_681361.1 ref|ZP_00106606.1 ref|ZP_00109333.1

76419:76922 ref|NP_681814.1

76997:79570 ref|NP_440519.1 ref|NP_681813.1 ref|NP_484970.1 ref|ZP_00111302.1 ref|NP_681138.1 ref|ZP_00071807.1 ref|NP_486202.1 ref|ZP_00106608.1 ref|NP_681359.1 ref|NP_442716.1

79581:81929 ref|NP_681812.1 ref|NP_440518.1 ref|NP_681358.1 ref|NP_442714.1 ref|NP_485111.1 ref|ZP_00106610.1 ref|NP_486201.1 ref|ZP_00110375.1 ref|NP_681139.1 ref|ZP_00067212.1

81962:83644 ref|NP_441286.1 ref|ZP_00070910.1 ref|ZP_00018668.1 gb|AAM82660.1 emb|CAE61321.1 ref|NP_490776.2

83810:84730 ref|ZP_00074051.1 ref|ZP_00108265.1 ref|NP_488814.1 ref|NP_441287.1 ref|NP_681388.1 ref|NP_287629.1 ref|NP_707450.1 ref|NP_799002.1 ref|NP_903828.1 ref|NP_718919.1

84817:86637 ref|NP_440084.1 ref|ZP_00071556.1 ref|NP_683073.1 ref|NP_488180.1 ref|ZP_00106347.1 ref|NP_897202.1 ref|NP_894408.1 ref|NP_892880.1 ref|NP_875226.1 ref|NP_924466.1

86717:87676 ref|NP_440435.1 ref|ZP_00106989.1 ref|NP_485996.1 ref|ZP_00071678.1 ref|NP_680828.1 ref|NP_926557.1 ref|NP_894184.1 ref|NP_897709.1 ref|NP_875749.1 ref|NP_893401.1

88021:88290 ref|NP_942181.1 ref|NP_485599.1 ref|ZP_00106031.1 ref|NP_440385.1 ref|NP_299312.1 ref|NP_488000.1

88973:89164 ref|NP_746270.1 ref|ZP_00025251.1

89165:89566 ref|ZP_00025251.1 ref|NP_746270.1

89776:92580 ref|NP_441217.1 emb|CAA50340.1 ref|NP_487763.1 ref|NP_840702.1 ref|ZP_00091351.1 ref|ZP_00089985.1 ref|NP_336516.1 ref|NP_216513.1 ref|NP_250120.1 ref|ZP_00139043.1

92832:93815 ref|NP_442721.1 ref|NP_682252.1 ref|NP_875350.1 ref|NP_892996.1 ref|NP_897332.1 ref|NP_894560.1 ref|NP_714540.1 gb|AAN64007.1 ref|NP_214301.1 ref|NP_560638.1

93835:94668 ref|NP_441733.1 ref|ZP_00073746.1 ref|NP_682247.1 ref|ZP_00106093.1 ref|NP_484949.1 ref|NP_926127.1 ref|NP_896577.1 ref|NP_895309.1 ref|NP_876008.1 ref|NP_390306.1

94751:95314 ref|NP_441111.1 ref|NP_681109.1

95725:96306 ref|NP_441113.1 gb|AAD42771.1 ref|NP_681107.1 ref|NP_926530.1 ref|NP_229398.1 ref|NP_440791.1 ref|ZP_00111817.1 gb|AAD42769.1 ref|ZP_00072098.1 ref|NP_873637.1

96331:98709 ref|NP_486029.1 ref|ZP_00111723.1 ref|ZP_00072752.1 ref|NP_440878.1 ref|NP_680965.1 ref|NP_815396.1 ref|ZP_00060995.1 ref|NP_242106.1 ref|NP_785603.1 ref|NP_692947.1

98699:99610 ref|NP_440137.1 ref|ZP_00109621.1 ref|NP_484666.1 ref|ZP_00107487.1 ref|ZP_00072689.1 ref|NP_894129.1 ref|NP_485717.1 ref|ZP_00072996.1 ref|ZP_00072018.1 ref|ZP_00107470.1

99615:100616 ref|NP_486701.1 ref|ZP_00107679.1 ref|ZP_00043210.1

100713:102491 ref|ZP_00073769.1 ref|ZP_00111236.1 ref|NP_484803.1 ref|ZP_00108757.1 ref|ZP_00074376.1 ref|ZP_00106565.1 ref|ZP_00107930.1 ref|ZP_00108750.1 ref|NP_486836.1 ref|NP_682250.1

102581:104530 ref|NP_279386.1 ref|NP_874561.1

104526:107111 ref|NP_486322.1 ref|ZP_00108772.1 ref|ZP_00070966.1 ref|ZP_00106162.1 ref|ZP_00107064.1 ref|NP_486298.1 ref|NP_484398.1 ref|ZP_00112381.1 ref|ZP_00108887.1 ref|NP_484929.1

107023:110712 ref|NP_486322.1 ref|ZP_00070966.1 ref|ZP_00108772.1 ref|NP_484752.1 ref|ZP_00108751.1 ref|ZP_00111237.1 ref|NP_711603.1 ref|ZP_00108887.1 ref|ZP_00112381.1 ref|NP_484929.1

111022:112458 ref|NP_442349.1 ref|ZP_00108618.1 ref|NP_485732.1 pir||C47017 gb|AAG00589.1 gb|AAB39998.1 ref|ZP_00073334.1 ref|NP_898516.1 ref|NP_926708.1 ref|NP_681289.1

112552:113025 sp|P00113|CYC6_ANAVA ref|ZP_00109413.1 ref|NP_488291.1 sp|P00112|CYC6_MICAE ref|ZP_00071699.1 sp|Q9F1L9|CYC6_SYNVU ref|NP_682073.1 sp|P00116|CYC6_APHFL pir||CCIA6 pdb|1C6S

113078:113701 ref|NP_484178.1 ref|NP_442371.1 ref|NP_924062.1 ref|NP_488884.1 ref|NP_490208.1 ref|ZP_00107199.1 ref|NP_925917.1 ref|ZP_00108171.1 ref|NP_489100.1 ref|ZP_00109411.1

113772:114776 ref|NP_819634.1 gb|AAQ99277.1

114783:116048 ref|NP_440487.1 ref|ZP_00071197.1 ref|NP_487022.1 ref|ZP_00107072.1 ref|NP_680841.1 ref|NP_895230.1 ref|NP_896663.1 ref|NP_875801.1 ref|NP_893446.1 ref|NP_927361.1

116428:116871 ref|ZP_00108601.1 ref|NP_487980.1 ref|ZP_00073090.1

117089:118027 ref|NP_487979.1 ref|NP_440190.1 ref|ZP_00108600.1 ref|NP_926234.1 ref|NP_283119.1 ref|NP_273100.1 ref|NP_415536.1 ref|NP_287024.1 ref|NP_309290.1 sp|P75901|YCDN_ECOLI

118183:119805 ref|NP_682070.1 ref|ZP_00107260.1 ref|ZP_00111578.1 ref|ZP_00072203.1 ref|NP_488571.1 ref|NP_442294.1 ref|ZP_00073307.1 ref|NP_484388.1 ref|ZP_00106349.1 ref|ZP_00073106.1

119928:120836 ref|ZP_00107973.1 ref|NP_683083.1

120917:121714 ref|ZP_00107974.1 ref|NP_681811.1 ref|NP_923928.1 ref|ZP_00072850.1 ref|NP_486083.1

121699:124296 ref|ZP_00107974.1 ref|NP_681811.1 ref|NP_923928.1

124828:126039 ref|NP_442349.1 ref|ZP_00108618.1 ref|NP_485732.1 pir||C47017 gb|AAB39998.1 gb|AAG00589.1 ref|ZP_00073334.1 ref|NP_898516.1 ref|NP_681289.1 ref|NP_896041.1

126071:126760 ref|ZP_00073253.1 ref|NP_244402.1

126819:127658 ref|NP_487544.1 ref|NP_213011.1 ref|ZP_00024521.1 ref|ZP_00019097.1 ref|ZP_00082359.1 ref|ZP_00011395.1 ref|NP_773136.1 gb|AAN46193.1 ref|ZP_00084911.1 ref|ZP_00055321.1

127720:128841 ref|ZP_00111827.1 ref|NP_488795.1 ref|NP_442691.1 ref|ZP_00072915.1 ref|NP_923916.1 ref|NP_682835.1 ref|NP_893866.1 ref|NP_896130.1 ref|NP_874422.1 ref|NP_892149.1

129177:129581 ref|NP_441099.1 gb|AAD45940.1 ref|NP_485125.1 gb|AAN71786.1 ref|NP_923987.1

129578:130534 ref|NP_486430.1 ref|ZP_00111915.1 ref|ZP_00074517.1 ref|NP_440827.1 sp|P73467|YC23_SYNY3 gb|AAN71787.1 ref|NP_681255.1 ref|NP_565505.1 ref|NP_654445.1 ref|NP_830334.1

130639:130869 ref|NP_440470.1 ref|ZP_00109746.1 ref|NP_486369.1

131028:132434 ref|NP_441526.1 ref|ZP_00071300.1 ref|ZP_00108830.1 ref|NP_484527.1 ref|NP_681668.1 ref|NP_894036.1 ref|NP_896750.1 ref|NP_874782.1 ref|NP_892509.1 ref|NP_926156.1

132450:132710 ref|NP_360708.1 ref|ZP_00142792.1 ref|NP_440859.1

348 625:1917 ref|NP_486316.1 ref|ZP_00107626.1 ref|ZP_00072389.1 sp|P52311|MTX2_XANOR dbj|BAC81824.1 ref|NP_442141.1 ref|NP_287816.1 gb|AAC97192.1 gb|AAC97190.1 gb|AAG31558.1

1925:2773 ref|NP_489346.1 ref|ZP_00074891.1 ref|NP_441916.1 ref|ZP_00109235.1 ref|NP_682575.1 ref|NP_874876.1 ref|NP_897898.1 ref|NP_895122.1 ref|NP_892602.1 ref|ZP_00044382.1

2807:4108 ref|NP_442119.1 sp|P42784|YPEB_SYNP2 ref|ZP_00073120.1 ref|ZP_00112412.1 ref|NP_487460.1 ref|NP_682397.1 ref|NP_923013.1 ref|ZP_00071626.1 ref|NP_897268.1 ref|NP_486540.1

4414:5406 ref|NP_820586.1 ref|NP_231913.1 ref|NP_797048.1 ref|NP_759337.1 ref|NP_717196.1 ref|ZP_00065223.1 ref|NP_866437.1 ref|ZP_00066325.1 pir||T44958 ref|NP_280769.1

5437:6042 ref|ZP_00073799.1 ref|NP_253884.1 ref|ZP_00089719.1 ref|NP_717866.1 ref|NP_231912.1 ref|ZP_00086457.1 ref|NP_742416.1 ref|NP_790085.1 ref|ZP_00124845.1 ref|ZP_00065224.1

6043:6297 ref|ZP_00073799.1 ref|ZP_00086457.1 ref|NP_790085.1 ref|ZP_00124845.1 ref|NP_253884.1 ref|NP_742416.1 ref|ZP_00089719.1 ref|NP_231912.1 ref|ZP_00065224.1 ref|NP_799683.1

6480:7283 ref|ZP_00017065.1 ref|ZP_00017064.1 ref|NP_559610.1 ref|NP_558555.1 ref|NP_342790.1 ref|NP_344259.1 ref|NP_377571.1 ref|NP_147800.1 ref|NP_377740.1

7342:7671 ref|NP_484619.1

8453:8983 ref|NP_440552.1 dbj|BAB83248.1 gb|AAA91032.1 pdb|1GH0|B sp|P72508|PHCB_SPIPL ref|ZP_00072864.1 emb|CAA70295.1 pdb|1HA7|B ref|NP_682747.1 gb|AAP69765.1

9039:9563 pdb|1GH0|A gb|AAL66232.1 sp|P72509|PHCA_SPIPL emb|CAA70296.1 sp|P08040|PHA2_FREDI emb|CAA30062.1 sp|P07122|PHA1_FREDI dbj|BAB83249.1 gb|AAP43514.1 ref|NP_440551.1

9680:10513 ref|NP_440550.1 dbj|BAB83250.1 ref|ZP_00106784.1 pir||PC1273 pir||A25974 sp|P11401|PYR5_FREDI gb|AAD48442.1 sp|P14880|PYR6_FREDI sp|P11398|PYR1_MASLA ref|NP_484574.1

10598:11503 ref|NP_440549.1 dbj|BAB83251.1 ref|ZP_00106783.1 gb|AAD48443.1 sp|P11398|PYR1_MASLA ref|NP_484574.1 ref|NP_682749.1 pir||C29674 gb|AAC25588.2 sp|P11400|PYR3_FREDI

11561:11818 ref|NP_440548.1 dbj|BAB83252.1 sp|Q44549|FENR_ANAVA ref|NP_488161.1 sp|P21890|FENR_ANASO ref|NP_682750.1 ref|ZP_00109192.1 pir||S30258 sp|P11396|PYS1_MASLA ref|NP_484575.1

11748:12683 ref|NP_441003.1 gb|AAO31689.1 sp|P31967|CPCE_SYNP2 ref|NP_484576.1 ref|ZP_00106781.1 ref|ZP_00072862.1 sp|P07126|CPCE_FREDI pir||S00715 sp|Q52448|CPCE_PSEA9 gb|AAM69288.1

13231:15054 ref|NP_442489.1 ref|NP_484379.1 ref|ZP_00106792.1 ref|ZP_00073179.1 ref|NP_682992.1 ref|NP_925832.1 ref|NP_897571.1 ref|NP_671778.1 ref|NP_488763.1 sp|P56881|SYT_THETH

15127:16014 ref|NP_487938.1 ref|ZP_00107382.1 ref|ZP_00071284.1

15980:17269 ref|ZP_00074590.1 ref|NP_439972.1 gb|AAN85597.1 dbj|BAB79601.1 pir||S52583 sp|P21686|CRTX_PANAN sp|Q01330|CRTX_ERWHE ref|NP_655939.1 ref|NP_831834.1 ref|NP_832551.1

17526:18299 ref|NP_484173.1 gb|AAD30120.2 ref|ZP_00074327.1 ref|ZP_00111698.1 ref|NP_442582.1 ref|NP_927108.1 ref|NP_683213.1 ref|NP_898325.1 ref|NP_895813.1 ref|NP_874544.1

18436:20121 ref|NP_487095.1 ref|ZP_00106536.1 ref|ZP_00072362.1 ref|NP_440700.1 sp|P73349|MUTL_SYNY3 ref|NP_683255.1 gb|AAK31150.1 ref|NP_924225.1 ref|ZP_00009151.1 ref|NP_622976.1

20658:22214 ref|ZP_00110846.1 ref|ZP_00100058.1 ref|ZP_00106972.1 ref|ZP_00110998.1 ref|ZP_00105710.1 ref|ZP_00106477.1 ref|ZP_00107312.1 ref|ZP_00107800.1 ref|ZP_00105989.1 ref|NP_812469.1

22480:23013 ref|NP_440404.1 ref|NP_441385.1 ref|ZP_00111712.1 ref|NP_441063.1

22997:24934 ref|ZP_00109948.1 ref|NP_489305.1 gb|AAN71773.1 ref|NP_681436.1 ref|NP_876187.1 ref|NP_893954.1 ref|NP_896190.1 ref|NP_893751.1 ref|NP_925452.1 dbj|BAB86972.1

25138:26349 ref|NP_488273.1 ref|NP_868574.1 ref|ZP_00097265.1 ref|NP_822606.1 ref|ZP_00074606.1 dbj|BAA31534.2 ref|NP_622984.1 ref|NP_625319.1 ref|ZP_00097934.1 emb|CAA72104.1

26359:26934 ref|NP_781571.1 ref|NP_937717.1 ref|ZP_00108073.1 ref|NP_763047.1 ref|NP_834364.1 pdb|1OCX|A ref|NP_414992.1 ref|NP_752511.1 ref|NP_485054.1 ref|NP_615477.1

27653:28786 ref|NP_488273.1 ref|NP_868574.1 ref|ZP_00097265.1 ref|ZP_00074606.1 dbj|BAA31534.2 ref|NP_822606.1 ref|NP_625319.1 ref|NP_622984.1 dbj|BAA31535.2 ref|ZP_00097934.1

28864:30864 ref|NP_443009.1 ref|ZP_00073557.1 ref|NP_486363.1 ref|ZP_00109989.1 ref|NP_681981.1 dbj|BAA85851.1 ref|NP_924760.1 ref|NP_894528.1 ref|NP_897371.1 ref|NP_893019.1

31449:31853 ref|ZP_00032984.1 ref|NP_746640.1 ref|ZP_00107273.1 ref|NP_297823.1 ref|ZP_00038371.1 ref|NP_665794.1 ref|NP_484798.1 gb|AAK01338.1 ref|NP_486235.1

31979:36451 ref|ZP_00110731.1 ref|NP_487545.1

36504:36770 ref|NP_488538.1 ref|ZP_00073514.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
37014:38444 ref|NP_487448.1 ref|ZP_00112135.1 ref|ZP_00072189.1 ref|NP_681485.1 ref|NP_870422.1 ref|ZP_00015785.1 ref|NP_710516.1 ref|NP_214671.1 ref|NP_302686.1 ref|NP_541303.1

38449:38754 ref|ZP_00072190.1 ref|NP_681484.1 ref|NP_487449.1 ref|NP_710515.1 ref|NP_870423.1 ref|NP_840934.1 ref|ZP_00024853.1 ref|NP_853827.1 ref|NP_214670.1 ref|NP_884729.1

38767:39942 ref|ZP_00112137.1 ref|NP_487450.1 ref|ZP_00072191.1 ref|NP_681483.1 ref|ZP_00015783.1 sp|Q60164|PNAA_RHORU pdb|1PTJ|A ref|NP_894996.1 pdb|1L7D|B ref|ZP_00086682.1

40317:41186 ref|ZP_00073537.1 ref|ZP_00110722.1 ref|NP_391218.1 ref|NP_442706.1 ref|NP_830089.1 ref|NP_489218.1 ref|ZP_00077942.1 ref|NP_927229.1 ref|NP_244195.1 ref|NP_617193.1

41807:43750 ref|NP_442153.1 ref|NP_487601.1 ref|ZP_00072657.1 ref|ZP_00107234.1 ref|NP_681325.1 ref|NP_923827.1 ref|NP_178974.1 ref|NP_914242.1 ref|NP_898471.1 ref|NP_896001.1

43879:45486 ref|NP_691559.1 ref|ZP_00087547.1 ref|ZP_00032614.1 ref|ZP_00064818.1 ref|NP_824557.1 ref|NP_792453.1 ref|NP_851486.1 emb|CAA07757.1 ref|NP_822087.1 gb|EAA51636.1

46198:48252 gb|AAF00964.1 ref|ZP_00111742.1 ref|NP_484449.1 ref|NP_442532.1 ref|ZP_00073517.1 ref|NP_925652.1 ref|ZP_00075479.1

49012:50160 ref|NP_487465.1 ref|ZP_00112407.1 ref|ZP_00073117.1 ref|NP_440248.1 ref|NP_489278.1 ref|ZP_00044774.1 ref|ZP_00119780.1 ref|ZP_00059614.1 ref|NP_827243.1 ref|NP_301671.1

50294:50671 ref|ZP_00107069.1 ref|NP_484149.1 ref|NP_562665.1 ref|ZP_00072663.1 ref|NP_442903.1 ref|NP_348343.1 ref|NP_570902.1 ref|ZP_00061666.1 ref|NP_692422.1 ref|NP_243379.1

50672:51241 ref|NP_439970.1 ref|NP_484150.1 ref|ZP_00107068.1 ref|ZP_00072664.1 gb|AAM82712.1 ref|NP_874858.1 ref|NP_680845.1 ref|NP_897928.1 ref|ZP_00099422.1 ref|NP_924567.1

51284:52339 ref|NP_442572.1 ref|ZP_00070904.1 ref|ZP_00108089.1 ref|NP_484399.1 ref|NP_683215.1 ref|NP_925025.1 ref|NP_896710.1 ref|NP_895330.1 ref|NP_876027.1 ref|NP_565909.1

52340:52777 ref|ZP_00072732.1 ref|NP_488349.1 ref|NP_927336.1

53489:54361 ref|ZP_00111487.1 ref|NP_926467.1 ref|ZP_00108332.1 ref|NP_478315.1 ref|ZP_00107908.1 ref|ZP_00106420.1 ref|ZP_00106076.1 ref|ZP_00110290.1 ref|ZP_00106981.1 ref|ZP_00107212.1

54768:55391 ref|ZP_00106257.1 ref|NP_485574.1 gb|AAC14001.1

55395:56315 ref|ZP_00106256.1 gb|AAM82670.1 ref|NP_487876.1 sp|P39482|DHG1_BACME sp|P40288|DHG_BACME pdb|1GEE|A ref|NP_658746.1 pdb|1G6K|A ref|NP_834419.1 gb|AAG30942.1

56341:59022 ref|ZP_00106248.1 ref|ZP_00073323.1 ref|NP_924114.1 gb|AAP49329.1 ref|ZP_00117418.1 ref|NP_924059.1 ref|ZP_00118915.1 ref|NP_842043.1 ref|ZP_00033488.1 pir||T49425

59313:59840 ref|NP_487939.1 ref|NP_440605.1 ref|NP_682240.1 ref|ZP_00107381.1 ref|NP_927276.1 ref|NP_248141.1 ref|NP_143435.1 ref|NP_579319.1 ref|NP_953064.1 ref|NP_214000.1

60347:61027 ref|NP_767413.1 ref|NP_900834.1 ref|NP_637681.1 ref|NP_518728.1 ref|ZP_00005163.1 ref|NP_642775.1 ref|NP_641634.1 ref|ZP_00011820.1 ref|NP_354852.1 ref|NP_774499.1

60982:61503 ref|NP_441555.1 ref|NP_484793.1 ref|NP_484678.1 ref|ZP_00112475.1 ref|NP_485165.1 ref|NP_683162.1 ref|NP_923636.1 ref|ZP_00109508.1 ref|NP_927160.1 ref|NP_478235.1

62782:64203 ref|ZP_00071394.1 ref|ZP_00072417.1 ref|ZP_00071794.1

64118:69190 ref|NP_924007.1 ref|NP_925172.1 ref|NP_926535.1 ref|NP_924835.1 ref|NP_683142.1 ref|NP_926605.1 ref|NP_682875.1 ref|NP_925841.1 ref|ZP_00109827.1 ref|NP_487878.1

69242:70390 ref|ZP_00071395.1 ref|ZP_00072418.1 ref|ZP_00071795.1 ref|NP_490339.1 ref|ZP_00110226.1 ref|ZP_00109550.1

70570:70974 ref|NP_488744.1

72163:72483 ref|NP_766657.1 ref|NP_768757.1 ref|ZP_00128807.1 ref|NP_768382.1 ref|ZP_00028647.1 gb|AAR25043.1 ref|NP_906534.1 emb|CAA05034.1 ref|NP_768182.1 ref|NP_535081.1

72653:73300 ref|NP_441355.1 ref|NP_951110.1 ref|NP_387207.1 ref|NP_768183.1 ref|NP_766658.1 ref|NP_768248.1 ref|NP_906534.1 emb|CAA05034.1 ref|NP_770536.1 ref|ZP_00028648.1

73339:76971 ref|NP_617481.1 ref|NP_617428.1 ref|ZP_00077115.1 ref|ZP_00110163.1 ref|ZP_00106355.1 ref|NP_484708.1 ref|ZP_00110817.1 ref|NP_486164.1 ref|NP_484802.1 ref|NP_488874.1

77037:80600 ref|NP_942474.1 ref|NP_942533.1 ref|ZP_00073042.1 ref|NP_863646.1

81536:82150 ref|NP_487262.1 ref|NP_942261.1 ref|NP_942479.1 ref|NP_942536.1 ref|NP_923095.1 ref|NP_442781.1 ref|NP_942222.1 ref|NP_892172.1 ref|NP_295408.1 ref|ZP_00109013.1

82201:82482 ref|ZP_00073943.1 emb|CAE11912.2

82466:83284 ref|ZP_00034794.1 ref|NP_867877.1 ref|ZP_00067070.1

83256:83897 ref|ZP_00123780.1

83855:84400 ref|ZP_00126604.1 ref|ZP_00126603.1 ref|NP_865504.1 ref|NP_346672.1 sp|Q9ZNJ8|DCD_CLOHI ref|ZP_00118197.1 ref|NP_710253.1

84405:84923 ref|ZP_00126603.1 sp|Q9ZNJ8|DCD_CLOHI ref|ZP_00118197.1 ref|NP_346672.1 ref|NP_710253.1 ref|NP_865504.1 ref|ZP_00126604.1 ref|NP_214104.1 ref|NP_602041.1 ref|NP_627870.1

84930:86042 ref|ZP_00123783.1

86026:86925 ref|NP_106005.1 ref|ZP_00109353.1 ref|NP_693847.1 gb|AAD12946.1 ref|NP_126841.1 gb|AAM27841.1 ref|NP_711816.1 ref|NP_578498.1

87123:89234 ref|ZP_00123784.1 ref|NP_347437.1

89140:90009 ref|NP_782246.1 ref|ZP_00045857.1 gb|AAL91480.1 ref|NP_657558.1

91168:92310 ref|ZP_00080776.1 ref|NP_951551.1 ref|NP_867014.1 ref|NP_043131.1 ref|NP_874271.1 ref|ZP_00126846.1 ref|NP_829187.1 pir||I40587 ref|NP_865348.1

92680:93138 ref|NP_486459.1 ref|NP_441289.1 ref|NP_924615.1 ref|NP_441038.1 ref|NP_490181.1 ref|ZP_00112310.1

95782:99108 ref|ZP_00111530.1 ref|NP_478459.1 ref|ZP_00110457.1 emb|CAA44853.2 pir||S43878 ref|NP_542915.1 ref|NP_863125.1 gb|AAP57243.1 ref|NP_511201.1 gb|AAD27542.1

99433:101310 ref|ZP_00138952.1 ref|NP_250018.1 ref|NP_419363.1 ref|NP_604177.1 ref|NP_618219.1 ref|NP_792286.1 ref|NP_865995.1 ref|NP_443847.1 ref|ZP_00124024.1 emb|CAD31548.1

101395:102594 ref|ZP_00108496.1 ref|NP_486546.1 ref|ZP_00072774.1

103159:103815 ref|NP_925190.1 ref|NP_484328.1 ref|NP_486164.1

103852:104172 ref|NP_766657.1 ref|NP_768757.1 ref|ZP_00128807.1 ref|NP_768382.1 ref|ZP_00028647.1 gb|AAR25043.1 ref|NP_906534.1 emb|CAA05034.1 ref|NP_768182.1 ref|NP_535081.1

349 597:1148 ref|NP_862567.1

2033:2644 ref|NP_710164.1 ref|NP_861566.1

2557:3087 ref|NP_040408.1 pir||JC4727 gb|AAA69498.1 ref|NP_604399.1 pir||S04790 emb|CAA71435.1 sp|P13658|MBEA_ECOLI gb|AAC98398.1 ref|NP_604403.1 ref|NP_203138.1

4419:5057 gb|AAA17517.1 ref|NP_942293.1 ref|NP_942502.1 ref|NP_942166.1 ref|NP_942552.1 ref|ZP_00110222.1 ref|NP_897237.1 ref|NP_923939.1 ref|NP_897439.1 ref|ZP_00046512.1

5326:5877 ref|NP_862567.1

8406:8885 ref|NP_069432.1 ref|NP_486844.1 ref|NP_147107.1 ref|NP_442695.1 ref|NP_923562.1 ref|NP_147579.1

350 0.27291667 ref|NP_441830.1 ref|NP_485993.1 ref|NP_875750.1 ref|NP_894183.1 ref|NP_893402.1 ref|NP_897710.1 ref|NP_043231.1 ref|NP_053962.1 ref|NP_777403.1 ref|NP_680831.1

230:739 ref|ZP_00071677.1 ref|NP_485994.1 ref|NP_680830.1 ref|ZP_00106988.1 ref|NP_925583.1 ref|NP_441831.1

863:2053 ref|NP_440500.1 emb|CAE01996.2

2094:2585 ref|ZP_00107483.1 ref|ZP_00072612.1 ref|NP_682452.1

2576:3085 ref|ZP_00071087.1 ref|ZP_00109375.1 ref|NP_923555.1 ref|NP_927296.1 ref|NP_487089.1 ref|NP_682186.1

3939:5858 ref|NP_925069.1 ref|NP_714641.1 ref|NP_561300.1 ref|NP_712179.1 ref|NP_781821.1 ref|NP_780940.1 ref|NP_827747.1 ref|NP_347076.1 ref|ZP_00065781.1 ref|NP_266261.1

6274:7569 ref|NP_486745.1 ref|NP_442347.1 ref|ZP_00106333.1 ref|NP_682857.1 ref|NP_927096.1 ref|ZP_00072896.1 ref|NP_895435.1 ref|NP_896408.1 ref|NP_874482.1 ref|NP_892196.1

7680:8582 ref|NP_440358.1 ref|NP_925919.1 ref|ZP_00105905.1 ref|NP_488651.1

8619:10106 ref|ZP_00023729.1 ref|NP_485673.1 ref|NP_440834.1 gb|AAD47994.1 ref|NP_640050.1 ref|ZP_00008287.1 gb|AAM08007.1 ref|ZP_00107699.1 ref|NP_354175.1 ref|NP_531853.1

10216:10644 ref|NP_441782.1 sp|P74367|PS11_SYNY3 ref|ZP_00072822.1 ref|NP_485301.1 ref|NP_683253.1 ref|ZP_00107253.1 ref|NP_897863.1 ref|NP_892625.1 ref|NP_895088.1 ref|NP_874900.1

11796:13859 ref|NP_442460.1 sp|P31971|NU5C_SYNP2 ref|NP_487996.1 ref|ZP_00107266.1 ref|ZP_00071531.1 ref|NP_681509.1 ref|NP_898351.1 gb|AAG59992.1 ref|NP_895834.1 ref|NP_874566.1

13911:16055 ref|NP_441027.1 ref|ZP_00128893.1 ref|NP_869002.1 ref|NP_733663.1 ref|NP_823999.1 ref|NP_854079.1 ref|NP_214922.1 ref|ZP_00122327.1 ref|NP_249526.1 ref|NP_439359.1

16226:16516 ref|NP_487891.1 ref|ZP_00111453.1 ref|NP_682654.1

17889:18680 ref|NP_442352.1 ref|ZP_00109763.1 ref|NP_486808.1 ref|ZP_00072554.1 ref|NP_895923.1 ref|NP_484477.1 ref|NP_898424.1 ref|NP_681295.1 ref|ZP_00106352.1 ref|ZP_00071773.1

18792:19076 ref|NP_440852.1 ref|NP_488913.1 ref|NP_487900.1 ref|NP_681697.1 ref|ZP_00107738.1 ref|NP_442889.1 ref|ZP_00073949.1 ref|NP_898399.1 ref|NP_926629.1 ref|ZP_00071904.1

19049:20038 ref|NP_440853.1 ref|ZP_00073950.1 ref|ZP_00111462.1 ref|NP_487899.1 ref|NP_681698.1 sp|O32463|GSHB_SYNP7 pir||JC4291 emb|CAA83242.1 ref|NP_926628.1 ref|NP_820852.1

20039:20371 ref|NP_442291.1 ref|ZP_00072807.1 ref|NP_488548.1 ref|NP_682227.1 emb|CAE03987.1 ref|NP_924822.1 ref|NP_194014.2 ref|NP_897381.1 ref|NP_894521.1 ref|NP_893022.1

20560:20895 ref|ZP_00072806.1 ref|ZP_00108226.1 ref|NP_488547.1 ref|NP_442290.1 ref|NP_926971.1 ref|NP_564831.2 ref|NP_683074.1 pir||E96667 ref|NP_875322.1 ref|NP_894520.1

20948:21283 ref|ZP_00106684.1 ref|NP_484588.1

21372:22628 ref|NP_485026.1 ref|ZP_00106685.1 ref|NP_640460.1 sp|Q99132|PRT1_ERWCA ref|NP_635471.1 ref|NP_885103.1 ref|NP_626768.1 ref|NP_826777.1 ref|NP_792966.1 ref|NP_928682.1

23270:23989 ref|NP_442533.1 ref|ZP_00112138.1 ref|NP_487451.1 ref|ZP_00072192.1 ref|NP_681594.1 ref|NP_927192.1

24142:25002 ref|NP_440211.1 ref|ZP_00110524.1 ref|ZP_00072510.1 ref|NP_487729.1 ref|NP_682404.1 pir||D96761 gb|AAO22674.1 ref|NP_565065.1 ref|NP_849881.1

24974:26422 ref|NP_439994.1 ref|NP_487730.1 ref|ZP_00110525.1 ref|ZP_00072506.1 ref|NP_896076.1 ref|NP_876260.1 ref|NP_898592.1 ref|NP_923765.1

26415:26792 ref|ZP_00108263.1 ref|NP_485059.1 ref|NP_293966.1 ref|ZP_00016493.1 ref|NP_925708.1 ref|NP_656694.1

26783:28867 ref|NP_440070.1 ref|NP_894686.1 ref|NP_925850.1 ref|NP_485456.1 ref|NP_442698.1 ref|ZP_00109363.1 gb|AAK40245.1 ref|NP_440494.1 ref|NP_681936.1 ref|ZP_00072283.1

28987:31320 ref|ZP_00108020.1 ref|NP_487437.1 ref|ZP_00071351.1 ref|NP_142107.1 ref|NP_577772.1 ref|NP_279426.1 ref|NP_125790.1 gb|AAA81512.1 ref|NP_147390.1 sp|P46893|PPSA_STAMA

31322:31753 ref|ZP_00109252.1 ref|NP_488962.1 ref|ZP_00072544.1 ref|NP_824105.1

31726:32376 ref|NP_193979.1 ref|NP_193981.1 ref|XP_320830.1 ref|NP_597834.1 gb|EAA50503.1 pir||KNMU ref|NP_188330.1 ref|NP_501391.1 pir||T32734 gb|AAK14819.1

31780:32235 sp|Q06852|SLP1_CLOTM gb|AAC99803.1 sp|P17437|XP2_XENLA pir||SKXLAG gb|AAD53534.1 ref|NP_180411.1 ref|XP_147063.2 ref|ZP_00061708.1

32534:34579 ref|ZP_00074057.1 ref|ZP_00109253.1 ref|NP_488959.1 ref|NP_824106.1 ref|NP_824102.1 ref|NP_488951.1 ref|NP_941648.1 ref|NP_921528.1 ref|NP_126901.1

34580:34792 ref|NP_488894.1 ref|NP_484603.1 ref|NP_442704.1 ref|NP_488404.1 ref|NP_441303.1 ref|ZP_00106103.1 ref|NP_442502.1 ref|NP_485963.1 ref|NP_442596.1 ref|NP_924312.1

34793:35269 ref|NP_484603.1 ref|NP_442596.1 ref|NP_440930.1 ref|NP_486315.1 ref|NP_488894.1 ref|ZP_00111291.1 ref|NP_488404.1 ref|NP_442704.1 ref|NP_486143.1 gb|AAF00965.1

35242:35640 ref|ZP_00072435.1 ref|ZP_00108993.1 ref|ZP_00072737.1 gb|AAC97588.1 ref|NP_484062.1 ref|ZP_00074645.1 ref|NP_484407.1

35606:36223 gb|AAC97588.1 gb|AAC97587.1 ref|NP_484063.1 ref|NP_484406.1 ref|ZP_00105796.1 gb|AAD37358.1 emb|CAB43595.1 emb|CAB43594.1 ref|NP_049148.1 ref|ZP_00088588.1

37534:38313 ref|ZP_00108172.1

38393:39469 ref|ZP_00110151.1 ref|NP_488146.1 ref|ZP_00072229.1 ref|ZP_00056664.1 ref|ZP_00056637.1 ref|ZP_00018213.1 ref|NP_819848.1 ref|NP_539337.1 ref|NP_698592.1 ref|ZP_00056571.1

39508:40713 ref|ZP_00109519.1 ref|NP_488132.1

40831:42000 ref|ZP_00065603.1 ref|NP_747070.1 ref|ZP_00126750.1 ref|NP_790232.1 ref|ZP_00089225.1 ref|NP_249237.1 ref|ZP_00085440.1 ref|NP_641165.1 ref|NP_636152.1 ref|NP_716558.1

41050:41427 gb|EAA20332.1

42139:43506 ref|NP_485413.1 ref|ZP_00111115.1 ref|ZP_00108119.1 ref|ZP_00109299.1 ref|NP_484480.1 ref|NP_683192.1 ref|NP_683212.1 ref|NP_441177.1 ref|NP_442834.1 ref|NP_894965.1

43528:44028 ref|ZP_00111667.1 ref|NP_484772.1 ref|NP_487801.1 ref|ZP_00108815.1 ref|NP_924600.1

44309:44929 ref|ZP_00141249.1 ref|NP_253486.1 ref|NP_819420.1 sp|Q45133|GRPB_BACPF ref|NP_390248.1 ref|NP_658137.1 ref|NP_833816.1 ref|NP_814658.1 gb|AAL24531.1 ref|NP_832415.1

45003:45716 ref|ZP_00108171.1 ref|NP_489100.1 ref|NP_490208.1 ref|NP_488884.1 ref|NP_925917.1 ref|NP_484178.1 ref|ZP_00107199.1 ref|ZP_00110536.1 ref|NP_442371.1 ref|NP_924062.1

45628:48201 ref|NP_486135.1 ref|ZP_00078705.1 ref|NP_632542.1 ref|NP_615176.1 ref|NP_489213.1 ref|NP_616258.1 ref|NP_615516.1 ref|NP_616206.1 ref|NP_615719.1 ref|NP_632192.1

48202:50856 ref|ZP_00108361.1 ref|ZP_00138456.1 ref|NP_249552.1 ref|ZP_00085981.1 ref|NP_743917.1 ref|NP_104335.1 ref|ZP_00127469.1 ref|NP_791562.1 ref|ZP_00138770.1 ref|NP_249872.1

51100:52089 gb|AAF44655.1 ref|NP_486300.1 ref|ZP_00106766.1 ref|ZP_00109587.1 ref|NP_923604.1 ref|NP_924294.1 ref|ZP_00107501.1 ref|ZP_00066330.1 ref|NP_214252.1 ref|ZP_00079815.1

52066:52932 ref|NP_923605.1 ref|ZP_00106765.1 ref|NP_486301.1

53275:55752 ref|NP_484328.1 ref|NP_484327.1 ref|NP_925190.1 ref|NP_486164.1 ref|NP_924576.1 ref|NP_923671.1 ref|NP_926607.1 ref|ZP_00075051.1 ref|ZP_00106767.1 gb|AAF44654.1

55736:56923 ref|NP_490417.1 ref|NP_487621.1 ref|NP_485419.1 ref|ZP_00109006.1 ref|NP_926610.1 ref|NP_923166.1 ref|NP_923669.1 ref|NP_682770.1

56917:58113 ref|NP_490418.1 ref|NP_487620.1 ref|NP_923167.1 ref|NP_926609.1 ref|NP_923670.1 ref|ZP_00109005.1 ref|NP_485420.1 ref|NP_682769.1

58143:59561 ref|ZP_00112087.1 ref|NP_485646.1 ref|ZP_00072726.1 ref|NP_440329.1 ref|NP_682243.1 ref|NP_925735.1 ref|NP_568129.1 gb|AAM61083.1 dbj|BAC43704.1 dbj|BAB08616.1

59538:60089 ref|NP_440328.1 ref|ZP_00109597.1 ref|NP_487875.1 ref|ZP_00108718.1 ref|NP_898614.1 ref|ZP_00109400.1 ref|NP_485012.1 ref|ZP_00107834.1 ref|ZP_00109096.1

60231:60590 ref|ZP_00108101.1 ref|NP_484843.1 ref|ZP_00071964.1 ref|NP_834462.1 ref|NP_390824.1 ref|NP_658794.1 ref|ZP_00019666.1 ref|NP_470377.1 ref|NP_243888.1 ref|NP_464573.1

60659:61003 ref|NP_439938.1 ref|NP_484844.1 ref|ZP_00108100.1 ref|NP_681283.1 ref|NP_050669.1 ref|NP_053957.1 ref|ZP_00071963.1 ref|NP_043620.1 ref|NP_043233.1 ref|NP_849008.1

61119:62633 ref|ZP_00073426.1 ref|ZP_00112050.1 ref|NP_488115.1 ref|NP_439939.1 ref|NP_682030.1 ref|NP_924395.1 ref|NP_895552.1 ref|NP_898150.1 ref|NP_876109.1 ref|NP_893681.1

62612:63595 ref|NP_484078.1 ref|ZP_00106232.1 ref|ZP_00071895.1 ref|NP_442179.1 ref|NP_681964.1 ref|NP_874594.1 ref|NP_898395.1 ref|NP_892296.1 ref|NP_895883.1

63789:65150 ref|NP_484079.1 ref|ZP_00106233.1 ref|ZP_00071894.1 ref|NP_442252.1 ref|NP_682011.1 ref|ZP_00069543.1 ref|NP_465197.1 ref|NP_471116.1 ref|ZP_00019634.1 ref|NP_693243.1

65237:65542 pir||JA0098 ref|NP_895256.1 sp|Q51577|FER1_PLEBO ref|NP_896630.1 sp|P15788|FER_SYNP4 sp|P00248|FER_MASLA prf||0512263A pir||FEMW ref|NP_875825.1 ref|NP_893469.1

66547:71610 ref|NP_440276.1 pir||A47026 ref|NP_864660.1 ref|ZP_00065706.1 ref|ZP_00110822.1 ref|NP_484320.1 ref|NP_927023.1 ref|NP_440275.1 ref|NP_252598.1 ref|ZP_00017299.1

72263:73612 ref|NP_442685.1 ref|ZP_00072043.1 ref|NP_697261.1 ref|NP_540640.1 ref|NP_111279.1 ref|NP_622962.1 ref|NP_394238.1 sp|O74024|DHE3_THEPR ref|NP_622831.1 ref|NP_111278.1

73732:74034 ref|NP_488178.1 ref|ZP_00106344.1

73958:74257 ref|NP_488859.1

74297:74815 ref|NP_441065.1 ref|ZP_00111712.1 ref|NP_441063.1 ref|NP_441064.1 ref|NP_441066.1 ref|NP_440404.1 ref|NP_440704.1

74764:75657 ref|NP_486387.1 ref|ZP_00108078.1 ref|ZP_00071912.1 ref|NP_440855.1 ref|NP_683247.1 ref|NP_897091.1 ref|NP_662724.1 ref|NP_894238.1 ref|NP_875445.1 ref|ZP_00019849.1

75706:76839 ref|NP_443014.1 ref|NP_488225.1 ref|ZP_00074156.1 ref|NP_680939.1 ref|NP_927367.1 ref|NP_191850.2 ref|NP_898187.1 ref|NP_895588.1 ref|NP_893646.1 pir||T48080

76840:77235 ref|ZP_00109230.1 ref|NP_486114.1 ref|NP_926854.1 ref|NP_682488.1

77334:80033 ref|NP_486463.1 ref|ZP_00106776.1 ref|NP_925767.1 ref|ZP_00111547.1 ref|ZP_00107224.1 ref|NP_486840.1 ref|ZP_00108533.1 ref|NP_617154.1 ref|ZP_00110089.1 ref|NP_927297.1

80353:82512 ref|ZP_00108145.1 ref|ZP_00071150.1 ref|NP_216080.1 dbj|BAA94842.1 ref|ZP_00059495.1 ref|NP_738620.1 gb|AAR83844.1 ref|NP_601306.1 ref|NP_631392.1 emb|CAB40107.1

82534:83805 ref|NP_559187.1 ref|NP_376278.1 ref|NP_343940.1 ref|NP_142946.1 ref|NP_579471.1 ref|NP_228202.1 gb|AAF22230.1 pir||T00130 gb|EAA48537.1 ref|XP_329918.1

83774:84463 ref|NP_559186.1

84552:86102 ref|NP_484210.1 ref|ZP_00106731.1 sp|P49381|TREA_KLULA ref|XP_323561.1 sp|O42783|TREB_NEUCR ref|NP_010284.1 emb|CAA46718.1 ref|NP_595086.1 gb|AAM92145.1 gb|AAM92143.1

86194:89037 ref|ZP_00106730.1 ref|NP_484211.1 ref|ZP_00080371.1 ref|NP_953407.1 ref|ZP_00018423.1 ref|NP_294186.1 ref|NP_773411.1 ref|ZP_00008468.1 ref|NP_948985.1 ref|ZP_00117917.1

89095:90930 ref|ZP_00106729.1 ref|NP_484212.1 ref|NP_953405.1 ref|ZP_00080370.1 ref|ZP_00018425.1 ref|NP_343482.1 pdb|1EHA|A dbj|BAA11010.1 pir||JC5135 gb|AAF17553.1

91048:91536 ref|ZP_00106599.1 ref|ZP_00107331.1 ref|NP_441461.1 ref|NP_440704.1 ref|NP_441462.1 ref|NP_441064.1 ref|NP_924427.1 ref|NP_442702.1 ref|NP_441074.1 ref|NP_441063.1

91581:92063 ref|ZP_00108001.1 ref|ZP_00111547.1 ref|ZP_00106776.1 ref|NP_486840.1 ref|NP_927297.1 ref|NP_487506.1 ref|NP_925601.1 ref|ZP_00110089.1 ref|NP_927302.1 ref|NP_484073.1

94104:94415 ref|NP_942543.1 ref|ZP_00108753.1 ref|ZP_00106836.1 ref|NP_948470.1 ref|NP_889696.1 ref|NP_384873.1 ref|ZP_00091911.1 ref|NP_885039.1

94453:94911 ref|NP_942544.1 ref|ZP_00091912.1

95128:95583 ref|NP_490108.1 pir||JQ1940 gb|AAD47598.1 ref|NP_441263.1 ref|NP_441049.1 ref|NP_442517.1 gb|AAB72024.1 gb|AAD47597.1 ref|NP_441911.1 ref|NP_440774.1

95508:95978 ref|NP_484059.1 ref|NP_486732.1 ref|ZP_00108130.1 ref|NP_490131.1 ref|ZP_00110853.1 ref|NP_440682.1 ref|NP_617734.1 ref|NP_440774.1 gb|AAB72024.1 ref|NP_441911.1

95950:96381 ref|ZP_00111188.1 ref|NP_490355.1 ref|ZP_00111506.1 ref|NP_478671.1 ref|ZP_00052944.1 ref|ZP_00106749.1 gb|AAR16522.1

96326:96976 ref|NP_478671.1 ref|ZP_00111189.1 ref|ZP_00111507.1 ref|NP_490355.1 ref|ZP_00106749.1 gb|AAR16522.1 ref|ZP_00052944.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
97005:97403 ref|ZP_00072435.1 ref|ZP_00108993.1 ref|ZP_00072737.1 gb|AAC97588.1 ref|NP_484062.1 ref|ZP_00074645.1 ref|NP_484407.1

97369:97986 gb|AAC97588.1 gb|AAC97587.1 ref|NP_484063.1 ref|NP_484406.1 ref|ZP_00105796.1 gb|AAD37358.1 emb|CAB43595.1 emb|CAB43594.1 ref|NP_049148.1 ref|ZP_00088588.1

98597:98881 ref|NP_579051.1

99609:101648 ref|NP_440007.1 ref|ZP_00111644.1 ref|ZP_00073906.1 ref|NP_487551.1 gb|AAM18355.1 ref|NP_681227.1 ref|NP_895244.1 ref|NP_054002.1 ref|NP_923001.1 ref|NP_896646.1

101640:102014 ref|ZP_00073905.1 ref|NP_484355.1

102240:103253 ref|ZP_00107059.1 ref|NP_488710.1 ref|NP_442534.1 ref|NP_682336.1 sp|Q59988|KPRS_SYNP7 ref|ZP_00072769.1 ref|NP_923847.1 ref|NP_897059.1 ref|NP_850244.1 ref|NP_181082.1

103697:104977 ref|NP_489143.1 ref|ZP_00073831.1 ref|ZP_00106298.1 ref|NP_442513.1 ref|NP_682892.1 ref|NP_898238.1 ref|NP_876046.1 ref|NP_895618.1 ref|NP_893617.1 ref|NP_710957.1

105012:105317 ref|ZP_00071279.1

105753:106949 ref|ZP_00071640.1 ref|ZP_00110589.1 ref|NP_486799.1 ref|NP_681397.1 ref|NP_440933.1 ref|NP_896718.1 ref|NP_876021.1 ref|NP_895324.1 ref|NP_893593.1 ref|ZP_00108234.1

106970:108256 ref|NP_485069.1 ref|ZP_00072961.1 ref|NP_441219.1 ref|NP_680981.1 ref|ZP_00111127.1 ref|NP_924020.1 ref|NP_562834.1 ref|ZP_00061640.1 ref|NP_349013.1 ref|NP_622436.1

108316:109059 ref|ZP_00108888.1 ref|NP_487162.1 ref|ZP_00072741.1 gb|AAC18974.1 ref|NP_442874.1 ref|NP_680843.1 gb|AAF04331.1 gb|AAQ95739.1 ref|NP_924665.1 ref|NP_200240.1

109127:110527 ref|NP_487163.1 ref|NP_441296.1 ref|ZP_00108889.1 ref|ZP_00072742.1 gb|AAC18975.1 ref|NP_681472.1 gb|AAF04332.1 ref|NP_924967.1 ref|NP_053973.1 gb|AAR87329.1

110546:112057 ref|NP_488324.1 ref|ZP_00112423.1 ref|NP_441748.1 ref|NP_680806.1 ref|NP_926635.1 ref|NP_896322.1 ref|NP_892399.1 gb|AAC12875.1 ref|NP_895705.1 ref|NP_874706.1

112058:113524 ref|NP_442292.1 ref|NP_488325.1 ref|ZP_00112424.1 ref|ZP_00072955.1 gb|AAC12874.1 ref|NP_680807.1 dbj|BAC83625.1 ref|NP_565734.1 pir||C84728 emb|CAD98492.1

113615:114001 ref|ZP_00106791.1 ref|NP_484378.1 ref|ZP_00072565.1 ref|NP_441273.1 gb|AAN46160.1 ref|NP_682490.1 ref|NP_897570.1

114032:114481 ref|ZP_00106790.1 ref|NP_441155.1 ref|ZP_00072566.1 ref|NP_682491.1 ref|NP_484377.1 gb|AAN46161.1

114600:115397 ref|NP_440349.1 ref|NP_488055.1 ref|NP_682235.1 ref|ZP_00074951.1 ref|NP_924756.1 ref|ZP_00106826.1 ref|NP_441481.1 ref|ZP_00109297.1 emb|CAE01691.2 ref|NP_173410.1

115463:118096 ref|NP_440348.1 ref|NP_484970.1 ref|ZP_00111302.1 ref|NP_681138.1 ref|ZP_00071807.1 ref|NP_486202.1 ref|ZP_00106608.1 ref|NP_681359.1 ref|NP_440519.1 ref|NP_442716.1

118199:118780 ref|NP_440347.1 ref|NP_484971.1 ref|ZP_00111301.1 ref|ZP_00071806.1 ref|NP_681137.1

118762:119151 ref|NP_440346.1 ref|NP_681136.1 ref|NP_484972.1 ref|ZP_00111300.1 ref|ZP_00071805.1 ref|NP_683228.1 ref|NP_681361.1 ref|NP_486204.1 ref|ZP_00106606.1 ref|ZP_00109333.1

119261:120490 ref|ZP_00111299.1 ref|ZP_00071804.1 ref|NP_484973.1 ref|NP_440345.1 ref|NP_681135.1 ref|NP_681816.1 ref|NP_485115.1 ref|ZP_00110370.1 ref|NP_442719.1 ref|ZP_00106605.1

120769:122409 ref|NP_440174.1 ref|ZP_00111298.1 ref|NP_484974.1 ref|ZP_00071803.1 ref|NP_683151.1 ref|XP_230851.2 gb|AAH64474.1 ref|XP_131052.3 gb|AAH42459.1 sp|P59242|CING_MOUSE

122419:122973 ref|NP_486802.1 ref|ZP_00110526.1 ref|ZP_00071836.1 ref|NP_441056.1 ref|NP_681883.1 ref|NP_927362.1 ref|NP_043215.1 ref|NP_897582.1

122970:124106 ref|NP_487253.1 ref|ZP_00110766.1 ref|ZP_00071569.1 ref|NP_440533.1 ref|NP_682060.1 ref|NP_926762.1 ref|NP_894495.1 ref|NP_897407.1 emb|CAA74753.1 ref|NP_193348.1

124213:124683 ref|NP_442246.1 ref|NP_488159.1 ref|ZP_00108636.1 ref|ZP_00106619.1 ref|NP_484848.1 ref|ZP_00072434.1 ref|NP_682760.1 ref|ZP_00073519.1

124862:125752 ref|NP_488594.1 ref|ZP_00110967.1 gb|AAM82720.1 ref|NP_681886.1 ref|NP_926525.1 ref|NP_898292.1 ref|NP_893997.1 ref|NP_892227.1 ref|NP_874521.1 ref|NP_058916.1

126071:127906 ref|ZP_00111799.1 ref|NP_486090.1 ref|ZP_00109400.1 ref|ZP_00108643.1 ref|NP_485012.1 ref|ZP_00073997.1 ref|NP_682507.1 ref|NP_923831.1 ref|ZP_00107833.1 ref|NP_441333.1

127956:128651 ref|NP_489369.1 ref|ZP_00107824.1 ref|ZP_00112037.1 ref|NP_487625.1

128989:130011 ref|NP_442894.1 ref|ZP_00110817.1 ref|ZP_00110163.1 ref|ZP_00112115.1 ref|NP_484482.1 ref|ZP_00110089.1 ref|NP_927302.1 ref|ZP_00108001.1 gb|AAL37301.1 ref|NP_924911.1

130043:130576 ref|ZP_00071200.1 ref|ZP_00108099.1 ref|NP_562853.1 ref|NP_348890.1 ref|ZP_00061363.1 ref|NP_834112.1 ref|NP_658434.1 ref|NP_213302.1 ref|NP_622822.1 ref|ZP_00098080.1

130633:131772 ref|NP_485136.1 ref|ZP_00108098.1 ref|NP_683066.1 ref|NP_895112.1 ref|NP_897886.1 ref|NP_874882.1 ref|NP_443064.1 ref|NP_892608.1 ref|NP_488762.1 ref|ZP_00072469.1

131906:132214 ref|NP_922982.1 ref|NP_484782.1 ref|ZP_00118112.1

351 4134:4898 ref|ZP_00108868.1 ref|ZP_00106079.1 ref|ZP_00107975.1 gb|AAR11882.1 ref|ZP_00022470.1 ref|NP_738370.1 ref|NP_737267.1 ref|NP_736651.1 ref|NP_702933.1 ref|NP_737023.1

8696:9604 ref|NP_485195.1 ref|ZP_00105689.1 ref|NP_442941.1 ref|ZP_00110687.1 gb|AAR30096.1 ref|NP_781086.1 ref|ZP_00061136.1 ref|NP_757511.1 emb|CAB46541.1 ref|ZP_00001747.1

9660:9944 ref|ZP_00110215.1 ref|NP_489125.1

9986:11485 ref|ZP_00106702.1 ref|NP_489163.1 ref|ZP_00072072.1 ref|NP_440160.1 ref|NP_681023.1 ref|NP_925820.1 ref|NP_895550.1 ref|NP_898148.1 ref|NP_893683.1 ref|NP_876111.1

11585:13747 ref|NP_440082.1 ref|NP_441507.1 ref|ZP_00111843.1 ref|NP_485218.1 ref|NP_953065.1 ref|NP_953093.1 ref|NP_951533.1 ref|ZP_00060071.1 ref|ZP_00080165.1 ref|ZP_00080135.1

13737:16328 ref|NP_440081.1 ref|NP_485218.1 ref|NP_681416.1 ref|NP_951533.1 ref|NP_953065.1 ref|ZP_00080165.1 ref|ZP_00111843.1 ref|NP_953093.1 ref|ZP_00080135.1 ref|ZP_00034273.1

16572:18122 ref|ZP_00072585.1 ref|NP_661349.1

18151:19281 gb|AAR05652.1 ref|NP_051648.1 ref|NP_051634.1 ref|NP_293868.1 ref|NP_051561.1 ref|NP_051664.1 ref|NP_051594.1 ref|NP_294920.1 ref|NP_051699.1 gb|AAN34371.1

19438:20868 ref|ZP_00111119.1 ref|NP_485278.1 ref|NP_442454.1 ref|ZP_00058755.1 ref|NP_215779.1 ref|ZP_00131021.1 ref|NP_794279.1 ref|NP_828521.1 ref|NP_216879.1 ref|ZP_00012506.1

20925:22775 ref|NP_440626.1 ref|NP_486018.1 ref|ZP_00072314.1 ref|ZP_00107041.1 ref|NP_681349.1 ref|NP_925814.1 ref|NP_895022.1 ref|NP_897634.1 ref|NP_892679.1 ref|NP_874956.1

22865:24178 ref|NP_680955.1 ref|NP_925392.1 ref|NP_484176.1 ref|ZP_00106401.1 ref|NP_420188.1 ref|NP_244772.1 ref|NP_823389.1 ref|NP_630162.1 ref|NP_868599.1 ref|NP_626172.1

24188:24781 ref|NP_926813.1 emb|CAD55614.1 ref|NP_698191.1 ref|NP_539720.1 ref|ZP_00023179.1 ref|ZP_00029674.1 ref|ZP_00083127.1 ref|NP_902709.1 ref|NP_767958.1 ref|NP_520210.1

24786:25448 ref|NP_295933.1 dbj|BAB17605.1 ref|NP_874815.1 ref|NP_894101.1 ref|NP_897772.1 ref|NP_892540.1 ref|NP_458184.1 ref|NP_462643.1 ref|NP_290231.1 ref|NP_756338.1

25545:26789 ref|NP_486816.1 ref|ZP_00074203.1 dbj|BAA77712.1 ref|NP_440261.1 emb|CAB45540.1 ref|NP_578975.1 emb|CAD47921.1 ref|NP_143245.1 ref|NP_126465.1 gb|AAR38102.1

26878:27090 ref|ZP_00072441.1

27242:28645 ref|ZP_00108280.1 ref|NP_488726.1 ref|NP_488873.1 ref|NP_487786.1 ref|ZP_00111619.1 ref|ZP_00109203.1 ref|ZP_00107327.1 gb|AAA80677.1 ref|NP_485493.1 ref|ZP_00074554.1

28752:29153 ref|ZP_00106879.1 ref|NP_487370.1 ref|NP_441764.1

29587:30846 ref|NP_441763.1 ref|NP_487369.1 ref|ZP_00106878.1 ref|NP_681344.1 ref|ZP_00072162.1 ref|NP_895141.1 gb|AAB30824.1 ref|NP_283063.1 ref|NP_273117.1 ref|NP_718905.1

30932:31699 ref|ZP_00106494.1 ref|NP_487368.1 ref|NP_681343.1 ref|ZP_00072161.1 ref|NP_486925.1 ref|NP_895246.1 gb|AAQ82573.1 ref|ZP_00107015.1 ref|NP_875815.1 ref|NP_896644.1

32145:32555 ref|ZP_00071468.1 ref|NP_485837.1 ref|NP_681396.1 ref|ZP_00110357.1

32786:33892 ref|NP_485838.1 ref|NP_442536.1 ref|ZP_00071469.1 ref|NP_681712.1 ref|ZP_00110358.1 ref|NP_926533.1 ref|NP_692955.1 ref|NP_228384.1 ref|NP_874796.1 ref|NP_894056.1

33908:35752 ref|ZP_00109766.1 ref|ZP_00019352.1 ref|NP_925210.1 ref|ZP_00108235.1 ref|NP_641793.1 ref|NP_636788.1 ref|NP_488995.1 ref|NP_347298.1 ref|ZP_00004285.1 ref|ZP_00123969.1

36023:38851 ref|NP_681498.1 ref|ZP_00071139.1 ref|ZP_00112281.1 ref|NP_924161.1 ref|NP_617263.1 ref|NP_616817.1 ref|NP_487154.1 ref|ZP_00018663.1 ref|NP_618217.1 ref|NP_441076.1

38893:41292 ref|NP_681498.1 ref|ZP_00106341.1 ref|ZP_00112281.1 ref|ZP_00108681.1 sp|Q52118|YMO3_ERWST ref|ZP_00071139.1 ref|ZP_00071127.1 ref|NP_617263.1 ref|ZP_00071231.1 ref|NP_487154.1

42563:42820 ref|NP_536426.1

42799:43188 ref|NP_536425.1 ref|NP_945111.1

43177:45207 ref|NP_823373.1 ref|NP_105950.1 ref|NP_126837.1 ref|ZP_00007899.1 ref|NP_819860.1 ref|ZP_00110773.1 ref|NP_841823.1 gb|AAF24002.1 gb|AAO17418.1 ref|NP_437900.1

45313:46185 ref|ZP_00110603.1 ref|NP_488431.1 sp|Q05069|FABI_ANASP ref|NP_440356.1 sp|P73016|FABI_SYNY3 gb|AAK49021.1 ref|ZP_00074197.1 ref|NP_682483.1 ref|NP_874708.1 ref|NP_892401.1

46317:47000 gb|AAB62977.1 ref|NP_441331.1 gb|AAK26380.1 gb|AAK97427.1 ref|ZP_00074199.1 ref|NP_488432.1 gb|AAK49022.1 ref|NP_682440.1 sp|P29283|NTCA_SYNP7 ref|NP_926231.1

47019:48509 ref|NP_441330.1 gb|AAK49023.1 ref|ZP_00110605.1 ref|NP_488433.1 ref|NP_682574.1 ref|NP_896369.1 ref|NP_895659.1 ref|NP_925255.1 ref|NP_874672.1 pir||T18296

48503:48928 ref|NP_488434.1 gb|AAK49024.1 ref|ZP_00110606.1 ref|ZP_00074201.1 ref|NP_442444.1 ref|NP_681440.1 ref|NP_925254.1 ref|NP_896368.1 ref|NP_874673.1 ref|NP_895660.1

49652:50299 ref|ZP_00110995.1 ref|ZP_00110143.1 ref|NP_485444.1 ref|ZP_00107732.1 gb|AAC26156.1 ref|NP_441223.1 ref|ZP_00106931.1 ref|NP_868369.1 ref|NP_486478.1 ref|ZP_00111114.1

50287:50829 ref|ZP_00107331.1 ref|NP_440704.1 ref|NP_441461.1 ref|NP_441462.1 ref|NP_442702.1 ref|NP_442701.1 ref|ZP_00112041.1 ref|ZP_00106599.1 ref|NP_931308.1 ref|NP_923080.1

51274:52323 ref|ZP_00111147.1 ref|NP_489202.1 ref|NP_681332.1 ref|NP_219133.1 ref|NP_681336.1

52320:54305 ref|ZP_00081216.1 ref|NP_953491.1 ref|NP_214222.1 ref|NP_927033.1 ref|NP_622150.1 ref|ZP_00059688.1 ref|NP_347607.1 ref|ZP_00131081.1 ref|NP_281140.1 sp|P49609|ACON_GRAVE

54408:60356 ref|NP_440911.1 ref|NP_484506.1 ref|ZP_00110367.1 ref|NP_486470.1 ref|ZP_00071292.1 ref|ZP_00108615.1 ref|NP_683165.1 ref|NP_441253.1 ref|NP_925887.1 ref|NP_897581.1

60544:62487 ref|ZP_00073500.1 ref|ZP_00073451.1 ref|NP_681619.1 ref|NP_662891.1 ref|ZP_00075171.1 gb|AAG15196.1 ref|NP_924561.1 ref|NP_682526.1 ref|ZP_00081370.1 ref|NP_953365.1

63976:65301 ref|NP_826886.1 ref|NP_826898.1 dbj|BAD02409.1 ref|NP_626689.1 gb|AAC43580.1 gb|AAG00492.1 emb|CAA62668.1 gb|AAG00493.1 dbj|BAA12040.1 sp|P00780|SUBT_BACLI

65393:67060 ref|ZP_00108363.1 ref|NP_841293.1 gb|AAC28562.1 ref|NP_776870.1 gb|AAL55393.1 sp|O19183|PGH2_HORSE gb|AAK97783.1 gb|AAK27263.1 sp|O02768|PGH2_RABIT sp|P79208|PGH2_SHEEP

67291:68046 ref|ZP_00111669.1

69626:71413 ref|ZP_00106722.1 ref|ZP_00107966.1 ref|ZP_00107719.1 ref|ZP_00107979.1 ref|ZP_00107970.1 ref|NP_442767.1 ref|XP_222260.2 ref|ZP_00072386.1 ref|ZP_00109385.1 ref|NP_485124.1

71426:72310 ref|NP_654973.1 ref|NP_830844.1

72628:73413 ref|ZP_00072499.1 ref|ZP_00042430.1 ref|ZP_00090758.1 ref|ZP_00056549.1 ref|ZP_00010965.1 ref|NP_377066.1 ref|NP_276062.1 ref|ZP_00077992.1

73529:73990 ref|NP_918968.1

74075:75580 ref|ZP_00071079.1 ref|ZP_00110032.1 ref|NP_489225.1 ref|NP_440401.1 ref|NP_869842.1 ref|NP_952368.1 ref|ZP_00006752.1 ref|NP_923510.1 ref|ZP_00065821.1 ref|ZP_00073992.1

75592:76083 ref|ZP_00111931.1 ref|NP_488154.1 ref|NP_441928.1 ref|ZP_00072296.1 ref|NP_488155.1 ref|NP_488657.1

76237:77439 ref|ZP_00072770.1 ref|NP_661507.1 ref|ZP_00035484.1 ref|NP_228499.1 ref|ZP_00075396.1 ref|NP_692882.1 ref|NP_816064.1 ref|NP_390418.1 ref|ZP_00047267.1 ref|ZP_00081935.1

77500:79302 ref|ZP_00109208.1 ref|NP_927081.1 ref|NP_440586.1 ref|NP_681367.1 ref|NP_486186.1 ref|NP_840799.1 ref|NP_894911.1 ref|NP_897017.1 ref|NP_875488.1 ref|NP_893216.1

79431:80426 ref|NP_440390.1 ref|ZP_00110558.1 ref|ZP_00118547.1 ref|ZP_00109872.1 ref|NP_207046.1 ref|NP_222954.1 ref|NP_294205.1 ref|ZP_00098493.1 gb|EAA52876.1 ref|NP_906359.1

80550:82001 ref|ZP_00079428.1 ref|ZP_00099022.1 ref|ZP_00060286.1 ref|NP_951302.1 ref|ZP_00079418.1 ref|NP_951309.1 ref|NP_662208.1 ref|NP_442606.1 ref|NP_660978.1 ref|NP_662387.1

82196:84001 ref|ZP_00109804.1 ref|NP_488414.1 ref|ZP_00072662.1 ref|NP_440921.1 ref|NP_682848.1 ref|NP_924568.1 ref|NP_897929.1 ref|NP_874857.1 ref|NP_895146.1 ref|NP_465354.1

84215:84736 ref|NP_441980.1 ref|NP_487853.1 ref|ZP_00109573.1 ref|ZP_00072250.1 gb|AAN46179.1 ref|NP_894350.1 ref|NP_682592.1 ref|NP_896863.1 ref|NP_952851.1 ref|ZP_00082351.1

84885:85724 ref|NP_441059.1

85966:87771 ref|NP_440542.1 gb|AAB62657.1 pir||A59236 gb|AAK50002.1 ref|ZP_00072323.1 ref|XP_310795.1 ref|ZP_00108396.1 sp|P08799|MYS2_DICDI dbj|BAB40921.2 emb|CAE75423.1

87734:89830 ref|ZP_00110050.1 ref|NP_486573.1 ref|ZP_00072911.1 ref|NP_923571.1 ref|NP_923627.1 ref|NP_870452.1 ref|NP_718337.1 ref|NP_799978.1 ref|NP_296223.1 gb|AAH63222.1

90042:90791 ref|NP_440554.1 ref|ZP_00112208.1 emb|CAD55633.1 ref|NP_488023.1 ref|NP_488024.1 ref|ZP_00074933.1 ref|ZP_00111730.1 ref|NP_682229.1

91061:92548 ref|NP_485149.1 ref|ZP_00106997.1 ref|ZP_00072571.1 gb|AAK06796.1 gb|AAL15592.1 ref|ZP_00106156.1 ref|NP_772430.1 ref|NP_215168.1 ref|NP_624657.1 emb|CAC79644.1

92539:93126 ref|ZP_00108643.1 ref|ZP_00109096.1 ref|ZP_00107834.1 ref|NP_485012.1 ref|ZP_00109400.1 ref|NP_682507.1 ref|NP_923831.1 ref|ZP_00073997.1

93234:93542 ref|ZP_00109496.1 ref|NP_485754.1 ref|NP_875949.1 pdb|1O5U|A ref|NP_228918.1 ref|NP_894859.1 emb|CAD40968.2 gb|AAM62609.1 ref|NP_192768.1 ref|NP_893489.1

93631:93849 ref|NP_486753.1 ref|ZP_00112190.1

93906:94292 ref|NP_681877.1 ref|NP_488310.1 ref|NP_865792.1 ref|NP_441759.1 ref|NP_422454.1 ref|NP_897328.1 ref|NP_875597.1 ref|NP_894805.1 ref|ZP_00005393.1 ref|NP_892993.1

94644:95252 ref|NP_681670.1 ref|NP_442206.1 sp|Q55141|ILVH_SYNY3 ref|ZP_00109476.1 ref|NP_488667.1 ref|ZP_00073645.1 ref|NP_924082.1 ref|NP_045137.1 ref|NP_848948.1 dbj|BAA22822.1

95345:98050 ref|NP_485441.1 ref|NP_485219.1 ref|NP_486210.1 ref|NP_490424.1 ref|ZP_00108999.1 ref|ZP_00107407.1 ref|ZP_00071251.1 ref|NP_489351.1 ref|ZP_00108418.1 ref|ZP_00074807.1

98030:98572 ref|ZP_00026043.1 ref|NP_930722.1 ref|NP_809912.1 ref|ZP_00020009.1 ref|NP_252633.1 ref|NP_252634.1 ref|ZP_00065978.1 ref|NP_794412.1 emb|CAA03913.1 ref|NP_713936.1

98625:99209 ref|NP_440257.1 ref|ZP_00109727.1 ref|NP_489060.1 ref|ZP_00106929.1 ref|NP_923978.1 ref|ZP_00106535.1 ref|ZP_00110692.1 ref|ZP_00111611.1 ref|NP_484177.1 ref|NP_926201.1

99343:99822 ref|NP_440404.1

99875:101356 gb|AAN03562.1 ref|NP_441107.1 ref|ZP_00106299.1 ref|NP_485170.1 ref|NP_485593.1 ref|NP_485169.1 ref|ZP_00111230.1 emb|CAA71031.1 ref|NP_644128.1 ref|NP_639114.1

101398:103575 ref|NP_439981.1 ref|NP_488436.1 ref|ZP_00106148.1 ref|NP_682983.1 ref|NP_897988.1 ref|NP_895204.1 ref|NP_875698.1 ref|ZP_00073737.1 ref|NP_893308.1 ref|NP_926095.1

104595:105827 ref|NP_490254.1 ref|NP_486759.1 ref|NP_228850.1 gb|AAB16749.1 gb|AAB12365.1 ref|ZP_00089194.1 ref|NP_752781.1 gb|AAF98319.1 gb|AAC44710.1 ref|NP_461535.1

106145:108190 ref|NP_439908.1 ref|ZP_00108396.1 ref|NP_485757.1 ref|NP_681647.1 ref|ZP_00072323.1 ref|NP_923673.1 ref|NP_898478.1 ref|NP_896008.1 ref|NP_876232.1 sp|O87703|DNLJ_BACST

109540:110670 ref|NP_213555.1 ref|NP_952684.1

110702:111463 ref|ZP_00072154.1 ref|ZP_00110691.1 ref|NP_484179.1 ref|NP_682260.1 ref|NP_440380.1 ref|NP_898077.1 ref|NP_874744.1 ref|NP_895496.1

115570:116766 ref|ZP_00000162.1 ref|ZP_00000195.1 ref|ZP_00001107.1 ref|ZP_00000683.1 ref|NP_835645.1 ref|NP_632790.1 ref|NP_627155.1 ref|NP_393953.1 ref|NP_227950.1 ref|NP_281204.1

116784:117476 ref|ZP_00076828.1 ref|NP_486035.1 ref|NP_633804.1 ref|ZP_00092705.1 ref|NP_819505.1 ref|ZP_00018209.1 ref|NP_924257.1 ref|NP_745373.1 ref|NP_216546.1 ref|NP_855706.1

117789:118691 ref|NP_441959.1 ref|ZP_00071826.1 ref|NP_682502.1 ref|ZP_00014640.1 ref|NP_230258.1 ref|NP_716374.1 ref|ZP_00006827.1 ref|ZP_00092327.1 ref|ZP_00083576.1 ref|NP_790165.1

118636:119520 ref|NP_441959.1 ref|ZP_00071826.1 ref|NP_682502.1 ref|ZP_00014640.1 ref|NP_935538.1 ref|NP_760552.1 ref|ZP_00006827.1 ref|NP_244987.1 ref|NP_798869.1 ref|NP_230258.1

119609:120595 ref|NP_488592.1 sp|P73410|CYSK_SYNY3 ref|NP_440770.1 ref|NP_486561.1 ref|ZP_00074448.1 ref|ZP_00110969.1 ref|NP_681294.1 ref|ZP_00112380.1 ref|NP_923744.1 ref|ZP_00107756.1

120736:121431 ref|ZP_00074444.1 ref|ZP_00110968.1 ref|NP_488593.1 ref|NP_681671.1 ref|NP_925343.1 ref|NP_895802.1 ref|NP_874536.1 ref|NP_898312.1 ref|NP_892243.1 ref|NP_195464.1

121969:122433 ref|ZP_00092505.1 ref|NP_771238.1 ref|NP_385369.1 ref|ZP_00105951.1 ref|ZP_00091465.1 ref|NP_541778.1 ref|NP_699654.1 ref|ZP_00027616.1 ref|ZP_00089599.1 ref|NP_638025.1

122655:123281 ref|ZP_00109903.1 gb|AAF01446.1 dbj|BAC65299.1 gb|AAG01541.1 ref|NP_105551.1 ref|ZP_00009938.1 ref|NP_767322.1 ref|NP_488817.1 ref|NP_420347.1 ref|NP_523054.1

124087:124608 ref|NP_441834.1 sp|P19129|C550_MICAE gb|AAA19982.2 pdb|1E29|A dbj|BAB69458.1 ref|ZP_00110986.1 ref|NP_682075.1 ref|NP_484303.1 ref|NP_045156.1 sp|Q55210|C550_SYNP2

124693:125415 ref|ZP_00106934.1 ref|NP_488877.1 ref|ZP_00106935.1 ref|NP_487971.1 ref|NP_927209.1 ref|ZP_00081924.1 ref|ZP_00013359.1 ref|NP_951908.1 ref|ZP_00005439.1 ref|NP_870562.1

125434:126303 ref|NP_869799.1 ref|NP_864006.1 ref|NP_608715.1 ref|XP_319115.1 gb|AAO33164.1 gb|AAQ98871.1 dbj|BAA13219.1 ref|XP_056455.3 dbj|BAC65505.1 gb|AAH44828.1

126535:127389 gb|AAF13997.1 sp|Q9R6W6|PSBO_CYAA5 ref|NP_441796.1 ref|NP_487894.1 ref|ZP_00111456.1 pir||S06736 ref|ZP_00071011.1 sp|P11472|PSBO_SYNP7 ref|NP_681234.1 ref|NP_896398.1

127523:128701 ref|NP_441655.1 ref|NP_681835.1 ref|ZP_00074965.1 ref|NP_489178.1 ref|ZP_00108344.1 ref|NP_924030.1 ref|NP_765730.1 ref|NP_692580.1 ref|NP_242353.1 ref|NP_831202.1

128775:131063 ref|ZP_00108345.1 ref|ZP_00074966.1 ref|NP_489177.1 ref|ZP_00107971.1 ref|ZP_00110231.1 ref|NP_441876.1 ref|NP_682113.1 ref|NP_915811.1

131064:131909 ref|ZP_00111919.1 ref|NP_486424.1 ref|ZP_00074513.1 ref|NP_441875.1 ref|NP_925390.1 ref|NP_681439.1

352 0.975 ref|NP_485860.1 ref|NP_488118.1 ref|ZP_00111305.1 ref|ZP_00071000.1 ref|ZP_00072761.1 ref|ZP_00107719.1 ref|NP_485219.1 ref|ZP_00109385.1 ref|NP_442767.1 ref|ZP_00107979.1

1197:1943 ref|ZP_00111305.1 ref|NP_488118.1 ref|NP_485860.1 ref|ZP_00071000.1 ref|ZP_00072761.1 ref|ZP_00073740.1 ref|NP_442030.1 ref|ZP_00075030.1 ref|ZP_00110167.1 ref|NP_682435.1

2292:3821 ref|NP_486048.1 ref|ZP_00106863.1 ref|ZP_00109071.1 ref|NP_681460.1 ref|NP_440705.1 ref|ZP_00072870.1 ref|NP_484745.1 ref|NP_489204.1 ref|NP_680793.1 ref|NP_441326.1

4065:5141 ref|NP_488998.1 ref|ZP_00109331.1 ref|NP_441710.1 sp|P74764|SYFB_SYNP7 ref|NP_681451.1 sp|Q8DL37|SYFB_SYNEL ref|NP_925872.1 ref|NP_894570.1 ref|ZP_00073776.1 ref|NP_897320.1

5062:6570 ref|ZP_00109331.1 ref|NP_488998.1 ref|NP_441710.1 ref|ZP_00073776.1 ref|NP_681451.1 sp|P74764|SYFB_SYNP7 sp|Q8DL37|SYFB_SYNEL ref|NP_925872.1 ref|NP_897320.1 ref|NP_894570.1

8210:8494 ref|ZP_00072516.1 ref|NP_942390.1

8512:9045 emb|CAC01601.1 ref|NP_622373.1 ref|NP_655366.1 ref|NP_490259.1 ref|NP_111741.1 ref|NP_111283.1 gb|AAR83267.1 ref|NP_393508.1 gb|AAC64210.1 ref|NP_579338.1

9036:9533 emb|CAC01601.1 ref|NP_579338.1 ref|NP_622373.1 gb|AAC64210.1 gb|AAR83267.1 gb|AAM66147.1 ref|NP_655366.1

9468:10322 ref|ZP_00106015.1 ref|ZP_00071957.1 ref|ZP_00072079.1 ref|ZP_00074337.1 ref|ZP_00072996.1 ref|ZP_00072828.1 ref|ZP_00106014.1 ref|ZP_00111384.1 ref|ZP_00071768.1 ref|ZP_00107561.1

10444:11880 ref|NP_441536.1 ref|NP_681076.1 ref|NP_923703.1 ref|NP_829971.1 ref|NP_654018.1 ref|NP_387955.1 ref|NP_240956.1 ref|NP_953429.1 ref|ZP_00110054.1 ref|NP_682462.1

11882:12406 ref|NP_925362.1

16611:17609 ref|NP_442142.1 ref|NP_485257.1 ref|ZP_00072705.1 ref|NP_894013.1 ref|NP_926227.1 ref|NP_898280.1 ref|NP_875127.1 ref|ZP_00107062.1 ref|NP_681526.1 ref|NP_661233.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
17755:18918 ref|ZP_00111384.1 ref|ZP_00111383.1 ref|NP_489056.1 ref|ZP_00074337.1 ref|NP_487535.1 ref|ZP_00072996.1 ref|ZP_00106015.1 ref|ZP_00075064.1 ref|ZP_00074331.1 ref|ZP_00073668.1

19321:20829 ref|NP_485828.1 ref|ZP_00111703.1 emb|CAE01845.2 ref|NP_894786.1 ref|NP_897486.1 ref|NP_681127.1 sp|P28554|CRTI_LYCES sp|P80093|CRTI_CAPAN ref|NP_662300.1 pir||JC7723

20908:22686 ref|NP_489001.1 ref|NP_441790.1 ref|ZP_00072725.1 ref|NP_923217.1 ref|ZP_00105663.1 ref|NP_898612.1 ref|NP_896095.1 ref|NP_814720.1 gb|AAN87537.1 ref|NP_785198.1

23001:23771 ref|ZP_00072869.1

24094:24477 ref|ZP_00111765.1 ref|NP_487300.1 ref|NP_487828.1 ref|ZP_00111828.1 gb|AAB38544.1 ref|ZP_00056502.1

24438:25931 ref|NP_488927.1 ref|ZP_00111929.1 ref|ZP_00075063.1 ref|NP_440109.1 gb|AAO73275.1 ref|NP_910087.1 ref|NP_348954.1 ref|NP_782815.1 ref|NP_622677.1 ref|ZP_00143824.1

25932:26603 ref|ZP_00108186.1 ref|NP_488537.1 ref|ZP_00074864.1 ref|NP_442090.1 ref|NP_683078.1

27009:28364 ref|NP_442228.1 ref|ZP_00111289.1 ref|NP_484982.1 ref|NP_682598.1 gb|AAB88214.1 ref|NP_874468.1 ref|NP_924958.1 ref|NP_896431.1 ref|NP_895415.1 ref|NP_892181.1

28469:28939 ref|NP_441074.1 ref|ZP_00107331.1 ref|NP_925461.1 ref|NP_441385.1 ref|NP_440704.1 ref|NP_924427.1 ref|NP_441462.1 ref|NP_924944.1 dbj|BAA12859.1 ref|ZP_00112041.1

29165:30256 ref|NP_439984.1 ref|NP_683101.1 ref|ZP_00106550.1 ref|NP_488456.1 ref|ZP_00072217.1 ref|ZP_00025677.1 ref|NP_521837.1 ref|NP_354234.1 ref|ZP_00012102.1 ref|NP_102166.1

30349:30735 ref|NP_441616.1 ref|ZP_00107605.1 ref|NP_484562.1

30684:31577 ref|NP_441624.1 ref|ZP_00073126.1 ref|ZP_00111881.1 ref|NP_487439.1 ref|NP_682448.1 ref|NP_895836.1 ref|NP_874568.1 ref|NP_898354.1 ref|NP_924803.1 ref|NP_892272.1

31645:32841 ref|ZP_00111882.1 ref|NP_441699.1 ref|NP_487440.1 ref|ZP_00073124.1 ref|NP_681401.1 ref|NP_874569.1 ref|NP_892273.1 ref|NP_895837.1 ref|NP_898355.1 ref|NP_926030.1

32878:34065 ref|NP_485784.1 ref|ZP_00107617.1 ref|NP_440474.1 ref|ZP_00071234.1 ref|NP_681188.1 sp|Q84KI6|SQD1_SPIOL ref|NP_195029.1 pdb|1I24|A pdb|1QRR|A pdb|1I2B|A

34544:36409 ref|NP_442546.1 ref|NP_952773.1 ref|NP_811930.1 ref|ZP_00022923.1 ref|NP_903958.1 ref|NP_744885.1 ref|NP_280774.1 ref|NP_615970.1 ref|NP_634115.1 ref|NP_280063.1

36417:38357 ref|NP_442895.1 ref|NP_665749.1

38386:40116 ref|NP_617546.1 ref|ZP_00077121.1 ref|NP_800190.1 ref|NP_633916.1 ref|NP_889272.1 ref|NP_884960.1 ref|ZP_00033872.1 ref|NP_880361.1 ref|NP_437754.1 ref|NP_865775.1

40320:41231 ref|NP_698611.1 ref|NP_539320.1

42639:44420 ref|NP_440769.1 ref|ZP_00074449.1 ref|NP_442959.1 ref|ZP_00109800.1 ref|NP_486271.1 ref|NP_478261.1 ref|ZP_00109067.1 ref|ZP_00109440.1 ref|ZP_00106112.1 ref|NP_484877.1

44819:47200 ref|ZP_00110759.1 ref|NP_854340.1 ref|NP_215177.1 ref|NP_864902.1 ref|NP_769305.1 ref|NP_769307.1 ref|NP_769302.1 ref|ZP_00093996.1 ref|ZP_00094783.1 ref|NP_800110.1

50268:51002 ref|NP_488719.1 ref|ZP_00112434.1 ref|NP_486439.1 ref|NP_923672.1 ref|ZP_00075131.1 ref|NP_927067.1 ref|NP_926959.1 ref|NP_440226.1 ref|NP_923250.1 ref|NP_440215.1

51617:52264 ref|ZP_00108643.1 ref|ZP_00107833.1 ref|NP_485012.1 ref|ZP_00074191.1 ref|ZP_00073997.1 ref|NP_682064.1 ref|NP_923831.1 ref|ZP_00109400.1 ref|NP_682507.1 ref|NP_441333.1

53292:53513 ref|ZP_00019482.1 ref|NP_487509.1

53542:53940 ref|ZP_00072435.1 ref|ZP_00108993.1 ref|ZP_00072737.1 gb|AAC97588.1 ref|NP_484062.1 ref|ZP_00074645.1 ref|NP_484407.1

53906:54523 gb|AAC97588.1 gb|AAC97587.1 ref|NP_484063.1 ref|NP_484406.1 ref|ZP_00105796.1 gb|AAD37358.1 emb|CAB43595.1 emb|CAB43594.1 ref|NP_049148.1 ref|ZP_00088588.1

54734:55207 ref|NP_485165.1 ref|NP_441555.1 ref|NP_484678.1 ref|ZP_00112475.1 ref|NP_484793.1 ref|NP_683162.1 ref|NP_927160.1 ref|ZP_00109508.1 ref|NP_923636.1 ref|NP_478235.1

55353:57245 ref|NP_440330.1 ref|ZP_00072536.1 ref|ZP_00111391.1 ref|NP_485304.1 ref|NP_680922.1 ref|NP_896400.1 ref|NP_895625.1 ref|NP_874649.1 ref|NP_924863.1 ref|NP_892346.1

55853:56245 pir||H72504 pir||A71115 pir||C72479 pir||H72613

57696:58040 ref|NP_485883.1 gb|AAN03546.1 ref|ZP_00073990.1 ref|NP_440571.1 ref|NP_440573.1 ref|NP_682608.1 ref|NP_228910.1 ref|ZP_00042834.1 ref|NP_126391.1

58087:59643 ref|NP_485882.1 ref|ZP_00073989.1 gb|AAN03547.1 gb|AAN03548.1 ref|NP_440572.1 ref|NP_440574.1 ref|NP_682607.1 ref|NP_228911.1 gb|AAF21815.2 ref|NP_578876.1

59652:60047 gb|AAN03549.1 ref|NP_485881.1 ref|ZP_00073988.1 ref|NP_440575.1 ref|NP_682606.1

60014:60295 ref|ZP_00073987.1 ref|NP_682605.1 ref|NP_485880.1 ref|NP_440576.1

60345:60638 gb|AAN03550.1 ref|NP_682604.1 ref|NP_485879.1 ref|NP_440577.1 ref|ZP_00073986.1

60639:61271 ref|NP_485878.1 ref|ZP_00073985.1 ref|NP_682603.1 ref|NP_440578.1

61275:61976 ref|NP_485877.1 ref|ZP_00073984.1 ref|NP_682602.1 ref|NP_440579.1 ref|NP_228916.1

62018:62524 ref|ZP_00110356.1 ref|NP_487372.1 ref|NP_441811.1 ref|NP_681650.1 ref|ZP_00071466.1 ref|NP_894459.1 ref|NP_897143.1 ref|NP_909222.1 ref|NP_875202.1 ref|NP_566030.1

62543:63010 ref|ZP_00071467.1 ref|NP_442338.1 ref|NP_485836.1 ref|NP_682527.1 ref|NP_926700.1 ref|ZP_00009924.1

63007:64362 ref|NP_442589.1 ref|NP_488583.1 ref|ZP_00105836.1 ref|NP_682905.1 ref|ZP_00106111.1 ref|ZP_00070978.1 ref|ZP_00106502.1 ref|NP_488862.1 ref|NP_925333.1 ref|NP_894964.1

64314:65138 ref|ZP_00070977.1 ref|ZP_00105837.1 ref|NP_488582.1 ref|NP_442588.1 ref|NP_925086.1 ref|NP_682906.1 ref|NP_894963.1 ref|NP_896812.1 ref|NP_875536.1 ref|NP_893173.1

65560:68796 ref|ZP_00111667.1 ref|ZP_00109095.1 ref|ZP_00111239.1 ref|NP_484772.1 ref|ZP_00111158.1 ref|NP_440126.1 ref|NP_441406.1 ref|NP_682157.1 ref|ZP_00109771.1 ref|ZP_00019098.1

68818:69981 ref|NP_441405.1 ref|ZP_00108002.1 ref|NP_487603.1 ref|ZP_00106448.1 ref|NP_487804.1 ref|NP_682005.1 ref|ZP_00107929.1 ref|ZP_00107180.1 ref|NP_926068.1 ref|NP_487711.1

69976:70764 ref|NP_488410.1 ref|ZP_00111059.1 ref|NP_441557.1 gb|AAC46051.1 gb|AAC46052.1 ref|ZP_00072257.1 ref|NP_683211.1 ref|NP_819522.1 ref|ZP_00051041.1 ref|NP_228551.1

70974:71618 sp|Q93AD7|CLPP_SYNP8 ref|ZP_00074441.1 ref|NP_441890.1 sp|Q9L4P3|CLP3_SYNP7 ref|NP_875779.1 ref|NP_894147.1 ref|NP_897742.1 ref|NP_893431.1 ref|NP_681862.1 ref|ZP_00108610.1

71615:72334 gb|AAL23932.1 ref|NP_441889.1 ref|ZP_00074442.1 sp|Q9L4P4|CLPR_SYNP7 ref|NP_894148.1 ref|NP_897741.1 ref|NP_893430.1 ref|NP_875778.1 ref|NP_682549.1 ref|NP_488398.1

72584:73930 ref|ZP_00072356.1 ref|NP_680932.1 emb|CAA44302.1 ref|NP_441490.1 ref|ZP_00106423.1

73997:75637 ref|ZP_00072588.1 ref|ZP_00111065.1 ref|NP_487481.1 ref|NP_442044.1 sp|P95463|CHLB_PLEBO ref|NP_683182.1 ref|NP_038391.1 ref|NP_904211.1 ref|NP_777402.1 ref|NP_039288.1

75739:76725 ref|NP_487960.1 ref|ZP_00108451.1 ref|NP_441092.1 ref|ZP_00019883.1 ref|ZP_00088424.1 ref|ZP_00054894.1 ref|NP_863748.1 ref|NP_642203.1 ref|NP_637219.1 ref|NP_716491.1

76823:77761 ref|ZP_00072411.1 ref|ZP_00108450.1 ref|NP_487959.1 ref|NP_682412.1 ref|NP_875441.1 ref|NP_440497.1 ref|NP_214358.1 ref|NP_894232.1 ref|NP_897097.1 ref|NP_892730.1

77762:78916 ref|NP_485047.1 ref|ZP_00109301.1 ref|NP_897168.1 ref|NP_894433.1 ref|NP_875429.1 ref|NP_893037.1 ref|NP_935751.1 ref|NP_760338.1 ref|NP_799093.1 ref|XP_309676.1

79435:79881 ref|NP_441244.1 pir||T14234 ref|NP_682827.1 dbj|BAB18722.1 ref|NP_484905.1 ref|NP_923947.1 ref|NP_442731.1 gb|AAD30507.1 sp|Q06610|RBCR_THIFE ref|ZP_00021260.1

79757:80386 ref|NP_441244.1 pir||T14234 ref|NP_484905.1 ref|NP_682827.1 ref|ZP_00110498.1 dbj|BAB18722.1 ref|ZP_00021260.1 ref|NP_923947.1 ref|NP_442731.1 gb|AAD02439.1

80539:81936 ref|NP_489224.1 ref|NP_440719.1 ref|NP_876183.1 ref|NP_893959.1 ref|NP_896196.1 ref|NP_893747.1 ref|ZP_00072014.1 ref|NP_924872.1 ref|NP_485722.1 ref|ZP_00106181.1

82063:82572 ref|NP_441227.1 sp|P73848|FABZ_SYNY3 ref|NP_486311.1 ref|ZP_00107623.1 ref|ZP_00071052.1 ref|NP_682581.1 ref|NP_875808.1 ref|NP_893453.1 ref|NP_896652.1 ref|NP_895238.1

82656:83906 ref|NP_893079.1 ref|NP_875119.1 ref|NP_898525.1 ref|ZP_00066202.1 ref|NP_864186.1 ref|NP_279383.1 gb|AAG45169.1 ref|NP_600340.2

84108:84968 ref|ZP_00066203.1 ref|NP_875121.1 ref|NP_898523.1 gb|AAO43098.1 ref|NP_893077.1 ref|NP_288415.1 ref|NP_416464.1 ref|NP_754265.1 ref|NP_456546.1 sp|Q8U381|MPGP_PYRFU

85057:85179 ref|NP_440415.1

85342:85491 ref|ZP_00071784.1 sp|Q8KPP2|PSBF_SYNP7 ref|NP_440413.1 ref|NP_682332.1 ref|NP_043179.1 pdb|1IZL|F sp|Q8RSW2|PSBF_SYNP2 ref|NP_487886.1 ref|NP_054000.1 ref|NP_923803.1

85501:85746 ref|NP_440412.1 sp|Q8RSW3|PSBE_SYNP2 ref|NP_487885.1 ref|ZP_00110641.1 sp|Q8KPP3|PSBE_SYNP7 ref|NP_050723.1 ref|ZP_00071785.1 ref|NP_054001.1 ref|NP_043678.1 ref|NP_849131.1

85840:86865 ref|NP_440411.1 gb|AAL78083.1 ref|ZP_00110640.1 ref|NP_487884.1 ref|ZP_00071786.1 ref|NP_682485.1 ref|NP_043177.1 gb|AAM82726.1 ref|NP_197703.1 ref|NP_896300.1

86944:87294 ref|NP_440410.1 gb|AAL78082.1 ref|NP_682486.1 ref|ZP_00110639.1 gb|AAM82725.1 ref|NP_487883.1 emb|CAB45638.1 sp|Q9XBL8|RUBR_ANAVA ref|NP_895720.1 ref|NP_896301.1

88238:89272 ref|NP_228497.1 pdb|1HDG|O ref|NP_781078.1 ref|NP_213724.1 ref|ZP_00019178.1 ref|NP_212191.1 sp|Q59309|G3P_CLOPA gb|AAB53930.1 ref|NP_623352.1 ref|NP_653587.1

89303:90205 ref|NP_866394.1 ref|NP_617339.1 ref|ZP_00076346.1 gb|AAC38058.1 sp|P29710|ATPG_PROMO gb|AAM94912.1 gb|AAF13778.1 pir||H31090 ref|ZP_00111404.1 gb|AAC38057.1

90346:90675 ref|ZP_00111961.1 ref|NP_486494.1 ref|NP_443052.1 ref|ZP_00073282.1 ref|NP_681748.1 ref|NP_924552.1 ref|NP_566650.1 dbj|BAB01305.1 ref|NP_897931.1 ref|NP_892581.1

90770:91618 ref|NP_442162.1 ref|ZP_00111954.1 ref|NP_486496.1 gb|AAD26593.1 gb|AAM82665.1 ref|ZP_00073292.1 ref|NP_565252.1 pir||G84420 ref|NP_918586.1 gb|AAK93948.1

91687:92016 ref|NP_275029.1 ref|NP_283229.1 ref|NP_720377.1

92076:93566 ref|NP_616452.1 ref|NP_070819.1 dbj|BAA24689.2 ref|NP_248319.1 ref|XP_316980.1 ref|NP_761797.1 ref|NP_798422.1 ref|NP_231646.1 ref|ZP_00130564.1 ref|NP_846526.1

93647:93985 ref|ZP_00112203.1 ref|NP_488894.1 ref|NP_487947.1 ref|NP_484603.1 ref|NP_442596.1 ref|NP_440219.1 ref|NP_486143.1 ref|NP_442704.1 ref|NP_488404.1 ref|NP_440930.1

94096:95031 ref|NP_487211.1 ref|NP_926173.1 ref|ZP_00108759.1 ref|NP_788135.1 ref|NP_865665.1 ref|NP_437452.1 dbj|BAA86295.1 ref|NP_102896.1 gb|AAL17800.1 ref|NP_435418.1

95115:95828 ref|NP_488826.1 ref|ZP_00074936.1 ref|NP_682213.1 ref|NP_485120.1 ref|ZP_00110170.1 ref|ZP_00107915.1 ref|NP_440509.1 ref|NP_767477.1 ref|ZP_00025117.1 ref|ZP_00033609.1

96580:96897 ref|NP_925902.1 ref|NP_486443.1

97005:97226 ref|ZP_00110002.1

99871:100716 ref|NP_388032.1 ref|NP_865306.1 ref|NP_251340.1 ref|ZP_00135959.1 ref|NP_656340.1 ref|NP_901283.1 ref|ZP_00143121.1 ref|NP_602719.1 ref|ZP_00143491.1 dbj|BAB88964.1

100735:103935 ref|ZP_00130996.1 ref|NP_906656.1 ref|NP_717490.1 ref|ZP_00071326.1 ref|ZP_00131014.1 ref|NP_811598.1 ref|NP_642386.1 ref|NP_244683.1 ref|NP_637503.1 ref|NP_904833.1

103964:104434 ref|NP_487091.1 ref|ZP_00073584.1 ref|ZP_00022134.1 ref|NP_820070.1 ref|ZP_00025404.1 ref|NP_108323.1

105024:106631 ref|NP_439969.1 ref|ZP_00112195.1 ref|NP_484489.1 ref|ZP_00109955.1 ref|ZP_00110548.1 ref|NP_485546.1 ref|NP_485695.1 ref|NP_863765.1 ref|NP_923751.1 ref|NP_890812.1

106896:107558 sp|P73161|TRMB_SYNY3 ref|NP_485885.1 ref|ZP_00107115.1 sp|P72546|TRMB_SYNP7 ref|NP_682773.1 ref|NP_440507.1 ref|NP_895647.1 ref|ZP_00071321.1 ref|NP_896380.1 ref|NP_874664.1

107559:108194 ref|NP_681186.1 ref|ZP_00105923.1 ref|ZP_00107823.1

108195:109958 emb|CAC01600.1 ref|ZP_00112188.1 ref|NP_442762.1 ref|NP_487757.1 sp|Q8KPU9|SYR_SYNP7 ref|ZP_00074049.1 ref|NP_681615.1 ref|NP_898408.1 ref|NP_895895.1 ref|NP_874606.1

110243:110704 ref|NP_926172.1

110774:111712 ref|NP_926173.1 ref|NP_487211.1 ref|ZP_00108759.1 ref|NP_865665.1 ref|ZP_00029869.1 ref|NP_800041.1 ref|NP_233385.1 ref|NP_102896.1 ref|ZP_00086954.1 ref|ZP_00033707.1

111738:112163 ref|NP_841398.1 ref|NP_929311.1 ref|ZP_00141965.1 ref|NP_360237.1 ref|NP_385722.1

112117:112392 ref|ZP_00109824.1

112453:113148 ref|ZP_00107061.1 ref|NP_442535.1 ref|NP_488707.1 ref|NP_680997.1 ref|NP_926455.1 ref|ZP_00079516.1 ref|NP_952634.1 ref|ZP_00063907.1 ref|NP_833836.1 ref|NP_658159.1

113135:114265 ref|NP_441258.1 ref|NP_681171.1 ref|NP_894563.1 ref|ZP_00072728.1 ref|NP_925332.1 ref|NP_485645.1 ref|NP_440539.1 ref|ZP_00112088.1 ref|NP_681181.1 ref|NP_294295.1

114294:115010 ref|NP_440988.1 ref|NP_924769.1 ref|ZP_00106723.1 ref|NP_485215.1 ref|NP_520329.1 ref|NP_880333.1 ref|ZP_00024651.1 ref|NP_637097.1 ref|ZP_00055910.1 ref|NP_642077.1

115211:115963 ref|NP_484669.1 ref|ZP_00072590.1 ref|ZP_00072589.1

116020:116541 ref|NP_490121.1 ref|NP_711276.1 ref|NP_105746.1 gb|AAA25680.1 gb|AAD46626.1 gb|AAK51921.1 gb|AAN41403.1 pir||A37201 gb|AAK51924.1 gb|AAK51920.1

116989:118266 ref|NP_923532.1 ref|NP_925688.1 ref|NP_490435.1 ref|NP_207236.1 ref|NP_207780.1 gb|AAC44710.1 ref|NP_052299.1 ref|NP_490114.1 ref|NP_488715.1 pir||JC4292

118290:120908 ref|ZP_00074696.1 ref|ZP_00110960.1 ref|NP_442820.1 ref|NP_484638.1 ref|NP_682785.1 ref|NP_925734.1 ref|NP_559407.1 ref|ZP_00119391.1 ref|NP_195035.2 gb|EAA55383.1

120950:121936 ref|NP_442708.1 ref|NP_866863.1 ref|ZP_00081165.1 ref|ZP_00019136.1 ref|NP_903131.1 ref|NP_440620.1 ref|NP_213011.1 ref|NP_952709.1 ref|NP_214004.1 ref|ZP_00084494.1

122246:122785 gb|AAB72029.1 ref|NP_442123.1 ref|ZP_00111057.1 ref|ZP_00072260.1 ref|NP_681518.1 ref|NP_488413.1 ref|NP_927212.1 ref|NP_894551.1 ref|NP_897344.1

122982:123641 ref|NP_442501.1 ref|NP_488430.1 ref|ZP_00110602.1 ref|ZP_00074194.1 ref|NP_680924.1 ref|NP_896321.1 ref|NP_923715.1 ref|NP_895706.1 ref|NP_892400.1 sp|Q43072|HIS7_PEA

123794:125080 ref|NP_442928.1 emb|CAA53245.1 ref|NP_896953.1 ref|NP_894695.1 ref|NP_892757.1 ref|NP_875188.1

125290:126378 ref|NP_441181.1 ref|NP_349631.1 ref|NP_954140.1 ref|ZP_00081942.1 ref|ZP_00105735.1 ref|NP_486132.1 ref|ZP_00059947.1 ref|ZP_00027784.1 ref|ZP_00045018.1 ref|NP_867949.1

126347:127201 ref|NP_441180.1 pir||T08560 ref|NP_195623.2 dbj|BAC83859.1 ref|ZP_00055248.1 ref|ZP_00014827.1 ref|NP_745301.1 ref|ZP_00095907.1 ref|ZP_00007157.1 ref|ZP_00010491.1

127388:128521 ref|ZP_00107479.1 ref|NP_484611.1 ref|ZP_00072432.1 ref|NP_440876.1 ref|NP_682308.1 ref|NP_923843.1 ref|NP_617260.1 ref|NP_615058.1 ref|NP_633401.1 ref|ZP_00045349.1

128708:129469 ref|NP_923718.1 ref|ZP_00107771.1 ref|ZP_00042773.1 gb|AAR37905.1 ref|ZP_00079836.1 ref|NP_602587.1 ref|ZP_00110359.1 ref|NP_488422.1 ref|ZP_00072341.1 emb|CAC36210.1

129638:130063 ref|NP_486806.1 ref|ZP_00108509.1 ref|NP_441182.1 ref|NP_922953.1 ref|NP_894832.1 ref|NP_875969.1 ref|NP_892832.1 ref|NP_896891.1 ref|NP_634270.1 ref|NP_217158.1

130024:130185 ref|NP_487963.1 ref|NP_683067.1 ref|NP_926061.1 ref|NP_231033.1 ref|NP_799716.1

130193:131137 ref|ZP_00108456.1 ref|NP_441802.1 ref|NP_487962.1 ref|NP_681493.1 ref|ZP_00074569.1 ref|NP_922981.1 ref|NP_125905.1 ref|NP_142228.1 ref|NP_577871.1 ref|ZP_00129802.1

131119:132966 ref|NP_823133.1 ref|NP_630494.1 ref|NP_389723.1 dbj|BAC76441.1 ref|ZP_00004557.1 ref|NP_692224.1 ref|NP_229851.1 ref|NP_396441.1 ref|NP_535877.1 ref|NP_879137.1

133311:133562 ref|NP_442709.1

133507:133938 ref|NP_489169.1 ref|ZP_00107460.1 ref|ZP_00072312.1 ref|NP_442710.1 ref|NP_681442.1 ref|NP_923918.1 ref|NP_897298.1 ref|NP_195891.1 gb|AAM62817.1 ref|NP_894595.1

135146:135511 ref|ZP_00107774.1

135604:135948 ref|ZP_00106739.1

136273:136968 ref|ZP_00111362.1 ref|NP_488200.1 ref|NP_486325.1 ref|ZP_00073722.1 ref|NP_942213.1 ref|NP_488759.1 ref|NP_488863.1 ref|ZP_00110012.1 ref|NP_952896.1 gb|AAN63717.1

137282:138361 ref|NP_486867.1 ref|ZP_00109340.1 ref|NP_925152.1 ref|ZP_00006091.1 gb|AAN04244.1 ref|NP_355862.1 ref|NP_624717.1 ref|NP_535279.1 ref|NP_437179.1 ref|NP_699624.1

138352:139734 ref|ZP_00109341.1 ref|NP_355865.1 ref|NP_699627.1 gb|AAL27670.1 ref|NP_833099.1 ref|NP_440224.1 ref|NP_624714.1 gb|AAN04241.1 ref|ZP_00084929.1 ref|NP_437785.1

141021:141866 ref|NP_440216.1 ref|NP_952555.1 ref|ZP_00129994.1 ref|NP_632681.1 ref|ZP_00117261.1 ref|ZP_00044502.1 ref|ZP_00044772.1 emb|CAB65193.1 ref|NP_348945.1 ref|ZP_00019943.1

141862:142431 ref|NP_486870.1 ref|ZP_00109344.1 ref|NP_925151.1 ref|NP_637378.1 pir||S65586 ref|NP_699626.1 ref|ZP_00006093.1 ref|ZP_00100046.1 emb|CAD67948.1 ref|NP_541808.1

142432:143784 ref|NP_624718.1 gb|AAN04245.1 ref|NP_348812.1 ref|NP_535278.1 ref|NP_355863.1 ref|NP_699625.1 ref|NP_541809.1 ref|NP_953015.1 ref|NP_282441.1

143808:144560 ref|NP_629627.1 ref|NP_823926.1 ref|ZP_00111652.1 ref|NP_294134.1 ref|NP_738947.1 ref|NP_389732.1 gb|EAA51695.1 ref|NP_601642.1 ref|NP_655822.1 ref|NP_831728.1

144565:145443 ref|NP_925131.1 ref|NP_699628.1 ref|NP_541805.1 gb|AAL27669.1 ref|NP_355866.1 gb|AAN04242.1 ref|NP_624715.1 ref|ZP_00100060.1 ref|ZP_00072271.1 ref|ZP_00143774.1

145453:146172 ref|NP_925130.1 ref|NP_541804.1 ref|NP_699629.1 ref|NP_355867.1 ref|NP_535274.1 gb|AAN04243.1 ref|NP_624716.1 ref|NP_617370.1 ref|ZP_00076407.1

146165:147220 ref|ZP_00070887.1 ref|NP_484602.1 ref|NP_216034.1 ref|NP_855197.1 ref|ZP_00108221.1 ref|NP_246077.1 gb|AAF45038.1 ref|NP_811788.1 ref|ZP_00112428.1 ref|NP_683107.1

149254:150552 ref|NP_952556.1 ref|NP_440220.1 ref|NP_632680.1 ref|ZP_00117260.1 ref|ZP_00044779.1 ref|ZP_00129983.1 emb|CAB65192.1 ref|ZP_00020825.1 ref|NP_348944.1 ref|ZP_00085341.1

150522:151247 ref|NP_662044.1 ref|ZP_00056711.1 ref|NP_896493.1 ref|NP_772612.1 ref|NP_618639.1 ref|NP_824551.1 ref|NP_629033.1 ref|NP_061156.1 gb|AAH16609.1 ref|NP_034038.1

151264:152016 ref|NP_711794.1 ref|NP_896489.1 ref|NP_841609.1 ref|NP_772611.1

151853:153538 ref|NP_711794.1 ref|NP_841609.1 ref|NP_896489.1 ref|NP_772611.1 ref|NP_248059.1 ref|NP_282473.1 gb|AAM76277.1 ref|ZP_00044511.1 ref|ZP_00060395.1 ref|NP_796579.1

154755:155699 ref|ZP_00111666.1 ref|NP_440237.1 gb|AAD40722.1 ref|NP_222815.1 ref|NP_206902.1 gb|AAG41748.1 gb|AAD47916.1 emb|CAE00207.1 ref|ZP_00117256.1 ref|ZP_00117255.1

155741:156778 ref|NP_391722.1 emb|CAA36721.1 ref|NP_815509.1 ref|ZP_00035692.1 ref|ZP_00035693.1 ref|NP_815508.1 gb|AAF20991.1 gb|AAB48385.1 gb|AAL12839.1 ref|ZP_00074655.1

156842:157825 ref|ZP_00111647.1 emb|CAC39266.1 ref|ZP_00072620.1 ref|ZP_00109353.1 ref|ZP_00070887.1 ref|ZP_00099369.1 gb|AAG44712.1 ref|NP_632676.1 ref|NP_578498.1 ref|NP_126841.1

157791:159041 ref|NP_813191.1 gb|AAN63777.1 ref|ZP_00018918.1 ref|ZP_00018614.1

159090:159926 ref|ZP_00109353.1 ref|ZP_00072620.1 emb|CAC39266.1

353 569:1891 ref|NP_440091.1 ref|ZP_00109043.1 ref|NP_484591.1 ref|ZP_00072751.1 ref|NP_682434.1

2185:2499 ref|ZP_00111515.1 ref|NP_896680.1 ref|NP_893438.1 ref|NP_875792.1 ref|NP_487975.1 ref|NP_895222.1 ref|ZP_00108786.1 prf||2103146A ref|NP_923778.1 ref|NP_440778.1

3320:4903 ref|NP_484824.1 ref|ZP_00107411.1 ref|NP_443004.1 ref|ZP_00108695.1

4906:6087 ref|ZP_00106770.1 ref|NP_442116.1 ref|NP_486973.1 ref|NP_484608.1 ref|ZP_00108211.1 ref|NP_681759.1 ref|NP_925848.1 ref|ZP_00045312.1 ref|ZP_00024722.1 ref|NP_841551.1

6592:7332 ref|ZP_00109934.1 ref|NP_441448.1 ref|ZP_00073741.1 ref|NP_486001.1 ref|NP_681019.1 ref|NP_895052.1 ref|NP_897822.1 ref|NP_926241.1 ref|NP_892657.1 ref|NP_874933.1

7362:7883 ref|NP_487422.1 ref|ZP_00073411.1 ref|ZP_00106568.1 ref|NP_926324.1 ref|NP_354675.1 ref|NP_539759.1 ref|NP_698147.1 ref|NP_102385.1 ref|ZP_00012426.1 ref|NP_948233.1

7940:8200 ref|ZP_00073410.1 ref|NP_487427.1 ref|ZP_00106570.1 ref|NP_682306.1 ref|NP_926059.1

8145:8501 ref|NP_487428.1 ref|ZP_00106571.1 ref|ZP_00073409.1 ref|NP_439995.1 gb|AAB82029.1 ref|NP_682513.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
9161:9568 ref|NP_484163.1 ref|ZP_00106061.1 ref|NP_440943.1 ref|ZP_00072879.1 ref|NP_681660.1

9569:10762 ref|NP_488476.1 ref|ZP_00106588.1 ref|NP_489279.1 ref|NP_486904.1 ref|ZP_00033227.1 ref|NP_355849.1 ref|NP_440249.1 ref|ZP_00119781.1 ref|NP_699612.1 ref|ZP_00076798.1

10763:11179 ref|NP_279310.1 ref|NP_280153.1 ref|NP_395764.1 ref|NP_395707.1 pdb|1LSS|A ref|NP_248098.1 ref|NP_276393.1 ref|NP_614294.1 sp|O27333|TRKA_METTH ref|NP_127444.1

11118:12674 ref|NP_280155.1 ref|NP_280481.1 ref|NP_281134.1 ref|NP_614293.1 ref|NP_126063.1 ref|NP_579585.1 ref|NP_143648.1 ref|NP_276392.1 ref|NP_248491.1 ref|NP_228895.1

12693:14393 ref|ZP_00108687.1 ref|NP_485351.1 ref|NP_441521.1 ref|NP_682072.1 ref|NP_942216.1 ref|NP_440376.1 emb|CAA65047.1 ref|NP_486915.1 ref|NP_923664.1 ref|ZP_00105980.1

14476:14985 ref|NP_484780.1 ref|ZP_00109021.1 ref|NP_682714.1 emb|CAE46765.1 pir||T00824 ref|NP_565954.1 gb|AAL08250.1 ref|NP_910873.1 ref|NP_896780.1 ref|NP_893267.1

14986:15624 pir||T00824 ref|NP_565954.1 gb|AAL08250.1 ref|NP_484780.1 ref|NP_682714.1 ref|ZP_00109021.1 emb|CAE46765.1 ref|NP_910873.1 ref|NP_486244.1 ref|NP_875637.1

15602:16012 ref|ZP_00109021.1 ref|NP_484780.1 emb|CAE46765.1 ref|NP_565954.1 gb|AAL32557.1 gb|AAL08250.1 ref|NP_910873.1 emb|CAD42635.1 ref|NP_682714.1 pir||T00824

16111:17217 ref|NP_487775.1 ref|ZP_00112519.1 ref|NP_923971.1 ref|NP_866279.1 ref|NP_810019.1 ref|NP_711713.1 ref|NP_829365.1 ref|NP_288599.1 ref|NP_416600.2 ref|NP_707985.1

17815:19182 ref|NP_442289.1 ref|NP_487627.1 ref|ZP_00112036.1 ref|ZP_00072954.1 ref|NP_683141.1 gb|AAM82655.1 ref|NP_924632.1 ref|ZP_00107359.1 ref|ZP_00107249.1 ref|NP_478230.1

19183:20499 ref|NP_441490.1 emb|CAA44302.1 ref|ZP_00072356.1 ref|NP_680932.1 ref|NP_484240.1 ref|ZP_00106423.1

20794:22218 ref|NP_484080.1 ref|ZP_00111846.1 ref|NP_441491.1 sp|P45450|MURF_SYNY3 ref|ZP_00072355.1 ref|NP_682343.1 gb|AAN46171.1 ref|NP_925344.1 ref|ZP_00075113.1 ref|NP_875443.1

22219:23199 ref|ZP_00073274.1 ref|NP_588230.1 ref|XP_323388.1 gb|EAA50552.1 ref|NP_201203.1 gb|AAB94051.1 ref|NP_200250.1 gb|AAK57915.1 gb|AAK98703.1 sp|Q40639|DPNP_ORYSA

23258:24931 ref|NP_486126.1 ref|ZP_00110962.1 ref|ZP_00071290.1 ref|NP_484980.1 ref|ZP_00072771.1 ref|ZP_00111292.1 ref|NP_682388.1

24861:25460 ref|NP_442335.1 ref|NP_486123.1 ref|ZP_00073638.1 ref|ZP_00106328.1 ref|NP_683110.1 ref|NP_923773.1 ref|ZP_00018484.1 ref|NP_294834.1 sp|P96078|PYRR_THEAQ ref|NP_243407.1

25461:25694 ref|ZP_00105903.1 ref|NP_682919.1 ref|NP_488848.1 ref|ZP_00073600.1 ref|NP_442337.1 ref|NP_925387.1 ref|NP_464922.1 ref|NP_657747.1 ref|NP_833503.1 ref|NP_470770.1

25681:26442 ref|ZP_00105903.1 ref|NP_488848.1 ref|NP_442337.1 ref|ZP_00073600.1 ref|NP_682919.1 ref|NP_895672.1 ref|NP_925387.1 ref|NP_896356.1 ref|NP_874683.1 ref|NP_892376.1

26443:26727 ref|NP_442337.1 ref|ZP_00073600.1 ref|NP_488848.1 ref|ZP_00105903.1 ref|NP_682919.1 ref|NP_896356.1 ref|NP_925387.1 ref|NP_895672.1 ref|NP_892376.1 ref|NP_874683.1

26679:27509 ref|NP_441698.1 ref|NP_484660.1 ref|ZP_00109424.1 ref|ZP_00072674.1 ref|NP_681625.1 ref|NP_923927.1 ref|NP_924521.1 ref|NP_925180.1 ref|ZP_00071987.1 ref|NP_485943.1

27656:28204 ref|NP_484661.1 ref|NP_682489.1 ref|ZP_00109425.1 ref|NP_441116.1 ref|ZP_00072948.1 ref|NP_440437.1 ref|ZP_00108259.1 ref|NP_924560.1 ref|ZP_00109081.1 ref|ZP_00071004.1

28237:29175 ref|ZP_00072458.1 ref|NP_488871.1 ref|ZP_00110020.1 ref|NP_440784.1 gb|AAN46177.1 ref|NP_172405.1 pir||T51863 gb|AAL32648.1 pir||T52072 gb|AAM65150.1

29245:30390 ref|NP_487397.1 ref|ZP_00111102.1 ref|ZP_00072715.1 ref|NP_442092.1 ref|NP_681207.1 ref|NP_925330.1 ref|NP_951535.1 ref|ZP_00080806.1 ref|ZP_00044473.1 ref|NP_820807.1

30391:30933 ref|ZP_00073303.1 ref|NP_485046.1 ref|ZP_00109302.1 ref|NP_441098.1 ref|NP_953368.1 ref|NP_488519.1 ref|ZP_00108251.1 ref|NP_191640.1 gb|AAP21391.1

31298:31891 ref|ZP_00108865.1 ref|NP_488817.1 ref|ZP_00071801.1 ref|NP_681211.1 ref|NP_923625.1 ref|NP_922951.1 ref|NP_884931.1 ref|NP_889317.1 ref|NP_880400.1 ref|ZP_00108512.1

31954:33084 ref|NP_486489.1 ref|ZP_00111969.1 ref|ZP_00072810.1 ref|NP_442787.1 ref|NP_681777.1 ref|NP_874413.1 ref|NP_896121.1 ref|NP_893857.1 ref|NP_176911.1 ref|NP_927214.1

33069:33356 ref|NP_486488.1 ref|ZP_00111970.1 ref|ZP_00072811.1 ref|NP_681778.1 ref|NP_442788.1

33305:34495 ref|NP_442789.1 ref|ZP_00111971.1 ref|NP_486487.1 ref|NP_681579.1 ref|ZP_00072812.1 ref|NP_874411.1 ref|NP_892138.1 ref|NP_893855.1 ref|NP_896119.1 ref|NP_927213.1

34622:35098 ref|NP_681361.1 ref|ZP_00106606.1 ref|NP_486204.1 ref|ZP_00109333.1 ref|ZP_00110371.1 ref|NP_485114.1 pir||T44264 ref|ZP_00071805.1 ref|NP_681136.1 ref|NP_484972.1

35147:35731 ref|ZP_00106607.1 ref|NP_486203.1 ref|NP_681360.1

35872:38151 ref|NP_486202.1 ref|NP_681359.1 ref|ZP_00106608.1 ref|NP_681138.1 ref|ZP_00111302.1 ref|NP_484970.1 ref|NP_440348.1 ref|NP_442716.1 pir||S75940 ref|NP_681813.1

38183:40774 ref|NP_486202.1 ref|NP_681359.1 ref|ZP_00106608.1 ref|NP_484970.1 ref|ZP_00111302.1 ref|NP_681138.1 ref|NP_440348.1 ref|NP_681813.1 ref|NP_442716.1 pir||S75940

40762:42747 ref|NP_486201.1 ref|NP_681358.1 ref|ZP_00106610.1 ref|NP_484969.1 ref|NP_441952.1 ref|ZP_00111303.1 ref|NP_681139.1 ref|ZP_00071809.1 ref|NP_442714.1 ref|NP_440518.1

42641:43888 ref|ZP_00106610.1 ref|NP_681358.1 ref|NP_486201.1 ref|NP_484969.1 ref|NP_441952.1 ref|ZP_00111303.1 ref|NP_681139.1 ref|NP_442714.1 ref|ZP_00071809.1 ref|NP_681812.1

43933:45153 ref|ZP_00109334.1 ref|NP_486861.1 ref|NP_681362.1 ref|ZP_00071804.1 ref|ZP_00111299.1 ref|NP_484973.1 ref|ZP_00106605.1 ref|NP_442719.1 ref|NP_681816.1 ref|ZP_00072760.1

46065:47732 ref|NP_631057.1 ref|NP_389164.1 ref|NP_390448.1 ref|NP_690779.1 gb|AAO13301.1 ref|NP_830674.1 ref|NP_654814.1 ref|NP_657578.1 ref|NP_845998.1 ref|NP_832997.1

48084:49235 ref|NP_441335.1 ref|ZP_00072471.1 ref|ZP_00106008.1 ref|NP_488218.1 ref|NP_923028.1 ref|NP_681117.1 ref|NP_874788.1 ref|NP_894042.1 ref|NP_896756.1 ref|NP_892515.1

49270:50295 ref|NP_441076.1 ref|ZP_00106483.1 ref|ZP_00073820.1 ref|NP_682653.1 ref|NP_681498.1 ref|NP_617263.1 ref|NP_616817.1 ref|NP_682389.1 ref|ZP_00112281.1 ref|ZP_00018663.1

50296:51447 ref|NP_442027.1 ref|ZP_00106482.1 ref|ZP_00073821.1

51603:53120 ref|NP_488336.1 ref|ZP_00112145.1 ref|NP_442244.1 ref|NP_680867.1 ref|NP_924595.1 ref|NP_050690.1 ref|ZP_00072198.1 ref|NP_053799.1 ref|NP_043627.1 ref|NP_926752.1

53165:53677 ref|ZP_00112146.1 ref|NP_488335.1 ref|NP_443012.1 ref|ZP_00072199.1

54008:54616 ref|NP_441347.1 sp|P18655|SODF_SYNP7 prf||1613421A ref|NP_662101.1 sp|P50061|SODF_PLEBO ref|ZP_00014978.1 gb|AAL25194.1 ref|NP_682309.1 ref|ZP_00054068.1 pdb|1MY6|A

54711:55115 ref|ZP_00071416.1 ref|ZP_00112367.1 gb|AAN64382.1 ref|NP_484742.1 ref|ZP_00075357.1 ref|NP_942716.1 ref|ZP_00080874.1 ref|NP_951433.1 sp|Q43948|HYPA_AZOCH ref|ZP_00021589.1

55040:55990 ref|ZP_00071412.1 ref|NP_484743.1 gb|AAN64383.1 ref|ZP_00112368.1 gb|AAB64438.1 ref|NP_942717.1 ref|ZP_00134397.1 ref|NP_662677.1 emb|CAA67598.1 ref|ZP_00016164.1

56060:56980 ref|NP_488170.1 ref|NP_441008.1 ref|ZP_00109109.1 ref|NP_440034.1 ref|NP_895344.1 ref|NP_442212.1 ref|ZP_00130830.1 ref|NP_518243.1 ref|ZP_00085460.1 ref|NP_253769.1

57539:57913 ref|NP_441007.1 ref|NP_441006.1

57920:59110 ref|NP_441004.1 ref|NP_895347.1 ref|NP_896697.1 ref|NP_387258.1 ref|NP_406536.1 ref|NP_633917.1 ref|NP_668756.1 ref|NP_617545.1 ref|NP_800111.1 pir||A47014

59097:59882 ref|NP_442004.1 ref|ZP_00108327.1 ref|NP_489077.1 ref|ZP_00072466.1 ref|NP_683223.1 ref|NP_925280.1 ref|NP_898491.1 ref|NP_564334.1 ref|NP_895213.1 ref|NP_893118.1

59942:60517 ref|ZP_00110945.1 ref|ZP_00073903.1 ref|NP_440378.1 ref|NP_484621.1 ref|NP_923787.1 ref|NP_681893.1 ref|ZP_00012083.1 ref|NP_953323.1 ref|NP_947888.1 ref|ZP_00031777.1

60505:60888 ref|NP_442215.1 ref|NP_484620.1 ref|ZP_00110944.1 ref|ZP_00073904.1 ref|NP_681892.1 ref|NP_897717.1 ref|NP_926282.1

60898:61386 ref|ZP_00106392.1 ref|ZP_00074670.1 ref|NP_926360.1 ref|NP_486947.1 ref|NP_440942.1 ref|NP_214163.1 ref|ZP_00018154.1

61376:62779 ref|NP_487745.1 ref|NP_682311.1 ref|ZP_00109128.1 ref|ZP_00073765.1 ref|NP_927196.1 ref|ZP_00019154.1 ref|NP_441577.1 ref|NP_895225.1 ref|NP_896678.1 ref|NP_875795.1

62922:64145 ref|ZP_00106391.1 ref|NP_486946.1 ref|NP_683193.1 ref|ZP_00074669.1 ref|NP_441758.1 pir||T52532 ref|NP_926358.1 ref|NP_895546.1 ref|ZP_00057519.1 ref|NP_898144.1

64368:65348 ref|NP_487546.1 ref|NP_895856.1 ref|NP_348443.1 ref|ZP_00018371.1 ref|NP_781920.1 gb|AAP58600.1 gb|AAP58502.1 ref|NP_739322.1 ref|NP_602071.1 ref|NP_940504.1

65330:66034 ref|NP_904803.1 ref|NP_943330.1 ref|ZP_00128168.1 ref|NP_790778.1 ref|NP_254234.1 ref|NP_895857.1 ref|ZP_00140384.1 ref|NP_936146.1 ref|NP_763165.1 ref|NP_420769.1

67346:69697 ref|NP_442019.1 ref|ZP_00109362.1 ref|NP_487183.1 ref|ZP_00112196.1 ref|NP_926934.1 ref|NP_441389.1 ref|NP_682408.1 ref|NP_107696.1 gb|AAP58500.1 ref|NP_925785.1

69716:70654 ref|NP_442019.1 ref|NP_487183.1 ref|ZP_00109362.1 ref|ZP_00112196.1 ref|NP_926934.1 ref|NP_682408.1 ref|NP_441389.1 gb|AAP58500.1 ref|NP_925785.1 ref|NP_898247.1

70812:71489 ref|NP_442499.1

71495:72607 ref|NP_442750.1 ref|ZP_00108587.1 ref|NP_488766.1 ref|ZP_00019023.1 ref|ZP_00019358.1 ref|ZP_00018508.1 ref|ZP_00097874.1 ref|NP_831083.1 ref|ZP_00017397.1 ref|NP_655199.1

72758:73267 ref|NP_440432.1 ref|NP_633359.1 ref|NP_614999.1 ref|ZP_00129854.1 ref|ZP_00078980.1 ref|NP_281352.1 ref|NP_275749.1 ref|NP_907491.1 ref|NP_662978.1 ref|NP_861289.1

73408:74397 ref|NP_440947.1 sp|P26293|CYF_SYNP2 prf||1906365B sp|P13626|CYF_NOSSP ref|ZP_00111963.1 ref|NP_486492.1 sp|Q9L3P8|CYF_ANAVA pdb|1UM3|C ref|ZP_00073280.1 ref|NP_681750.1

74441:74989 ref|NP_440948.1 sp|P26290|UCRI_SYNY3 sp|P26292|UCRI_SYNP2 ref|ZP_00073281.1 ref|NP_681749.1 ref|NP_486493.1 emb|CAB72244.1 sp|P14698|UCRI_NOSSP ref|ZP_00111962.1 pdb|1UM3|D

75290:75976 ref|ZP_00108337.1 ref|NP_924838.1 ref|NP_485785.1 ref|NP_488610.1 ref|NP_525114.1 pir||JQ1378 ref|NP_180644.1 gb|AAB26518.1 ref|NP_524916.1 ref|NP_524913.1

76116:77528 ref|NP_441088.1 ref|ZP_00112207.1 ref|NP_488058.1 ref|NP_681329.1 ref|ZP_00071507.1 ref|ZP_00072048.1 sp|Q54709|OPCA_SYNP7 ref|ZP_00075316.1 ref|NP_893190.1 ref|NP_926125.1

77568:79160 ref|NP_440771.1 ref|NP_681330.1 ref|ZP_00112206.1 ref|NP_488059.1 gb|AAA98853.1 ref|ZP_00071508.1 sp|P29686|G6PD_SYNP7 ref|ZP_00017814.1 ref|NP_926124.1 ref|NP_894933.1

79322:80335 ref|ZP_00112049.1 ref|NP_488114.1 ref|ZP_00071441.1 ref|NP_626820.1 ref|NP_484217.1 ref|NP_826653.1 ref|NP_926500.1 ref|NP_440889.1 ref|NP_216493.1 ref|NP_914340.1

80418:81398 ref|NP_942234.1 ref|ZP_00108350.1 ref|NP_484997.1 ref|ZP_00073952.1 ref|ZP_00055625.1 pdb|1P7B|A ref|NP_900779.1 ref|NP_518571.1 ref|ZP_00031483.1 ref|NP_651131.2

81430:85023 ref|NP_442368.1 ref|ZP_00073049.1 ref|ZP_00108238.1 ref|NP_484352.1 ref|NP_681818.1 ref|NP_897331.1 ref|NP_894561.1 ref|NP_875351.1 ref|NP_892995.1 ref|ZP_00074756.1

86557:86817 ref|ZP_00111096.1

87461:90070 ref|NP_442877.1 ref|ZP_00071528.1 ref|NP_485310.1 ref|ZP_00109505.1 ref|NP_681482.1 ref|NP_898589.1 ref|NP_876257.1 ref|NP_896073.1 ref|ZP_00034897.1 ref|NP_893817.1

90736:91134 ref|ZP_00072435.1 ref|ZP_00108993.1 ref|ZP_00072737.1 gb|AAC97588.1 ref|NP_484062.1 ref|ZP_00074645.1 ref|NP_484407.1

91100:91717 gb|AAC97588.1 gb|AAC97587.1 ref|NP_484063.1 ref|NP_484406.1 ref|ZP_00105796.1 gb|AAD37358.1 emb|CAB43595.1 emb|CAB43594.1 ref|ZP_00108994.1 ref|NP_049148.1

91778:92539 ref|ZP_00112208.1 ref|NP_488023.1 emb|CAD55633.1 ref|NP_488024.1 ref|NP_682229.1 ref|ZP_00074933.1 ref|ZP_00111730.1 ref|NP_440554.1

92714:93415 ref|NP_487179.1 ref|ZP_00109127.1 ref|NP_440800.1 ref|ZP_00071985.1 ref|ZP_00074820.1 ref|NP_869333.1 ref|ZP_00054078.1 ref|NP_420805.1 gb|AAN87529.1 ref|NP_354690.1

93388:94794 ref|ZP_00111312.1 ref|ZP_00071221.1 ref|NP_440880.1 ref|ZP_00071220.1 ref|NP_874775.1 ref|NP_895808.1 ref|NP_898319.1 ref|NP_821248.1

94859:96466 ref|ZP_00112388.1 ref|NP_486552.1 ref|ZP_00074991.1

97248:98105 ref|ZP_00072080.1 ref|ZP_00106082.1 ref|NP_486131.1 ref|NP_441715.1 ref|NP_682503.1 ref|NP_923834.1 ref|ZP_00062062.1 gb|AAN87379.1 ref|NP_213590.1 ref|NP_898409.1

98199:100079 ref|NP_440755.1 pir||T14235 ref|ZP_00111672.1 ref|NP_488196.1 ref|NP_681694.1 ref|NP_923949.1 ref|ZP_00110491.1 gb|AAK37763.1 ref|NP_484912.1 ref|ZP_00073763.1

100114:101658 ref|NP_440754.1 pir||T14236 ref|NP_488197.1 ref|ZP_00111670.1 ref|NP_923950.1 ref|NP_681695.1 ref|NP_484913.1 ref|NP_925028.1 ref|NP_442737.1 ref|NP_682915.1

101649:102974 ref|NP_440753.1 pir||T14237 ref|NP_488198.1 ref|ZP_00111668.1 ref|NP_923951.1 gb|AAK37765.1 ref|NP_681696.1 ref|NP_484914.1 ref|ZP_00106844.1 gb|AAN03544.1

103501:104673 ref|ZP_00106079.1 ref|ZP_00108868.1 ref|ZP_00022470.1 ref|NP_737267.1 ref|NP_736651.1 ref|NP_702933.1 ref|NP_737023.1 gb|AAR11882.1 ref|ZP_00107975.1 ref|ZP_00108869.1

105508:106323 ref|NP_487893.1 ref|ZP_00111455.1 ref|NP_442891.1 gb|AAD42767.1 ref|ZP_00071010.1 ref|NP_681527.1 ref|ZP_00109707.1 ref|NP_484321.1 ref|NP_925614.1 emb|CAB55833.1

106564:107346 ref|ZP_00112390.1 ref|ZP_00092659.1 ref|NP_215093.1 ref|NP_335018.1 ref|ZP_00028249.1 ref|NP_228588.1 ref|ZP_00026022.1 ref|NP_824467.1 ref|NP_629128.1 ref|ZP_00057299.1

109800:110891 ref|NP_441270.1 ref|NP_484766.1 ref|ZP_00109941.1 ref|NP_682377.1 ref|ZP_00075058.1 ref|NP_894985.1 ref|NP_896797.1 ref|NP_875624.1 ref|NP_893255.1 pir||H96601

111046:111930 ref|NP_440460.1 ref|NP_484155.1 ref|ZP_00105706.1 ref|NP_487725.1 ref|ZP_00107918.1 ref|ZP_00072763.1 ref|NP_923742.1 ref|ZP_00136293.1 ref|NP_251639.1 ref|ZP_00019945.1

112051:112320 ref|NP_485651.1 ref|NP_442367.1 ref|ZP_00143984.1 ref|ZP_00072183.1 ref|NP_924859.1 ref|NP_390946.1 ref|NP_602917.1 ref|NP_243695.1 ref|NP_765017.1 ref|NP_418160.1

112452:113999 ref|NP_485703.1 ref|ZP_00106898.1 ref|NP_442744.1 ref|ZP_00073534.1 ref|NP_682029.1 ref|NP_926438.1 ref|NP_897781.1 ref|NP_894063.1 ref|NP_874806.1 ref|NP_892531.1

117591:121148 ref|ZP_00117141.1 ref|NP_923502.1 ref|NP_631268.1 ref|NP_925207.1 ref|NP_630652.1 ref|NP_864945.1 ref|ZP_00066926.1 pir||T17478 pir||A58519 ref|NP_733740.1

121397:122641 ref|NP_105934.1 ref|ZP_00020536.1 ref|ZP_00019574.1 ref|NP_616006.1 ref|ZP_00019307.1 ref|ZP_00066365.1 ref|ZP_00126776.1 ref|ZP_00139931.1 ref|ZP_00139929.1 ref|ZP_00139935.1

122900:123832 ref|ZP_00073209.1 ref|ZP_00074713.1 ref|ZP_00070959.1 ref|NP_923411.1 ref|ZP_00072679.1 ref|NP_437287.1 ref|ZP_00072680.1 ref|NP_925139.1 ref|ZP_00072678.1 ref|ZP_00074432.1

123814:124755 ref|ZP_00005670.1 gb|AAK08138.1

124945:126126 ref|NP_442034.1 ref|ZP_00107618.1 ref|NP_486305.1 ref|ZP_00071233.1 gb|AAF14309.1 ref|NP_681208.1 ref|NP_896146.1 ref|NP_893882.1 ref|NP_893783.1 ref|NP_876218.1

126835:127770 ref|NP_925768.1 ref|NP_819790.1 ref|NP_820277.1 ref|NP_628618.1 ref|NP_883648.1 ref|NP_248937.1 ref|NP_149272.1 ref|NP_831532.1 ref|ZP_00032202.1 ref|NP_880788.1

127755:128372 gb|AAC97588.1 gb|AAC97587.1 ref|NP_484063.1 ref|NP_484406.1 ref|ZP_00105796.1 gb|AAD37358.1 emb|CAB43595.1 emb|CAB43594.1 ref|NP_049148.1 ref|ZP_00088588.1

128338:128736 ref|ZP_00072435.1 ref|ZP_00108993.1 ref|ZP_00072737.1 gb|AAC97588.1 ref|NP_484062.1 ref|ZP_00074645.1 ref|NP_484407.1

129984:130220 ref|NP_488176.1 ref|ZP_00108163.1

130205:130603 ref|NP_488175.1 ref|ZP_00108164.1 ref|NP_926501.1 ref|NP_484193.1 ref|NP_924970.1 ref|NP_924717.1 ref|NP_442807.1 ref|NP_487509.1 ref|ZP_00019482.1 ref|ZP_00112354.1

130697:131620 ref|ZP_00071173.1 ref|NP_682624.1 ref|ZP_00019659.1 ref|NP_691529.1 ref|NP_954430.1 ref|NP_656271.1 ref|NP_148677.1 ref|NP_832112.1 ref|NP_070051.1 ref|NP_558909.1

131720:132106 ref|ZP_00070942.1 ref|ZP_00108651.1 ref|NP_484919.1 pir||S19133 ref|NP_440673.1 ref|NP_682724.1 ref|NP_927132.1 ref|NP_896749.1 ref|NP_894035.1 ref|NP_874781.1

132270:133277 ref|NP_489101.1 ref|ZP_00106952.1 ref|ZP_00071866.1 sp|Q54757|THIL_SYNP7 ref|NP_683156.1 ref|NP_440122.1 ref|NP_926244.1 ref|NP_896126.1 ref|NP_893862.1 ref|NP_874418.1

133259:134128 ref|ZP_00109018.1 ref|NP_489043.1 ref|ZP_00074975.1 ref|NP_681896.1 ref|NP_897774.1 ref|NP_894099.1 ref|NP_874814.1 ref|NP_892539.1 ref|NP_228959.1 ref|NP_070597.1

134279:134632 ref|NP_701835.1 ref|ZP_00058898.1 ref|NP_936818.1 ref|NP_762234.1 pdb|1NZA|A ref|NP_148087.1 ref|NP_681410.1 ref|NP_559929.1 ref|NP_572945.1 gb|AAM50725.1

134705:135175 ref|NP_487588.1 ref|ZP_00109881.1 ref|ZP_00106455.1 ref|ZP_00108222.1 ref|NP_489384.1 ref|NP_662222.1 ref|NP_662108.1

135258:136550 ref|NP_275483.1 sp|Q46637|AMSJ_ERWAM ref|NP_461046.1 ref|NP_416549.1 ref|NP_707940.1 gb|AAC77850.1 ref|NP_288551.1 ref|NP_754458.1

136505:137824 ref|NP_487310.1

137899:139185 ref|NP_487310.1

139203:140684 ref|NP_436782.1 ref|NP_275484.1 ref|NP_619085.1 ref|NP_632993.1

140706:141605 ref|ZP_00110957.1 ref|ZP_00071659.1 ref|ZP_00071662.1

141674:143278 ref|NP_442931.1 ref|NP_486490.1 ref|ZP_00111968.1 ref|NP_682764.1 ref|ZP_00074980.1 ref|NP_927097.1 ref|NP_349029.1 ref|NP_893182.1 ref|NP_896822.1 ref|NP_894953.1

143535:144713 ref|NP_442073.1 ref|ZP_00109603.1 ref|NP_487640.1 ref|ZP_00071878.1 ref|NP_680820.1 sp|Q06904|SASA_SYNP7 ref|NP_896846.1 ref|NP_894930.1 ref|NP_893194.1 ref|NP_875513.1

144776:145510 ref|NP_442861.1 ref|NP_682860.1

145636:147234 ref|ZP_00072358.1 ref|ZP_00111352.1 ref|NP_681522.1 ref|NP_522833.1 ref|NP_388820.1 ref|ZP_00075369.1 pir||S20924 ref|ZP_00075397.1 gb|AAA22810.1

147293:148240 ref|NP_440315.1 ref|ZP_00108487.1 ref|NP_485118.1 ref|NP_626043.1 ref|NP_904484.1 ref|NP_563568.1 ref|NP_696535.1 ref|ZP_00120636.1

148750:149670 ref|NP_441548.1 ref|ZP_00107914.1 ref|NP_485121.1 ref|ZP_00074935.1 sp|O33698|RS1_SYNP7 ref|NP_895061.1 ref|NP_923933.1 ref|NP_897831.1 ref|NP_874923.1 ref|ZP_00110690.1

149853:150518 ref|ZP_00107288.1 ref|ZP_00074729.1 ref|NP_681632.1 ref|NP_442175.1

150503:151144 ref|NP_442176.1 ref|ZP_00071206.1 ref|ZP_00107289.1 ref|NP_488621.1 ref|NP_681631.1

151160:153727 ref|NP_440407.1 ref|ZP_00075055.1 ref|ZP_00107861.1 ref|NP_488386.1 gb|AAM82700.1 ref|NP_874456.1 ref|NP_898311.1 ref|NP_895801.1 ref|NP_069450.1

153806:154777 ref|ZP_00072820.1 ref|NP_522460.1 ref|NP_765911.1 ref|ZP_00027985.1 ref|ZP_00028688.1 dbj|BAA82880.1 ref|NP_863100.1 dbj|BAB03534.1 ref|NP_049199.1 pir||S24418

154782:155690 ref|ZP_00106057.1 ref|NP_484159.1 ref|ZP_00073966.1 ref|NP_441394.1 ref|NP_682626.1 ref|NP_924701.1 ref|NP_874753.1 ref|NP_898067.1 ref|NP_895487.1 ref|NP_201220.1

156049:156921 ref|NP_486841.1

157095:157763 ref|ZP_00106104.1 ref|NP_436576.1 ref|NP_436026.1 ref|NP_792164.1 ref|ZP_00124147.1 ref|NP_522954.1 ref|NP_773462.1 ref|NP_769475.1 ref|NP_770849.1 gb|AAQ87072.1

157915:159072 ref|NP_252018.1 dbj|BAB11934.1 ref|ZP_00027430.1 sp|O81360|ABA2_PRUAR dbj|BAB78733.1 ref|ZP_00034633.1 dbj|BAB39765.1 emb|CAD40867.2 ref|NP_736727.1 ref|NP_771617.1

159705:160700 ref|NP_488714.1 ref|ZP_00106238.1 ref|NP_442311.1 ref|ZP_00073535.1 ref|NP_897408.1 ref|NP_200628.2 ref|NP_892797.1 ref|NP_875404.1 dbj|BAA96911.1

160621:161538 ref|ZP_00111999.1 ref|ZP_00073287.1 ref|NP_484279.1 ref|ZP_00107835.1 ref|NP_441057.1 ref|NP_925187.1 ref|NP_564662.1 dbj|BAB09714.1 ref|NP_198928.2 ref|NP_566801.1

161481:162581 ref|NP_484289.1 ref|ZP_00111944.1 ref|ZP_00073283.1 ref|NP_441095.1 gb|AAP97931.1 ref|NP_926035.1 ref|NP_567906.1 sp|Q94FY8|TOCC_MAIZE pir||T04448

162624:163001 ref|ZP_00111267.1 ref|NP_485207.1 ref|ZP_00072964.1 ref|NP_443000.1

163016:163447 ref|ZP_00072963.1 ref|NP_485206.1 ref|ZP_00111266.1 ref|NP_443001.1

164237:165490 ref|NP_923532.1 ref|NP_925688.1 ref|NP_490435.1 ref|NP_207236.1 ref|NP_207780.1 ref|NP_490114.1 ref|NP_228850.1 gb|AAC44710.1 ref|NP_052299.1 ref|NP_490254.1

165641:166096 ref|ZP_00111114.1 ref|NP_485861.1 ref|ZP_00111684.1 ref|ZP_00107439.1 ref|NP_487777.1 ref|NP_486478.1 ref|NP_485501.1 ref|ZP_00109823.1 ref|NP_484550.1 ref|NP_924044.1

167007:168128 ref|ZP_00108575.1 ref|NP_484936.1 ref|NP_388666.1 ref|NP_622637.1 sp|O06006|YRAA_BACSU ref|NP_457653.1 ref|NP_830648.1 ref|NP_070109.1 ref|NP_243891.1 ref|NP_654785.1

168138:169244 ref|NP_484840.1 ref|ZP_00108765.1 ref|NP_440735.1 ref|ZP_00070956.1 ref|NP_681253.1 ref|NP_896403.1 sp|Q42884|ARC1_LYCES sp|Q42885|ARC2_LYCES sp|P27793|AROC_CORSE ref|NP_895622.1

169688:170038 ref|ZP_00110594.1 ref|ZP_00020173.1 ref|NP_419318.1 ref|ZP_00108478.1

170173:170622 ref|NP_923532.1 ref|NP_925688.1 ref|NP_490114.1

171067:171468 ref|NP_926467.1 ref|ZP_00111487.1 ref|NP_478315.1 ref|ZP_00107480.1 ref|ZP_00107908.1 ref|ZP_00106981.1 ref|ZP_00106420.1 ref|ZP_00106076.1 ref|ZP_00110290.1 ref|ZP_00107212.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
171565:172023 ref|NP_489128.1 ref|ZP_00074249.1 ref|ZP_00109279.1 ref|NP_441854.1 ref|NP_682587.1 ref|NP_896329.1 ref|NP_923478.1 ref|NP_895699.1 ref|NP_874705.1 ref|NP_892398.1

354 744:2054 ref|NP_486547.1 ref|ZP_00108682.1 ref|NP_440720.1 ref|NP_925811.1 ref|ZP_00071873.1 ref|ZP_00060099.1 ref|NP_347689.1 ref|NP_248617.1 ref|NP_242281.1 ref|ZP_00079079.1

1964:2728 ref|ZP_00107672.1 ref|NP_486608.1 ref|ZP_00075048.1 ref|NP_441228.1 ref|NP_681193.1 ref|NP_925920.1 ref|NP_894229.1 ref|NP_897100.1 ref|NP_875438.1 ref|NP_892732.1

2810:3049 ref|NP_485352.1 emb|CAD55626.1 ref|ZP_00108688.1 ref|NP_894087.1 ref|NP_442853.1 ref|NP_897778.1 ref|NP_682083.1 ref|NP_925823.1 ref|NP_874811.1 ref|ZP_00071129.1

3194:3838 ref|ZP_00073983.1 ref|NP_487831.1 ref|ZP_00111830.1 ref|NP_442087.1 ref|NP_681874.1 ref|NP_895530.1 ref|NP_898127.1 ref|NP_926069.1 ref|NP_893701.1 ref|NP_876131.1

3831:4883 ref|ZP_00072070.1 ref|NP_487832.1 ref|ZP_00111832.1 ref|ZP_00111831.1 ref|NP_487833.1 ref|NP_561748.1 ref|NP_488658.1 ref|NP_925309.1 ref|NP_782890.1 ref|ZP_00062212.1

4931:5662 ref|ZP_00110152.1 ref|NP_442083.1 ref|ZP_00074667.1 ref|NP_488147.1 ref|NP_925594.1 ref|NP_895774.1 ref|NP_876153.1 ref|NP_896247.1 ref|NP_893720.1 ref|NP_212839.1

5743:6243 ref|NP_440404.1 ref|NP_441385.1 ref|ZP_00111712.1

6285:7781 ref|NP_441393.1 ref|NP_489259.1 ref|ZP_00107586.1 ref|NP_681319.1 ref|NP_894602.1 ref|NP_897290.1 ref|NP_875387.1 ref|NP_892961.1 ref|NP_937024.1 ref|NP_762373.1

7869:8633 ref|NP_442405.1 ref|ZP_00073967.1 ref|NP_484158.1 ref|NP_924700.1 ref|NP_682818.1 ref|NP_926559.1 ref|NP_924699.1

8735:9496 ref|NP_442405.1 ref|ZP_00073967.1 ref|NP_484158.1 ref|NP_682818.1 ref|NP_926559.1 ref|NP_924700.1 ref|NP_924699.1

12005:12301 ref|ZP_00100058.1 ref|ZP_00106971.1 ref|ZP_00110846.1 ref|ZP_00106477.1 ref|ZP_00105710.1 ref|ZP_00107312.1 ref|ZP_00107800.1 ref|ZP_00105989.1

12268:12912 ref|ZP_00100058.1 ref|ZP_00110846.1 ref|ZP_00110998.1 ref|ZP_00106972.1 ref|ZP_00074400.1

14079:16736 ref|ZP_00074500.1 ref|NP_869414.1 ref|ZP_00075018.1 gb|AAD49575.1 ref|NP_435262.1 pir||JN0891 sp|P16316|PRTB_ERWCH sp|Q07295|PRTA_ERWCH ref|ZP_00086060.1 gb|AAC33449.1

17186:18067 ref|NP_486037.1 ref|NP_440874.1

18353:19837 ref|NP_440708.1 ref|NP_484495.1 ref|ZP_00110548.1 ref|ZP_00107680.1 ref|NP_682533.1 ref|NP_484489.1 ref|ZP_00109955.1 ref|NP_923292.1 ref|NP_923721.1 ref|NP_896796.1

19845:21080 ref|NP_443046.1 ref|NP_682173.1 ref|ZP_00107681.1 ref|NP_484496.1 ref|ZP_00110547.1 ref|NP_894510.1 ref|NP_897392.1 ref|NP_893031.1 ref|NP_875314.1 ref|NP_923291.1

21152:21706 ref|NP_442065.1 ref|NP_926466.1

21851:24262 ref|NP_441224.1 ref|ZP_00107486.1 ref|NP_484147.1 ref|ZP_00072614.1 ref|NP_681774.1 ref|ZP_00017955.1 ref|NP_691636.1 ref|NP_241472.1 gb|AAP58620.1 ref|NP_831882.1

25045:26163 ref|NP_682381.1 ref|NP_485043.1 ref|ZP_00107384.1 ref|NP_926111.1 ref|NP_489347.1 ref|ZP_00109234.1 ref|NP_661733.1 ref|ZP_00032027.1 ref|NP_771857.1 ref|NP_436657.1

26164:28515 ref|ZP_00110051.1 ref|NP_484375.1 ref|NP_926112.1 ref|NP_682046.1 ref|NP_244558.1 ref|NP_616569.1 ref|ZP_00079042.1 ref|NP_769394.1 ref|NP_436656.1 ref|NP_102447.1

28622:29590 ref|NP_487613.1 ref|ZP_00111465.1 ref|ZP_00072597.1 ref|NP_440537.1 ref|NP_682305.1 ref|NP_925046.1 ref|NP_276326.1 ref|NP_069631.1 ref|NP_614181.1 ref|NP_247420.1

30285:30584 ref|NP_942269.1

30720:31034 ref|NP_440637.1 ref|ZP_00073827.1 ref|NP_681320.1 ref|NP_488825.1 ref|ZP_00110205.1 ref|NP_923345.1

31052:32407 sp|P73290|PURA_SYNY3 sp|Q8YMZ0|PURA_ANASP ref|NP_681321.1 ref|NP_440638.1 ref|NP_488824.1 ref|ZP_00110206.1 ref|NP_926226.1 ref|NP_895089.1 ref|ZP_00073826.1 ref|NP_897864.1

32555:33406 ref|ZP_00107495.1 ref|NP_484615.1 ref|ZP_00112515.1 ref|ZP_00098113.1 ref|NP_624286.1 ref|ZP_00062136.1 ref|NP_780988.1 sp|P56946|CPHB_SYNY8 ref|NP_682959.1 ref|NP_927073.1

33535:34455 ref|ZP_00074522.1 ref|NP_926305.1 ref|NP_488798.1

34443:36566 sp|Q59603|MTB1_NEIGO sp|O30868|MTH2_HAEAE sp|O30869|T2H2_HAEAE sp|Q50973|T2B1_NEIGO sp|P50185|MTD5_DACSA gb|AAC45971.1 pir||JC5542 ref|NP_863573.1 gb|AAO17336.1 sp|P15446|MTH2_HAEPA

36571:37407 ref|ZP_00073396.1 ref|NP_442530.1 ref|ZP_00079828.1 ref|NP_952205.1

37706:38602 ref|NP_440267.1 ref|NP_713975.1 ref|ZP_00118750.1 ref|ZP_00044608.1 ref|ZP_00080663.1 ref|NP_867939.1 ref|ZP_00056567.1 ref|NP_069164.1 gb|AAH08466.1 ref|NP_003850.1

38881:39834 ref|NP_442097.1 ref|ZP_00108377.1 ref|NP_485588.1 ref|ZP_00072529.1 ref|NP_681060.1 ref|NP_924601.1

40083:40586 ref|NP_440206.1 ref|ZP_00107296.1 gb|AAC14716.1 sp|P08801|PHAC_FREDI ref|NP_682341.1 ref|NP_487693.1 sp|P11390|PHAC_SYNP6 prf||1308146A ref|NP_043184.1 ref|NP_897322.1

40717:41223 ref|NP_440205.1

41233:42582 ref|ZP_00110588.1 ref|NP_489256.1 ref|NP_681775.1 ref|NP_441829.1 ref|NP_923327.1 ref|NP_635299.1 ref|NP_899901.1 ref|ZP_00014649.1 ref|ZP_00098497.1 ref|ZP_00129066.1

42756:43253 ref|NP_715763.1 ref|NP_812964.1 ref|NP_406004.1 ref|NP_539861.1 ref|NP_229921.1 ref|ZP_00041026.1 ref|ZP_00038323.1 ref|NP_297727.1 ref|NP_779832.1 ref|NP_455153.1

43920:44909 ref|NP_442211.1 ref|NP_488520.1 ref|ZP_00071323.1 ref|ZP_00107657.1 ref|NP_682329.1 ref|NP_897768.1 ref|NP_894105.1 ref|NP_874818.1 emb|CAB85464.1 ref|NP_190750.1

44951:46045 ref|NP_488521.1 ref|ZP_00071322.1 ref|ZP_00107658.1 ref|NP_440134.1 ref|NP_924173.1 ref|NP_683041.1 ref|NP_486740.1 ref|ZP_00111484.1 ref|NP_442476.1 ref|NP_682632.1

46064:46264 ref|NP_440133.1 ref|NP_488522.1 pir||S36975 ref|NP_681314.1 ref|ZP_00072800.1

46511:47353 ref|NP_443039.1 ref|NP_488525.1 ref|NP_926281.1 gb|AAM22591.1 dbj|BAA19637.1 ref|ZP_00085342.1 ref|NP_840557.1 dbj|BAB03202.1 pir||T31089 pir||T00106

47361:48131 ref|NP_443038.1 ref|NP_488526.1 ref|NP_926280.1 dbj|BAA19638.1 dbj|BAB03203.1 ref|ZP_00134659.1 pir||T00107 ref|NP_815844.1 gb|AAG49408.1 ref|ZP_00019942.1

48065:49060 ref|NP_443037.1 ref|ZP_00044427.1 ref|NP_282568.1 dbj|BAA05020.1 ref|ZP_00043289.1 ref|NP_893336.1 ref|NP_819706.1 ref|NP_875714.1 ref|ZP_00008740.1 ref|NP_772063.1

49220:50500 ref|ZP_00110338.1 ref|NP_487379.1 ref|ZP_00074874.1 ref|NP_440271.1 ref|NP_682323.1 ref|NP_926768.1 ref|ZP_00099036.1 ref|NP_771740.1 ref|ZP_00018482.1 ref|ZP_00079354.1

51217:52893 ref|NP_484918.1 ref|ZP_00108650.1 ref|ZP_00112458.1 ref|NP_924377.1 ref|NP_863971.1 gb|AAR18372.1 pdb|1EHA|A dbj|BAA11010.1 pir||JC5135 ref|NP_343482.1

53207:54622 ref|ZP_00099073.1 ref|NP_622839.1 ref|NP_657843.1 ref|ZP_00117177.1 gb|AAM00631.1 ref|NP_692421.1 ref|NP_830287.1 ref|NP_621740.1 ref|NP_815618.1 ref|NP_842949.1

54609:55907 ref|ZP_00117177.1 ref|ZP_00099400.1 ref|NP_633485.1 ref|ZP_00033977.1 ref|NP_622839.1 ref|NP_621740.1 ref|ZP_00019053.1 ref|NP_243381.1 ref|ZP_00046261.1 ref|NP_781332.1

57018:58214 ref|ZP_00108018.1 ref|NP_487438.1 ref|NP_663021.1 ref|NP_863954.1 ref|NP_737538.1 ref|NP_815089.1 ref|ZP_00036090.1

58586:58876 ref|NP_484108.1 ref|NP_442786.1 ref|NP_683238.1 ref|ZP_00070935.1 ref|NP_484683.1 ref|NP_442943.1 ref|ZP_00111077.1

59063:59992 ref|NP_489042.1 ref|ZP_00070949.1 ref|NP_683145.1 ref|NP_441961.1 ref|NP_897580.1 ref|NP_894270.1 ref|NP_926576.1 ref|NP_952753.1 ref|NP_813565.1 ref|NP_621790.1

59973:60623 ref|NP_442766.1 ref|ZP_00111835.1 ref|NP_487834.1 ref|ZP_00072784.1 ref|NP_683264.1 ref|ZP_00110126.1 ref|NP_484454.1 ref|NP_200292.1 ref|NP_194437.1 pir||JQ1073

60624:61250 ref|ZP_00111835.1 ref|ZP_00072784.1 ref|ZP_00110126.1 ref|NP_487834.1 ref|NP_484454.1 ref|NP_442766.1 ref|NP_683264.1 dbj|BAD03061.1 gb|AAL73524.1 sp|P43284|TRP2_MAIZE

61248:61682 ref|ZP_00111836.1 ref|NP_487835.1 ref|ZP_00071072.1 ref|NP_442417.1 ref|NP_903381.1 ref|NP_405770.1 ref|NP_923109.1 ref|NP_895853.1 ref|NP_245733.1 ref|NP_898371.1

62355:63911 ref|ZP_00074293.1 ref|ZP_00108207.1 ref|NP_487917.1 ref|ZP_00107369.1 ref|NP_923368.1 ref|NP_681889.1 ref|NP_925073.1 ref|NP_925049.1 ref|NP_441711.1 ref|ZP_00105719.1

63917:65233 ref|ZP_00074293.1 ref|ZP_00108207.1 ref|ZP_00107369.1 ref|NP_487917.1 ref|NP_923368.1 ref|NP_681889.1 ref|NP_925073.1 ref|NP_925049.1 ref|NP_926963.1 ref|ZP_00108323.1

65336:67204 ref|NP_440940.1 ref|ZP_00071071.1 ref|NP_486768.1 ref|ZP_00108087.1 ref|NP_682543.1 ref|NP_894556.1 ref|NP_897339.1 ref|NP_893000.1 ref|NP_926538.1 ref|NP_875346.1

67591:68424 gb|AAD32731.1 ref|ZP_00033453.1 gb|EAA51836.1

68434:69411 gb|AAC38151.1 ref|NP_343839.1 ref|ZP_00011968.1 pdb|1EVQ|A dbj|BAA82510.1 ref|NP_343862.1 ref|NP_770924.1 ref|ZP_00040904.1 ref|NP_778743.1 ref|ZP_00040148.1

70338:72917 ref|NP_487323.1 ref|ZP_00111820.1 ref|NP_440622.1 ref|NP_682888.1 ref|ZP_00072853.1 ref|NP_897348.1 ref|NP_894547.1 ref|NP_927027.1 ref|NP_893007.1 ref|NP_875339.1

74782:75828 ref|ZP_00075216.1 ref|NP_284940.1 ref|ZP_00112063.1 ref|NP_926213.1 ref|ZP_00089628.1 ref|NP_293978.1 ref|NP_070180.1 ref|ZP_00110234.1 ref|NP_284933.1 ref|NP_296146.1

76317:77009 ref|NP_441957.1 ref|ZP_00071706.1 ref|ZP_00108232.1 ref|NP_489298.1 ref|ZP_00075308.1 ref|NP_682476.1 ref|NP_926550.1 ref|NP_892560.1 ref|NP_895173.1 ref|NP_874832.1

77147:77686 ref|ZP_00071705.1 ref|ZP_00108233.1 ref|NP_489299.1 ref|NP_440826.1 ref|NP_682831.1 ref|NP_924808.1 ref|NP_897957.1 ref|NP_895174.1 ref|NP_213197.1 ref|ZP_00057973.1

77687:78838 ref|ZP_00108234.1 ref|NP_489300.1 ref|ZP_00071704.1 ref|NP_441352.1 ref|NP_682832.1 ref|NP_926698.1 ref|ZP_00045487.1 ref|NP_897958.1 ref|NP_892559.1 ref|NP_895175.1

79194:79451 ref|ZP_00108381.1

79441:79707 ref|ZP_00108380.1

79777:81315 ref|ZP_00108744.1 ref|NP_486991.1 ref|ZP_00072135.1 ref|NP_924310.1 gb|AAF69763.1 ref|NP_046038.1 ref|NP_635024.1 ref|NP_617309.1 ref|ZP_00042794.1 gb|AAK58563.1

81490:81825 ref|NP_439935.1 ref|NP_925342.1 ref|NP_946180.1 ref|NP_486999.1 ref|ZP_00107275.1

81798:82049 ref|NP_439936.1 ref|ZP_00107276.1 ref|NP_486998.1 ref|ZP_00010414.1 ref|NP_925341.1 ref|NP_440385.1 ref|NP_488000.1

82172:83413 ref|NP_442440.1 sp|P54918|ALR_SYNY3 sp|Q8YU96|ALR_ANASP ref|NP_486498.1 ref|ZP_00106602.1 ref|ZP_00072981.1 ref|NP_681250.1 ref|NP_926764.1 ref|NP_876072.1 ref|NP_898189.1

83571:84194 ref|NP_443015.1 ref|ZP_00112396.1 ref|NP_487141.1 ref|NP_682657.1 ref|ZP_00072104.1 ref|NP_924077.1 ref|NP_892908.1 ref|NP_894360.1 ref|NP_896873.1

84225:85055 ref|NP_443016.1 ref|NP_488886.1 ref|ZP_00107195.1 ref|ZP_00074800.1 ref|NP_682576.1 ref|NP_923390.1 ref|NP_897694.1 ref|NP_894199.1 ref|NP_893388.1 ref|NP_875736.1

85097:85468 ref|NP_926942.1

85665:85895 ref|ZP_00073342.1 ref|NP_898271.1

86212:88128 ref|NP_441815.1 ref|NP_488383.1 ref|ZP_00107082.1 ref|NP_682640.1 ref|NP_895605.1 ref|NP_898224.1 ref|NP_926189.1 ref|NP_622162.1 ref|ZP_00107081.1

88129:88662 ref|NP_488876.1 ref|ZP_00073346.1 ref|NP_682254.1 ref|NP_840375.1 ref|ZP_00119356.1 ref|NP_441955.1 ref|NP_641461.1 ref|ZP_00125922.1 ref|NP_898453.1 ref|NP_895984.1

88657:89286 ref|NP_485104.1 ref|NP_924828.1 ref|NP_868455.1 ref|ZP_00064776.1 ref|ZP_00033213.1 ref|NP_827402.1 ref|NP_626265.1 ref|NP_354550.1 gb|AAC44462.1 ref|NP_109484.1

89228:90931 ref|NP_485104.1 ref|NP_924828.1 ref|NP_868455.1 ref|ZP_00064776.1 ref|ZP_00033263.1 ref|NP_800469.1 ref|NP_626265.1 ref|NP_733736.1 ref|NP_746705.1 ref|ZP_00128057.1

91047:95981 ref|NP_285490.1 ref|NP_602947.1 ref|NP_810722.1 ref|ZP_00066488.1 ref|ZP_00067166.1 ref|NP_824579.1

96059:96556 ref|NP_285489.1

96866:97342 ref|NP_440900.1 ref|ZP_00107285.1 ref|NP_488617.1 ref|NP_683210.1 ref|NP_923018.1 ref|ZP_00071766.1 ref|ZP_00135015.1 ref|NP_894428.1 ref|NP_719078.1 ref|NP_267153.1

97343:98020 ref|NP_440899.1 ref|ZP_00107284.1 ref|ZP_00071765.1 ref|NP_488616.1 ref|NP_681691.1 ref|NP_926976.1 ref|NP_894427.1 ref|NP_897173.1 ref|NP_875423.1 ref|NP_043253.1

97953:99086 ref|NP_440898.1 ref|ZP_00071764.1 ref|NP_346852.1 ref|NP_952635.1 ref|NP_603897.1 ref|ZP_00144768.1 ref|ZP_00079515.1 ref|NP_780866.1 ref|NP_242614.1 ref|NP_681450.1

99123:101681 ref|NP_485012.1 ref|ZP_00108643.1 ref|ZP_00109400.1 ref|ZP_00073997.1 ref|NP_682064.1 ref|ZP_00074191.1 ref|NP_923831.1 ref|NP_441932.1 ref|NP_682507.1 ref|ZP_00107833.1

102028:103992 ref|NP_486825.1 ref|NP_441254.1 ref|ZP_00074839.1 ref|NP_924869.1 ref|NP_661227.1 emb|CAB94798.1 ref|ZP_00057078.1 ref|NP_822194.1 ref|NP_851532.1 gb|AAG28703.1

103976:105274 ref|ZP_00055976.1 ref|NP_884495.1 ref|NP_888187.1 ref|NP_880874.1 emb|CAC79591.1 ref|NP_640925.1 ref|NP_638967.1 ref|ZP_00080020.1 ref|ZP_00081470.1 ref|ZP_00018401.1

105312:105794 ref|ZP_00055976.1

106177:106920 ref|NP_440163.1 ref|NP_487922.1 ref|ZP_00107373.1 ref|ZP_00073339.1 ref|NP_682401.1 ref|NP_923835.1 ref|NP_875745.1 ref|NP_894189.1 ref|NP_897703.1 ref|NP_764470.1

107262:108161 ref|NP_441209.1 sp|P56946|CPHB_SYNY8 gb|AAL56989.1 ref|ZP_00107372.1 ref|NP_487920.1 sp|O86108|CPHB_ANAVA ref|ZP_00073340.1 ref|NP_682959.1 ref|NP_927073.1 ref|ZP_00107495.1

108211:110922 sp|Q9KGY4|CPHA_CYAA5 ref|NP_441210.1 sp|P56947|CPHA_SYNY8 ref|ZP_00073341.1 gb|AAL56990.1 sp|O86109|CPHA_ANAVA ref|NP_487919.1 ref|ZP_00107371.1 ref|NP_682960.1 ref|NP_927272.1

111168:111479 ref|ZP_00074970.1 ref|NP_441749.1 ref|NP_488365.1 ref|NP_681002.1 ref|NP_898239.1 ref|NP_895619.1 ref|NP_876045.1 ref|NP_923692.1 ref|NP_564937.1 ref|NP_893616.1

111498:112352 ref|ZP_00107753.1 ref|NP_488364.1 ref|NP_440012.1 ref|ZP_00074971.1 ref|NP_681001.1 ref|NP_923630.1 ref|NP_484990.1 ref|ZP_00111282.1 ref|NP_441847.1 ref|NP_178413.1

112659:113597 ref|NP_484992.1 ref|ZP_00074815.1 ref|NP_441502.1 ref|NP_682684.1 ref|NP_925111.1 gb|AAN03583.1 ref|NP_895167.1 ref|NP_897951.1 ref|NP_892565.1 ref|NP_874837.1

113561:114598 ref|NP_441501.1 ref|ZP_00110621.1 ref|ZP_00074814.1 ref|NP_484991.1 ref|NP_682683.1 ref|NP_925112.1 ref|NP_895166.1 ref|NP_626199.1 ref|NP_296337.1 ref|NP_827492.1

114697:115053 ref|NP_440815.1 ref|NP_743090.1 ref|NP_794230.1 ref|ZP_00126301.1 ref|ZP_00086585.1 ref|NP_213799.1 gb|AAN40828.1 ref|NP_951514.1 ref|ZP_00137973.1 ref|NP_442327.1

115186:116025 ref|ZP_00072018.1 ref|NP_478247.1 ref|NP_440137.1 ref|NP_894129.1 ref|ZP_00072996.1 ref|NP_894770.1 ref|ZP_00109821.1 ref|NP_485717.1 ref|NP_927034.1 ref|NP_484666.1

116118:116642 ref|NP_680951.1 ref|NP_440541.1 ref|NP_863854.1 ref|NP_819619.1 ref|NP_926760.1 ref|ZP_00096483.1 ref|NP_896790.1 ref|NP_894992.1 ref|NP_875629.1 ref|NP_893260.1

116696:117367 ref|ZP_00107936.1 ref|NP_487700.1 ref|NP_440450.1 ref|ZP_00072054.1 ref|NP_681839.1 ref|NP_682053.1 ref|NP_485776.1 ref|NP_924534.1 ref|ZP_00107435.1 ref|NP_895868.1

117640:118572 ref|NP_441535.1 ref|ZP_00072428.1 ref|ZP_00108829.1 ref|NP_484528.1 ref|NP_681075.1 gb|AAB50393.1 ref|NP_894037.1 ref|NP_896751.1 ref|NP_874783.1 gb|AAL16220.1

118593:120290 ref|NP_442346.1 ref|NP_487127.1 ref|ZP_00073626.1 ref|NP_683129.1 ref|NP_926219.1 ref|ZP_00112275.1 ref|NP_896407.1 ref|ZP_00107383.1 ref|ZP_00017963.1 ref|NP_296735.1

120359:121363 ref|NP_485628.1 ref|NP_441294.1 ref|ZP_00111105.1 ref|ZP_00072292.1 ref|NP_925227.1 ref|NP_681597.1 ref|NP_897246.1 ref|NP_348986.1 ref|NP_623327.1 ref|NP_875419.1

121476:122201 ref|ZP_00071583.1 ref|NP_487241.1 ref|ZP_00112151.1 ref|NP_442741.1 pir||S71781 ref|NP_681241.1 emb|CAD55637.1 ref|NP_927348.1 ref|NP_194238.1 gb|AAF70243.1

122202:122606 ref|ZP_00071537.1 ref|ZP_00111852.1 ref|NP_485562.1 ref|NP_442742.1 gb|AAA85381.1 ref|NP_681070.1 ref|NP_923708.1 ref|ZP_00044893.1 ref|NP_897738.1 ref|ZP_00119322.1

122422:123021 ref|NP_442742.1 ref|ZP_00111852.1 ref|NP_485562.1 ref|ZP_00071537.1 ref|NP_923708.1 ref|NP_681070.1 ref|NP_714138.1 ref|ZP_00021097.1 ref|ZP_00079474.1 ref|ZP_00058430.1

123049:123687 ref|NP_927165.1 ref|NP_440227.1 ref|ZP_00111621.1 ref|NP_926338.1 ref|NP_439909.1 ref|NP_927237.1 ref|NP_441804.1 ref|NP_923768.1 ref|NP_488081.1 ref|ZP_00110922.1

123791:124021 ref|NP_926929.1 ref|ZP_00073059.1 ref|ZP_00007189.1 gb|AAF73943.1 ref|NP_540803.1 ref|NP_697100.1 ref|NP_107876.1 emb|CAC17473.1 ref|NP_682766.1 ref|NP_386953.1

123936:125468 ref|ZP_00073059.1 ref|NP_926929.1 ref|ZP_00106281.1 ref|NP_682766.1 ref|NP_534559.1 ref|NP_356570.1 ref|ZP_00056358.1 sp|P39671|PGMU_AGRTU ref|NP_386953.1 emb|CAC17473.1

125461:126522 ref|NP_487418.1 ref|ZP_00105874.1 ref|NP_441115.1 ref|NP_683064.1 ref|ZP_00073415.1 ref|NP_895591.1 ref|NP_898204.1 ref|NP_876065.1 ref|NP_893634.1 ref|ZP_00071296.1

126546:126944 ref|ZP_00111665.1 ref|NP_440706.1 ref|NP_484964.1 gb|AAP80819.1 ref|NP_565018.1

126951:127559 ref|ZP_00071428.1 gb|AAQ88568.1 ref|NP_056222.1 ref|NP_378094.1 ref|XP_217262.1 ref|NP_343637.1 ref|NP_083907.2 ref|NP_116139.1 gb|AAH50650.1 dbj|BAB91136.1

127570:127959 ref|ZP_00071215.1 ref|NP_926579.1 ref|NP_198980.1 ref|NP_564827.1 pir||B96666

127960:128967 ref|ZP_00109484.1 ref|NP_486988.1 ref|ZP_00073311.1 ref|NP_680792.1 ref|NP_657296.1 ref|NP_833115.1 ref|ZP_00087703.1 ref|NP_396117.1 ref|NP_535561.1 ref|ZP_00137267.1

128964:129785 ref|NP_484321.1 ref|ZP_00109707.1 ref|NP_681527.1 ref|NP_442891.1 ref|NP_487893.1 ref|ZP_00071010.1 ref|ZP_00111455.1 gb|AAD42767.1 ref|NP_925614.1 ref|NP_821916.1

130004:130771 ref|ZP_00109711.1 ref|ZP_00074001.1 ref|NP_441165.1 ref|NP_681252.1 ref|NP_875748.1 ref|NP_893400.1 ref|NP_897708.1 ref|NP_894185.1 ref|NP_490265.1 ref|NP_490266.1

130913:131122 ref|NP_440269.1 ref|NP_486394.1 ref|ZP_00112173.1 ref|NP_682706.1

131276:131566 ref|NP_441946.1

131893:132975 ref|ZP_00112175.1 ref|NP_486392.1 ref|NP_927302.1 ref|ZP_00110817.1 ref|ZP_00108691.1 ref|NP_924911.1 ref|ZP_00110163.1 ref|ZP_00072240.1 gb|AAL37298.1 ref|NP_487506.1

133021:133311 ref|NP_486002.1 ref|ZP_00108764.1 ref|ZP_00072533.1 ref|NP_441346.1 ref|NP_926697.1 ref|NP_682222.1 ref|NP_875135.1 ref|NP_897117.1 ref|NP_893070.1

133325:134053 ref|NP_440991.1 ref|NP_488556.1 ref|ZP_00112430.1 ref|ZP_00075133.1 ref|NP_683033.1 ref|ZP_00071031.1 ref|NP_628033.1 ref|ZP_00058950.1 ref|NP_825518.1 ref|NP_296233.1

134095:135936 ref|NP_440992.1 ref|NP_488555.1 ref|ZP_00112431.1 ref|ZP_00071147.1 ref|NP_683032.1 ref|NP_927124.1 ref|NP_566315.1 gb|AAM67100.1 gb|AAF21180.1 gb|AAL87300.1

135911:136342 ref|NP_440993.1 ref|NP_488554.1 ref|ZP_00112432.1 ref|ZP_00071146.1 ref|NP_927123.1 ref|NP_682935.1

136336:136926 ref|NP_485501.1 ref|ZP_00107439.1 ref|NP_488952.1 ref|NP_488639.1 ref|NP_486478.1 ref|NP_485861.1 ref|NP_924507.1 ref|ZP_00111114.1 ref|NP_923817.1 ref|ZP_00106931.1

136786:137424 ref|NP_485629.1 ref|ZP_00072293.1 ref|ZP_00111106.1 ref|NP_440011.1 ref|NP_926263.1 ref|NP_682596.1

137498:138223 ref|ZP_00074022.1 ref|ZP_00109701.1 ref|NP_484324.1 ref|NP_441783.1 ref|NP_833568.1 ref|NP_657818.1 ref|ZP_00059098.1 dbj|BAA10976.1 ref|NP_389475.1 ref|NP_692447.1

139097:139369 ref|NP_485208.1 ref|ZP_00072965.1 ref|NP_681502.1 ref|ZP_00111268.1 ref|NP_925395.1

139465:140025 ref|ZP_00072966.1 ref|NP_485209.1 ref|NP_682744.1 ref|NP_924028.1

139986:141149 ref|NP_442223.1 ref|ZP_00074576.1 ref|ZP_00109432.1 ref|NP_926987.1 ref|NP_954127.1 ref|NP_895405.1 ref|NP_896441.1 ref|NP_892174.1 ref|NP_812167.1 ref|NP_874459.1

141175:142530 sp|P74750|DP3A_SYNY3 ref|NP_440562.1 pir||A59016 ref|NP_485097.1 ref|ZP_00108882.1 ref|NP_682859.1 ref|NP_926880.1 ref|ZP_00074086.1 ref|NP_897125.1 ref|NP_894480.1

142561:143694 ref|NP_923150.1 ref|NP_485293.1 ref|ZP_00111880.1 ref|NP_680863.1 ref|NP_484286.1 ref|ZP_00111992.1 ref|NP_484253.1 ref|ZP_00111593.1 ref|ZP_00073423.1 ref|NP_486517.1

143861:144487 ref|NP_442101.1 ref|ZP_00110026.1 ref|NP_488332.1 ref|ZP_00073618.1 ref|NP_441588.1

144677:145210 ref|NP_440036.1 ref|NP_488107.1 ref|ZP_00109447.1 ref|ZP_00072282.1 ref|NP_682362.1 ref|NP_926209.1 ref|NP_894406.1 ref|NP_897204.1

145204:145947 ref|NP_440037.1 ref|ZP_00109448.1 ref|NP_488108.1 ref|ZP_00072281.1 ref|NP_682361.1 ref|NP_926210.1 ref|NP_894405.1 ref|ZP_00119714.1 ref|NP_897205.1 ref|NP_904913.1

145948:147141 ref|NP_440926.1 ref|ZP_00072396.1 ref|NP_488109.1 ref|ZP_00109449.1 ref|NP_442772.1 ref|NP_926279.1 ref|NP_923877.1 ref|NP_894404.1 ref|NP_897206.1 ref|NP_875229.1

147108:147944 ref|NP_441102.1 ref|ZP_00108779.1 ref|NP_486758.1 ref|NP_621720.1 pir||T31439 ref|NP_781223.1 ref|NP_562105.1 ref|ZP_00018435.1 ref|ZP_00060042.1 ref|NP_347597.1

147947:148729 ref|NP_923235.1 ref|ZP_00079802.1 ref|NP_952334.1 ref|NP_627377.1 ref|NP_824785.1 ref|ZP_00060220.1 ref|NP_276816.1 ref|ZP_00018244.1 ref|NP_248081.1 ref|NP_618889.1



contig region BLAST-top1 BLAST-top2 BLAST-top3 BLAST-top4 BLAST-top5 BLAST-top6 BLAST-top7 BLAST-top8 BLAST-top9 BLAST-top10
148756:149616 ref|ZP_00109848.1 ref|NP_926394.1 ref|NP_487092.1 ref|ZP_00073325.1 ref|NP_443065.1 ref|NP_898482.1 ref|NP_896012.1 ref|NP_893095.1 ref|NP_295306.1 ref|ZP_00017617.1

149763:150500 ref|NP_442833.1 ref|NP_926415.1

150507:151844 ref|ZP_00072797.1 ref|NP_440137.1 ref|NP_478247.1 ref|NP_440442.1 ref|ZP_00109821.1 ref|ZP_00107470.1 ref|NP_602587.1 ref|NP_849719.1 ref|NP_174142.1 dbj|BAC42846.1

151972:153063 ref|ZP_00105946.1 ref|NP_682484.1 ref|NP_419554.1 ref|ZP_00050278.1 dbj|BAA33964.1 ref|NP_175088.1 gb|AAD54323.1 ref|ZP_00029832.1 pir||T52458 ref|NP_922973.1

154185:154955 ref|NP_440438.1 ref|ZP_00108261.1 sp|Q05238|PYG1_SYNP2 ref|ZP_00071005.1 ref|NP_848974.1 ref|NP_896409.1 ref|NP_053975.1 ref|NP_045071.1 sp|Q02074|PYG_GALSU sp|P34814|PYG_AGLNE

155102:155746 ref|NP_440437.1 ref|ZP_00071004.1 ref|ZP_00108259.1 ref|NP_924137.1 ref|NP_484661.1 ref|NP_682489.1 ref|NP_896410.1 ref|ZP_00109425.1 ref|ZP_00109081.1 ref|ZP_00071934.1

155761:156288 ref|ZP_00107171.1 ref|ZP_00109395.1 ref|NP_485203.1 ref|NP_682493.1 ref|NP_441164.1 ref|NP_488161.1 sp|Q44549|FENR_ANAVA sp|P21890|FENR_ANASO ref|NP_441743.1

156997:157854 ref|NP_442836.1 ref|ZP_00107654.1 ref|NP_488501.1 ref|ZP_00072668.1 ref|NP_682909.1 ref|NP_898277.1 ref|NP_892217.1 ref|NP_874509.1 ref|NP_894016.1 ref|ZP_00017909.1

157855:158685 ref|ZP_00110517.1 ref|NP_484237.1 ref|ZP_00071769.1 ref|ZP_00090835.1 ref|NP_946347.1 ref|ZP_00010582.1 sp|P07383|TPES_PSEPU

159103:159486 ref|ZP_00110846.1 ref|ZP_00106477.1 ref|ZP_00105710.1 ref|ZP_00105989.1 ref|ZP_00107312.1 ref|ZP_00107800.1 ref|ZP_00100058.1 ref|ZP_00106971.1

159422:159826 ref|ZP_00110846.1 ref|ZP_00106972.1 ref|ZP_00105710.1

159899:160435 ref|ZP_00100058.1 ref|ZP_00105996.1 ref|ZP_00110846.1 ref|ZP_00110998.1 ref|ZP_00106972.1 ref|ZP_00107344.1 ref|ZP_00107481.1

160446:160799 ref|ZP_00017721.1 ref|NP_923763.1

163212:163529 gb|AAF00967.1 ref|NP_485649.1 ref|NP_490267.1 ref|ZP_00108066.1 ref|ZP_00107131.1 ref|ZP_00105686.1 gb|AAA21547.1 ref|NP_490411.1 ref|NP_486738.1 ref|NP_490456.1

163525:163740 gb|AAF00967.1 ref|ZP_00108066.1 ref|ZP_00107131.1 ref|NP_490411.1 ref|NP_490456.1 ref|NP_486738.1 ref|NP_490267.1 ref|NP_485649.1

163629:164072 gb|AAA21547.1 ref|NP_490411.1 ref|NP_486738.1 ref|NP_490456.1 ref|NP_485649.1 ref|NP_490267.1 gb|AAF00967.1 ref|ZP_00107131.1 ref|ZP_00106921.1

164632:166311 ref|ZP_00108461.1 ref|NP_818270.1 sp|P42700|RO60_XENLA sp|P10155|RO60_HUMAN ref|NP_004591.2 gb|AAO47002.1 ref|NP_294986.1 gb|AAH52380.1 ref|NP_038863.1 gb|AAL77518.1

166647:167360 ref|NP_927301.1 ref|NP_487845.1 ref|NP_681721.1 pir||T50936 ref|NP_770804.1 ref|ZP_00020202.1 ref|ZP_00033021.1 ref|NP_884925.1 ref|ZP_00094981.1 ref|NP_880404.1

167604:169415 ref|ZP_00072542.1 ref|ZP_00073575.1 ref|ZP_00072395.1 ref|ZP_00075039.1 ref|ZP_00075345.1

169557:178520 ref|NP_488278.1 ref|ZP_00108697.1 ref|ZP_00074867.1 ref|ZP_00110763.1 ref|NP_925831.1 ref|NP_641574.1 ref|NP_636515.1 ref|ZP_00073522.1 ref|NP_487248.1 pir||A47026

178617:182852 ref|NP_490483.1 pir||A47026 ref|NP_440276.1 ref|NP_864660.1 ref|ZP_00065706.1 ref|NP_898479.1 ref|NP_296356.1 ref|ZP_00071040.1 ref|NP_386908.1 ref|NP_388665.1

183072:185804 ref|NP_486883.1 ref|NP_866889.1 ref|NP_601655.2 ref|NP_737827.1 ref|ZP_00071040.1 sp|P21948|PPB_ESCFE pdb|1ANI|A pdb|1KHJ|A pdb|2ANH|A gb|AAA24363.1

185867:187912 ref|NP_484319.1 ref|ZP_00108698.1 ref|NP_051643.1 ref|ZP_00073099.1 ref|NP_485094.1 ref|ZP_00108394.1 ref|NP_518623.1 ref|NP_249038.1 ref|ZP_00092247.1 ref|NP_733538.1

187834:188148 ref|NP_485094.1 ref|NP_484319.1 ref|ZP_00108394.1 ref|ZP_00108698.1 dbj|BAC79386.1 ref|NP_422066.1 ref|NP_051643.1 ref|ZP_00073099.1 ref|NP_249038.1 ref|ZP_00092247.1

188036:191437 ref|NP_484319.1 ref|ZP_00073099.1 ref|ZP_00108698.1 ref|NP_051643.1 ref|NP_925092.1 gb|AAM66146.1 ref|NP_354167.1 ref|NP_531845.1 ref|NP_385295.1 ref|ZP_00015013.1

191965:192801 ref|NP_484464.1 ref|ZP_00112072.1 ref|NP_902506.1 ref|NP_627451.1 ref|NP_630657.1 ref|NP_864201.1 ref|NP_248386.1 ref|NP_247746.1 ref|NP_613519.1 ref|NP_613818.1

355 0.61666667 ref|ZP_00108868.1 ref|ZP_00106079.1 ref|ZP_00107975.1 gb|AAR11882.1 ref|ZP_00022470.1 ref|NP_738370.1 ref|NP_737267.1 ref|NP_736651.1 ref|NP_702933.1 ref|NP_737023.1

1121:1693 ref|NP_441071.1

1816:2349 ref|NP_441070.1 ref|NP_441071.1 ref|ZP_00071982.1 ref|NP_484607.1 ref|ZP_00109025.1 ref|NP_681801.1

2373:4136 ref|ZP_00110972.1 ref|NP_485014.1 ref|NP_439949.1

4137:5132 ref|ZP_00110973.1 ref|NP_485013.1 ref|NP_439948.1 ref|NP_867666.1 ref|ZP_00018572.1 ref|NP_868901.1 ref|NP_863810.1 emb|CAD55649.1 ref|NP_143247.1 ref|NP_241156.1

5188:5976 ref|NP_440707.1 ref|NP_486790.1 ref|ZP_00112008.1 ref|NP_682719.1 ref|ZP_00074246.1 ref|NP_895682.1 ref|NP_896346.1

6001:6705 ref|NP_486791.1 ref|ZP_00112007.1 ref|ZP_00074247.1 ref|NP_441422.1 ref|ZP_00075376.1 ref|NP_681820.1 ref|NP_926430.1 gb|AAK59482.2 ref|NP_565789.2 gb|AAL08281.1

6779:7030 ref|ZP_00110966.1 ref|NP_923301.1 ref|NP_925293.1 ref|NP_487690.1

7081:7467 ref|NP_487552.1 ref|ZP_00108075.1 ref|ZP_00071505.1 ref|NP_441756.1 sp|P74342|FOLB_SYNY3 ref|NP_681536.1 ref|NP_924433.1 ref|NP_469602.1 ref|NP_387959.1 ref|ZP_00097807.1

7551:8150 ref|NP_442848.1 gb|AAN46162.1 ref|NP_923027.1 ref|ZP_00072733.1 ref|NP_295715.1 ref|NP_601714.1 ref|ZP_00058832.1 ref|ZP_00124553.1 ref|NP_793559.1 ref|NP_940191.1

8546:11074 ref|ZP_00106798.1 ref|NP_487598.1 ref|NP_923868.1 ref|NP_441621.1 ref|NP_896024.1 ref|ZP_00098281.1 ref|ZP_00103720.1 gb|AAG22112.1 ref|NP_622222.1 ref|NP_068982.1

11144:11875 ref|ZP_00052753.1 ref|NP_902094.1 ref|NP_880067.1 ref|NP_885111.1 ref|NP_924648.1 ref|ZP_00108558.1 ref|ZP_00089204.1 ref|NP_485167.1 ref|ZP_00138617.1 ref|NP_249724.1

11880:12212 ref|NP_484685.1 ref|ZP_00072708.1 ref|NP_441124.1 ref|NP_681654.1

12434:12769 ref|ZP_00071926.1 ref|ZP_00110786.1 ref|NP_487259.1 ref|NP_440502.1 ref|NP_682941.1 ref|NP_926627.1 ref|NP_925278.1

13536:14774 ref|ZP_00018150.1 ref|NP_241218.1 ref|ZP_00001678.1 ref|NP_296213.1 ref|NP_767429.1 ref|NP_881837.1 ref|NP_886263.1 ref|NP_891131.1 ref|NP_762826.1 ref|NP_937428.1

14775:15848 ref|NP_599487.1

16845:18911 ref|ZP_00108595.1 ref|NP_485280.1 ref|ZP_00071314.1 ref|NP_681535.1 ref|NP_925090.1 ref|ZP_00097203.1 ref|NP_391962.1 ref|NP_214471.1 ref|NP_781617.1 ref|ZP_00062180.1

18925:19626 ref|ZP_00072365.1 ref|NP_442901.1 ref|NP_712482.1 ref|ZP_00072364.1 ref|NP_069460.1 ref|NP_712483.1

19627:20328 ref|ZP_00072364.1 ref|NP_442900.1 ref|NP_712483.1 ref|NP_712482.1

20307:21017 ref|ZP_00072363.1 ref|NP_442899.1 ref|NP_069460.1 ref|NP_712481.1 ref|NP_275890.1 ref|NP_712483.1 ref|NP_125912.1 ref|NP_712482.1 ref|NP_228178.1 ref|ZP_00072365.1

21023:22312 ref|NP_440816.1 ref|NP_487898.1 ref|ZP_00111461.1 ref|ZP_00072546.1 pir||JC4289 pir||T51092 ref|NP_923244.1 ref|NP_683172.1 dbj|BAA82871.1 dbj|BAA85116.1

22556:23377 ref|NP_440817.1 ref|ZP_00072547.1 ref|NP_923245.1 pir||T51091 ref|NP_487897.1 ref|NP_680927.1 ref|ZP_00111460.1 ref|NP_897736.1 ref|NP_894153.1

23534:24841 ref|NP_440818.1 ref|NP_486540.1 ref|ZP_00071626.1 ref|ZP_00110562.1 ref|NP_682196.1 ref|NP_926048.1 ref|NP_894608.1 ref|NP_897268.1 ref|NP_485778.1 ref|ZP_00109118.1

24926:25804 ref|NP_440151.1 ref|ZP_00108230.1 ref|NP_489296.1 ref|ZP_00071083.1 ref|NP_924284.1 ref|ZP_00078922.1 ref|NP_615636.1 ref|NP_633853.1 ref|NP_831316.1 ref|NP_655438.1

26670:27971 ref|NP_488045.1 ref|ZP_00111602.1 ref|ZP_00071822.1 ref|NP_441679.1 ref|NP_682340.1 ref|NP_896432.1 ref|NP_895414.1 ref|NP_925658.1 ref|NP_892180.1 ref|NP_874467.1

27955:28593 ref|ZP_00072528.1 ref|ZP_00108376.1 ref|NP_485587.1 ref|NP_442098.1 ref|NP_681061.1 ref|NP_894620.1 ref|NP_875418.1 ref|NP_897247.1 ref|NP_892784.1 dbj|BAB08289.1

28603:28983 ref|NP_486786.1 ref|ZP_00111735.1 ref|ZP_00032993.1 ref|NP_924502.1 ref|NP_662087.1 ref|NP_441826.1 ref|NP_518213.1

28992:29810 ref|NP_487753.1 ref|ZP_00110659.1 gb|AAQ82451.1 emb|CAA67988.1 ref|ZP_00073472.1

29815:30282 ref|ZP_00105870.1 ref|NP_440526.1 ref|NP_486157.1 ref|ZP_00071088.1

30532:31725 ref|NP_924543.1 ref|NP_440132.1 ref|ZP_00074790.1 ref|NP_681257.1 ref|ZP_00107110.1 ref|NP_486603.1 sp|P51778|TAL_ANAVA ref|NP_895076.1 ref|NP_897850.1 ref|NP_874912.1

31845:35144 ref|NP_442333.1 sp|Q55756|CARB_SYNY3 ref|NP_487849.1 ref|ZP_00109569.1 ref|ZP_00070947.1 ref|NP_683122.1 ref|NP_924715.1 ref|NP_564338.1 emb|CAC85727.1 dbj|BAB90007.1

35280:35594 ref|ZP_00107200.1

37576:38955 ref|NP_106941.1

39520:42078 ref|ZP_00109951.1 ref|NP_484485.1 ref|ZP_00074457.1 ref|NP_682407.1 ref|NP_924996.1 ref|NP_440422.1 sp|P73077|PARC_SYNY3 ref|NP_896103.1 ref|NP_874399.1 ref|NP_893838.1

43141:44175 ref|NP_484180.1 ref|ZP_00110690.1 ref|NP_440890.1 ref|NP_682836.1 sp|P46228|RS1_SYNP6 ref|ZP_00072155.1 ref|NP_923933.1 ref|NP_898076.1 ref|NP_892431.1 ref|NP_874745.1

44425:44808 ref|NP_485467.1 ref|ZP_00112351.1 ref|NP_486567.1

44956:45858 ref|NP_440703.1 ref|NP_681548.1 ref|NP_484781.1 ref|ZP_00110366.1 ref|NP_894500.1 ref|NP_897402.1 ref|NP_902568.1 ref|NP_899931.1 ref|ZP_00019335.1 ref|NP_228620.1

45853:46920 ref|NP_488888.1 ref|ZP_00107193.1 ref|ZP_00073632.1 ref|NP_441016.1 ref|NP_682346.1 ref|NP_923163.1 ref|NP_894197.1 ref|NP_719080.1 ref|NP_927938.1 ref|NP_246600.1

46949:47818 ref|ZP_00108598.1 ref|NP_487978.1 ref|NP_487283.1 ref|NP_781828.1 ref|NP_658397.1

47931:49550 ref|NP_441198.1 ref|NP_485930.1 ref|ZP_00112058.1 ref|ZP_00073958.1 ref|NP_681115.1 ref|NP_925085.1 ref|NP_896628.1 ref|NP_895258.1 ref|NP_875827.1 ref|NP_893471.1

49589:50506 ref|NP_441197.1 ref|ZP_00073959.1 ref|ZP_00112057.1 ref|NP_485931.1 ref|NP_681116.1 ref|NP_896629.1 ref|NP_895257.1 ref|NP_875826.1 ref|NP_925082.1 ref|NP_893470.1

51090:52643 ref|ZP_00072586.1 ref|NP_485851.1 ref|ZP_00108672.1 ref|NP_441674.1 ref|NP_924697.1 sp|Q9X1E4|GLK2_THEMA ref|NP_623576.1 ref|NP_229230.1 ref|NP_667391.1 ref|NP_865707.1

52724:53863 ref|NP_440287.1 ref|NP_488847.1 ref|NP_682918.1 ref|ZP_00073599.1 ref|NP_925298.1 ref|NP_896355.1 ref|NP_895673.1 ref|NP_621851.1 ref|NP_391433.1 ref|ZP_00061038.1

54643:55287 ref|ZP_00072376.1 ref|ZP_00106799.1 ref|NP_228107.1 gb|AAN87407.1 ref|ZP_00053003.1 ref|NP_213080.1 ref|NP_623494.1 ref|NP_786742.1 ref|ZP_00017818.1 ref|NP_466265.1

55314:56828 ref|NP_488482.1 ref|ZP_00106584.1 ref|ZP_00074657.1

57377:57709 ref|NP_484260.1 ref|ZP_00111586.1 ref|ZP_00074102.1 ref|NP_440112.1 ref|NP_682289.1 ref|NP_897004.1 ref|NP_923828.1 ref|NP_893223.1 ref|NP_053814.1

57789:58910 ref|NP_485095.1 ref|NP_682287.1 ref|NP_487912.1 ref|ZP_00107364.1 ref|ZP_00109677.1 ref|ZP_00074183.1 ref|ZP_00017259.1 ref|NP_903209.1

60177:60902 ref|ZP_00109727.1 ref|NP_440257.1 ref|NP_923978.1 ref|NP_489060.1 ref|ZP_00110692.1 ref|NP_484177.1 ref|NP_924154.1 ref|NP_926201.1 ref|ZP_00106929.1 ref|ZP_00106535.1

61014:62237 ref|NP_486759.1 ref|NP_490254.1 ref|NP_632445.1 ref|NP_615231.1 ref|ZP_00078796.1 ref|ZP_00078397.1 ref|NP_052492.1 ref|NP_618593.1 ref|ZP_00076723.1 ref|ZP_00076538.1

62403:63158 ref|NP_923445.1

63242:64969 ref|NP_440839.1 ref|ZP_00109177.1 ref|NP_487010.1 ref|NP_682167.1 ref|NP_925934.1 ref|ZP_00073863.1 ref|NP_213415.1 ref|NP_069515.1 ref|NP_301556.1 ref|NP_217835.1

64935:65651 ref|NP_489061.1 ref|ZP_00108644.1 ref|NP_924469.1 ref|NP_925564.1 ref|NP_440628.1 ref|ZP_00105991.1 ref|ZP_00072637.1

65732:67132 ref|ZP_00110816.1 ref|ZP_00071018.1 ref|NP_488875.1 ref|ZP_00111006.1 ref|ZP_00071025.1 ref|ZP_00072549.1 ref|ZP_00106870.1 ref|ZP_00111952.1 ref|NP_484523.1 ref|ZP_00111459.1

67110:71732 ref|NP_488874.1 ref|ZP_00111458.1 ref|ZP_00111951.1 ref|NP_484522.1 ref|ZP_00106428.1 ref|ZP_00106869.1 ref|ZP_00071017.1 ref|ZP_00072550.1 ref|ZP_00106355.1 ref|NP_484708.1

71737:72234 ref|NP_487126.1 ref|ZP_00074414.1 ref|ZP_00105729.1 ref|ZP_00033555.1 ref|NP_518562.1 ref|NP_407394.1 ref|ZP_00117187.1 ref|ZP_00057417.1 ref|ZP_00022621.1 ref|NP_773402.1

72456:74792 ref|NP_487197.1 gb|AAL76159.1 ref|ZP_00107118.1 ref|NP_442237.1 gb|AAL76161.1 ref|NP_486939.1 ref|ZP_00109399.1 ref|ZP_00012543.1 ref|ZP_00012542.1 ref|NP_354963.1

74752:75210 ref|NP_442238.1 pdb|1I3C|A gb|AAL76160.1 ref|NP_487198.1 ref|ZP_00107117.1 ref|NP_616208.1 ref|ZP_00076795.1 ref|NP_486007.1 ref|NP_616207.1 ref|ZP_00109938.1

また、空欄は、BLASTPで検索されたsubject（遺伝子）が１０個に満たなかったことを示す。



資料　２　コンティグ340、344に対するアノテーション

contigregion BLASTP-top1 BLASTP-top2 BLASTP-top3 annotation

344 630:1367 ref|NP_942474.1 ref|NP_942533.1 unknown protein

5448:5675 ref|NP_942221.1 unknown conserved protein 

5656:6276 ref|NP_942222.1 ref|NP_923095.1 ref|NP_942261.1 probable plasmid partitioning protein, ParA family

9317:10282 ref|NP_440002.1 r? f|NP_665769.1 ref|NP_489456.1 integrase-recombinase protein xerC 

10606:11070 ref|NP_102311.1 unknown protein

12014:12475 ref|NP_442994.1 unknown protein

13249:14232 ref|NP_942533.1 unknown protein

340 163:561 ref|ZP_00072435.1 ref|ZP_00108993.1 ref|ZP_00072737.1 Transposase and inactivated derivatives 

2203:2823 ref|NP_440131.1 ref|ZP_00111870.1 ref|NP_485287.1 shikimate kinase 

3827:6253 ref|ZP_00105782.1 ref|NP_488599.1 ref|ZP_00108691.1 WD-40 repeat-protein 

6279:6926 ref|NP_441493.1 sp|P42352|RL9_SYNY3 ref|ZP_00110947.1 50S ribosomal protein L9 

6836:7144 ref|NP_295604.1 gb|AAB80775.1 unknown conserved protein 

7155:7694 ref|NP_440305.1 ref|NP_681020.1 ref|NP_488729.1 hypothetical protein 

7844:9034 ref|NP_442814.1 gb|AAN03533.1 ref|NP_484267.1 NADH dehydrogenase subunit 

9060:9653 gb|AAN03534.1 ref|NP_442813.1 sp|Q00236|NUIC_PLEBO NADH dehydrogenase subunit 

9654:10376 ref|NP_442812.1 gb|AAN03535.1 sp|Q00243|NU6C_PLEBO NADH dehydrogenase subunit 

contigregion BLASTP-top1 BLASTP-top2 BLASTP-top3 annotation

10410:10733 ref|NP_442811.1 ref|ZP_00072988.1 gb|AAN03536.1 NADH dehydrogenase subunit 

10774:11406 ref|ZP_00109225.1 ref|NP_484555.1 ref|ZP_00072582.1 hypothetical protein 

11869:12711 ref|ZP_00070976.1 ref|ZP_00110658.1 ref|NP_487754.1 Predicted hydrolases of the HAD superfamily 

12660:13361 ref|NP_841054.1 ref|ZP_00028138.1 ref|NP_519289.1 3-methyladenine DNA glycosylase

13682:15097 ref|NP_923532.1 ref|NP_490435.1 ref|NP_925688.1 putative transposase 

15218:17890 ref|NP_440607.1 ref|NP_488370.1 ref|ZP_00107095.1 Fe-S oxidoreductase 

17917:18276 ref|NP_488369.1 ref|ZP_00108812.1 ref|ZP_00071360.1 hypothetical protein 

18709:18960 ref|ZP_00107096.1 ref|ZP_00072345.1 ref|NP_488368.1 hypothetical protein

18997:19623 ref|NP_489139.1 ref|NP_442007.1 ref|ZP_00109266.1 orotate phosphoribosyltransferase  (OPRTase)

19766:20542 ref|NP_441593.1 unknown protein

20793:21536 ref|NP_489137.1 ref|ZP_00109268.1 ref|ZP_00074597.1 hypothetical protein 

21565:22980 ref|ZP_00109269.1 ref|NP_489136.1 ref|ZP_00074598.1 Hemolysins and related proteins containing CBS domains

23033:23830 ref|NP_442856.1 ref|ZP_00108225.1 ref|NP_488546.1 phosphorybosilformimino-5-amino-phosphorybosil-

4-imidazolecarboxamideisomerase

23913:26618 ref|NP_442999.1 ref|ZP_00071181.1 ref|ZP_00105826.1 cation or drug efflux system protein 

28079:28270 ref|ZP_00109178.1 hypothetical protein 

29312:29923 ref|ZP_00109490.1 ref|NP_484815.1 ref|ZP_00071506.1 SAM-dependent methyltransferases 

30171:30764 ref|NP_440594.1 ref|ZP_00112040.1 ref|NP_487622.1 hypothetical protein 

30779:31876 ref|ZP_00106436.1 ref|NP_487572.1 ref|NP_280565.1 muconate cycloisomerase

contigregion BLASTP-top1 BLASTP-top2 BLASTP-top3 annotation

340 31906:32388 ref|NP_486822.1 ref|ZP_00106099.1 sp|Q8DLJ7|AROQ_SYNEL 3-dehydroquinate dehydratase (Type II DHQase)

32397:32576 ref|NP_486821.1 ref|ZP_00106098.1 hypothetical protein 

32753:33976 ref|NP_485346.1 ref|NP_681239.1 ref|NP_786766.1 putative Na+/H+ antiporter 

33996:35189 ref|NP_242006.1 ref|NP_579662.1 ref|NP_142193.1 sugar ABC transportor 

35481:35993 ref|ZP_00109248.1 ref|NP_488576.1 ref|NP_442526.1 hypothetical protein

36712:38379 ref|NP_442850.1 ref|ZP_00109914.1 ref|NP_487827.1 GTPase SAR1 and related small G proteins 

38495:38740 ref|NP_441653.1 ref|NP_484865.1 ref|ZP_00109867.1 hypothetical protein 

38741:39262 ref|NP_487277.1 ref|ZP_00074119.1 ref|ZP_00109284.1 TPR repeat 

39388:40245 ref|ZP_00073277.1 ref|ZP_00107009.1 ref|NP_486931.1 Short-chain dehydrogenases

40333:41538 ref|NP_442772.1 ref|ZP_00109449.1 ref|NP_488109.1 Predicted permeases 

41740:43575 ref|NP_488098.1 ref|NP_824828.1 ref|NP_824827.1 putative acyl-CoA dehydrogenase

43514:43951 ref|NP_488099.1 unknown protein

44027:45487 ref|NP_488100.1 ref|NP_811593.1 ref|ZP_00129971.1 probable alginate O-acetylation protein 

45466:46743 ref|ZP_00071920.1 ref|ZP_00073240.1 ref|NP_681926.1 NADH dehydrogenase, FAD-containing subunit 

46753:47028 ref|ZP_00106897.1 ref|NP_485704.1 ref|ZP_00073533.1 Thiol-disulfide isomerase and thioredoxins 

47101:47799 ref|NP_486004.1 ref|ZP_00109935.1 ref|ZP_00072313.1 two-component system response regulator 

47792:48760 ref|NP_488833.1 ref|ZP_00110652.1 ref|NP_440141.1 Glycosyltransferases involved in cell wall biogenesis

48761:49573 ref|ZP_00111354.1 ref|NP_484068.1 ref|ZP_00072361.1  Uncharacterized conserved protein 

49597:51192 ref|ZP_00108170.1 ref|NP_484963.1 ref|NP_442694.1 Glycine/D-amino acid oxidases (deaminating) 

contigregion BLASTP-top1 BLASTP-top2 BLASTP-top3 annotation

340 51510:52520 ref|NP_487078.1 ref|ZP_00110964.1 ref|NP_486125.1  SAM-dependent methyltransferases 

52536:53300 ref|ZP_00110615.1 ref|NP_617426.1 ref|NP_636975.1 ATPase involved in DNA repair 

53263:54780 ref|ZP_00107963.1 hypothetical protein 

54781:55602 ref|ZP_00107964.1 hypothetical protein 

55586:57511 ref|ZP_00110166.1 ref|ZP_00073730.1 ref|NP_442970.1 Hemolysin activation/secretion protein 

57772:60300 ref|ZP_00110167.1 ref|NP_440372.1 ref|ZP_00073698.1 Large exoproteins involved in heme utilization or adhesion

60272:63280 ref|ZP_00107979.1 ref|ZP_00107980.1 ref|ZP_00107970.1 TPR repeat 



contigregion BLASTP-top1 BLASTP-top2 BLASTP-top3 annotation

63424:64254 ref|ZP_00106429.1 ref|ZP_00109436.1 ref|ZP_00108955.1 Methyl-accepting chemotaxis protein/ Aspartokinases  

65487:65825 ref|ZP_00110628.1 ref|ZP_00107634.1 ref|NP_487164.1 5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase 

65953:66576 ref|NP_487115.1 ref|ZP_00072607.1 ref|ZP_00110611.1 Nucleotide-binding protein implicated in inhibition of

septum formation

66607:67173 ref|NP_441339.1 ref|ZP_00110610.1 ref|NP_487116.1 similar to photosystem II oxygen-evolving complex 23K protein PsbP

67505:68065 ref|ZP_00109821.1 ref|ZP_00107470.1 ref|NP_602587.1 TPR repeat 

68983:69792 ref|NP_441235.1 ref|NP_485290.1 ref|ZP_00111876.1 Gamma-glutamyltransferase 

69923:72070 ref|NP_440601.1 sp|Q46363|ZAM_SYNY3 ref|ZP_00073711.1 protein conferring resistance to acetazolamide/Exoribonuclease R 

72588:74000 ref|NP_441602.1 ref|NP_486112.1 ref|ZP_00109087.1 threonine synthase 

73847:74287 ref|ZP_00072100.1 ref|ZP_00111819.1 ref|NP_487322.1 Uncharacterized conserved protein 

74277:74774 ref|NP_440792.1 ref|NP_487321.1 ref|ZP_00111818.1 unknown protein 

74886:75578 ref|NP_440791.1 ref|NP_487320.1 ref|ZP_00111817.1  RNA polymerase sigma-E factor 

contigregion BLASTP-top1 BLASTP-top2 BLASTP-top3 annotation

340 75632:76177 ref|ZP_00111814.1 ref|NP_487317.1 ref|NP_681639.1 hypothetical protein 

76251:76475 ref|ZP_00112069.1 ref|NP_683085.1 ref|ZP_00073150.1 hypothetical protein 

76575:77432 sp|Q8YVD0|DAP2_ANASP ref|ZP_00112068.1 ref|NP_442973.1 Diaminopimelate epimerase 

77885:78232 ref|NP_925901.1 hypothetical protein 

78233:78547 ref|ZP_00112150.1 ref|NP_925902.1 ref|NP_441661.1 Uncharacterized conserved protein 

78622:78843 ref|NP_486754.1 ref|ZP_00112189.1 ref|NP_441207.1 hypothetical protein 

78783:79049 ref|NP_486753.1 hypothetical protein 

79821:83942 ref|NP_440360.1 ref|NP_488405.1 ref|ZP_00107632.1 Mg-chelatase subunit; ChlH 

84956:85300 ref|NP_925901.1 hypothetical protein 

87032:87421 ref|ZP_00072180.1 ref|NP_488854.1 ref|NP_442896.1 hypothetical protein 

87352:88515 ref|ZP_00072182.1 ref|ZP_00106552.1 ref|NP_488095.1 Predicted aminomethyltransferase related to glycine cleavage T-protein

89702:90679 ref|NP_488792.1 ref|ZP_00111826.1 ref|ZP_00072916.1 Predicted nucleoside-diphosphate-sugar epimerases 

90701:91561 ref|NP_441852.1 ref|ZP_00111825.1 ref|NP_488791.1 Probable inorganic polyphosphate/Predicted sugar kinase 

91678:92805 ref|NP_441468.1 ref|ZP_00111862.1 ref|NP_484670.1 H+/Ca2+ exchanger 

92984:93901 ref|NP_441362.1 ref|NP_484960.1 gb|AAK51164.1 ABC transporter permease protein 

93931:95481 ref|NP_442359.1 ref|NP_487245.1 ref|ZP_00073521.1 glutamyl-tRNA synthetase 

95828:96124 ref|NP_440371.1 ref|ZP_00072213.1 unknown protein 

97851:98585 ref|NP_442468.1 ref|ZP_00108094.1 ref|ZP_00072991.1 Cell division initiation protein 

98586:99068 ref|NP_442467.1 ref|ZP_00108093.1 ref|NP_488740.1 pantetheine-phosphate adenylyltransferase 

contigregion BLASTP-top1 BLASTP-top2 BLASTP-top3 annotation

340 99243:100460 ref|ZP_00109602.1 ref|NP_487675.1 ref|NP_682595.1 hypothetical protein 

100470:102239ref|NP_489039.1 ref|ZP_00110354.1 ref|ZP_00071868.1 N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase 

102527:103360ref|ZP_00107321.1 ref|NP_485832.1 ref|NP_439956.1 Lysophospholipase L1 and related esterases 

103351:103674ref|NP_441766.1 ref|NP_488688.1 ref|NP_053986.1 Probable DNA-directed RNA polymerase omega chain 

103675:104310ref|NP_441765.1 ref|ZP_00110313.1 ref|NP_683048.1 hypothetical protein 

104280:104729ref|NP_488690.1 ref|ZP_00110314.1 ref|ZP_00071164.1 hypothetical protein 

104985:105494ref|NP_441174.1 ref|NP_484806.1 pir||I39732 hypothetical protein 

106992:110063ref|NP_478219.1 ref|NP_954286.1 ref|NP_663155.1 DNA polymerase II, putative 

110324:110629ref|NP_487541.1 unknown protein 

111573:112631ref|ZP_00111370.1 ref|NP_487543.1 ref|ZP_00110322.1 Integrase

113061:113750ref|NP_926082.1 ref|NP_441416.1 ref|NP_925619.1 hypothetical protein 

113932:115308ref|NP_485025.1 ref|NP_442586.1 ref|ZP_00111658.1 Thiamine biosynthesis protein 

赤字は、シアノバクテリア以外の生物種であることを示す。

また、空欄は、subjectとしてBLASTPで１遺伝子あるいは２遺伝子しか検索されなかったことを示す。
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4-3 極乾燥・強光下で生き抜く野生スイカの耐性機構解析 
 

4-3-1 野生スイカにおける葉緑体チラコイド膜 

           乾燥応答性タンパク質の網羅的解析』 
 

<序論> 

１、植物と乾燥ストレス 
 

地球上に存在するすべての生物は、何らかの環境ストレスにさらされている。

特に植物は移動の自由を持たないため、変化する季節や生息場所に適応して生

き延びていかなくてはならない。植物に環境ストレスを与える要因としては、

乾燥、強光、高温、低温、塩などが上げられる。その中でも、乾燥・強光は植

物の生育に大きなダメージを与える。乾燥・強光によって引き起こされるスト

レスには、主に水分含量の低下による成長阻害や気孔閉鎖による光合成速度の

低下、光阻害などが見られる。 
植物体の大部分は水が主要な構成成分であり、生体重の 70～90％を占めてい

る。土壌中の含水量が低くなり水分を吸収できない場合、または、蒸散量が吸

収量を上回る場合などにおいて、植物は乾燥状態と考えられる。植物細胞は、

細胞壁の伸展と細胞の水の吸収とによって体積が不可逆的に増加し成長するが、

水分量の低下は細胞に大きな成長阻害を与える。また、葉の水ポテンシャルが

低下すると気孔の閉鎖が起こり、葉内の CO2 濃度が減少する。このため、葉細

胞の光合成活性が著しく低下する(平沢, 1999)。更に、CO2固定速度が減少する

と、CO2固定に利用されない過剰な光量子エネルギーによって光阻害を受ける。 
これらの乾燥ストレスに応答して、気孔閉鎖に関与する植物ホルモンのアブ

シジン酸(ABA)が合成される。また、細胞を乾燥から保護するプロリン、グリシ

ンベタインなどの適合溶質が蓄積する(Sakamoto and Murata, 2002)。これらの適

合溶質は低分子で水溶性に富み浸透圧調節に適している。これらの化合物は膜

タンパク質などに結合することによって細胞を脱水から保護するとともに、水

分欠乏によるタンパク質の変性を防いでいる。その他にも、親水性で耐凍性タ

ンパク質やデヒドリンなどの LEA タンパク質(Koag, 2003)、シャペロンなどの細

胞に対して直接機能をもつタンパク質や転写を制御するアブシジン酸合成酵素、

MYB や MIC などの転写制御因子などのタンパク質も合成される (Shinozaki 
et al.,1997)。このように、乾燥によって変化するタンパク質の存在は多く知られ

ている (Satoh et al., 2001)。特に、太陽による光エネルギーを直接受ける葉緑体

のチラコイド膜では、タンパク質のさまざまな変化が予想され、興味深い。 
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２、葉緑体チラコイド膜の過還元 
 

植物は光合成を行うことで生きるために必要なエネルギーを作りだしてい

る。光合成は、光エネルギーを化学エネルギーに変換する明反応(チラコイド膜

で行われる)と、固定されたエネルギーを用いて有機化合物が合成される暗反応

(ストロマで行われる)の 2 つの過程から成る。明反応が行われるチラコイド膜内

には、光化学系Ⅱ、Ⅰ、そして、これらをつなぐシトクロム複合体が存在する。  
まず、太陽からの光エネルギーは、光化学系? の集光クロロフィルで集めら

れ、反応中心である P680 が励起されて電子を放出する(伊藤 2002)。この電子

はプラストキノンを経て、光化学系Ⅱと同様に励起され酸化された光化学系? の

P700 に受け取られる。P700 の励起によって発生した電子は、鉄・硫黄タンパク

質を経てフェレドキシンに渡り、NADP＋を還元して NADPH となる。この

NADPH は暗反応のカルビン回路を駆動させるエネルギーとなる。この一連の電

子伝達系は非循環型電子伝達系という。さらに、葉緑体チラコイド膜には ATP
合成酵素も存在しており、チラコイド内腔に形成されたプロトン勾配を利用し

て ATP を合成する。 
 

 チラコイド膜での電子伝達には太陽の光エネルギーが必要であり、最終的に

カルビン回路において１molの CO2が固定されるのに必要な光量子は８molであ

る。当然、光エネルギーが少なければ光合成速度は低下する。しかし、そのエ

ネルギーが過剰な場合においても、植物は光合成に支障をきたす。特に、砂漠

などの強光環境下において植物は、過剰な光エネルギーにさらされ、光阻害が

生じやすくなる。光阻害とは、色素崩壊には無関係な可視光によって引き起こ

される光合成能力の低下のことをいう( Powles, 1984 )。 
一般的な植物は 200µmol photons/m2/以上の PPFD(photosynthetically active 

photon flux density)では過剰光量子を吸収することになり（浅田 1999）、500µmol 
photons/m2/s 以上の PPFDでは光合成の CO２固定に使用されるエネルギーを上回

り飽和状態となる。夏の晴天下では、2000µmol photons m-2s-1の光量子が存在す

ることからも考えて、植物はしばしば過剰光量子を吸収することが考えられる 
(Long and Humphries, 1994)。余剰な光エネルギーは酸素分子に渡され活性酸素と

なり、チラコイド膜の光化学系Ⅱの D1 タンパク質をはじめ LHCPⅡなどのタン

パク質を分解する。 (Miyao, 1994,  Zolla, 2002) 
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３、葉緑体チラコイド膜エネルギー散逸機構 
 

葉緑体チラコイド膜は過剰光量子ストレスの緩和と過剰の光量子エネルギー

の消去を行う機構を兼ねそろえている。 
その代表的な機構として、光化学系Ⅱの D1 タンパク質の分解があげられる 

(Aro et al., 1993)。D1 タンパク質は光化学系Ⅱの反応中心を構成する分子量

33kDa のタンパク質である。光量子が過剰なときに標的分子となり分解しやすい。

この反応中心の一部の分解は過剰なエネルギーの流れを絶ちチラコイド膜の光

阻害による傷害を保護している。しかし、光化学系Ⅱの分解は光合成の初段階

の停止を招くため、素早い回復が必要である。そのため、D1 タンパク質の mRNA
は非常に安定しており、ただちに修復され(Zhang and Aro 2002)、光化学系Ⅱの反

応中心に組み込まれて機能を回復させる(Aro et al., 1994)。この D1 タンパク質は

チラコイド膜タンパク質の中で最も代謝回転率が高く、半減期は１～２時間で

ある。 
また、高いプロトン勾配が形成されるとキサントフィルサイクルが働く。チ

ラコイド膜における電子伝達はチラコイド膜内腔にプロトンを蓄積させる。こ

のプロトン勾配によって ATP合成酵素を介した ATPの合成が起こり暗反応を駆

動させるエネルギーを作り出す。しかし、CO２還元等への ATP 利用速度が低下

した場合、ATP の合成速度をプロトンの蓄積速度が上回る。過剰量のプロトン

はチラコイドルーメンを酸性化し変性させる。このチラコイド膜内腔の酸性化

を回避するシステムがキサントフィルサイクルである。ルーメンの pH が 5 付近

になるとデポキシダーゼ反応がおこりビオラキサンチンがアンテラキサンチン

を経てゼアキサンチンとなりアンテナクロロフィルから反応中心クロロフィル

への励起エネルギー移動が抑制され、励起エネルギーが熱として失われる

(Demmig, 1998)。 
この系によって光化学系Ⅱの量子収率を半分にまで低下させることができる。 
このキサントフィルサイクルの駆動にはプロトン勾配の形成が必須であるが、

過剰な光量子下では光化学系Ⅱが機能を失い、電子伝達が上手く行われない。

これを回避するのが、光化学系Ⅱの循環的電子伝達反応、および光化学系Ⅰで O

２を２H2O に還元する water-water サイクルであると考えられる(Asada 1999)。 
water-water サイクルは光化学系Ⅱで酸素に流れた電子を水へ回収させ、エネ

ルギーを消費していく。water-water サイクルは水の分解、酸素からスーパーオ

キサイドの生成、スーパーオキシドジスムターゼ触媒のスーパーオキサイドの

不均化反応、アスコルビン酸による過酸化水素の水への還元、酸化型アスコル

ビン酸のアスコルビン酸への還元といった５つの反応からなり、ストロマで発

生する活性酸素を消去することができる (Fig.1)。 
このようにエネルギー散逸系の存在は確認されているが、一般の C３植物は乾
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燥･強光に対しての耐性能力が低い。そこで C３植物でありながら優れた乾燥･強

光ストレス耐性を示す野生種スイカに注目した。さらに、乾燥や強光によるス

トレスにおいて、もっとも傷害が発生しやすく、そのための防御機構も多く備

わっていると考えられる葉緑体チラコイド膜に焦点を当てた。 
 
４、野生種スイカ(Citrullus lanatus) 
 

今回実験に用いた野生種スイカ(Citrullus lanatus sp.No101117-1)はウリ科･スイ

カ属に属している。また、アフリカ･ボツワナ共和国のカラハリ砂漠原産であり、

強光による酸化、高温障害を引き起こす過酷な砂漠で生育している。植物種は

それぞれの持つ光合成の機構により C3植物、C4植物、CAM 植物の 3 つに分類

されるが、野生スイカ( Citullus lanatus )は、一般に乾燥に弱いと考えられている

C3 型光合成代謝を営む( Miyake and Yokota, 2000 )。しかし、その形態はウリ科の

一般作物と変わりない。実験室レベルにおいて野生種スイカとキュウリおよび

ラディッシュの乾燥ストレスに対する経時的変化を観察したところ、野生種ス

イカは潅水停止後５日を経過しても、ほとんど黄化がみられず外観に変化が生

じないという結果が得られている(Fig.2)。 
当研究室では、これまでに野生種スイカに関するさまざまな知見が明らかに

なっている。その一つとして、適合溶質であるシトルリンの蓄積が上げられる

(Kawasaki et al., 2000)。このシトルリンはプロリンやマンニトール、グリシンベ

タインといった適合溶質のように活性酸素種消去能を持つことが明らかとなっ

ており、その消去能は他の3つと比較して高いことが分かっている。(Yokota et al., 
2002)。 
また、乾燥時において栽培種スイカは細胞壁の折れたたみや原形質分離を起

こし細胞膜の乱れが観察されたが、野生種スイカでは観察されなかった。さら

に、野生種スイカは栽培種スイカと比較して、表皮細胞の細胞壁の厚さが 1.2 倍

厚いことも明らかになっている。これらは、水分の蒸発を形態レベルで阻止す

るための手段であると考えられる。 (中村、2000)。 
このように、野生種スイカは優れた乾燥耐性を示し、その幾つかの機構にお

いては解明が成されている。しかし、これまでは比較的研究が容易な可溶性の

タンパク質の研究は中心であった。しかし、上述したように、光エネルギーを

直接吸収し化学エネルギーに変換する場所は単離が困難である葉緑体のチラコ

イド膜である。膜に存在するタンパク質は疎水性である不溶性であるため調整

が非常に難しい。このような背景から乾燥･強光ストレスによって変動するチラ

コイド膜タンパク質を観察した。 
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５､プロテオミクス 
 

 プロテオームとはタンパク質の集合という意味を持ち、遺伝子の集合を意味

する genome（gene+ome）から派生した造語である。そして、タンパク質の網羅

的解析のことをプロテオーム解析、もしくはゲノミクスに対してプロテオミク

スと呼ぶ。世界的なゲノムプロジェクトによって、ヒトをはじめとする多くの

生物種においてゲノム配列の決定が進行している。現在、このゲノム配列の決

定を背景に新規のタンパク質の同定、機能予測が可能となった。 
プロテオミクスはタンパク質の同定を行うことを基本とし、それらをプロフ

ァイリングすること、それらの相互作用の解析を行うことの 3 つ大きな柱を持

つ。タンパク質の同定にあたっては、まず、2 次元電気泳動によるタンパク質の

分離を行う。2 次元電気泳動はタンパク質を等電点と分子量の 2 つの性質で分離

する。現在用いられているタンパク質分離操作の中ではもっとも優れた実験技

術である。分離したタンパク質は質量分析器によって同定が可能である。さら

にタンパク質修飾に関しても明らかにすることが可能である。これらを応用し

て組織特異的な発現プロファイルの比較解析を行うことができる。タンパク質

はあらゆる生体分子との相互作用を通じてその機能を発揮する。代謝経路の酵

素群、シグナル伝達経路のタンパク質や転写因子などがそうである。このこと

からも相互作用の解析はタンパク質機能を解析するために無くてはならない。 
そして、それらを大規模に包括的に解析することが可能なのが、プロテオミク

スの技術なのである。 
プロテオーム解析を行うにあたって、問題点が幾つかある。その一つは膜タ

ンパク質の可溶化である。本研究においてターゲットとなる葉緑体チラコイド

膜タンパク質は疎水性であり、2 次元電気泳動において可溶化が困難であると予

想される。さらに 1 次元目を等電点分離するため、一般に変性力の高いイオン

性の界面活性剤は適さないと言われている。 
近年、質量分析機器の大きな進歩によりプロテオミクスの技術も一段と飛躍

している。植物においてもシロイヌナズナをはじめとする、さまざまな種で解

析が行われている(Rossignol, 2001)。更に、細胞膜(Santoni et al.,1998)や葉緑体 
(Schubert et al., 2002)などの(いずれもシロイヌナズナ)細胞小器官のタンパク質

におけるプロテオームマップも作成されている。しかし、これらの解析はマッ

プ作成の域に留まり、生理的解析を目的としたプロテオーム解析の報告は少な

い。 
これまでに、乾燥ストレス耐性においてはさまざまな研究なされており、網

羅的な研究としてはマイクロアレイや EST など遺伝子レベルで行われている。

しかし、タンパク質レベルの研究は数少ない。このため、乾燥によって引きお

こされる植物体内での生理的な変化の全体像を理解することが困難であった。
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このような背景から、乾燥時に誘導される一部のタンパク質をモデル植物に導

入しても乾燥耐性植物の開発に至らないケースが多く見られた(Kranner, 2002 )。
タンパク質の網羅的な解析は生体における個々の機能をつなぎ合わせ、生理機

構を明らかにするために必要不可欠である。 
乾燥に対して、さまざまな形で耐性を示す野生種スイカを乾燥応答研究のモ

デル植物として用いることは、植物体内で繰る広げられる乾燥耐性機構の解明

へのアプローチとして多いに適している。これらに加え、さらに、未だ確立さ

れていない膜タンパク質の 2 次元電気泳動法などの技術的確立を行うことで、

新たな生理的知見が得られることが期待される。 
 
６、本研究の目的 
 
これまでに述べたように当研究室では、野生種スイカの乾燥耐性機構に関与

するさまざまな因子の研究が行われてきた。しかし、これまでの研究のターゲ

ットとなっていたタンパク質は可溶性であった。乾燥・強光下においてもっと

も傷害が予想されるチラコイド膜に関わるタンパク質は野生種スイカのみなら

ず、シロイヌナズナや他の植物種においても報告例が少ない。それは、膜タン

パク質の抽出が困難であることに原因がある。また、乾燥ストレス応答性のタ

ンパク質の研究は盛んに行われてきたものの、それらを生理的にリンクさせる

ことは困難であった。これらの問題点を、近年、めざましく発達したタンパク

質の体系的、網羅的理解に大きく貢献するプロテオミクスの技術を用いて解決

することを目指した。プロテオミクスの技術を用いるにあたっては、初段階の

２次元電気泳動において、膜タンパク質を可溶化する技術的な問題が生じる。

この問題点の解決を含め、葉緑体チラコイド膜における乾燥・強光応答性タン

パク質の同定を行うことで、野生種スイカははじめとする乾燥耐性植物や一般

の C3植物における乾燥･強光ストレス耐性機構の解明を目的とし研究を行った。 
 

<材料と方法> 

 試薬は特に記載のないものはナカライテスク社のものを使用した。 
 

１、 野生スイカの栽培 
 
アフリカボツワナのカラハリ砂漠原産の野生スイカ( Citullus lanatus )を用い

た。500ml サイズの紙ポットに園芸用の土(タケダ園芸株式会社；花と野菜の土)
を入れ,種１個を播種した。これを明期（気温 35℃、湿度 45％、光強度 700µmol 
photons/m2/s、16 時間）、暗期（気温 25℃、湿度 60％、8 時間）の人工気象器中
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で栽培した。毎日潅水し、第一葉展開後は 1000 倍希釈した液体肥料（ HYPONex; 
N:P:K=6:10:5 ）を与えた。なお、播種後約 2 週間目で完全展開した第４葉を実

験に用いた。また、植物に乾燥ストレスを与える方法としては潅水停止による

方法をとった( Fig.3 )。 
 
２、 チラコイド膜タンパク質の 2 次元電気泳動 
 

２－１．不溶性タンパク質の抽出 
 
－80℃で保存した野生スイカの第４葉を乳鉢に入れ、液体窒素を適量加えた。

その後、乳棒で葉を粉末になるまで破砕した。次に、葉 1 枚あたりに５ml の 
0.1 M potassium phosphate buffer, pH 7.0,  2 mM MgCl2,  10 mM NaCl , 1 ｍM 
EDTA , 10 mM  2－メルカプトエタノール, １ ｍM PMSF を加え乳棒で混ぜ合

わせた。その後、マイクロチューブに移し氷上に置いた。そして、2000 ×g 、
4℃で５秒遠心し、上清を新しいチューブに移した。この操作を２回行った。次

に、10000×g、10 分、４? で遠心して上清を除去し、ペレットを 80％アセトン

で懸濁させた。－20? 、５分静置し、10000×g、10 分、４℃で遠心して上清を

除去した。この操作をタンパク質沈殿が白くなるまで繰り返した。 
 

２－２．膜タンパク質の可溶化 
 
 葉１枚から抽出した不溶性タンパク質沈殿に  7 M urea,  2 M thiorea,  4% 
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]- propanesulfonic acid (CHAPS),  0.5% 

TritonX-100,  0.0625 ％ SDS, 少量 OrangeG,  100 ｍM DTT, 0.5％ IPG バッ

ファー(Amersham Pharmacia Biotech社製)を 100～200 µl 加え、２～３時間、室温

で放置した。次に、サンプルを氷上に置き、超音波処理を 10 秒の間隔をとって

５秒間、5 回ほど行った。さらに、沈殿の量にあわせて 50～150µl の上した述バ

ッファーを足し、バッファーが多くなりすぎないよう確認しながら可溶化を行

った。その後、10000×g、60 分間、室温で遠心し、タンパク質が溶解した上清

の部分を新しいマイクロチューブに移した。可溶化したタンパク質の量はブラ

ッドフォード法を用いて定量した。 
 

２－３．2 次元電気泳動法 
 
２－３－１．1 次元目ゲルの膨潤 
 
 －20℃で保存したドライストリップ,11 cm、pI 4-7, （Amersham Pharmacia 
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Biotech 社製）を室温に戻した。膨潤トレイ（Amersham Pharmacia Biotech 社製）

を水平に置き、7 M urea, 2 M thiorea, 4% CHAPS, 0.5%   TritonX-100, 
0.0625％ SDS, 少量 OrangeG, 100ｍM DTT, 0.5％ IPG バッファー のド

ライストリップ膨潤液 240µl をゆっくりと溝に流した。ドライストリップの保

護フィルムをはがし、ゲル面を下にして気泡が入らないようにゆっくりと溝に

置いた。乾燥防止のため 1 レーンにつき３ml のシリコンオイル:KF-96L-1.5CS（信

越化学工業株式会社）で封し、リッドで保護し室温で 14 時間から 20 時間膨潤

した。 
     

２－３－２．1 次元目泳動 
 
 1次元目の泳動槽はAmersham Pharmacia Biotech社の MultiphorTMⅡを使用した。

膨潤済みのストリップを泳動槽にセットし、サンプルカップにサンプルを静か

にアプライした。さらに、乾燥防止のシリコンオイルをサンプルカップとトレ

イに充填した。その後、500 V, 2 mA, 5 W,  で 1 分、500 V, 2 mA, 5 W, で 2 時間、

3500 V, 2 mA, 5 W, で 8 時間、3500 V, 2 mA, 5 W, で 14 時間のプログラムに従っ

て泳動を行った。 
 

２－３－３．平衡化 
 
 1 次元目終了後、ストリップ 1 本あたり 10 ml の 1 次平衡化溶液 (50 mM 

Tris-HCl, pH8.8, ６ M Urea, 30％ Glycerol, ２％ SDS, DTT) を使用し、シ

ェーカーで 15 分間平衡化を行った。次に、1 次平衡化溶液を除去し、2 次平衡

化溶液 (50 mM Tris-HCl, pH8.8, ６ M Urea, 30％ Glycerol, ２％ SDS , ヨー

ドアセトアミド) を 10 ml 入れてアルミホイルで遮光した。その後、シェーカー

で 15 分間平衡化を行った。なお、全ての操作は室温で行った。 
 
２－３－４．2 次元目泳動 
 

2 次元目の分子量分離には ATTO の泳動槽を使用した。ゲルはバイオクラフト

社のリアルゲルプレート 12.5％の 18 cm のものを使用した。平衡化後のストリ

ップをゲル版にのせ、シャークコームで SDS-PAGE ゲルと密着させた。次に、

あらかじめ 100℃の熱を加えた封入用のアガロース(100 ｍM Tris,  100 mM 
Tricine, 0.1％ SDS, 0.5％ アガロース, 少量 Blomophenol blue)でストリッ

プを固定した。その後、ゲル 1 枚あたり 250 V, 25 mA で､ 215 分間泳動した。 
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２－４．ゲル染色 
 
 SDS-PAGE のゲル染色には Invitrogen社の Colloidal Blue Staining Kit を使用し

た。ゲル 1 枚あたり A 溶液 20  ml、B 溶液 5 ml、メタノール 20  ml、H2O 55 ml
を混合し、一晩振とうした。その後、脱塩水で 3 時間振とうし、脱色した。全

ての操作は室温で行った。 
 

２－５．膜タンパク質可溶化の確認 
 

２－５－１．ウェスタンブロッティング 
 

ブロッティング装置は日本エイドー社の平板型転写装置 NA－1512 型を使

用した。2 次元電気泳動で展開した野生スイカの膜タンパク質を PVDFmembrane 
(BIO-RAD)に転写し、137 mM  NaCl, 8.1 mM Na2HPO4,  8.1 mM KCl,  1.47 mM 
KH2PO4,  5％ Skimmilk  0.1% Tween で 1 時間振とうした。次に、Cytochromef
抗体(東北大学の牧野先生から頂いた)を 137 mM  NaCl, 8.1 mM Na2HPO4,  8.1 
mM KCl,  1.47 mM KH2PO4,  5％ スキムミルク  0.1% Tween で2､500倍希釈し、

1 時間振とうし 1 次抗体反応を行った。次に、137 mM  NaCl, 8.1 mM Na2HPO4,  
8.1 mM KCl,  1.47 mM KH2PO4,  5％スキムミルク  0.1% Tween でメンブレン

を洗浄した後、2,500 倍に希釈した Anti-Rabbit IgG(フナコシ社)で 2 次抗体反応

を行った。その後、137 mM  NaCl, 8.1 mM  Na2HPO4, 8.1 mM KCl, 1.47 mM  
KH2PO4で洗浄し、ECL＋(Amersham Pharmacia Biotech 社製)で検出した。 
 
３、 PDQest による変動タンパク質の画像解析 
 
 得られた 2 次元電気泳動像は日本バイオ･ラッドラボラトリーズ社の PDQuest
を用いて解析を行った。まず、定量性のある日本バイオ･ラッドラボラトリーズ

社の GS-800 Calibrated Densitometer でゲルをスキャンした。次に、画像上でバッ

ググラウンドを補正し、ターゲットとなるタンパク質スポットのレベルを決定

した。乾燥前と後の 2 つの画像についてマッチングを行った。マッチングさせ

た画像について、増減するタンパク質の割合を数値化した。また、増減の全体

的な関連性をグラフ化した。 
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４、質量分析器による乾燥応答性タンパク質の解析 
 

４－１．トリプシン消化 
 
 はじめに、メタノールで洗浄したカッターナイフを用いて、染色済みのゲル

から解析するスポットを 1 mm3 の大きさに切り取り、マイクロチューブに入れ

た。 
次に、ゲルに定着した染色剤を取り除く作業を行った。100 ml H2O を加えて 3

分間振とうし H2O を除去した。4％ アセトニトリル, 50 ｍM NH4HCO３ を 100 
ml 加えて 30 分間振とうし溶液を除去した。この操作を 2 回繰り返した。さら

に、100 ml アセトニトリルを加えて 20 分間振とうしアセトニトリルを除去した。

遠心エバポレーターでゲルが完全に乾燥するまで 30 分間揮発させた。10 mM 
DTT, 100 ｍM NH4HCO３を 40 ml 加えて 45 分間 56℃で放置した。その後、室

温に戻し 55 ｍM ヨードアセトアミド, 100 ｍM NH4HCO３を 40 µl 加えて暗色

下で 30 分間放置した。溶液を除去した後、アセトニトリル 10 µl と H2O10 µl を
加えて 3 分間振とうし溶液を除去した。アセトニトリル 40 ml を加えて 20 分間

振とうしアセトニトリルを除去した。30 分間、遠心エバポレートすることでゲ

ルを乾燥させた。 
次に、ゲル中のタンパク質を断片に切断するために、50 µg/µl トリプシン（ プ

ロメガ；MS グレード ）と 50 ｍM 炭酸水素アンモニウムを 2～5µl 加えて 4℃
で 45 分間反応させた。 
切断したタンパク質を抽出するために、50 ｍM 炭酸水素アンモニウムを 20 µl

加え 37℃で 16 時間反応させ、溶液を低吸着性のバイアル移した。25 ｍM 炭酸

水素アンモニウムを 10µl 加えて 10 分間振とうし、20 µl アセトニトリルを加え

て 10 分間振とうして、溶液をバイアルに移した。次に、ゲル片に 5 ％ギ酸（ Wako 
99% ギ酸）を 10 µl 加えて 10 分間振とうし、25 µl アセトニトリルを加え 10 分

間振とうした。この操作を 2 回繰り返した。さらに、40 µl H2O を加えて 10 分間

振とうし、バイアルに移した。最後に、バイアルのサンプル溶液を遠心エバポ

レーターで 10～20 µl になるまで溶媒を蒸発させた。調整したサンプルは 4℃で

保存した。なお、特に指定のない過程は室温で行った。 

 

４－２．タンパク質の同定 
  
トリプシン消化法でゲルから抽出したタンパク質を MALDI-TOF MS 

(autoflex-N; BRUKER 社製)と ESI-Q-TOF MS の 2 種類の MS で解析した。

MALDI-TOF MS ではマトリックス a-cyano-4-hydroxycinnamic acid) を 0.3g/L in 
エタノール/アセトン=1:2)で調整し、金属のプレートにサンプルを 1 μl とマト
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リックス 1μ l を混合した溶液を置いて結晶化させた。プレートを機器にセット

し内蔵のカメラで結晶を確認しながらレーザーを照射した。解析によって得ら

れたペプチドについては解析ソフト BioTools Version2.2 を用いてピークを出し

た。つぎに、MSCOT を用いてこのピークと相同性のあるタンパク質を検索した。 
 

<結果> 

 
１、 膜タンパク質の 2 次元電気泳動 
１－１．可溶化バッファーの検討 

 
 チラコイド膜タンパク質を溶解するために、これまでに報告のあるさまざま

な組成のバッファーを用いて可溶化し 2 次元電気泳動を行った(Fig.4, Fig.5)。基

本となるバッファーの組成は可溶性タンパク質可溶化バッファーである。その

組成は 7 M urea, 2 M thiourea, 4% CHAPS, 0.5% TritonX-100, 100 mM DTT, 0.5% 
IPG buffer である(Fig.4 の I)。2 次元電気泳動では等電点分離を行うため、可溶化

能力の弱い非イオン性の界面活性剤を用いることが一般的である。そのためタ

ンパク質の可溶化を補助する urea などのタンパク質変性剤を高濃度で使用する

必要がある。このため、新たに調整した可溶化バッファーも 7 M urea, 2 M thiorea
を必ず含むものとした。バッファーⅠは可溶性タンパク質用の可溶化バッファ

ーを用いて 2 次元電気泳動を行った。その結果、今回調整した 7 種類のバッフ

ァーの中でスポット数がもっとも少なかった(Fig.4 の I)。バッファーⅡは非イオ

ン性界面活性剤である0.05％ß-dodecyl-maltosideと4 % CHAPSを用いた (Hippler 
et al., 2001) (Fig.4 の II)。バッファーⅢには 0.5% TritonX-100 と 0.05％
ß-dodecyl-maltoside、4% CHAPS を添加した(Fig.4 の III)。バッファーⅣにはⅡの

10 倍濃度の 0､5％ß-dodecyl-maltoside と 4% CHAPS を加えた(Fig.5 のⅣ)。Ⅴには

1.25％n-Octyl-ß D-glucoside, 4% CHAPS(Newman 1981) (Fig.5 のⅤ)。バッファーⅥ

には 2％ NP-40、4% CHAPS(Freiburghaus 1994) (Fig.5-Ⅵ)。バッファーⅦには

0.0625％ SDS, 4% CHAPS を用いた(Ames  1976) (Fig.5-Ⅶ)。その結果、Ⅰ～Ⅵ

までの可溶化バッファーに溶解したタンパク質の 2 次元電気泳動像はバッファ

ーⅦと比較してスポット数が少なかった。また、Ⅰ～Ⅵを用いた 2 次元電気泳

動像で最も多いスポット数が観察された 1.25％n-Octyl-ß D-glucoside を含むバッ

ファーⅤにおいて再現性を得ることができなかった。一方、極微量の SDS を用

いたバッファーⅦの 2 次元電気泳動像においては、バッファーⅤの場合の約 1.8
倍のスポット数が確認され、再現性も得られた。 
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 １－２．チラコイド膜タンパク質可溶化の評価  
 
 Cytochrome- f はチラコイド膜の内在性タンパク質である。このタンパク質を

特異的に認識する抗体を用いて、不溶性画分の中にチラコイド膜タンパク質が

可溶化しているかどうかの評価を行った。野生種スイカの不溶性画分を 2 次元

電気泳動し、ウェスタンブロットを行った結果、Cytochrome- f の分子量に相当

する 30ｋDa 付近にスポットが得られた (Fig.6)。また、50 kDa 付近に多く存在

したもっとも大きくチラコイド膜に占める割合が多いことが予想されるタンパ

ク質を質量分析器で解析したところ、ATP 合成酵素の ß-サブユニットであるこ

とが明らかとなった (Fig.７)。この 2 つのことから、主要な膜タンパク質が 2 次

元電気泳動上に展開していることを確認した。 
 
２、 乾燥応答性タンパク質の画像解析 
  

強光下での乾燥による生理的変化を観察するために、野生種スイカの葉に強

光下に乾燥処理を施し、タンパク質の経時的な変化を 2 次元電気泳動により解

析した。これらの結果は、画像解析ソフト PDQuest を用いてデータ解析を行い、

増減を数値化した。強光条件下における乾燥ストレスは、光合成速度の変化か

ら判断して、0 日目をストレス前、3 日目をストレス状況下として、これらの葉

よりチラコイド膜を調整した。50 µg のタンパク質量で 2 次元電気泳動を行った

ところ、クーマシーブリリアント染色で検出されるスポット数は 4188 であった。

ストレス 0 日目と 3 日目のタンパク質スポットを画像上で重ね合わせたところ、

等電点と分子量が同じ位置に存在すると考えられたスポットは全体の約 20％に

当たる 830 スポットであった。4 倍以上増減するタンパク質スポットは全体の約

40％におよび、その中でも減少するスポットは全体の 10％であった(Fig. 8)。ま

た、大きく増減が確認された 10 スポットに注目し、タンパク質変化の割合を具

体的な数値で表した (Fig. 9)。 
 

３、 質量分析器解析による乾燥応答性タンパク質の同定 
 

大きく増減が確認された約 10 のタンパク質スポットをゲルから切り出し、ト

リプシン消化を行い、MALDI-TOF MS でタンパク質の同定を行った( Table.1, 
Fig.11-13 )。もっとも増加が確認できたタンパク質はカレリティキュリンであり、

減少したものは ATP 合成酵素のε-サブユニットであった。減少した 13、14 の

スポット及びもっとも大きいスポットであった ATP 合成酵素βサブユニットに

関しては ESI-Q-TOF MS を用いてタンパク質同定を行った( Table.2 )。ε-サブ

ユニットに関しては同じ複合体を形成している ß-サブユニットの画像解析によ
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る定量の結果、乾燥前では 5926 ppmであり乾燥後では 4940 ppmで,蓄積量は 0.8
倍であった。しかし、ε-サブユニットの蓄積量の変化は 0.08 倍であることから、

強光乾燥ストレスによって複合体が分解されるのではなく、ε-サブユニットの

みが減少することが明らかとなった(Fig. 13)。 

<考察> 

１、 膜タンパク質の 2 次元電気泳動 
 
 2 次元電気泳動は 1 次元目を等電点で分離するため、タンパク質の可溶化に変

性能力の高いイオン性の界面活性剤を用いることが出来ない。これらの問題点

を 2 次元電気泳動用の可溶化バッファーに高濃度の Urea を加え、タンパク質を

変性させることによって可溶化能力を高めている。また、両性界面活性剤の

CHAPS、非イオン性界面活性剤の TritonX-100 といった等電点分離に支障をきた

さない界面活性剤を用いる。しかし、これらの界面活性剤の可溶化能力は SDS
などのイオン性の界面活性剤と比較すると低い。そのため、２次元電気泳動に

おける膜タンパク質は可溶性タンパク質と比較して可溶化が格段に困難である。 
 本研究においてさまざまな界面活性剤を利用し膜タンパク質の可溶化を行っ

た。その中で最終的にもっとも高い可溶化能力を示した可溶化バッファーには

SDS が含まれていた。この結果は、SDS がイオン性の界面活性剤であるため等

電点分離に問題を生じるという理論に反する。2 次元電気泳動は 1975 年に

O’Farrell らによって報告された技術であるが(O’Farrell 1975)、膜タンパク質の可

溶化に SDS を用いるという研究は翌年の 1976 年に Ames らが報告している

(Ames 1976)。SDS/タンパク質 (w/w)の比が 1.3 の 2 次元電気泳動用バッファー

を 100℃で３分間反応させると優れた可溶化を示すことが明らかになった。この

SDS/タンパク質 (w/w)の比は 0.77～2.6 の間において明瞭な 2 次元電気泳動像が

得られていた。また、SDSに加えNP-40による可溶化の報告もある(Wilson, 1977)。
このように膜タンパク質の 2 次元電気泳動にイオン性の界面活性剤を用いるこ

とは知られていることである(Damerval et al., 1986)。しかし、極微量の SDS が等

電点に影響しないことはわかっているものの、さまざまな性質の界面活性剤と

どのようにタンパク質に作用し可溶化を行っているのか示す報告はない。 
 界面活性剤にはそれ特有の臨界ミセル濃度が存在する。いわゆる、ミセルを

形成しはじめる濃度のことである。TritonX-100の臨界ミセル濃度は0.24mMで、

CHAPS は 1.4 mM、SDS は 8 mM である。この限界ミセル濃度は活性剤の構造

に依存する。同じ非イオン性の TritonX-100 と ß-dodecyl-maltoside を混合したバ

ッファーを用いた場合の 2 次元電気泳動像(Fig.4)においてスポットを確認でき

なかったのは、極めて性質と分子構造が類似している 2 種の界面活性剤が 1 つ

のミセルを形成してしまったためではないかと考えられる。このことからも性
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質が大きく異なる 3 種の界面活性剤をもちいたバッファーⅦ(Fig.5)におけるタ

ンパク質の可溶化がもっとも優れていたことが説明できる。また、微量の SDS
と比較的高濃度の TritonX-100 が混合した場合、限界ミセル濃度は TritonX-100
の方が低くミセルを形成しやすいためSDSはTritonX-100のミセル内に取り込ま

れることが予想される。このため、SDS のマイナスの性質が打ち消されるが、

タンパク質の３次構造を 2 次構造に変性させる能力を有するのではないかと考

えられる。 
 
２、 乾燥応答性タンパク質の同定 
 
 今回 MALDI-TOF MS で解析したタンパク質はいずれもスコアが低く信頼性の

あるデータではなかったが、その中で興味深かった結果を考察する。 
 約 270 倍ともっとも蓄積量に増加が見られたカルレティキュリンは粗面小胞

体に存在するカルシウム結合タンパク質で、ミスフォールディングタンパク質

の認識および保持に関与している( Trombetta and Helenius,1998 )。植物のカルレ

ティキュリンではイネの再分化に関与しているリン酸化タンパク質として発見

されている。また、低温ストレスにより細胞質から膜の移行を示すとともにリ

ン酸化能が高くなるという報告もある。さらに、低温ストレスにおいて活性が

上昇するカルシウム依存性プロテインキナーゼが、カルレティキュリン過剰発

現体でも高い活性をもつことが明らかとなっており環境ストレス応答において

重要な鍵を持っていると考えられる( Li and Komatsu, 2000, Li et al., 2003)。  
乾燥ストレスによって、メタロチオネイン様タンパク質の蓄積量は 5 倍増加

した。メタロチオネインは生体内における重金属イオンの解毒作用を持つ。さ

らに、野生種スイカの乾燥下においてメタロチオネインと高い相同性を示す

CLMT2 が乾燥 3 日目のノザン解析の結果、3.1 倍の発現量になるという報告が

ある( 西村 2000 )。メタロチオネインはヒドロキシルラジカルとの反応性が極め

て高く、強光による余剰エネルギーによって発生する活性酸素を消去する働き

をもつと予想され環境ストレス誘導タンパク質として注目されている。 
また、26 倍の蓄積量の増加が確認された OLE6 はオリーブ花粉由来の 20kDa

タンパク質で、地中海や北アメリカにおいてアレルギーの主な原因となってい

る（Batanero and Ledesne,1997）。これまでに乾燥強光ストレスに関与するという

生理的な報告はないが、花粉細胞は乾燥状態にあることから乾燥状況下に必須

なタンパク質であると考えることができる。 
今回、アミノ酸配列を解析したタンパク質の中で 0.08 倍ともっとも蓄積量が

減少したタンパク質スポットはタバコのATP合成酵素ε-サブユニトのアミノ酸

配列と一致した(Fig.14)。 
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３、 ATP 合成酵素ε-サブユニットの減少から予想される機構 
 

 葉緑体 ATP 合成酵素は、α、ß、γ、δ、ε-サブユニットから構成される

CF1と、チラコイド膜に結合した a、b、c-サブユニットから構成される CF0から

成っている(Fig.15)。α-サブユニットは制御サブユニット、ß は ATP 合成、γは

ATP 合成酵素の回転軸、δはプロトン輸送に関わる。 
ε-サブユニットは、CF1の ATP 合成逆反応である ATPase 活性の阻害タンパク

質であり( Patrie et al., 1984 , Cruz et al., 1995 )、チラコイドルーメンからストロマ

へのプロトンの逆流抑制タンパク質である。 
植物において葉緑体の電子伝達系とリン酸化系が脱共役することを示唆する

報告がある。その報告では、ヒマワリに 800 mol photons/ m2/s の強光と乾燥を与

えたときの光合成に必須なタンパク質の量的変化を観察している( Tezara et al., 
1999 )。乾燥による気孔閉鎖のために起こる葉内の CO2濃度低下を回避するため

に、植物体を高濃度の CO2 で満たし実験を行った。その結果、乾燥ストレス中

の光合成は減速することが分かった。このことから、CO2濃度が律速となること

のみが光合成速度の低下を招くことが否定された。また、光合成の減速は葉内

の RuBP 量と ATP 量の低下が原因であることが示されている。葉緑体チラコイ

ド膜では強光のため高いプロトン勾配が形成されていると考えられるが、プロ

トン勾配によって合成される ATP の減少は、電子伝達系とリン酸化系が共役で

きていないことを示唆する結果である。 
本研究において、強光乾燥ストレス下で、ε-サブユニットが消失したという

ことは、チラコイド膜の電子伝達系とリン酸化は脱共役していることを示して

いるのではないだろうか？すなわち、電子伝達が行われても、チラコイド膜内

外で生成されるプロトン勾配はε-サブユニットがないため即座にストロマ側に

放出されてしまうと考えられる。 
このような機構において脱共役が起こることで、チラコイド内腔の高いプロ

トン勾配によって考えられる光化学系Ⅱの酸性化、ひいては光化学系Ⅱの失活

を防ぐことが考えられる。そして、野生種スイカやヒマワリが強光･乾燥ストレ

スにおいて耐性を示すことが説明できる。 
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4-3-2 ATP 合成酵素ε-サブユニットの解離による 

                           電子伝達リン酸化脱共役の可能性 

 

<序論> 

 
１、ATP 合成酵素 
  
 葉緑体では電子伝達系の働きによってチラコイド膜のルーメン側にプロトン

が蓄積する。このプロトンの濃度勾配を用いて、ATP 合成酵素は ADP とリン酸

から ATP を合成し、暗反応に必要なエネルギーを作り出している。また、ATP
を加水分解してプロトンを電気化学的勾配に逆らって移動させる働きももつ。 

ATP 合成酵素は、ミトコンドリアの内膜およびクリステ、液胞膜、葉緑体の

チラコイド膜などの細胞小器官の膜に局在する。ミトコンドリアは真核細胞の

呼吸、エネルギー生成器官であり、幅 0.5µｍ前後の細胞小器官である。一般に

１細胞あたり動物の肝細胞では約 2500 個、植物細胞では 100～200 個が存在す

る。一方、葉緑体は 1 細胞あたり数十個～百個以上存在し、大きさはまちまち

である。この２つの小器官、葉緑体チラコイド膜とミトコンドリア内膜には電

子伝達とリン酸化系の酸化的リン酸化機構が存在しており、ATP 合成酵素を用

いてエネルギーを産生している。 
ATP 合成酵素はα、ß、γ、δ、ε-サブユニットから構成される F1 と、チラ

コイド膜に結合した a、b、c-サブユニットから構成される F0 から成っている

( Fig.15 )。葉緑体 ATP合成酵素の場合には葉緑体の意味を持つ Cをつけて、C F0C 
F1とあらわされる。F1はチラコイド膜の表面に局在し、分子量は約 40 万、直径

は約 90Åの球形である( Abrahams  et al., 1994 )。F0は膜の内部に局在し、リン

グ構造を取っているが、その詳細は明らかになっていない( Seelert et al., 2003 )。 
F1は a-サブユニットに非触媒部位、ß-サブユニットに触媒部位をもち、γ-ユ

ニットを中心に回転することで、ATP、ADP への結合能力を変化させ、反応を

行っている( Hisabori, 1999 )。F0はプロトンの輸送通路である。この ATP 合成酵

素の働きは、γ-サブユニットの回転が酸化還元によって制御されることで調節

されており、この機構のため、光合成が行われずチラコイド膜内腔にプロトン

勾配が形成されない場合において ATP 合成の逆反応を抑制できる( Bald et al., 
2001 )。 
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２、ATP 合成酵素ε-サブユニット 
 

ε-サブユニットの遺伝子は葉緑体コードである。葉緑体 DNA は保存性が高

く、ホウレンソウとシロイヌナズナのε-サブユニットアミノ酸配列を比較して

も 91％と高い相同性があった。また。ホウレンソウとタバコでは 70％、シロイ

ヌナズナとタバコでは 88％の相同性を示した。さらに、電子伝達系とリン酸化

系の脱共役が示唆されたヒマワリの?-サブユニットでは、シロイヌナズナとの相

同性は 94％、ホウレンソウでは 93.5％、タバコでは 94％と非常に高いものであ

った。野生種スイカにおいても大きな違いはないと思われる。 
 

ATP合成酵素ε-サブユニットは CF１と CF0の間に存在している約 14 kDa のタ

ンパク質である。このε-サブユニットは ATP 合成の調節を行っており、γ-サ
ブユニットと密接に関係している。上述したようにγ-サブユニットが回転する

ことで CF１による ATPの合成が行われる(Cross, 2004)。このγ-サブユニットの

回転を調節しているのがε-サブユニットである。ε-サブユニットはγ-サブユ

ニットと結合しており、ε-サブユニットが ?-サブユニットから離れるとγ-サブ

ユニットのジスルフィド結合が切れて回転が停止する(Schumann et al., 1985, 
Tsunoda  et al., 2001)。光が照射されたチラコイド膜ではγ-サブユニットが分解

されやすい(Moroney and McCarty, 1982)。γ-サブユニットの分解はε-サブユニッ

トのγ-サブユニットからの分離を引き起こす。このため光照射下おいて精製し

た CF１にはε-サブユニットが欠落する場合が多い。そして、この状況下におい

ては ATP 加水分解の割合が高くなる。この ATP 加水分解すなわち ATPase 活性

はチラコイド膜に50 mM Tris-HCl, pH8.0, 5 mM ATP pH-7.0, 5 mM CaCl2を加えて

37℃で反応させることによって測定する。ATP が加水分解して ADP とリン酸が

生成するとカルシウムイオンとリン酸が結合してヒドロキシアパタイトができ

る。この時にリン酸の濃度を観察することで ATPase活性が測定できる。さらに、

光照射後のチラコイド膜に?-サブユニットを添加すると ATPase 活性が抑制され

る(Richter et al., 1984)。これらの結果から、ε-サブユニットは CF1の ATP 合成逆

反応である ATPase 活性の阻害タンパク質であることが示された。 
 また、暗闇において葉緑体は光エネルギーを得られないためチラコイド膜内

腔にプロトン勾配を形成することができない。このような状況下においてプロ

トン濃度はストロマ側の方が高くプロトン勾配が逆に形成されていると考えら

れる。この勾配に従ってプロトンがチラコイド内腔に流れると ATP の加水分解

が起こると予想される。しかし、植物が生育していくためには ATP のエネルギ

ーは無くてはならないものであり、加水分解が起こるのは非常に都合が悪い。

実際は、このような分解は起こらない。この ATPase 活性の抑制に働いているの

がε-サブユニットである。このことからε-サブユニットはストロマからチラコ
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イドルーメンへのプロトンの流入抑制タンパク質であることが示された(Patrie 
and McCarty, 1984)。 
 このように?-サブユニットは ATP 合成を調節する働きをもち、チラコイド膜

の電子伝達とリン酸化系との共役においても重要な役割を持っている。 
 
３、電子伝達とリン酸化系の脱共役 
 

ミトコンドリア内膜はチラコイド膜と同様にプロトンを膜間に蓄積させ、そ

の電気化学的勾配によって ATP を合成する。しかし、ミトコンドリアには、ATP
合成酵素を介さないプロトン逆輸送システムが存在する。そのシステムに関与

するのが、uncoupling protein(UCP)と呼ばれる 32 kDa の 6 回膜貫通型の膜タンパ

ク質である。当初、UCP は動物の褐色脂肪細胞から同定されたが、その後

UCP(UCP1)と相同性のある UCP2 が全組織(Fleury, 1997)で、UCP3 が骨格筋

( Vidal-Puig 1997 )で、UCP４が脳( Mao1999 )で、それぞれ特異的に発現するのが

わかっている。UCP のチャンネルは普通閉じているが、交感神経などの働きに

よって脂肪分解が起こると遊離した脂肪酸がチャネルを開く。このように UCP
は、プロトンをもう一度マトリックスに運び込むことにより電子伝達系で生じ

た膜電位形成のエネルギーポテンシャルを ATP 合成なしで熱エネルギーに変換

させる役割をする ( Fig.16 ) ( Tamas 2003 )。 
UCP プロテインの存在は植物のミトコンドリアにおいても確認されている。

1997 年にジャガイモ( Laloi et al., 1997 )で発見されて以来、シロイヌナズナ( Maia 
et al.,1998,  Watanabe 1999 )、ザゼンソウ( Ito et al., 2003 )、コムギ( Murayama  
and Handa, 2000 ),において、その遺伝子が単離されている。特にジャガイモとシ

ロイヌナズナの StUCP、AtPUMP の発現は低温環境下で誘導されることが明ら

かとなっている。このことから、植物 UCP の役割として、発熱することにより、

低温ストレスによる障害を回避していることが考えられる。しかし、UCP が熱

を産生しているという確固たる証拠はなく、その詳細なメカニズムには不明な

点も多い。 
一方、葉緑体にはこのような脱共役システムは確認されていない。そのため、

光エネルギーと電子伝達によって形成されたプロトン勾配は ATP 合成のみでし

か解消されないとされている。強光下において、高いプロトン勾配が形成され、

充分に ATP 合成が行われない場合、チラコイド膜過還元状態なり、膜の変性が

起こり機能の消失が予想される。このような状況下において、チラコイド膜の

過還元状態が解消されるとするならば、膜の失活は防がれ強光･乾燥下において

生育が可能であると考える。 
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４、 研究の目的 
 

野生種スイカのプロテオーム解析の結果、乾燥・強光ストレス前後によって、

ATP 合成酵素のε-サブユニットが減少するという結果が得られた。このε-サブ

ユニットは、ATP 合成酵素の逆反応である ATPase 活性の抑制する役割を担うこ

とから、ε-サブユニットの減少はチラコイド膜内腔のプロトン勾配低下の要因

になっているのではないかと考えられる。いいかえると、ε-サブユニットが乾

燥および強光によって何らかの働きで CF1 から分離することで、過剰に蓄積し

たプロトンが ATP 合成を介することなくストロマに開放され、エネルギー散逸

につながると予想した。 
εサブユニットの配列保存性は植物間で高い。このことからも、大きな構造

的相違の可能性は低いと予想され、乾燥･強光ストレス下におけるε-サブユニッ

トの減少は植物に一般的である可能性がある。 
ε-サブユニットの減少によるチラコイド膜の電子伝達系とリン酸化系が脱共

役の可能性を検証するために、抗体を用いた in vivo 実験と単離チラコイド膜を

用いた in vitro での実験を行った。in vitro での実験では、比較的葉緑体の調整

が簡単なホウレンソウを用いて強光を照射したときのチラコイド膜内腔のプロ

トン勾配変化とε-サブユニットの挙動を観察した。 
 

<材料と方法> 

 
１、 ATP 合成酵素タンパク質の抗体反応 
 
１－１．ß、γ、ε-サブユニット抗体 
 
 ATP 合成酵素 ß-サブユニットの抗体は好熱菌 F1 に対するもので、γ-サブユ

ニットとε-サブユニットの抗体は Spinacia oleracea の葉緑体 F1 に対するもので

あり、東京工業大学、資源化学研究所、久堀 徹教授より頂いた。 
 

１－２．ウェスタンブロッティング 
 

 ブロッティング装置は日本エイドー社の平板型転写装置 NA－1512 型を

使用した。乾燥ストレス前後の野生スイカとホウレンソウの可溶性タンパク質

と膜タンパク質画分、及びコントロールとして e-サブユニットをプラスミドに

組み込んだ大腸菌の粗抽出液を用いて SDS-PAGE により分離した。ゲルを

PVDFmembrane(BIO-RAD)に転写し、メンブレンを 100 mM Tris-HCl,pH 7.5, 0.9% 
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(w/v) NaCl, 0.1% (v/v) Tween 20 で 5000 倍希釈した 3 種の抗体を用いて 1 次抗体

反応を行った。100 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.9% (w/v) NaCl, 0.1% (v/v) Tween 20 で

メンブレンを４回、10 分間洗浄した後、100 mM Tris-HCl pH 7.5, 0.9% (w/v) NaCl, 
0.1% (v/v) Tween 20 で 2,500 倍に希釈したの 2 次抗体(Anti Rabit IgG-Alkaline 
phosphatase conjugated)を用いて抗体反応を行った。100 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.9% 
(w/v) NaCl, 0.1% (v/v) Tween 20 で４回、10 分間洗浄し、100 mM Tris-HCl pH 9.5, 
100 mM NaCl, 5 mM MgCl2でさらに洗浄した。その後、発色液（BCIP 50µl/100 mM 
Tris-HCl pH 9.5, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2 5ml）を加えて、バンドが見えるまで

インキュベートした。 
 
２、 ε-サブユニット組替えタンパク質の発現と精製 
 
２－１．ε-サブユニットタンパク質の調整 
 

 ２－１－２．ε-サブユニット発現大腸菌の作成 
ホウレンソウ由来のε-サブユニット発現プラスミド DNA(pECE1)(東京工業

大学の久堀教授より頂いた)( Hisabori et al., 1997 )を 1/1,1/100、1/1000 に希釈し、

10 ％ 2－メルカプトエタノール溶液３.５µl にそれぞれ 1µl 加えた。これらを

200µl のコンピテントセル(大腸菌 BL21(DE3)を使用)の入ったマイクロチューブ

に加えて攪拌した。氷上で３０分間放置した後、40℃で 50 秒間のヒートショッ

クを与えた。その後、氷上で２分間冷却し、SOC をそれぞれに 450µl 加えた。

アンピシリン耐性の LB プレート培地に植菌し 37℃で一晩培養した。増殖した

コロニーをプレートからピックアップし前培養を行った。アンピシリンを添加

した LB 液体培地 3ml の入った試験管にプレートの大腸菌を植菌し 37℃で一晩

振とうした。次に、前培養液 300µl を新しい Amp 添加 LB液体培地 2.7ml に入れ、

試験管を用いて３７℃で 1 時間、振とうした。OD が 0.4～0.6 になったのを確認

し、１ｍM になるように IPTG を添加した。培養時間０時間、2 時間、4 時間(い
ずれも37℃)でそれぞれ振とうした。それぞれを新しいマイクロチューブに300µl
移し、5000rpm、１分間遠心した。沈殿を 25 µl の PBST (137 mM  NaCl, 8.1 mM  
Na2HPO4, 8.1 mM  KCl, 1.47 mM  KH2PO4,  0.5% TritonX-100)と 25 µl の SDS サ

ンプルバッファーで可溶化した。SDS-PAGE でサンプルそれぞれの?-サブユニッ

トの発現を確認した。  
 

２－１－２．ε-サブユニット組替えタンパク質の大量発現と精製 
 精製方法は( Hasabori et al, 1997 )を参考にした。ε-サブユニット発現プラスミ

ドを導入した大腸菌を  1.6％  Tryptone  1.0% yeast extract  0.5% NaCl  
Amp(50µg/ml)の液体培地で前培養した。本培養は 2L の三角フラスコを用いて
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500ml の液体培地で 3 時間行った。OD が約 0.5 であることを確認し 1 mM IPTG
を添加した。さらに、37℃、2 時間培養を行い、2000×g で 10 分間、遠心した。

上清を除去し約 5ml の脱塩水でペレットを懸濁した。懸濁液を 2000×g で 10 分

間、遠心し、沈殿を 10ml の 30 mM Tris-SO4, 30 mM  NaCl を加えた。氷上に置

き、超音波処理を間隔をとりながら５分間行った。ε-サブユニットは封入体と

して得られるため、その後、10000×g 、5 分間遠心し、上清を除去した。その

操作を上清にタンパク質が確認されなくなるまで続けた(タンパク質の有無は

Bradford 溶液を用いて確認した)。さらに、沈殿となった封入体を 10ml の 30 mM  
Tris-SO4, 30 mM NaCl, 1 M sucrose で洗浄した。 
 
次に、界面活性剤を含む 30 mM Tris-SO4,  30 mM NaCl  1 M sucrose 2 % 

TritonX-100  10 mM EDTA, 10ml で沈殿を懸濁させ、4℃で一晩反応させた。そ

の後、15000rpm、5 分間遠心し、?-サブユニットが溶解した上清を DEAE-Toyopeal
カラム(15mm×100mm, Tosoh)にアプライした。カラムは 8 M urea, 40 mM Tris-HCl, 
pH8.0, 0.8 mM EDTA で平衡化した。ε-サブユニットはカラムに結合しないため、

そのまま流出する。 
次に、pH が低下しないよう確認しながら、65％(w/v)になるように硫酸アンモ

ニウムを加えた。白濁した溶液はマイクロチューブに分注し４℃で保管した。 
 

硫酸アンモニウムに懸濁したタンパク質溶液は 2000×g、10 分間、4℃で遠心

し、沈殿を回収した。4 M urea, 25 mM Tris-HCl pH 8.0, 0.25 mM EDTA-Na, に懸

濁し後、3500MWCO の透析チューブ（Bio Design Inc. of New York社製）に入れ、

50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.5 , 150 mM NaCl, 0.4 mM MgCl2とバッフ

ァー交換した。透析後のサンプルは 10,000×g で 10 分間、4℃で遠心し、上清

を濃縮した。1.2ml まで濃縮したサンプルは 50 mM potassium phosphate buffer pH 
7.5, 150 mM NaCl, 0.4 mM MgCl2で置換した 125ml の Superdex-75 (Amersham 
Pharmacia Biotech 社製) にアプライした。流速 1ml/min で 228 分間流し、2.4ml
ごとに 95 フラクションに分離して回収した。BradFord 法により各フラクション

のタンパク質の有無を確認した。さらに詳しくタンパク質が確認されたフラク

ションの溶液は SDS-PAGE による分離で精製を確認した。その精製度は銀染色

で確認した。ε-サブユニットであると思われるバンドは 2 本に分かれていた。

この原因としては IPTG 誘導により 2 本のバンドが出現することが考えられる。

単一精製が確認できたフラクションに関してまとめ、3000MWCO のフィルター

を用いて 1mg 分を 3ml まで濃縮した。濃縮したタンパク質溶液をウサギに投与

することで抗体作成を行っている。 
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３、 葉緑体チラコイド膜の単離 
  

３－１．単離法の確立 
 

はじめに、葉緑体の単離を行った(浅田 1983)。葉柄を除いた 50g のホウレンソ

ウと200 ml の0.35 mM sorbitol, 50 ｍM HEPES-KOH pH7.5, 2 mM  EDTA pH7.5, 
10 mM NaCl,  1 mM MgCl2,  2 mM Sodium ascorbate をミキサーに入れ,５秒間隔

をとって５秒間、5 回破砕し、4 枚重ねたガーゼと Miracloth(CALBIOCHEM 社)
で 2 回濾過した。破砕液を遠心管に移し 2000g、５分間、４℃で遠心して上清を

除去した。沈殿は上述のバッファーで筆を用いて丁寧に懸濁した。2000g、５分

間、4℃遠心し沈殿を洗浄した後、少量の同バッファーに懸濁した。懸濁液は 0.33 
mMsorbitol, 50 mM HEPES-KOH, pH7.5, 2 mM EDTA, 10 mM NaCl, 1 mM MgCl2,                                                                              
0.5 mM KH2PO4, 40% percoll を 20 ml 入れた遠心管にゆっくり重層し、                                           
4000×g、15 分間、4℃で遠心した。上清を吸引で除き、ペレットを 50 ｍM 
HEPES-KOH, pH7.5, 2 mM  EDTA, 10 mM NaCl,  1 mM MgCl2,  2 mM Sodium 
ascorbate で洗浄した。 

次に、単離した葉緑体に低張液を加えて包膜を破裂させ、チラコイド膜を単

離した。 50 mM  potassium phosphate buffer pH7.5, 10 mM   NaCl 2 mM   
MgCl2 で葉緑体ペレットを懸濁して、氷上で 1 分間静置し、葉緑体包膜を破裂

させた。その後、5000×g、10 分間、4℃で遠心し上清を除去した。この操作を

2 回繰り返した。沈殿を多量の 50 ｍM potassium phosphate buffer pH7.5, 10 mM  
NaCl 2 mM  MgCl2 0.4 M  sucrose で洗浄し、沈殿を 0.1 mM KCN 40 mM 
Sucrose 50 mM potassium phosphate buffer pH7.5, 10 mM  NaCl 2 mM  MgCl2  

に懸濁した。サンプルは氷上に置きアルミホイルで遮光した。 
 

３－２．単離チラコイド膜の機能評価 
 

単離チラコイド膜の機能評価には HANSATEC 社の酸素電極を使用した。 長
時間放置したサンプルは失活する恐れがあるため、氷上に保存した単離チラコ

イド膜溶液は出来るだけ素早く使用した。酸素電極のチャンバーに 50 ｍM 
potassium phosphate buffer, pH7.5, 10 mM  NaCl 2 mM  MgCl2 0.4 M  sucrose, 

10 µM KCN, 50 µM MV と適量の単離チラコイド膜溶液を加え、300µmol 
photons/m2/s の赤色光を照射した。MV は電子受容体であるため電子伝達が行わ

れると光化学系Ⅱから電子を奪い酸素電子に渡す。電子と反応した酸素分子は

スーパーオキサイドとなり、系の酸素濃度は低下する。2～３分間反応させた後、

脱共役剤である 200 ｍM NH4Cl を酸素の混入を防ぐためシリンジでチャンバー

に注入した。 
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４、 単離チラコイド膜への強光照射 
 

４－1．チラコイド膜タンパク質変化の観察 
 
 透明度の高いガラス製のビーカーに 10µM KCN, 50µM MVと適量の単離チ

ラコイド膜溶液を用意し、スターラーで攪拌しながら 300µmol photons/m2/s の赤

色光を 30 分間照射した。その後、反応溶液 1.2 ml を酸素電極チャンバーに入れ

酸素消費速度を測定した。さらに、コントロールとして、同クロロフィル濃度

の単離チラコイド膜溶液に光照射を行わず室温に 30 分間静置した。このサンプ

ルも同様に 1.2 ml 分をチャンバーに入れ酸素消費速度測定した。 
 強光を 30 分間照射した単離チラコイド膜反応溶液と光照射を行っていないコ

ントロールをそれぞれ 2000×g、5 分間、4℃で遠心し、上清と沈殿に分離した。

上清は 20％Trichloroacetic Acid で沈殿しアセトン処理を施した。ペレットは 1mM 

EDTA で 10 分間、室温で懸濁した後、10.000 ×g、10 分間遠心し、上清とペレ

ットに分離した。EDTAはATP合成酵素のCF１を単離する効果がある(向畑 1983)。
EDTA 処理で CF１を分離した上清は終濃度が 20％になるように TCA を加え遠心

し、沈殿はアセトン処理を行った。沈殿は 80％アセトンでよく洗浄した。それ

ぞれのサンプルを 0.5 M Tris-HCl, pH6.8 , 10% SDS, 10% グリセロール, 6% 2-メ
ルカプトエタノール, 1％ BPB に溶解させ、SDS-PAGE を行った。EDTA 処理し

た上清に関しては、２次元電気泳動によりタンパク質の変化をより詳細に解析

した。 

<結果> 

 
１、 ATP 合成酵素タンパク質のウェスタンブロット 
 

 第１章では、野生種スイカに乾燥処理を施し、その葉緑体チラコイド膜タン

パク質の 2 次元電気泳動を行った結果、ATP合成酵素ε-サブユニットの減少を

見た。ε-サブユニットの減少を明確にし、ATP 合成酵素自体は減少しないこと

を再度確認するために、ホウレンソウ葉緑体のε-サブユニット及び ß、γ-サブ

ユニットの抗体を用いたウェスタンブロット解析を試みた。さらに、乾燥下で

減少したε-サブユニットの挙動を把握するために、チラコイド膜を含む不溶性

画分と可溶性画分における 3 つのタンパク質それぞれの変化を観察した( Fig.17)。 
 その結果、Fig.17 のｂのε-サブユニット抗体を用いたウェスタンブロットに

おいては 13ｋDa ～14ｋDa にバンドが観察されると考えられる。そして、ε-
サブユニット発現大腸菌の IPTG 誘導後の 14ｋDa 付近にバンドが検出された。

しかし、1，2，3､レーンの 3 つの不溶性画分において 50ｋDa 付近にも強く検出
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されるバンドが得られた。ことから、抗体が?-サブユニット特異的ではなかった

ことが分かった。 
また、Fig.17 のｃはβ-サブユニット抗体を用いたウェスタンブロットである。

β-サブユニットの分子量が 52ｋDa であり、不溶性画分の 1，2，3 レーンにお

いて 50ｋDa 付近にバンドが検出された。そのバンドの乾燥前後に変化は見られ

なかった。可溶性画分においても主なバンドは検出されなかった。この結果、

乾燥ストレスを与えても ß-サブユニットの減少は観察されなかった。このこと

は ATP合成酵素の複合体の乾燥による減少を否定する結果である。同様に Fig.17
のｄのγ-サブユニット抗体によるウェスタンブロットにおいても不溶性画分の

40ｋDa 付近に特異的なバンドが検出されたが、乾燥前後に変化は見られなかっ

た。また、可溶性画分においてもバンドは検出されなかった。 
ε-サブユニットの抗体による変動の確認を行う必要性が非常に高いことから、

抗体を作製することにした。 
 

２、e-サブユニット組替えタンパク質の発現と精製 
 

 大腸菌を用いたε-サブユニット組替えタンパク質発現を IPTG誘導で確認し、

界面活性剤を用いて封入体として取れたε-サブユニットを精製した。その結果、

他のタンパク質バンドも確認されたが主にε-サブユニットを獲得することがで

きた(Fig.13 )。次に、陰イオン交換カラムを用いて精製した。その結果、よりε

-サブユニットを精製することが出来た(Fig.18 の b)。さらにゲル濾過を行いε-
サブユニット以外のタンパク質を除去した(Fig.18 のｃ)。その分子量からいずれ

も、ε-サブユニットと思われるバンドは 2 本に分かれていた。どちらも IPTG
で誘導されていることからタンパク質合成後に大腸菌に存在する何らかの酵素

によって切断されたものであると考えられる。 
 

３、 葉緑体チラコイド膜を用いた in vitro 実験系の構築 
 

 in  vivoで確認されたATP合成酵素ε-サブユニットの減少の in vitroにおける

確認を試みた。その方法として、まずホウレンソウの葉緑体より機能を保持し

たチラコイド膜の単離を行った。密度勾配遠心によりホウレンソウの粗抽出液

から葉緑体を調整した。低張液を加えることで葉緑体包膜を破裂させ、チラコ

イド膜を単離した。このチラコイド膜溶液に光を照射し、酸素電極を用いて酸

素消費速度を測定したところ 30µmolO2mg /chl /h が得られたことから電子伝達

が行われていることが示された。さらに、2 ｍM になるように NH4Cl を加えた

場合では電子伝達速度が 3 倍増加したことから、プロトン勾配を有することが

示された。この結果から、機能を有する単離チラコイド膜が調整できたことを
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確認した( Fig.19)。 
 

５、 強光連続照射した単離チラコイド膜における電子伝達と⊿pH、 
ATP 合成酵素複合体のサブユニット構成 
 

単離チラコイド膜標品にまず、300µmol photons /m2/s の赤色光を照射した際の電

子伝達およびプロトン勾配形成を、脱共役剤の添加前後における酸素発生を比

較することで評価した。その結果、単離直後のチラコイド膜を用いた場合の酸

素発生速度は脱共役剤添加によりプロトン勾配が解消され、30µmolO2mg /chl /h
から 2.4 倍の 71µmolO2mg /chl /h に増加した。一方、予め強光を 30 分間連続照

射したチラコイド膜について同様に測定したところ、酸素発生速度は脱共役剤

の添加前では 15µmolO2mg /chl /h、添加後では 22µmolO2mg /chl /h と 1.5 倍しか

増加しなかった(Fig.20 の a)。また、30 分間光を照射せず放置した同濃度のチラ

コイド膜溶液を用い場合、光を照射すると 20µmolO2mg /chl /h の速度で酸素が消

費され、脱共役剤を添加すると 48µmolO2mg /chl /h と 2.4 倍となった( Fig.20 の

ｂ)。 
 次に、in vitro でのε-サブユニットの挙動を観察するために単離チラコイド膜

に強光を 30 分間照射し、そのチラコイド膜を 1mM EDTA で懸濁させ ATP 合成

酵素の CF１を分離しタンパク質の変化を観察した。ε-サブユニットが強光によ

りチラコイド膜から分離するのであれば、可溶性画分に出現し、EDTA 処理を行

ったサンプルでは観察されないことが考えられる。EDTA によって分離したタン

パク質画分を 2 次元電気泳動上で確認し、50kDa 付近のスポットと 14kDa 付近

で光照射後に減少が見られるいくつかのスポットを光照射なしの泳動像から切

り出し、MS でタンパク質を確認した。その結果、50ｋDa 付近のスポットが ATP
合成酵素の ß-サブユニットであったことから、EDTA で処理したサンプルのなか

に CF1 が存在することが確認できた。しかし、14kDa 付近にε-サブユニットと

確認できるタンパク質スポットは得られなかった。 
 この実験において、光照射前後におけるさまざまな画分の SDS-PAGE を行っ

た(Fig.2１)。レーン１，２は膜以外の画分で光を照射することで?-サブユニット

の増加が期待できる画分である。3，4 レーンは EDTA 処理によって分離した CF1
を含む画分であり光を照射することでε-サブユニットの減少が期待される画分

である。３，４レーンには ATP 合成酵素の複合体を形成すると思われるサブユ

ニットがバンドとして現れているが、ε-サブユニットは分子量が小さいため検

出されにくい結果となっている。さらに量を増やした試験が必要である。 
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<考察> 

１、野生種スイカにおけるε-サブユニット減少 
 

 第一章における解析より、乾燥･強光ストレス下における ATP 合成酵素?-サブ

ユニットの減少が観察された。この結果から、ε-サブユニットの減少が葉緑体

チラコイド膜の電子伝達系とリン酸化の脱共役を引き起こしているのではない

かと予測した。そして、この作用によりプロトン勾配が消失することで、チラ

コイド膜の過還元が回避され、乾燥･強光に耐性を示すに至るのではないかとい

う仮説を立てた。この仮説を提唱するにあたってさまざまな疑問が生じる。第

一に ATP 合成酵素におけるε-サブユニットの分離機構である。第二にε-サブ

ユニットの分離後の挙動である。まず、分離機構に関して考察を行う。 
 野生種スイカに乾燥･強光ストレスを与えた膜タンパク質の 2 次元電気泳動を

行った結果、ε-サブユニットの蓄積量が大きく減少していた。この蓄積量の低

下にはさまざまな場合が考えられる。一つは、ATP 合成酵素 CF1 から完全なサ

ブユニットとして脱離しストロマに移動した場合、一つは、?-サブユニットが分

解を起こしたため同じ分子量のスポットが減少した場合、もう一つは、修飾が

起こり 2 次元電気泳動像上において等電点がシフトした場合などである。ε-サ
ブユニットはγ-サブユニットのジスルフィド結合が切断されると CF1 から解離

することが知られている。γ-サブユニットは光照射などによって還元され結合

が切断されることから、ε-サブユニットはγ-サブユニットから分離する。ε-
サブユニットは比較的解離しやすいサブユニットであることが言える(Cruz 
1995)。このような事実からも、ε-サブユニットの減少は脱離であると考えるこ

とが出来る。 
 この事実関係を明らかにする方法としては、ε-サブユニット特異的な抗体を

用いたウェスタン解析がもっとも簡便である。本研究において、このウェスタ

ン解析の明確な結果は得られていない。しかし、もしε-サブユニットの減少が

CF1からの分離であれば、完全な状態の?-サブユニットがストロマ側へ存在する

と考えられるため、可溶性画分において?-サブユニットの増加が観察されると予

想できる。 
 また、同様に in vitro における実験系でもε-サブユニットの挙動を観察するこ

とが出来る。本研究では in vivo における ATP 合成酵素ε-サブユニットの減少を

in vitro で再現するためにホウレンソウの単離チラコイド膜を用いた実験を行っ

た。単離したチラコイド膜に強光を照射し、脱共役の有無を確認し、その際の

ε-サブユニットのチラコイド膜と膜画分以外での変化を観察した。電子伝達系

とリン酸化系の脱共役という現象は植物一般の見られることが考えられるため

ホウレンソウを用いた。また、ホウレンソウは比較的葉緑体の単離を行いやす
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くため、この実験に適していると思われる。 
 実験の結果、強光をわずか 2 分間照射した単離チラコイド膜にはプロトンが

蓄積していたのに対し、30 分間連続照射したチラコイド膜では、蓄積量は 1.5
倍であった。このことから、強光がプロトン勾配の解消に関与しているのでは

ないかと考えられた｡言い換えると、強光によって、チラコイド膜に電子伝達系

とリン酸化系の脱共役が起こることが示唆された。 
 さらに、EDTA 処理でＣＦ１を特異的に膜から分離させることによってことで

強光を照射した際のε-サブユニットの挙動を追跡した。1mM EDTA はチラコイ

ド膜から ATP 合成酵素 CF1を分離させる。ε-サブユニットが強光照射による脱

共役に関与しているのであれば、光照射なしのチラコイド膜の CF1 にはε-サブ

ユニットが存在し、強光照射したチラコイド膜 CF1 には存在せず膜以外の画分

に遊離していると考えられる。このようにさまざまな画分においてε-サブユニ

ット特異的な抗体を用いてウェスタン解析を行えば、ε-サブユニットの詳細な

挙動を観察することができると考える。 
 
２、 脱共役したチラコイド膜の再生 
 

ε-サブユニットの減少が完全な形で CF1 からの脱離であるのであれば、スト

ロマ側へ移動したε-サブユニットの挙動に興味が持たれる。乾燥･強光ストレス

により?-サブユニットが CF1から脱離し、チラコイド膜内腔の高い濃度のプロト

ンがストロマ側へ流出することで膜の過還元を回避すると考えている。その後、

CF1 にε-サブユニットが不在の場合は、プロトンがチラコイド膜内腔に貯えら

れないため ATP を合成することができない。ここで作り出される ATP は光合成

の暗反応を行うにあたり重要なエネルギー源となる。そのため、再びε-サブユ

ニットが結合した CF1 に戻らなければ光合成が停止し、植物体としての生育に

問題が生じる。これらのことからも、?-サブユニットの迅速な再生が必要である。

ストロマ側に移動した?-サブユニットが完全な状態であるならば、再び CF1に会

合することが考えられる。 

この背景には、in vitro 実験系における?-サブユニット会合の報告がある。ホ

ウレンソウの単離チラコイド膜において CF1 よりε-サブユニットを除去する。

そこにε-サブユニットを再び添加すると１対１の割合で会合するという報告が

ある(Cruz et al., 1995)。さらに、リコンビナントのε-サブユニットに関しても会

合能力は低下するものの、再会合するという結果が報告されている。このよう

な報告からε-サブユニットは分離しやすく、また、会合しやすい性質をもって

いることが分かる。 
そこで、ストロマ画分を含む可溶性において膜画分と同様に乾燥強光ストレ

スを与えた0日目と3日目に変動するタンパク質を2次元電気泳動で観察した。
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チラコイド膜画分において、ε-サブユニットが観察された場所は分子量 20kDa
付近、等電点 5．5 付近であった。可溶性画分ストレス 3 日目においてこの近辺

で増加が見られるスポットを MS で解析したところ、ε-サブユニットであると

予想されるタンパク質が確認できた（Fig. 22） 
 この結果からも、ε-サブユニットのチラコイド膜からの脱離と再会合が予想

される。 

『総合考察』 

 

 一般に膜を貫通して細胞または細胞小器官の内外をつなぐ膜タンパク質は、

細胞小器官内情報伝達に関わり、刺激や応答を制御する重要なタンパク質であ

る。また、膜タンパク質は生体内に存在するタンパク質の約 30％を閉めるなど、

その重要性は明らかである。しかし、脂質二重層に存在するという特殊な環境

下にあるため解析は非常に困難であった。本研究における膜タンパク質 2 次元

電気泳動法の確立は、膜タンパク質研究の初段階として大いに意義のあるもの

だと言える。この技術確立は、乾燥･強光ストレス下の植物において葉緑体 ATP
合成酵素のε-サブユニット減少という、これまでに報告のなかった新たな機構

の発見に結びついた。さらに、この現象と葉緑体チラコイド膜の脱共役を結び

つけて考え、単離チラコイド膜による in vitro での実験の結果、それが示唆され

たことは、ストレス下での新たな余剰エネルギー散逸機構を提唱し得る。 
 次の段階としては、ε-サブユニット脱離の要因の探索、さらに構造的な仕組

みの解明などが考えられる。ε-サブユニット減少に関わる外的環境要因は乾燥

と強光である。また、この 2 つの要因によって一般に引き起こされるといわれ

るのが、過剰なエネルギーによってもたらされる葉緑体チラコイド膜の過還元

である。このことからも、ε-サブユニット減少には、余剰エネルギーすなわち

高いプロトン勾配が引き金となると考えるのが妥当であろう。 
 これまでに、高いプロトン勾配がシグナルとなって活性をもつタンパク質の

報告はある。しかし、構造的にどのようにセンシングを受けているのか詳細な

研究が行われている報告は少ない。そんな中、pH センサーを持つタンパク質の

数少ない研究報告が動物の Na+/H+交換輸送体(NHE)においてなされている。 
NHE は細胞内 Na+･HCO3

－吸収に関わる主要な輸送体である。この輸送体には

H+輸送部位とは別に pH センサー部位が存在することが明らかになっている

( Wakabayashi et al., 2003 )。そして、その pH センサー部位が細胞内ループと膜貫

通領域に存在していることがわかっている( Wakabayashi et al., 2003 )。pH センシ

ングを受ける塩基は細胞内ループにおいてアルギニン(Arg440)、膜貫通領域にお

いてグリシン(Gly455/Gly456)である。植物の葉緑体 ATP 合成酵素のε-サブユニッ

トは膜貫通タンパク質ではない。しかし、Arg50と Gly64/Gly65 といった NHE の
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pH センシング部位と似ている塩基配列を観察することができる。しかも、シロ

イヌナズナ、ホウレンソウ、タバコ、ヒマワリにおいて、この配列は保存され

ている。このような部位がどのように pH を感知しているかの詳細は分かってい

ないが、ε-サブユニットの脱離機構はもとより一般的な pH 依存タンパク質の

機能解明につながることが考えられ非常に興味深い。 
今後の研究としては、上述したような pH センサーの可能性を加味した?-サブ

ユニット脱離の要因の探索を行う。その後、構造解析を行う。構造的な解析の

実験方法としては、組替えタンパク質の作成が考えられる。ε-サブユニットの

アミノ酸配列の中でセンサー部位と考えられる配列に変異を与えた組替えタン

パク質を作成する。次に、ε-サブユニットを除去した単離チラコイド膜にその

組替えタンパク質と添加した場合の CF１の会合を観察すれば、ε-サブユニット

脱離の構造的基盤が明らかになると予想される。組替えε-サブユニット会合の

評価は酸素電極を用いた酸素消費速度と脱共役剤の添加によるプロトン勾配形

成を測定することによって判断することが出来る。もし、センサー部位に変異

が与えられれば、チラコイド膜に添加しても CF１と会合せず、そのためチラコ

イド膜内腔にプロトンが蓄積されないので脱共役剤を加えても酸素消費速度に

変化は生じないと考えられる。 
さらに、チラコイド膜における余剰エネルギー散逸機構の一つと考えられる

ε-サブユニットの減少とその時に生じる NPQ 変化との相関を観察することは、

とても興味深い。NPQ は高いプロトン勾配によって引き起こされ、チラコイド

膜で生じた過剰なエネルギーは熱となって放出される。高いプロトン勾配によ

ってε-サブユニットの CF１からの解離が予測されるのであれば NPQ はどのよ

うに変化するのだろうか？ 
このように、ε-サブユニットの減少による余剰エネルギー散逸機構という仮

説からさまざまな疑問と可能性が考えられ、さらなる研究に興味が持たれる。 
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4-3-3 アフリカ・カラハリ砂漠に自生する野生植物の生態学的実地

調査と、悪環境耐性付与遺伝子の探索に向けた共同研究体制

の構築 

 
 
カラハリ砂漠は、アフリカ大陸南端のボツアナ共和国・ナミビア共和国・南

アフリカ共和国一帯に位置し、70 万平方キロメートルの面積を持つアフリカ有

数の乾燥地帯である。当該領域の野生植物は、年間降水量 250 mm 以下の酷乾

燥・強光気候における悪環境ストレスに対して優れた耐性を有しているが、そ

れら植物の有用遺伝資源については、これまでほとんど研究開発の対象とはさ

れていなかった。当該領域は地球歴史上、氷河時代における冷涼化を経験して

いないとされ、その稀有な歴史を反映して、希少な動植物が残存する地として

認知され、遺伝資源宝庫として興味深い。 
そこで我々は、カラハリ砂漠に自生する野生植物の遺伝プログラムを有効利

用し分子緑化を推進することを目的に、当該領域に自生する野生スイカに焦点

を当て、上述のプロテオーム解析など網羅的解析により有用遺伝子・タンパク

質の大規模同定を行ってきた。これら有用遺伝子の探索同定に当たっては、実

際の砂漠環境における遺伝子・タンパク質発現の変化を理解することが有用で

ある。しかしながら現時点までの解析は、実験室レベルにおける定常環境条件

下における野生スイカの分子挙動に焦点を当てており、実際の変動自然環境に

おける当該植物の性質についての知見が不足していた。 
そこで本研究では、変動自然環境における耐性付与因子の探索に向けた端緒

として、アフリカ・カラハリ砂漠に実際に自生する野生スイカの生態学的調査

を行った。また、今後のカラハリ砂漠現地における分子実験を展開するための

共同研究体制の構築についても準備を行った。 
 
現地調査活動は、平成 16 年 1 月 26 日から 2 月 2 日まで、ボツアナ共和国お

よび南アフリカ共和国に於いて行った。調査には、RITE 植物研究グループの浅

子洋一研究主任研究員と、奈良先端大学院大学から横田明穂教授が派遣され、

同大学の明石欣也助手が随行した。 
ボツアナ共和国、ハボロネ市に於いては、ボツアナ共和国農務省研究所を訪

問した(Photo 1)。(Department of Agricultural Research)の所長である Dr. G. S. 
Maphanyane、副所長 Dr. Elijah Modiakgotla、および研究主任 Dr. Mosupl らと面会

し、我々の研究プロジェクトについて説明を行うと共に、野生スイカの亜種・



 95 

生育域・生育時期についての情報や今後の共同研究体制の構築に関して幅広い

意見交換を行った(Photo 2-4)。当研究所はボツアナ共和国内の野生スイカについ

てその品種分類・管理を試みており、これまでに約 200 種のスイカ品種を収集

している。ただしその分類は専ら形態的特徴に基づくものであり、今後、遺伝

子解析による分子的な検証が望まれる。ボツアナ国内の野生スイカは、東部の

比較的湿潤な地域から、西部の乾燥平原まで様々な亜種が遍在し、その乾燥耐

性の強度にも差異が存在する。そのコレクションの一部を閲覧する機会を得た

(Photo 5)。写真にもあるように野生スイカの形態的多様性は非常に大きい。 
続いて、農務省研究員に随行してもらい、首都ハボロネ市郊外の自生地へガ

イドしていただいた(Photo 6-17)。当地域はボツアナ国内ではまだ湿潤な地域で

あるが、それでも年間降水量は 250 mm と少ない半乾燥地である(Photo 6)。自生

の野生スイカは、ハボロネ市郊外の道路脇や開けた野原など至る所に遍在して

おり、当乾燥荒廃地において最も繁茂している植物種の 1 つであることが確認

された。大多数の野生スイカ植物体は未だ本葉５－２０枚程度の若苗の生育段

階であったが(Photo 8-9)、中にはリードがのべ２０ｍに伸び、20 cm径の果実を

結実している植物体も見られた(Photo 10-17) 今回の調査で見られた野生スイカ

の生育段階の不均一性は、水分供給の不均一性に由来する可能性や、また植物

集団内の生育段階を意図的に分散させることにより、集団としての生存率を高

める遺伝的適応に由来する可能性が考えられる。研究員の話では野生スイカの

発芽のピークは１月、結実と成熟のピークは５－６月とのことである。この生

活環は当該領域の雨季とほぼ重複しているが、上述の通りその年間降水量は約

250 mm であり、またその典型的な降雨様式は、5 mm/hr の激しい降雨が 5 時間、

これが１－２週間毎に１日だけ降るというように、降雨による水分供給のタイ

ミングは極めて偏っている。今回の調査日は、前回の降雨から１週間ほど経過

しており、一帯の土壌表面および表層 10-20 cm土壌は非常に乾燥していた。こ

のような気候条件において植物が生育するには、発芽直後の幼苗期における乾

燥・強光ストレスに対し耐性または回避機構が備わっていること、また地下部

を発達させて広範囲あるいは大深度の水分供給源を確保することが必要と思わ

れる。 
観察した野生スイカの雄花、雌花(Photo 18)、また本葉の形態は、日本の栽培

スイカに酷似している。またその果実内部は３室構造となっており、種子表面

のアントシアニン沈着はほとんど見られない(Photo 19-24)。果肉にはリコペンな

どの赤色色素がほとんど見られず、黄緑色である。しかし切断したときの芳香

は、日本のスイカまたはキュウリを切断したときの香りに非常に似ており、同

種の揮発性物質の存在を示唆させる。 
なおこの調査においては、野生スイカのほかにも、野生ゴマや(Photo 25-27)、

野生キュウリ(Photo 28-33)など、興味深い野生植物が多数見られた。この野生キ
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ュウリは、果実形態がスイカに類似しており、進化的近縁性が想定される。し

かしながら現在の育種研究者らの定説では、スイカの起源はこのアフリカ南部、

キュウリの起源はアジア南部、ヒマラヤ山脈あたりとされている。この野生キ

ュウリが両植物の中間種、あるいは原種である可能性もあり興味深い。ボツア

ナ農務省研究員の話ではこの野生キュウリは野生スイカとは交雑しないそうで

ある。また、この野生キュウリも明らかに乾燥強光に対する耐性を有しており、

多くの有用遺伝特性を持つ生物資源として期待される。 
さらにボツアナ共和国ハボロネ市では、JICA(国際協力機構)のボツアナ事務所

を訪問し(Photo 34-35)、同事務所長の三浦氏、コーディネーターの倉又氏から野

生スイカに関する多くの情報を頂いた。ボツアナ共和国には日本大使館がなく、

日本国政務としての領事館事務は同事務所が代行している。またボツアナ全国

に展開する海外青年協力隊の隊員の集合地となっている(Photo 35, 37)。ボツアナ

共和国では野生スイカは主要な優先草本種、「雑草」であり、シーズン中は、道

路わき、駐車場脇、ゴルフ場内など、至る所に繁茂する(Photo 38)。これらのう

ちいくつかのスイカ種は食用として利用されているが、その育種は組織的な交

配によるものではなく、単に食用に適した品種の種子を保存し、次年度に播種

する程度の、植物の栽培化としては初期的な段階である。スイカは市内の市場

にも流通しており(Photo 40)、果実が甘い(すなわち、果肉内にシュークロース、

フルクトース、グルコースを高濃度で含む)品種も若干存在しているようだが、

品種の多くは甘みがなく cooking watermelonと呼ばれ、料理用の野菜として利用

されている。また、より内陸部の乾燥地帯に生活するサン族(ブッシュマン)らは、

野生スイカ果実の抽出液を、飲料、入浴など、生活のあらゆる水分供給源とし

て利用しているとのことである(Photo 37)。 
引き続いて、ボツアナ共和国から南アフリカ共和国に移動し、キンバリー市

から内陸部へ向かった。南アフリカ共和国においては、ケープタウン在住の植

物天然物化学・薬学者である Dr. Nigel Gericke によるガイドの下、キンバリー北

方の小都市クルマンを基点に、カラハリ砂漠南端の植物相の現地調査、および

農場訪問調査を実施した。同地域も赤茶けた土壌を主体とする乾燥荒廃地であ

り(Photo 41)、野生キュウリ、野生マメ(Photo 42)、そして野生スイカ(Photo 43)
の繁茂がみられた。また本調査において、土壌掘削による野生スイカ地下部の

形態観察を試みた(Photo 44-48)。選んだ植物体はリード全長が 20 m程度で中程

度に発達した植物体であったが、主根部は直径 3 cm程度に肥大しており、また

その断面を観察したところ、外皮部分の木質化の進行と、中心部 cortex 細胞層

の発達が顕著である(Photo 48)。今回の地下部の掘削方法は極めて粗放なもので

あったため、側根・根毛部分など、実際に吸水に関与する組織の観察はできな

かったが、主根の発達から類推すると、側根・根毛の高度な発達と、外皮の木

質化・あるいは側根脱離などによる土壌乾燥化への適応に優れていることが推
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定される。乾燥地に生育する野生植物にとって、その地下組織は水分獲得・乾

燥ストレス耐性・回避のために極めて重要な意味を持っているが、その動態・

生理や分子機構についての研究は遅れている。今後、これら”Hidden Half”と呼ば

れる植物地下組織の研究は、乾燥地適応型植物の学術的解明と育種にとり重要

と考えられる。 
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4-3-5 図表 
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4-4 苛酷環境下における菌根菌の探索・同定手法の確立 
 
まえがき 

 高温，乾燥，高塩濃度などのストレス条件下で生育している植物に共生する

菌根菌は，このような植物の環境耐性付与に大きな役割を担っていると考えら

れる。昨年度（2002 年度）は沖縄の海浜植物に共生しているアーバスキュラー

菌根菌（AM 菌）の菌相を DNA 解析によって明らかにするとともに，感染根から

の AM 菌の分離培養を実施した。今年度（2003 年度）はこの分離培養した AM 菌

から単胞子由来の増殖菌株を作成し，これらの菌株について，DNA 解析と胞子形

態から同定を行なうとともに，単胞子増殖菌株のうちの 1 菌株を用いて，宿主

植物に及ぼす乾燥耐性能について試験を行なった。また，西オーストラリアの

乾燥地において，イネ科のハンモックグラスとユーカリを対象として，AM およ

び外生菌根の調査を実施し，菌相の調査と菌根菌の分離培養を行い，宿主植物

の乾燥耐性に関与する菌根菌相の解明を試みた。 

 

研究開発の成果と達成状況 

 

（１）研究開発の成果 

①要約 

高温，乾燥，高塩濃度などのストレス条件下では菌根菌が植物の環境耐性付与

に重要な役割を担っていると考えられ，このような菌根菌の利用はストレス環

境下での緑化技術の開発に資するものと考えられる。本研究では，昨年度（2002

年度），沖縄の海浜植物に共生するアーバスキュラー菌根菌（AM 菌）相を感染根

を対象とした DNA 解析によって調査し，さらに調査地において優占が認められ

たグンバイヒルガオの感染根を接種源として AM 菌の分離培養を行なった。 

今年度はこの沖縄の海浜植物から分離培養した AM 菌について，単胞子由来の

菌株を 20 菌株作成した。これらの菌株について DNA 解析を実施し，昨年度実施

した感染根の AM菌相調査の際に実施した制限酵素 HinfI と RsaI による RFLP 解

析結果と比較したところ，5 菌株が Type A と同定されたものと同一であり，15

菌株が Type B と同定されたものと同一であった。両タイプの AM 菌を胞子の外

観から識別することは難しかったが，胞子を押しつぶして胞子壁の構造を観察

したところ，Type A の胞子は内壁が容易に遊離する構造を有しており，両者を

明確に区別することができた。 

 この単胞子由来の増殖菌株のうち，OGS1 (type B)を供試菌株として，菌根接

種の有無（AM+, AM-），リン酸施肥レベル（N-P-K: 25-5-25, 25-20-25），土壌

水分含量（Dry, Wet）の 3因子を組み合わせ，8個の試験区を設定し，供試植物

マリーゴールド（ボナンザスプレー）の成長を比較した。AM 菌接種区では，感
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染率がすべて 80％以上と高い値を示し，いずれの試験区も AM 菌の接種によって

供試植物の成長量が上回る結果が得られた。特に，Wet, P20 の条件では地上部

重が3.87倍となり，供試菌株が高い成長促進効果をもつことが示された。また，

乾燥と養分ストレスがかかった試験区でも，AM 菌の接種があった場合（Dry, P5, 

AM+）には，そのようなストレスがない試験区の AM 菌非接種区（Wet, P20, AM-）

よりも成長量が上回り，AM 菌との共生が乾燥や養分ストレスの条件下でも宿主

植物の成育に効果的であることが確認された。 

 また，今年度は西オーストラリアの乾燥地に成育する植物（イネ科植物のハ

ンモックグラスとマリーユーカリ）の菌根菌の調査を実施した。ハンモックグ

ラス（Triodia sp.）についてはカルグーリー東部を調査地とし，サンプリング

を 11 月 13 日に実施し，AM 菌相の調査と AM 菌の分離培養を試みた。すでに乾期

に入っており，日中の気温は 45 度を超え，土壌は極度に乾燥していた。このた

め採取した植物の根はいずれも完全に枯死しており，残念ながら AM 菌相の調査

を行うことはできなかった。現在，根系土壌から AM 菌の分離を目的としたポッ

ト培養を実施中である。ユーカリについてはパースからカルグーリーにかけて

の地域を調査地とし，サンプリングを 11 月 10 日～12 日に実施し，外生菌根菌

相の調査と菌の分離培養を行った。乾季に入っていたため，菌根の状態が悪く，

すべてのサンプルについて DNA を得ることはできなかったが，いくつかのサン

プルでは DNA 増幅に成功し，系統樹を書くことである程度の菌根菌相を明らか

にすることができた。また，得られた子実体については胞子を採取し，ユーカ

リの実生苗に対して接種試験を行った。 

一方，対照区としてチリのユーカリ植林地（Eucalyptus globulus）において，

同じく外生菌根菌相の調査を行った。サンプリングは 2月 23 日～26 日にかけて

Canete および Concepcion の植林地において行った。得られた子実体 1菌株につ

いては分離培養に成功した。菌根および培養菌株からの DNA 抽出を行った。 

 

  Symbiotic relationship with mycorrhizal fungi is important for the plants 

growing under stressed conditions like high temperature, drought and 

salinity.  Therefore, utilization of those mycorrhizal fungi seems to be 

effective on the development of greening techniques in such environment.  

Last fiscal year (2002), we examined community structure of arbuscular 

mycorrhizal (AM) fungi in a coastal vegetation in Okinawa island and 

propagated the AM fungi from roots of Ipomoea pes-caprae which was dominant 

plant species in the vegetation. 

In this fiscal year (2003), 20 pot cultures each were propagated from each 

single spore isolation.  The propagated fungal cultures were examined by 

the RFLP analysis with Hinf I and RsaI, which was the same method applied 
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in the community analysis of AM fungi in the coastal vegetation. In 

comparison between the two analyses, for the single-spored cultures and 

for the coastal vegetation, 5 single-spored cultures were corresponded to 

Type A and 15 cultures to Type B in the classification of the coastal 

vegetation.  Though, it was difficult to distinguish both types from the 

external appearance of intact spores, wall structure distinctly enabled 

to clarify the difference between the two types; inner wall was easily 

separated from outer wall in type A, but not in Type B 

  We examined the effect of the colonization of one AM fungal culture, OGS1 

(type B) on the growth of host plant, Tagetes patula L. cv. Bonanza spray 

(marigold) under the stressed conditions like low phosphate fertilization 

level and low soil moisture level.  In all of the treatments with AM fungal 

inoculation (AM+), the growth of host plants was improved in parallel with 

high colonization rates (more than 80%).  Especially, in the treatment with 

high moisture and high phosphate level, the growth (shoot dry weight) was 

promoted by 3.87 times by the effect of AM fungal colonization, which 

indicates that the applied AM fungus has high ability to enhance the growth 

of host plant in a proper condition.  Furthermore, the growth of host plant 

was better in the stressed condition with AM fungal colonization (Dry, P5, 

AM+) than in the non-stressed condition without AM fungus (Wet, P20, AM-), 

which also indicates that the applied AM fungus is effective even under 

the stressed condition.   

Additionally, investigation of mycorrhizal fungi associating with 

hummock grass (Triodia sp. in Poaceae) or mallee eucalypts was attempted 

in dry Western Australia.  For the hummock grass, root samples were 

collected in the east of Kalgoorlie on 13th November, 2003.  Since it was 

already in dry season, the collected roots were completely dried and dead.  

Thus, it was impossible to examine the community of AM fungi in the roots.  

Isolation of AM fungi from soil samples is currently attempted using alfalfa 

as host plants.  For eucalypts, mycorrhizal root samples and fruit bodies 

of mycorrhizal fungi were collected in the region from Perth to Kalgoorlie 

from 10th to 12th November, and communities of ectomycorrhizal fungi were 

investigated by DNA analysis as well as fungal cultivation.  Since it was 

in dry season, most of the collected mycorrhizal roots were not in good 

condition, but DNA of some of the ectomycorrhizal fungi was multiplied by 

PCR.  The colonized ectomycorrhizal group was partly revealed by sequence 

analysis of rDNA-ITS region of the fungi and the reference with database.  
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For the collected fruit bodies, isolated spores were inoculated to the 

seedlings of Eucalyptus grandis in greenhouse to obtain fungal cultures 

through mycorrhiza. 

Meanwhile, community of ectomycorrhizal fungi was also examined in 

plantations of Eucalyptus globulus in Chile in order to compare the 

mycorrhial fungal community between natural trees and plantations.  

Mycorrhizal roots and fruit bodies were collected from 23rd to 26th at the 

plantations in Canete and Concepcion.  From one collected fruit body, one 

strain of fungal culture (putative Scleroderma sp.) was obtained.  DNA 

analysis was currently attempted to the mycorrhizal roots and cultivated 

fungi.      

 



 141

②本文 

１）沖縄の海浜植物から分離したアーバスキュラー菌根菌の単胞子由来菌株の

作成 

ａ）目的 

 乾燥，高塩などのストレス環境下にみられる植生は，一般に特異な種か

ら構成されており，種数も少ないことが多い。このような植物の多くはア

ーバスキュラー菌根菌（AM 菌）と共生することが知られている（O’Connor 

et al. 2001, 2002）。AM 菌はリン酸などの難溶性養分を植物に供給する働

きを持ち（Smith and Read 1997），また，AM 菌の感染によって植物の乾燥

耐性が高まることから（Nelson and Safir 1982, Busse and Ellis 1985），

AM 菌との共生はこのような植物の乾燥耐性付与に欠かせない存在と考えら

れる。AM 菌の菌相は環境や植生と対応しており，多様な植生がみられる森

林では多様な菌相が，単一作物を栽培する農地では多様性の乏しい菌相が

それぞれ報告されていることから（Helgason et al. 1998），ストレス条件

下で数種の植物によって構成される植生ではAM菌相にも特異な種あるいは

系統の優占など，何らかの特徴が見られる可能性が考えられた。 

 昨年度（平成 14 年度）の試験では沖縄の海浜に生育する植物，グンバイ

ヒルガオ（Ipomoea pes-caprae），ハマアズキ（Vigna marina），キシュウ

スズメノヒエ（Paspalum distichum）に共生する AM 菌相を調査し，AM 菌感

染根から抽出した DNA の解析によって，18S rDNA の部分塩基配列が Glomus 

intraradices および G. fasciculatum と高い相同性をもつ AM菌が優占して

共生していることを明らかにした。また，調査プロット内に優占的に分布

がみられたグンバイヒルガオのAM菌感染根からアルファルファを宿主植物

として AM 菌の分離培養を行った。今年度（平成 15 年度）は分離培養した

菌について，単胞子由来の菌株を作成し，得られた菌株の 18S rDNA を海浜

植物の AM 菌相の調査結果と比較することによって，得られた菌株が海浜植

物に優占的に感染していた AM 菌であるか否かについて調査を行った。 

ｂ）方法 

平成 14 年度の試験でグンバイヒルガオの根を接種源とし，アルファルフ

ァを供試植物としたポット培養を行い AM 菌の増殖を行った。このポット培

養土から Wet Sieving 法（Gerdemann and Nicolson 1963）によって胞子を

分離した。単胞子からの菌株の増殖については，Brundrett and Juniper 

(1995)の方法を一部改変して適用した。直径 9 cm のシャーレに滅菌川砂を

60g 入れ，これに滅菌水を 15 ml 加え，5 x 5 (cm)のナイロンメッシュをか

ぶせ，この上に 5 x 5 (mm)のニトロセルロースメンブレンを 20 個並べた。

それぞれのメンブレンの上に胞子を 1つずつ載せ，暗所 25℃で 5～7日間培

養した（図-1）。胞子発芽の有無を実体顕微鏡下で確認し，アルファルファ
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の播種 2 週間後の無菌苗の根に，発芽胞子が付着したメンブレンを貼り付

け，そのまま滅菌培土を充填したポットに定植し，温室で培養した。施肥

は 2 週間に一度，ピータースの液肥（25-5-20）をかけ流して行い，3 ヶ月

間培養後，感染が成立したポットの感染土を冷蔵した。 

 

図-1 発芽胞子の作成法 

 

単胞子からの増殖に成功した菌株について，Wet Sieving 法によって胞子

を分離し，30 個の胞子からインスタジーンマトリクス（BIO RAD, California, 

USA）を用いて DNA を抽出した。インスタジーンマトリクスの上清液 3 µl
の中でガラスホモジナイザーを用いて胞子を破砕し，破砕液から DNA をマ

トリクス液を用いて精製した。この DNA 抽出液をテンプレートとし，AM 菌

に対して高い特異性をもつプライマーAM1 (5’- GTT TCC CGT AAG GCG CCG 

AA ‒3’: Helgason et al. 1998)とユニバーサルプライマーNS31(5’- TTG 

GAG GGC AAG TCT GGT GCC ‒3’: Simon et al. 1992)を用い，表-1 に示し

た条件によって PCR を行なった。得られた PCR 産物を，制限酵素 HinfI 

(TOYOBO, Osaka, Japan)と RsaI (TOYOBO)でそれぞれ切断後，コスモアイ

SV1210（マイクロチップ電気泳動システム, Hitachi Electronics 

Engineering, Tokyo, Japan）を用いてフラグメント解析を行ない，切断断

片の多形による解析（RFLP 解析）を実施した。 
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表-1 PCR の反応条件 

反応液組成       

TaKaRa Taq Ex Hot Start 0.25 µl

Buffer 5.00 µl 

dNTP 4.00 µl 

Template 5.00 µl 

primer (AM1:100 pmol/µl) 0.25 µl 

primer (NS31:100 pmol/µl) 0.25 µl 

D.W. 35.25 µl 

 50.00 µl

反応条件       

94℃ 2 min     

94℃ 20 sec   

58℃ 30 sec  35 cycle 

72℃ 45 sec    

72℃ 5 min     

 

 各 RFLP タイプについて代表サンプルを 3菌株ずつ選抜し，菌の同定を目

的として胞子壁の構造を観察した。スライドグラス上にポリビニルラクト

グリセロール（PVLG）あるいは PVLG と Melzer’s reagent（1：1）混合液

をマウントし，マウント液の中に Wet Sieving 法によって分離した胞子を

入れ，カバーグラスを被せた後，上から圧力をかけて胞子を押し つぶし，

胞子壁の構造を微分干渉顕微鏡 LEITZ DMR（Leica, Tokyo, Japan）で観察

した。 

ｃ）結果 

胞子の発芽率は約50％であった，83ポットで単胞子接種を試みたところ，

20 ポットで AM 菌の増殖に成功した（成功率 24.1％）。これらの菌株につい

て，18S rDNA の AM1-NS31 増幅部位の RFLP 解析を行ったところ，海浜植物

の AM 菌相の調査の際に検出頻度が高かった type A と type B の 2 タイプが

それぞれ検出された。type A は 5 菌株，type B は 15 菌株であった（表-2）。 
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表-2 単胞子由来の AM 菌菌株の RFLP type によるグループ分け 
 制限酵素切断断片長    

No. 菌株 RFLP type 
 Hin fI Rsa I   

1 OGS-1 B  23 147  393 23 131 434 

2 OGS-2 B  23 146  393 22 129 434 

3 OGS-3 B  23 147  393 26 129 436 

4 OGS-4 B  23 146  395 22 129 436 

5 OGS-5 B  25 148  395 23 131 436 

6 OGS-6 B  23 146  395 23 131 434 

7 OGS-7 B  25 147  393 22 131 434 

8 OGS-8 A  26 147 338  21 126 434 

9 OGS-9 B  25 146  393 23 131 436 

10 OGS-10 A  25 147 338  22 131 437 

11 OGS-11 B  23 146  392 23 131 436 

12 OGS-12 A  23 146 336  22 129 434 

13 OGS-13 B  25 148  393 23 129 433 

14 OGS-14 B  25 148  393 23 129 433 

15 OGS-15 B  23 148  395 23 129 434 

16 OGS-16 A  23 148 340  22 129 434 

17 OGS-17 A  25 148 340  23 131 436 

18 OGS-18 B  23 147  395 22 129 434 

19 OGS-19 B  25 147  395 23 131 434 

20 OGS-20 B  23 148  395 23 129 436 

 

 Type Aの胞子とType Bの胞子について，それぞれ胞子の形態を観察した。

どちらも直径が 40～100 µm の白色の胞子であり，両者を外観から区別する

ことは難しかった。胞子壁の構造を観察したところ，Type A の胞子はカバ

ーグラスに圧力をかけて押しつぶした際に内壁が容易に遊離し，また，外

壁が Melzer’s reagent によって強く染色される性質をもっていた（図-2），

一方，TypeＢの内壁は遊離せず，外壁の Melzer’s reagent による染色も

軽度のものであった（図-3）。これらの性質から両タイプの AM 菌を胞子形

態の面からも識別することが可能であることが示された。 

 
図-2 AM 菌菌株（Type A）の胞子（左：in PVLG，右：in PVLG and Melzer’s reagent）
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bar=100 µm  

 
図-3 AM 菌菌株（Type B）の胞子（左：in PVLG，右：in PVLG and Melzer’s reagent）

bar=100 µm  
 

ｄ）考察 

グンバイヒルガオの感染根から増殖した菌株はいずれも，沖縄の海浜植

物の感染根を対象としたDNA解析で優占が認められた2タイプのAM菌（Type 

A と Type B）のいずれかであったため，感染根の DNA 解析による AM 菌相の

解析結果の妥当性を確認することができた。 

AM 菌は同種内でも地域によって遺伝的に高い多様性があることが知られ

ており（Lloyd-Macgilp et al. 1996），また，Stahl and Smith (1984)は

同種のAM菌であっても乾燥地から得られた菌の方が中湿地か得られた菌よ

りも植物に対する乾燥耐性付与能力が高いことを示している。したがって，

今回グンバイヒルガオの感染根から得られた菌株は高塩，乾燥といった環

境ストレスに対して，他地域から得られる同種の菌株よりも高い抵抗性付

与能力を持つ可能性がある。特に Type A の AM 菌は昨年度実施した DNA 解

析によって，海側のサンプリング箇所で高い優占度が示されているため，

高塩濃度に対して高い適性をもつ可能性が示唆された。この点については

今後，ポット試験によって検討する予定である。 

 

２）沖縄分離菌の共生による植物の乾燥耐性能の検定 

ａ）目的 

沖縄の海浜に生育するグンバイヒルガオから分離培養したAM菌が宿主植

物の乾燥耐性に及ぼす効果について試験することを目的として，キク科

（Compositae）のマリーゴールド（Tagetes patula L. cv. Bonanza spray）

に対する接種試験を行った。 
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ｂ）方法 

上記の単胞子由来の増殖菌株のうち，OGS1 (type B)を供試菌株，マリー

ゴールドを供試植物とし，プランターにオートクレーブ滅菌した赤玉土と

川砂の等容混合土を 10 L ずつ充填したものを供試ポットとした。菌根接種

の有無（AM+, AM-），リン酸施肥レベル（P5, P20）土壌水分含量（Dry, Wet）

の 3 因子を組み合わせ，8 個の試験区を設定し（表-3），それぞれに 1 プラ

ンターを供試した。 

 

表-3 グンバイヒルガオから分離培養したAM菌の植物への乾燥耐性能検定試験

の試験区 

  

 

菌根接種の有無については，AM 菌接種区（AM+）と非接種区（AM-）を設

定し，（AM+）には，6 箇所にフィルムケース分（35 ml）のくぼみを作り，

ここに AM 菌感染土を充填した。リン酸（P2O5）については，施用レベルが 2

段階となるように試験区を設定した（P5: 25-5-25 と P20: 25-20-25）。，そ

れぞれの試験区について，リン酸水素二カリウム（KH2PO4）152 mg/ L（P20）

あるいは 38 mg/L（P5）を，ピータースの液肥（25-0-25）を窒素（N）が

100 mg/L となるように希釈したものに添加した。リン酸水素二カリウム添

加後の pH は P5 で 5.4，P20 で 5.2 であった。試験開始時に各プランターに

この液肥を 2L ずつかけ流し，以降，施肥は実施しなかった。土壌水分含量

については，乾燥ストレスレベルが2段階となるように試験区を設定した。

（Wet, Dry），各プランターの中央部に土壌水分センサー，エコプローブ

EC-10（Decagon Devices, Pullman, Wash, USA）を挿入し（図-4），土壌水

分含量をモニタリングした。  
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図-4 土壌水分センサーEHO プローブ EC-10 

 

土壌誘電率の値が Wet で 450（含水率：約 18％），Dry で 380（含水率：

約 12.0％）をそれぞれ下回った時点で 1L の灌水を施した。灌水時の土壌誘

電率の値（含水率）はそれぞれ，Dry で約 460（含水率：約 20％），Wet で

約 550（含水率：約 25％）となった。各プランターに 6 箇所の播種箇所を

設け，それぞれに 3 個ずつマリーゴールド（ボナンザスプレー）の種子を

播種した。2週間後，各播種箇所において最も成長のよい個体を選抜し，間

引きを行った。栽培は 60 日間，温室で行い，栽培終了後供試植物の地上部

乾燥重量，地下部乾燥重量，AM 菌感染率をそれぞれ測定した。 

 

ｃ）結果および考察 

 試験終了時の各試験区の植物の写真を図-5 に，地上部重，地下部重，AM 菌感

染率の値を表-4 にそれぞれ示した。非接種区では葉にアントシアンの蓄積によ

る赤褐色の呈色がみられ，リン酸欠乏の症状が顕著に認められた。リン酸を高

レベルで施用した P20 の試験区でも同様であり，赤玉土にリン酸が吸着され，

可給態リン酸含量が低下したことが示唆された。 
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表-4 菌根感染と乾燥ストレスの有無がマリーゴールドの成長におよぼす影響 

試験区 地上部重（mg) 地下部重（mg） T/R AM 菌感染率（％） AM+/AM- 

      平均±標準偏差        

Dry P5 AM- 34.5 ± 5.8 54 0.64   

Dry P5 AM+ 66.7 ± 19.2 44 1.52 96.5 1.25 

Dry P20 AM- 36.5 ± 4.4 59 0.62   

Dry P20 AM+ 112.7 ± 15.3 65 1.73 90.4 1.86 

Wet  P5 AM- 36.0 ± 6.9 56 0.64   

Wet  P5 AM+ 113.2 ± 13.9 74 1.53 94.3 2.03 

Wet  P20 AM- 58.7 ± 4.8 65 0.90   

Wet  P20 AM+ 309.3 ± 47.1 170 1.82 82.9 3.87 

 

 AM 菌接種区では，いずれも感染が成立し，菌糸が植物根の皮層細胞の間隙を

伸長し，そこから分枝した菌糸によって皮層細胞内に arbuscule が形成される

Arum-type の感染形態が認められた（図-6）。感染率はすべて 80％以上と高い値

を示し，いずれの試験区も AM 菌の接種によって供試植物の成長量が上回る結果

が得られた。特に，Wet P20 の条件では地上部重が 3.87 倍となり，供試菌株が

高い成長促進効果をもつことが示された。また，乾燥と養分ストレスがかかっ

た試験区でも，AM 菌の接種があった場合（Dry P5 AM+）には，そのようなスト

レスがない試験区の AM 菌非接種区（Wet P20 AM-）よりも成長量が上回り，AM

菌との共生が乾燥や養分ストレスの条件下でも宿主植物の生育に効果的である

ことが確認された。 地上部重と地下部重の比（T/R）をみると，いずれも AM

菌接種区の値が非接種区よりも大きくなった。これは AM 菌が植物根の役割を一

部代行したため，根の伸長が相対的に抑制されたことを示唆している。 



 149

          
図-5 試験終了時（播種 60 日後）のマリーゴールドの地上部（bar=5 cm） 
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図-6 マリーゴールドにおける供試 AM 菌の感染形態（A: arbuscule）bar=100 µm 
 

３）オーストラリア乾燥地に成育する草本植物の AM 菌相調査 

ａ）目的 

 オーストラリア中西部の乾燥地で年間降水量が 200 mm 以下の箇所には，

ハンモックグラスと呼ばれるイネ科の草本（Triodia spp, Plectrachne 

spp.）を主体とする植物群落がみられる（Groves 1999）。イネ科植物は一

般にアーバスキュラー菌根菌と共生することが知られており，このハンモ

ックグラスの乾燥地適応にはアーバスキュラー菌根との共生が作用してい

るのではないかと思われた。また，このような環境にみられるアーバスキ

ュラー菌根菌は植物の乾燥耐性の付与に対して高い能力を持っている可能

性が考えられた。そこで，本研究ではハンモックグラスの AM 菌相の調査と

AM 菌の分離培養を試みた。 

ｂ）方法 

サンプリングは 2003 年 11 月 13 日，西オーストラリア，カルグーリー西

部でハンモックグラス（Triodia basedowii）のサンプリングを行った（図

-7）。3 箇所にサンプリングサイトを設定し（図-10），それぞれの箇所で，

無作為に 5 群落を選抜し，根と根系土壌を採取した。いずれのサンプリン

グ箇所もハンモックグラスとともに，マリーユーカリとアカザ科，マメ科

などの潅木が散在する環境であった（図-8）。10 月は乾期の初期にあたるた

め，日中の気温は 45 度を超え，土壌は極度に乾燥していた。 

各サンプリング土壌について pH (H2O)，pH (KCl)，含水率（％），電気伝

導度（EC），可給態リン酸含量（トルオーグ法）を測定した。 

採取した根から CTAB 法（Weising et al. 1995）によって DNA を抽出し，

プライマーAM1 と NS31 を用いて PCR を行い，AM 菌由来の DNA の存在の有無

を調査した。また，2.5 号ポットにオートクレーブ滅菌した川砂と赤玉土の

等容混合土を 100 ml 充填し，これに直径 1.5 cm，深さ 5 cm のくぼみをつ

くり，ここに採取土壌を約 10 ml 添加し，アルファルファの種子を 5 つず
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つ播種した。 

 

         

図-7 ハンモックグラス（Triodia sp.） 

 

         

図-8 調査地 

 

ｃ）結果および考察 

土壌の分析結果を表-6 に示した。含水率はほとんどが 2～3％であり，極

度に乾燥していた。可給態リン酸含量はいずれも 2 mg/100 g 以下であり，

リン酸欠乏状態におかれていることが明らかとなった。 

採取した植物の根はいずれも完全に枯死していた（図-9）。乾燥地に適応

した植物ではあるが，生育期間は雨期に限られているようである。抽出 DNA

に対して行った PCR では，残念ながら AM 菌由来の PCR 増幅産物を得ること

はできなかった。 

現在，根系土壌から AM 菌の分離を目的としたポット培養を実施中である。 
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表-5 土壌分析結果 

サンプリング箇所 pH (H2O) pH (KCl) 含水率（％）EC（mS/m）可給態リン酸（mg/100g）

site 1           

1-1 7.8 7.3 2.7 11.09 1.56 

1-2 7.9 7.5 2.5 13.64 0.87 

1-3 7.9 7.5 2.8 10.73 1.82 

1-4 8.0 7.3 3.7 12.63 1.81 

1-5 7.9 7.4 3.7 10.06 1.73 

site 2           

2-1 7.9 7.4 2.9 9.56 1.49 

2-2 8.0 7.5 2.3 9.02 1.22 

2-3 7.7 7.5 2.0 10.39 1.33 

2-4 7.7 7.4 2.4 12.10 1.60 

2-5 7.8 7.4 2.5 11.14 1.55 

site 3           

3-1 7.7 7.1 2.4 11.73 0.74 

3-2 7.7 7.1 2.7 10.32 0.64 

3-3 7.4 6.6 2.0 5.01 1.50 

3-4 7.4 6.3 1.9 4.06 1.22 

3-5 7.5 6.5 1.8 4.15 0.71 

 

              

図-9 採取したハンモックグラス（Triodia sp.）。根が完全に枯死していた。 
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４）オーストラリア乾燥地に成育する耐乾燥性樹木（ユーカリ）の外生菌根菌

相調査 
 
ａ）目的 

 ユーカリ属植物は主としてオーストラリアに自生し，湿潤で温暖な地域

だけでなく乾燥気候にも適応し，オーストラリア全域に広く分布している。

一部の種類は用材やパルプ生産用としての適性が高く，オーストラリア以

外でも大規模に植栽が行われている地域が存在する。一方，オーストラリ

アには多くの野生種が分布し（500 種以上），乾燥地に生える種も多い。こ

れらすべてのユーカリには外生菌根菌が共生し，リンや窒素等の栄養を供

給してユーカリの成長を促進するだけでなく，菌根菌の菌糸による土壌中

の水分吸収力の増大や細根の周りを菌糸がとりまいて根を保護することで

乾燥耐性を発現していると考えられている。 
 そこで，本節ではオーストラリアの乾燥地に成育する野生のユーカリ属

樹木とチリの植林地に成育するユーカリ属樹木の菌根菌を採取し，両者の

菌根菌相を比較検討することによって乾燥地に成育するユーカリ属樹木に

特徴的な菌根菌相を明らかにすることを目的とする。 
 

ｂ）材料および方法 
ⅰ）オーストラリアでのサンプリング 

 サンプリングは西オーストラリア州西部の州都パースから東の内陸部カ

ルグーリーにかけての地域で 2003 年 11 月 10 日から 12 日にかけて行った

（図-10）。サンプリング箇所は全部で 12 ヶ所で行ったが，内 1ヶ所は土が

極端に固く，サンプリングは断念した（No. 4）。各サンプリング箇所で特

徴的なユーカリの樹種を選んで種を同定し，各 site とも 2本ずつの木を選

び，根元の土壌を掘り取り（図-11）サンプルとした。菌根菌の子実体が得

られた場合は（図-12），採取して粉砕し，土壌を含まないように注意して

日本へ持ち帰った。 
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図-11 ユーカリ菌根を含む土壌サン

プリングの様子 

 

 

 

 

 

 
図-12 ユーカリの菌根菌子実体 

コツブタケ属（Pisolithus sp.） 
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図-10 オーストラリアでのサンプリング位置図 

①～⑫：ユーカリ菌根，①～③：ハンモックグラス菌根 
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ⅱ）チリでのサンプリング 

 サンプリングはチリ中部のコンセプシオンおよびカネーテ周辺で行った

（図-13）。 

 

 

図-13 チリでのサンプリング実施地点位置関係図 

①：首都サンチアゴ，②：コンセプシオン，③：カネーテ 
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2004 年 2 月 23 日～26 日にかけてカネーテ周辺で 5 ヶ所，コンセプシオン

周辺で 1 ヶ所，計 6 ヶ所で，すべて日本製紙と住友商事 2 社の出資で運営

されている Volterra 社（本社コンセプシオン）のユーカリ（E. globulus）

植林地でサンプリングを行った（図-14）。1ヶ所当たりランダムに３本の木

を選び，土壌と菌根をサンプリングした。菌根菌子実体は，分離培養を行

い純粋培養菌糸を持ち帰った。 

 
図-14 チリでのサンプリング位置図 

①～⑤：カネーテ植林地，⑥：コンセプシオン植林地 
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ⅲ）サンプルの処理 

 掘り取った土壌サンプルは現地で大まかにふるって根と根を含む土壌を

選び，サンプリングバッグに入れた。ホテルに到着してから細かい目の篩

の上で水洗し，根を選び出した。これを実体顕微鏡下で観察しながら菌鞘

を目印にユーカリの外生菌根を取り出し，50％エタノール水溶液に浸漬し

て日本へ持ち帰った。 

ⅳ）土壌分析 

各サンプリング土壌について pH (H2O)，pH (KCl)，含水率（％），電気伝

導度（EC），可給態リン酸含量（トルオーグ法）を測定した。 

ⅴ）菌根菌接種による菌根形成試験 

 ユーカリの種子（Eucalyptus grandis）を，95%エタノールに 20 秒，次

いで 1%クロラミン T に 7～10 分間浸漬して表面殺菌を行い，滅菌蒸留水で

よくすすぎ縣濁した。0.4%の素寒天プレートの上に播種し，20℃で発芽さ

せた。発芽した実生苗はバーミキュライトと鹿沼土等容混合してオートク

レーブ滅菌を行った培土へ移植した。菌根菌接種区では実生苗の根に菌根

菌の胞子を塗してから移植した。 

ⅵ）菌根の観察 

 持ち帰った菌根を実体顕微鏡下で観察して形態的な特徴で分け，写真撮

影を行った。 

ⅶ）サンプルの DNA 抽出 

各サンプルから約 5 mg（生重）の菌根の断片を取り出し，CTAB 法により

DNA を抽出し，500 µl の TE buffer に溶解した。 

ⅷ）PCR 法による DNA 増幅 

プライマーは糸状菌のrDNA-ITS領域に対して高い特異性を持つプライマ

ーITS1F（5’-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3’）と担子菌の rDNA-ITS 領域に

対して高い特異性を持つ ITS4B（5’-CAGGAGACTTGTACACGGTCCAG-3’）を用

いた（Gardes and Bruns 1993）。上記の抽出 DNA 溶液 1 µl を鋳型とし PCR

法により菌根サンプルから外生菌根菌の rDNA-ITS 領域の DNA 断片（約 800

～900 bp）を増幅した。また上記のプライマーで目的の DNA 断片が得られ

ないサンプルについては ITS1F とユニバーサルプライマーITS4（5’

-TCCTCCGCTTATTGATAATGC-3’）(White et al. 1990)を用いた。また，PCR の

反応液組成（表-6），反応条件（表-7）を示した。 
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表-6 PCR 反応液組成 

組成 量 (µL) 

10×buffer 3.00 

2.5 mM dNTPs 2.40 

primer (ITS1F: 50 mM) 0.20 

Primer (ITS4B または ITS4: 50 mM) 0.20 

TAKARA Taq Ex Hot Start 0.15 

滅菌水 23.05 

total 30.00 

 

表-7 PCR 反応条件 

温度 (℃) 時間 反復 

94 3.5 min  

94 20 sec  

55 30 sec 35 cycle 

72 1 min  

72 5 min  
 

ⅸ）PCR 産物のクローニング 

得られた PCR 産物は複数種の外生菌根菌の DNA が混合していると考えら

れる。そこで解析に用いるための純化を目的として，これらの PCR 産物の

クローニングを行った。PCR 産物にはプライマー，ポリメラーゼなどの不純

物が混入しているため，まずクローニングを行う前に DNA Purification Kit

（TOYOBO;PUR-101）を用いて精製した。クローニングには Novagen 社の

pT7Blue Perfectly Blunt Cloning Kit を用いた。クローニング Kit を用い

て目的の DNA 断片を導入したコンピテントセル（大腸菌）を抗生物質を添

加した LB 培地（表-8）に塗布し，37℃で 16-18 時間培養した後，１サンプ

ルあたり 6～12 個の白いコロニー（クローニングが成功したと考えられる

コロニー）を無作為に選抜した。これらのコロニー由来の大腸菌をグリセ

ロールストックするとともに大腸菌から抽出した DNA をテンプレートとし

て，再度 ITS1F と ITS4B プライマーあるいは ITS1F と ITS4 プライマーを用

いて PCR を行った。増幅産物の有無からクローニングの成否を判定した。 
 

表-8 LB 培地の組成 
成分 重量 ( /L) 

tryptone 10 g 
yeast extract 5 g 
NaCl 10 g 
agar 15 g 
IPTG 20 mg 
X-gal 70 mg 
carbenicillin 50 mg 
tetracycline 15 mg 
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ⅹ）RFLP 解析 

上記の PCR 産物を制限酵素 HinfI と HaeIII でそれぞれ切断後，マイクロ

チップ電気泳動システム（コスモアイ SV1210）を用いてフラグメント解析

を行い，切断パターンによるグループ分けを行った。 

ⅺ）相同性解析による種の同定 
 上記の各グループの代表サンプルについて，グリセロールストックから

再び大腸菌を取り出し，LB 液体培地に接種して菌体培養液を作成した。こ

の培養液から MagExtractor-Plasmid（TOYOBO）を用いてプラスミド DNA を

抽出した。抽出プラスミドは濃度を 50 ng/µl に調整し，両鎖シークエンス

解析をタカラバイオドラゴンジェノミクスセンターに委託した。抽出プラ

スミドを鋳型として，M13-47プライマーおよびRV-Mプライマーを使用して，

Dye Terminator 法によりシークエンス反応を行った後，キャピラリーシー

クエンサーMegaBACE1000（Amersham Biosciences）によりシークエンスが

実施された。各シークエンスデータについて，アメリカ国立バイオテクノ

ロ ジ ー 情 報 セ ン タ ー (NCBI) の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.ncbi.nlm.nih.gov.//）上でデータベース GenBank を用いて

ホモロジー検索を行い，相同性の高い外生菌根菌の rDNA-ITS 領域のシーク

エンスデータとともに Clustal W （Thompson et al. 1994）を用いてマル

チプルアラインメントを行い，neighbor-joining 法（Saito and Nei 1987）

による分子系統樹を作成した。系統樹の作成には TreeView（Page 1996）を

用いた。 

ｃ）結果および考察 

ⅰ）菌根サンプルの宿主樹種の同定 

 オーストラリアでサンプリングした際の宿主ユーカリの種の同定結果を

表-9 に示す。チリのサンプルの宿主はすべて E. globulus であった。 

 

表-9 宿主ユーカリの種 
サンプル No. 樹種 

1 E. loxophleba subsp. loxophleba 
2 E. kochii subsp. Plenissima 植栽実生苗 

3 E. capillosa subsp. capillosa 
4 - 

5 E. capillosa subsp. polyclada 
6 E. salubris var. salubris 
7 E. cerasiformis 
8 E. salmonophloia 
9 E. spathulata subsp. spathulata 
10 E. yilgarnensis 
11 New species? 

12 E. loxophleba subsp. ‘smooth bark’ 

    New species?：未同定で新種と思われるもの 
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ⅱ）サンプリングと土壌分析 

 オーストラリアでのサンプリング時期は乾季に入っていて土壌が乾燥し

ており，多くの場合サンプリングが困難であった。また，菌根菌子実体の

発生も極端に少なく，わずかに，コツブタケ属（Pisolithus sp.）（図-15）

とニセショウロ属（Scleroderma sp.）（図-16）の乾燥した子実体が得られ

ただけで，分離培養は不成功であった。 

 

 
図-15 コツブタケ属の子実体 

 

 
図-16 ニセショウロ属の子実体 

 

土壌分析結果を表-10 に示す。 

 

表-10 オーストラリア土壌サンプルの分析結果 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ箇所 番号 pH (H2O) pH (KCl) 含水率（％） EC（mS/m） 可給態リン酸（mg/100g）

1 5.9 5.5 1.8 29.10 0.96 
site 1 

2 6.3 5.9 2.3 21.80 0.97 

site 3 1 4.9 3.9 6.1 8.20 0.53 

1 5.4 4.9 0.6 2.57 1.14 
site 5 

2 5.6 4.9 0.9 4.40 2.32 

1 6.2 5.7 1.1 6.44 0.74 
site 6 

2 6.3 5.6 0.9 4.13 0.84 

1 5.7 5.3 1.5 10.00 0.51 
site 7 

2 5.9 5.4 1.3 17.73 0.96 

1 5.1 4.3 2.8 3.91 1.65 
site 8 

2 5.3 4.8 1.5 16.18 0.96 

1 6.5 5.8 3.3 9.49 1.12 
site 9 

2 6.6 6.1 3.6 13.68 0.94 

1 7.8 7.5 3.0 32.50 1.89 
site 10 

2 7.8 7.5 3.8 18.44 2.18 

1 5.7 5.4 0.9 4.82 0.87 
site 11 

2 5.4 4.9 1.2 3.75 1.22 

1 6.6 6.2 3.7 28.80 0.97 
site 12 

2 5.8 5.5 1.8 11.92 0.90 

site 2，4 は土壌が固くサンプルなし。site3 は他の植物の根が多くサンプ

ル数 1。 
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含水率は川辺の site 3（図-17）を除いて 3％以下と低く，極度に乾燥して

いた。また，可給態リン酸含量も約 2 mg/100 g 以下で，リン酸欠乏状態で

あった。また，サンプリングは行わなかったが，極端に塩性化が進み，地

表に塩が噴出してきている箇所も多々見られた（図-18）。 

 

 

図-17 site 3 の様子 

 

 

図-18 塩が吹き出た土地 

 

 チリでのサンプリングは雨季の前であったが，オーストラリアと比較すると湿ってお

り，サンプリングは容易であった。サンプリングを行ったユーカリ植栽地の状況を表-11
に示す。1992年と 1995年植栽箇所については，比較的成長の良い箇所と悪い箇所
を各 1 ヶ所 1998年と 2001年植栽箇所は 1 ヶ所ずつのみでサンプリングを行った。 

 
表-11 チリサンプリング箇所のユーカリ植栽と成育状況 
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ箇

所 

植栽年 植栽後年数 樹高 (m) 相対成育 

site 1 2001 3 - - 

site 2 1995 9 16.8 悪 

site 3 1995 9 22.1 良 

site 4 1998 6 14.3 良 

site 5 1992 12 26.4 良 

site 6 1992 12 21.4 悪 
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こちらもオーストラリアと同様に菌根菌子実体は少なかったが，ニセショウロ属の成

熟し乾燥した子実体（図-19）が site 1で，未熟なもの（図-20）が site 4で見つかった。
成熟した乾燥子実体は外皮の固い部分を除いて粉砕し，胞子を持ち帰った。また，

site 3ではきれいな菌根を現場で観察することができた（図-21）。なお，分離培養を試
みたところ，未熟子実体からは純粋培養菌糸を取得できたが，成熟子実体からは得ら

れなかった。 
 

 

図-19 ニセショウロ属の成熟子実体 
 

 

図-20 ニセショウロ属の未熟子実体 
 

 
図-21 ユーカリの外生菌根 

 
 土壌サンプルの分析結果を表-12に示す。コンセプシオン郊外の site 6を除いて，
ケネーテ郊外のいずれの土壌も含水率が 10数～20%程度と比較的高く，湿っている
ことがわかった。site 6でも 3～6%と，オーストラリアの土壌よりは湿っていた。成育が比
較的悪い箇所では pHの値が低くなる傾向が見られた。 
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表-12 チリ土壌サンプルの分析結果 
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ箇所 番号 pH (H2O) pH (KCl) 含水率（%） EC（mS/m） 可給態リン酸（mg/100g）

1 4.4 4.0 13.9 3.21 1.65 

2 5.2 4.5 16.3 4.57 1.96 site 1 

3 4.8 4.1 14.9 2.54 1.49 

1 4.6 4.1 20.0 1.41 1.42 

2 4.4 4.0 17.1 4.53 1.61 site 2 

3 4.5 4.0 20.7 2.93 1.68 

1 5.2 4.8 17.7 5.20 1.61 

2 4.9 4.3 15.4 4.28 1.56 site 3 

3 5.0 4.3 16.4 3.56 1.42 

1 5.2 4.5 20.1 5.33 1.35 

2 4.8 4.4 21.1 5.69 1.08 site 4 

3 4.9 4.4 20.9 5.31 1.17 

1 5.3 4.5 16.0 4.54 1.87 

2 5.0 4.6 18.4 5.66 1.62 site 5 

3 5.5 4.8 18.3 6.05 1.48 

1 4.7 3.7 3.6 2.50 2.34 

2 4.4 3.7 5.3 2.05 - site 6 

3 4.5 3.9 6.2 2.52 2.03 

 
ⅲ）菌根菌胞子の接種による菌根形成試験 
 オーストラリアの菌根菌からは純粋培養菌糸が得られなかったため，胞子を接種

源として菌根を形成させ，そこから再度純粋培養菌糸を得る試みを行った（図-22）。接
種試験を行ったのが冬季であったため，今のところ菌根形成を確認していないが，繰

り返し行うことによって菌根を形成させ，そこから純粋培養菌糸を得る予定である。チリ

産の菌根菌胞子についても同様の試験を遂行中である。 
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図-22 ユーカリ実生苗の菌根菌胞子接種後の成育 

 
ⅳ）菌根のソーティングと遺伝子解析 
 オーストラリアの菌根について，サンプリングを行った菌根を実体顕微鏡下で観察

し，サンプルごとに形態的な特徴からソーティングを行った。明瞭な菌根が観察された

10サンプル（site 3，4を除く）から計 57 タイプの菌根が得られた。しかし，多くのもので
菌鞘の部分的な崩壊が見られ，健全な菌根は少なかった。DNA抽出が成功したもの
はわずかに 13 タイプに過ぎなかった（図 23-35）。なお，顕微鏡写真の倍率はすべて
同じで，図中のスケールはすべて 1 mm。 

 

 
図-23 オーストラリア菌根 No. 3 site 1 

 

 
図-24 オーストラリア菌根 No. 4 site 1 
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図-25 オーストラリア菌根 No. 5 site 1 

 

 
図-26 オーストラリア菌根 No. 6 site 1 

 

 
図-27 オーストラリア菌根 No. 10 site 

5 
 

 

図-28 オーストラリア菌根No. 11 site 5 
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図-29 オーストラリア菌根 No. 18 site 

6 
 

 
図-30 オーストラリア菌根 No. 31 site 

7 
 

 

図-31 オーストラリア菌根 No. 34 site 
8 

 

 

図-32 オーストラリア菌根 No. 36 site 
8 

 

 
図-33 オーストラリア菌根 No. 45 site 

10 
 

 

図-34 オーストラリア菌根 No. 50 site 
11 
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図-35 オーストラリア菌根 No. 55 site 12 

 
 得られた PCR増幅 DNAからクローニングを行って制限酵素 HinfⅠと HaeⅢで処
理し RFLPパターンを比較したところ，全部で 15パターン（A～O）が得られ，各菌根タ
イプはいくつかの RFLP タイプの異なる混合物からなることがわかった（表-13）。 

 
 表-13 オーストラリア産ユーカリ菌根由来 rDNA-ITS領域の PCR産物 RFLP タイ

プ 
RFLP タイプ 

菌根ﾀｲﾌﾟ site 
A B C D E F G H I J K L M N O 

Total

3 1  1              1 
4 1 1       4        5 
5 1 2               2 
6 1        5        5 
10 5     5    4 1 1     11
11 5 3             2  5 
18 6      4          4 
31 7   2             2 
34 8            1    1 
36 8            2 1   3 
45 10      1          1 
50 11       3         3 
55 12    1           6 7 

 
 各 RFLP タイプの違いを表-14に示す。 
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表-14 

RFLP ﾀｲ

ﾌﾟ 

ｻﾝﾌﾟﾙｸﾛｰﾝ

No. 
DNA サイズ（bp） 

  PCR 産物 HinfⅠ HaeⅢ 

A 11-1 872 374 371 119 8           325 310 179 58   

B 3-5 862 389 345 120 8           804 58       

C 31-1 870 390 352 120 8           812 58       

D 55-1 858 314 200 75 71 65 45 43 37 8 328 220 147 98 65

E 10-2 844 367 273 120 76 8         490 225 99     

F 18-1 845 360 284 121 72 8         484 273 81 7   

G 50-1 846 360 144 120 108 106 8       317 293 171 65   

H 4-1 839 216 178 174 143 120 8       360 309 170     

I 10-12 884 399 295 182 8           624 202 58     

J 10-1 884 400 356 120 8           884         

K 10-4 891 399 361 101 22 8         833 58       

L 34-4 869 405 336 120 8           516 295 58     

M 36-2 868 336 308 120 96 8         516 294 58     

N 11-5 884 407 327 142 8           343 247 188 106   

O 55-7 872 394 350 120 8           587 234 51     

 
本試験で得られたデータとデータベース上にあるデータを基に書いた系統樹を図

-36に示す。多くは担子菌でＡ～Ｃタイプはベニタケ属，Ｄはコツブタケ属，Ｅ～Ｈはイ
ボタケ科，Ｉ～Ｋは子嚢菌のセノコッカム属，Ｌ～Ｍは担子菌で不明，Ｎ～Ｏは担子菌

のフウセンタケ属に属する菌根菌であることが推察された。これらのグループの菌はど

れも，ユーカリ属の菌根菌として報告されているものである（Brundrett et al. 1996）。 
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図-36 オーストラリア産ユーカリの外生菌根菌の系統樹 

 次に，チリ産の菌根についても同様に顕微鏡下でソーティングを行い，遺伝子解

析を試みた。6 ヶ所 18サンプルから 18 タイプの菌根が得られた。オーストラリアのもの
とは異なり，健全な外見のものが多く，1サンプルを除いて DNAが得られた。DNAが
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得られたタイプの菌根を図-37～53，ニセショウロ属の子実体直下の菌根を図-54に示
す。 

 

 
図-37 チリ菌根 No. 1 site 1 

 

 
図-38 チリ菌根 No. 2 site 1 

 

 
図-39 チリ菌根 No. 3 site 1 

 

 
図-40 チリ菌根 No. 4 site 2 

 
図-41 チリ菌根 No. 5 site 2 

 
図-42 チリ菌根 No. 6 site 2 
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図-43 チリ菌根 No. 7 site 3 

 

 
図-44 チリ菌根 No. 8 site 3 

 

 
図-45 チリ菌根 No. 9 site 3 

 

 
図-46 チリ菌根 No. 10 site 4 

 

 
図-47 チリ菌根 No. 11 site 4 
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図-48 チリ菌根 No. 12 site4 
 

図-49 チリ菌根 No. 13 site 5 
 

 
図-50 チリ菌根 No. 14 site5 

 
図-51 チリ菌根 No. 15 site 5 

 

 

図-52 チリ菌根 No. 17 site6 
  
 

 

 

図-53 チリ菌根 No. 18 site 6 
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 図-54 チリのニセショウロ属菌根 
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これらの菌根から得られた DNAの rDNA-ITS領域を PCRで増幅し，各タイプ別に
クローニングを行ったところである。今後は RFLPパターンを調べ，代表的なものにつ
いてシークエンスを行って系統樹を書き，オーストラリア産のものと比較を行って，オー

ストラリアとチリの菌根菌相の違いの解明を進めてゆく予定である。今回，オーストラリ

アの乾燥地でのサンプリング時期が乾季に入ってからとなってしまったため健全な菌

根が少なく，ユーカリの乾燥耐性に関与する菌根菌相を十分に明らかにすることはで

きなかった。また，ユーカリの乾燥耐性増強のために利用可能な遺伝資源収集も不十

分であった。菌根菌の子実体発生時期が雨季に集中し，その時期を逃すと遺伝資源

収集効率が極端に悪くなるため，今回のような結果となってしまった。次年度は菌根菌

の子実体発生時期に再度野性ユーカリの成育地を訪れて，遺伝資源収集を中心に

現地調査を行う予定である。 
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（２）目的に照らした達成状況 

 本研究の目的は，乾燥耐性能を持つ植物（ユーカリ類および草本植物）に共

生する菌根菌を調査し，乾燥耐性植物における菌根共生の普遍性を調査する。

また，乾燥耐性植物に共生する菌根菌を分離培養により取得し，宿主植物との

共生系の確立により，得られた菌根菌の宿主植物に対する乾燥耐性付与能力を

調べて能力の高い菌根菌を選抜し，植物の乾燥耐性獲得に対する菌根菌の役割

と重要性を明らかにすることである。 

 まず，第 1 の目的である乾燥耐性植物における菌根共生の普遍性を調査する

点については，予算確定時期の遅れから調査時期が乾季に入ってからとなって

しまい，十分な調査成果を挙げることはできなかったが，乾燥地に成育する野

生のユーカリ属樹木については，普遍的に菌根が形成されていることが示され，

調査した樹種については菌根菌相もある程度解明され，一定の成果が得られた

と評価できる。次に第 2 の目的である乾燥耐性植物に共生する菌根菌の分離培

養，すなわち宿主植物への乾燥耐性付与に関与する菌根菌の遺伝資源の収集で

あるが，これも第 1 の目的の項に記したのと同様に，調査実施時期が悪くほと

んど成果をあげることができなかった。ただし，これは実施者のせいではなく，

遺伝資源収集には季節的な要因が大きく影響することを踏まえた研究計画の遂

行ができない状況をつくりだした側に責任があると言える。最後に菌根菌の宿

主植物に対する乾燥耐性付与能力の解明と菌根菌の重要性を明らかにする点で

ある。これについては，昨年度に収集した菌根菌の菌株について試験を行った

結果，海浜植物に共生する菌根菌は宿主植物の乾燥耐性を増大させ，成育促進
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効果を示すことが明らかにされた。様々な菌株について試験を行い，最も効果

の高い菌根菌を選抜するところまで試験を進める時間はなかったが，菌根菌の

もつ機能を明らかにし，植物の乾燥耐性発現における菌根菌の重要性を示すこ

とができたと考えられる。 

 

2．研究発表，講演，文献，特許などの状況 

 特になし，ただし，昨年度から実施している海浜植物の菌根菌相に関する論

文執筆を準備中である。 
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4-5耐塩性野生植物由来の新規ストレス耐性遺伝子の単離とその耐性機構解析 
 
4-5-1 緒論 

 

緒言 

 

 塩・乾燥ストレスは、植物の生育に影響し、生産性を大きく左右する代表的なストレスである。

実際に、病気や害虫による農作物の損失は、収穫率で平均 10 % 未満の減収であるのに対し、干

ばつや塩害など環境ストレスによって生じる損失は、最高収穫率の平均 65 % 以上に達すると推

定されている (Boyer, 1982)。また、乾燥により地表付近でナトリウムイオンの濃縮が起こり、

植物が生育できなくなると、砂漠化が起こる。つまり、植物における乾燥ストレスや塩ストレス

は、農作物の収穫率減少だけでなく環境破壊さえももたらす深刻な問題となっている。 

 そのため、塩･乾燥ストレス耐性植物の作出技術の開発は、砂漠の緑化などの環境修復のみな

らず、干ばつや塩害などによって被害を受けている農作物の収穫率向上による食糧増産に直結す

る重要な研究課題になっている。そこで、分子生物学的手法を用いたストレス耐性植物の作出に

期待が寄せられている。 

 現在、モデル植物を対象とした塩・乾燥ストレス耐性関連遺伝子の網羅的な解析が進展してい

る。特にシロイヌナズナに対しては、ゲノムの全塩基配列が 2000 年に決定され、これによって

全ての遺伝子に対する変異体を作り出すことが可能となった。これらの多くの変異体を用いた遺

伝子機能の網羅的解析や、完全長 cDNA を用いたマイクロアレイの利用により、遺伝子発現のプ

ロファイルがデータベース化され、2004 年までにはストレス応答関連遺伝子の全体像が明らか

にされるだろうと予測されている。 

 一方、自然界には過酷な環境条件下で生育できる能力を獲得した、マングローブ植物などの塩

生植物が知られている。これらの植物群は進化の過程で多様な耐塩性機構を獲得し、現在に至っ

たものと考えられる。すなわち塩生植物は耐塩性を強化するための貴重な遺伝子資源と言える。

しかしながら、マングローブ植物などの塩生植物においては、分子生物学的研究例が乏しく、現

段階での耐塩性関連遺伝子の網羅的な解析は極めて困難である。しかし、これらの植物群からの

耐塩性に関与する遺伝子の探索は、モデル植物からでは獲得できない新規遺伝子の獲得が期待で

き、今後重要な意味を持つと考えられる。 

 当研究室ではマングローブ植物に着目し、耐塩性に関与する cDNA の探索を進めてきた。材料

として、奈良女子大学の三村徹郎博士らが確立したマングローブ植物の一種である Bruguiera 

sexangula の培養細胞系 (Mimura et al., 1997a) を用いた。この培養細胞は懸濁培養が可能で

あり、また 100 mM の NaCl 存在下においても NaCl 非存在下の場合とほぼ同じ速度で生育でき

る (Mimura et al., 1997b) という他の植物培養細胞には見られない珍しい性質がある。当研究

室では大腸菌発現系を用いた機能スクリーニング法 (特許願; 2000-219649、PCT / JP00 / 04862) 

により B. sexangula の耐塩性に関与する遺伝子 (cDNA) のスクリーニングを行ってきた。その
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結果、 eEF1A (eukaryotic elongation factor 1A) をコードしていると考えられる cDNA (Fig. 

1-1) の単離に成功し、その cDNA を導入した形質転換大腸菌において、明らかな耐塩性の強化

が確認された。しかし、高等植物の塩ストレス耐性に関する eEF1A の役割については明らかに

されていない。また、他の植物 eEF1A に同様な機能があるかどうかも不明である。 

 そこで本研究では、第２章において、B. sexangula に加え、さらに３種類の塩生植物に着目

し、大腸菌を用いた機能スクリーニング法により、耐塩性に関与する遺伝子の探索を試みた。ま

た、第３章では、B. sexangula 由来の eEF1A に着目し、植物 eEF1A の塩ストレスに対する役

割を検討した。 

 

本研究における既往の知見 

 

ヒルギダマシ、オカヒジキ及びシチメンソウの耐塩性 

 

 マングローブ植物とは熱帯の汽水域に生育する樹木類の総称であり、これらの植物群は進化の

過程で多様な耐塩性機構を獲得し、現在に至ったものと考えられる。また、アカザ科は高等植物

のなかで、乾燥地や塩生地に適応した種を多く含む。塩分が多く含まれているような温帯及び亜

熱帯の砂漠地帯のような地域では、アカザ科植物は優占種となっている。好塩性のアカザ科は、

ナトリウム、カリウム、塩素、硫黄などそれぞれのイオンの高い含量に耐えて、それらを多肉質

の葉や茎に大量に蓄える能力を有することが知られている。 

 当研究室では塩生植物として、ヒルギ科マングローブ (B. sexangula) の他、さらにマングロ

ーブの一種であるクマツヅラ科のヒルギダマシ、またアカザ科のオカヒジキ及びシチメンソウに

着目した。ヒルギダマシ Avicennia marina は、葉の表面に塩腺を持ち、塩を体外へ排出するこ

とで耐塩性の機構を獲得していると考えられている。オカヒジキ Salsola komarovii は砂や砂

利の多い海岸の波打ち際に生える塩生植物である。海水の約 2 倍となる 1 M NaCl にも耐える

強力な耐塩性を有することが知られている。シチメンソウ Suaeda japonica は、有明海沿岸に

生息する１年生草本であり、高塩濃度耐性を示す塩生植物である。種子は 0.7 M NaCl を含む培

地中で約 80 % もの発芽率を維持する (Tanimoto et al., 1994) 。また、葉から生じた葉緑体

を持つ緑色カルスは、 0.3 M NaCl を含む培地中においても生育が阻害されない (Tanimoto et 

al., 1997) という、カルスとしては非常に高い耐塩性を示すことが報告されている。 

 

高等植物の塩ストレス耐性に関与するタンパク質 

 

 一般に高等植物は NaCl により著しい生育阻害が生じる。これは、植物細胞外の NaCl 濃度の

上昇により細胞外液の浸透圧が上昇し、細胞内へのナトリウムイオンの浸透が生じるため 

(Epstein, 1998) と考えられている。細胞内ナトリウムイオン濃度の上昇は、酵素活性の変化や、

生育に必要な他のイオンの吸収の阻害を引き起こし、多くの代謝反応に不都合をもたらす 
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(Serrano, 1996)。しかし、一般的な高等植物も低濃度の NaCl に対してはある程度の適応がで

きる。植物細胞の NaCl に対する耐性機構としては、適合溶質の合成による浸透圧の調節 (Chen 

and Murata, 2002) や、塩誘導性タンパク質による浸透圧の調節及び代謝系の保護 (Moons et al., 

1997)、カリウムイオントランスポーターによる細胞内へのナトリウムイオンの流入の抑制 (Zhu 

et al., 1998)、Na+/H+ アンチポーターによるナトリウムイオンの液胞への局在化 (Fukuhara et 

al., 1996)、カルシニューリンによる耐塩性に関する遺伝子の発現制御 (Liu and Zhu, 1998)、

水チャネルによる細胞内水分量の調整 (Kirch et al., 2000) などが知られている。 

 近年、これらの機構に関わる遺伝子群が明らかにされている。それらの遺伝子産物は実際にス

トレス耐性に関与する機能タンパク質と、ストレス応答におけるシグナル伝達や転写に関わる制

御タンパク質に区別される。これまでに、機能タンパク質として適合溶質の合成酵素や、イオン

輸送タンパク質、生理活性保護に機能すると推測されるタンパク質などが報告されている。制御

タンパク質としては各種シグナル伝達因子や転写因子が報告されている。さらに、近年これらを

強制発現させることでイネ、タバコで耐塩性を強化する試みが急速に進められている (Table 

1-1)。一方、eEF1A はこれらのカテゴリーのどこにも属しておらず、eEF1A と植物の耐塩性機構

の関連性を研究した例はこれまでにない。 

 

伸長因子 eEF1A について 

 

 eEF1A は真核生物の伸長因子 (eEF-1) を構成する４つの異なるサブユニット (A、Bα、Bβ、

Bγ) の一つである。その中で、eEF1A は細胞質に豊富に存在するタンパク質の一つであり、全

可溶性タンパク質の 1～5% を占めることが知られている (Browning et al., 1990, Thiele et 

al., 1985)。主な機能としては、タンパク質合成に関与し、GTP 依存性でリボソーム上の A サ

イトへのアミノアシル- tRNA の結合を触媒する反応を行う (Browning et al., 1996)。また

eEF1A はタンパク質合成以外にも、アクチンの束化 (Edmonds et al., 1995)、微小管の切断 

(Shiina et al., 1994)、ユビキチン依存性タンパク質分解 (Gonen et al., 1994) 、新生ポリ

ペプチドへの相互作用 (Hotokezaka et al., 2002) など、細胞内の様々な反応に関与すること

が知られている。また、植物 eEF1A とストレス耐性に関する知見として、低温ストレスに応答

してオオムギ 及びトウモロコシの葉において、eEF1A mRNA は発現が上昇する (Dunn et al., 

1993, Berberich et al., 1995)。また、トマトの塊茎において、傷害に応答して eEF1A mRNA 量

が増大し、 eEF1A タンパク質の蓄積が起こる (Morelli et al., 1994) ことが報告されている。

このように、eEF1A は多機能タンパク質であることが知られているが、塩及び浸透圧ストレス下

における植物 eEF1A の役割を検討した報告はこれまでにない。 

 

本研究の目的及び意義 

 

 本研究では、塩生植物であるヒルギダマシ、オカヒジキ及びシチメンソウに着目し、その耐塩
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性に関与する遺伝子群を獲得すること、及び B. sexangula の耐塩性に対する eEF1A の役割を

解明することを目的とした。 

 具体的には、第２章で大腸菌を利用し、塩生植物であるヒルギダマシ、オカヒジキ及びシチメ

ンソウの耐塩性に関与するタンパク質をコードしていると考えられる cDNA の単離を試みた。ま

た、スクリーニングの結果、全ての塩生植物 cDNA ライブラリーから単離された eEF1A に着目

し、大腸菌における塩及び浸透圧耐性の評価、及び B. sexangula 懸濁培養細胞における eEF1A 

の発現を検討した。第３章では B. sexangula eEF1A の大腸菌における耐塩性強化機能に着目し、

in vitro でのタンパク質の機能解析を試みた。 

 本研究により得られた遺伝子を利用することで、将来「農業における生産性の向上」や「砂漠

の緑化」等への応用が期待できる。また、塩・乾燥ストレスにおける eEF1A の役割が明らかに

なると考えられ、分子生物学的手法を用いた塩･乾燥ストレス耐性植物の作出に関する重要な知

見になると考えられる。 

 

4-5-2 大腸菌を用いた機能スクリーニング法による塩生植物の耐塩性に関与する遺伝子群の

探索 

 

緒言 

 

 塩生植物は NaCl が存在する環境で生き残るための進化の過程で、他の陸上植物にはない独自

のストレス耐性機構を獲得し、現在に至ったものと考えられる。よって、このような植物の耐塩

性に関与する遺伝子群は、高等植物の耐塩性を強化するための貴重な遺伝子資源と言える。この

ことから、塩生植物由来の遺伝子ライブラリーには、モデル植物を用いた研究からは得られない

新規の「耐塩性に関与する遺伝子」が存在するものと期待できる。 

 これまでに、様々な高等植物から耐塩性機構に関与する遺伝子を単離するために、主に３つの

戦略が進められている。１つめの戦略は、塩感受性突然変異体を単離し、その原因遺伝子をクロ

ーニングする方法である。現在、シロイヌナズナにおいて、様々な塩感受性突然変異体のキャラ

クタリゼーションが行われている (Ishitani et al. 2000, Shi et al. 2000, Zhu et al. 1998) 。

このような手法は、突然変異体の作製が容易な、シロイヌナズナなどのモデル植物に適した方法

であり、一般的な塩生植物には現在のところ適していない。２つめの戦略はディファレンシャル

スクリーニング法を用いて塩ストレスによって発現が増大する mRNA あるいはタンパク質を検

出する方法 (Yamada et al., 2002a, Kawasaki et al., 2001, Ripmann et al., 1997) である。

しかしこの戦略は、塩生植物が塩の有無に関わらず、耐塩性に関与するタンパク質を発現させて

いる可能性が考えられるため、適していないと考えられる。３つめの戦略は機能スクリーニング

である。これまでに植物 cDNA を酵母や大腸菌で発現させ、耐塩性が強化された形質転換体がス

クリーニングされている (Lee et al., 1999, Mundree et al., 2000)。この戦略は、cDNA がコ

ードするタンパク質の“機能”を指標にするため、分子生物学的知見が乏しい塩生植物に対して
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も適していると考えられる。 

 当研究室では、B. sexangula の耐塩性強化因子を単離するため、100 mM NaCl 存在下で培養

を行った B. sexangula の懸濁培養細胞から poly (A+) RNA を抽出し、それを用いて cDNA ラ

イブラリーを作成し、大腸菌を用いた機能スクリーニング法 (特許願: 2000-219649、PCT / JP00 

/ 04862) により耐塩性強化因子の探索を行ってきた。その結果、allene oxide cyclase homolog 

(Yamada et al., 2002b)、chaperonin containing TCP-1 (T-complex polypeptide 1) α (Yamada 

et al., 2002c) cDNA が単離され、それぞれの詳細なキャラクタリゼーションが行われている。

このような機能スクリーニング法を用いることで、その他の塩生植物からも、耐塩性に関与する

と考えられる遺伝子群を効率良く探索することができると推測される。 

 一方、それ以外に eukaryotic elongation factor 1A (eEF1A) をコードしていると考えられ

る cDNA の単離に成功し、その cDNA を導入した形質転換大腸菌において明らかな耐塩性の強化

が確認された (佐野、卒論)。しかし、植物 eEF1A に関する既往の知見からでは上記の現象を説

明することはできない。また、高等植物の塩ストレス耐性に関する eEF1A の役割については明

らかにされていない。 

 本章では B. sexangula 以外の塩生植物として、マングローブの一種であるクマツヅラ科のヒ

ルギダマシ、またアカザ科のオカヒジキ及びシチメンソウに着目し、大腸菌を用いた機能スクリ

ーニング法により耐塩性に関与する遺伝子群を獲得することを目的とした。また、スクリーニン

グの結果、本研究で用いた全ての cDNA ライブラリーから単離された、伸長因子 eEF1A に着目

し、eEF1A cDNA を導入した大腸菌の耐塩性強化機能とマングローブ植物 (B. sexangula) 内に

おける eEF1A mRNA の発現について検討を行った。本章により、初めて eEF1A の発現と塩スト

レス耐性に関する基礎的な知見が得られると考えられる。 

 

材料と方法 

 

 マングローブ (Bruguiera sexangula) 懸濁培養細胞は、奈良女子大学の三村徹郎博士らが確

立した (Mimura et al., 1997a) 懸濁培養細胞を用いた。この培養細胞は AA 培地 (Appendix) 

を用い、500 ml フラスコ (イワキガラス社) に 120 ml の分量で、26 ˚C、暗所で往復振とう

培養 (70 rpm)した。2 週間ごとに新しい AA 培地 100 ml に対し 20 ml の割合で植え継ぎ、

株を維持した。オカヒジキ植物体は独立法人農業生物資源研究所の田中善之博士、シチメンソ

ウ種子は佐賀大学の谷本靜史博士より分与された。ヒルギダマシは沖縄県西表島で採取したも

のを用いた。 cDNA ライブラリーは、各種塩生植物から抽出した poly (A+) RNA からλZap II で

構築されたものを用いた。 

 アラビドプシスの cDNA ライブラリーは、アラビドプシスの 5'-stretch cDNA library 

(CLONTECH) (Cat# FL1002a: 4.5-wk-old Columbia leaves and stem, grown under light; 

oligo[dT] + random primed; 1,500,000 independent clones; insersize = 1.8 Kbp Av.) を

用いた。 
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大腸菌を用いたヒルギダマシ、オカヒジキ及びシチメンソウの耐塩性に関与する遺伝子の機能 

スクリーニング 

 

 スクリーニングには 350 mM の NaCl を含む培地で生育が極端に抑制され、400 mM の NaCl を

含む培地ではほぼ完全に生育できない E. coli  (SOLR) (Stratagene) を用いた。クローニン

グベクターとして、pBluescript Ⅱ SK+ (TOYOBO) を用いた。 

 ヒルギダマシ cDNA ライブラリー (3.8 x 105)、オカヒジキ cDNA ライブラリー (2.4 x 105) 

及びシチメンソウ cDNA ライブラリー (1.7 x 106) を SOLR に導入し発現させることにより、

400 mM の NaCl を含む培地で生育可能になったクローンを耐塩性に関与する遺伝子が導入され

たものとして選抜した。一次スクリーニングは、cDNA が導入された SOLR を 400 mM NaCl、50 

µg/ml カナマイシン (Km)、50 µg/ml アンピシリン (Amp)を含む 2YT 培地にプレートし、約 20 

時間、37 ℃で培養後、得られたコロニーを二次スクリーニングに用いた。二次スクリーニング

は、得られたコロニーを再度一次スクリーニングで用いた選択培地にプレートし、約 20 時間、

37 ℃で培養後、明らかに耐塩性が向上していることが確認できたクローンのみを選抜した。こ

こで得られた全クローンは、プラスミドを mini prep 法により抽出した後、Thermo Sequenase 

Cycle Sequencing Kit (Amersham)、及び DNA シーケンサー LIC-4000L (LI-COR 社)を用いて塩

基配列を決定した。塩基配列の解析は国立遺伝学研究所生命情報研究センター (DDBJ)の BLAST 

相同性検索プログラムを用いた。 

 また、アラビドプシス eEF1A はアラビドプシス cDNA ライブラリーをテンプレートとし、PCR 

により増幅したものを、EcoRV で切断し、TsAP 処理した pBluescript SK にクローニングした

ものを用いた。 

 

塩生植物 eEF1A を発現した大腸菌の塩及び浸透圧ストレス耐性の評価 

 

 スクリーニングの結果、耐塩性に関与していると確認された cDNA のうち h31 (ヒルギダマシ 

eEF1A) (以下 Am-eEF1A)、o168 (オカヒジキ eEF1A) (以下 Sk-eEF1A) cDNA、s221 (シチメンソ

ウ eEF1A) (以下 Sj-eEF1A) cDNA と、すでに単離されている E28 (B. sexangula eEF1A) (以下 

Bs-eEF1A) cDNA、コントロールとしてシロイヌナズナ eEF1A (以下 At-eEF1A) を用いて実験を

行った。 

 上記 cDNA を組み込んだ pBluescript SK 及び、ベクターである pBluescript SK のみを 

SOLR にそれぞれ導入し、2YT 液体培地で吸光度 0.5 ～ 0.8 (OD600) まで振とう培養した。こ

の菌体懸濁液を吸光度 0.1 (OD600) となるように 2YT 培地で調製した。これをさらに 10
-1、10-2、

10-3、10-4 倍に希釈した菌体懸濁液を作製し、2YT (86 mM NaCl) 寒天プレート、さらに 400 mM 

NaCl、または 800 mM ソルビトールを含む 2YT 寒天プレートにそれぞれ 15 µl スポットした。

液体が乾くまで風乾した後、37 ̊ C で一晩培養した。以上の 2YT 培地は全て 50 µg/ml カナマ
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イシン (Km)、50 µg/ml アンピシリン (Amp)、50 µM isopropyl-1-thio-β-D -galactopyranoside 

(IPTG) を含んでいる。 

 

B. sexangula 懸濁培養細胞における Bs-eEF1A mRNA の発現 

 

 B. sexangula 懸濁培養細胞における Bs-eEF1A の mRNA 量は、ノーザンブロットハイブリダ

イゼーション法により評価した。AA 培地 80 ml が入った 500 ml フラスコに、植え継ぎ後 2 週

間のマングローブ培養細胞を 20 ml 植え継いだ。植え継ぎの希釈効果による影響を除くため、

植え継ぎ後３日目の懸濁培養細胞に NaCl を 100 mM になるように添加し、0、5、15、30 分、1、

3、6、12 時間後の細胞を回収し、液体窒素で凍結した。Total RNA はグアニジン - 塩化セシウ

ム超遠心法 (Kingston, 1991) により抽出し、1 レーン当たり 25 µg となるように調整し、20 mM 

MOPS、5 mM 酢酸ナトリウム、1 mM EDTA、2.2 M ホルムアルデヒドを含む 1.34 % アガロースゲ

ルで電気泳動を行った。泳動後のゲルは NYTRAN-supercharge (Schleicher & Schuell) にブロ

ットした後、2 分間の UV 照射、75 ˚C で 1 時間乾燥させ、ノーザンブロットハイブリダイゼ

ーションのシートとして利用した。プローブは Random Primer DNA labeling kit ver.2 (Takara) 

を用いてアイソトープ ([32P-α] dCTP NEN 製: NEG-513Z) ラベルし、Probe Quant G-50 Micro 

columns (Amersham) で精製したものを用いた。プレハイブリダイゼーション、ハイブリダイゼ

ーション、シートの洗浄条件は以下に示す通りに行った。洗浄後のシートは、ラップで包み、 -80 

˚C で露光した。 

プレハイブリダイゼーション: 65 ˚C、over night 

ハイブリダイゼーション: 65 ˚C、over night 

シートの洗浄: 室温、2×SSC、0.5% SDS、15 分を 2 回 

65 ˚C、0.1×SSC、0.1% SDS、30 分を 2 回 

 

 

結果と考察 

 

ヒルギダマシ、オカヒジキ及びシチメンソウの耐塩性に関与する 

      と思われる遺伝子 

 

 機能スクリーニングを行い、その中から得られた cDNA の部分的な塩基配列を決定し、BLAST 

で相同性検索を行った。得られた cDNA の約半数は未知の遺伝子であった。ヒルギダマシからは

、これまでに耐塩性に関与すると考えられている LEA (late embryogenesis abundant) 5 protein

、シチメンソウからは、RelA/SpoT homolog (RSH) (Yamada et al., 2003)、適合溶質のグリシ

ンベタイン合成酵素の１つである phosphoethanolamine N-methyltransferase (PEAMT) などと

相同性の高い cDNA などが得られた。その中から、ヒルギダマシの cDNA である h31、オカヒジ
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キ cDNA である o168 及びシチメンソウ cDNA である s221 は eEF1A と高い相同性を示した。当

研究室では B. sexangula の eEF1A cDNA を既に単離していることから、塩生植物由来の eEF1A 

の耐塩性強化機能について追求することにした。 

 

全塩基配列及び各種生物の eEF1A と塩生植物 eEF1A との比較 

 

 h31、o168 及び s221 の全塩基配列、及びそれから推定されるアミノ酸配列を決定した (Fig. 

2-1, 2-2, 2-3)。h31 は全長 1809 bp、449 アミノ酸、o168 は全長 1646 bp、447 アミノ酸、

s221 は全長 1857 bp、447 アミノ酸からなるタンパク質をコードしていた。BLAST 検索結果か

ら推定されるタンパク質はどれも eEF1A であり、他の生物種の eEF1A 相同性検索を行ったとこ

ろ非常に高い相同性 (h31: rice, 95 %, o168: rice; 95.3 %, s221: tomato; 94.2 %) が得ら

れた (Fig. 2-4)。また、At-eEF1A 及び Bs-eEF1A と比較した場合、 DNA レベルでの相同性は、

85 % 以上、アミノ酸レベルでの相同性は 90% 以上の非常に高い相同性を示した。 

 

形質転換大腸菌の塩及び浸透圧耐性 

 

 86 mM NaCl 2YT 培地 (normal 2YT 培地) において、pBluescript SK のみを導入した大腸菌

と Bs-eEF1A、Am-eEF1A、Sk-eEF1A、Sj- eEF1A、及び At-eEF1A cDNA を導入した大腸菌の生育

には差が見られなかった。しかしながら、400 mM NaCl および 800 mM ソルビトールを含む培地

上では pBluescript SK のみを導入した大腸菌はほとんど生育できないのに対し、Bs-eEF1A cDNA 

を導入した形質転換体には顕著な差が見られた。また、Am-eEF1A、Sk-eEF1A、Sj- eEF1A、及び 

At-eEF1A cDNA を導入した大腸菌は NaCl により生育が阻害されながらも pBluescript SK を導

入したコントロールに比べ、わずかながら生育がみられた (Fig. 2-5)。このことから、植物由

来の eEF1A は大腸菌の塩及び浸透圧耐性を強化する機能を有し、特に Bs-eEF1A に最もその効

果が高いことが確認された。 

 なぜ eEF1A が大腸菌の塩及び浸透圧耐性を強化するか、また、Am-eEF1A、Sk-eEF1A、Sj-eEF1A 

は同じ塩生植物 eEF1A である Bs-eEF1A ほど大腸菌の塩及び浸透圧耐性強化機能を示さなかっ

た原因は不明である。原核生物と真核生物の伸長因子の構造は大きく異なるため、大腸菌内にお

いて eEF1A が伸長因子として機能する可能性は考えにくい。一方、 eEF1A の有する機能として

、近年、バクテリアの EF-Tu あるいはウサギの eEF1A が分子シャペロンのような性質を示す 

(Caldas et al., 1998, Hotokezaka et al., 2002) ことが報告されている。また、近年植物の

耐塩性に対し、分子シャペロンが何らかの役割を担っているとの報告もある (Sun et al., 2001)

。そこで、上記の現象を明らかにする１つの方法として、 in vitro で植物 eEF1A の分子シャ

ペロン活性を検討する必要があると考えられる。 
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B. sexangula 懸濁培養細胞における Bs-eEF1A mRNA の発現 

 

 B. sexangula 懸濁培養細胞における Bs-eEF1A の発現に対する NaCl の影響について検討を

行った。100 mM NaCl を懸濁培養細胞に加えたときの Bs-eEF1A mRNA の発現量変化をノーザン

ハイブリダイゼーションで解析した。その結果、2 本のバンドがそれぞれのレーンに検出され、

どちらのバンドの強度もほぼ同じであり、それらは NaCl 添加後、15 分後に発現の上昇が見ら

れ、約 3 時間後から 6 時間後にかけて発現が最大に達した (Fig. 2-6)。これまでにサザンハ

イブリダイゼーションにより、Bs-eEF1A はゲノム中に少なくとも 4 コピー存在すると考えられ

ている。今後、これらのマルチコピーに対し、どのコピーが塩ストレス下で発現しているのか、

また、組織特異的な発現パターンなどを検討し、eEF1A が B. sexangula の耐塩性にどのような

役割を果たしているのか、詳細な解析を行う必要がある。 

 

結言 

 

 本章で得られた結果を以下にまとめる。 

① 塩生植物であるヒルギダマシ、オカヒジキ及びシチメンソウ cDNA ライブラリーから耐塩

性に関与すると考えられるタンパク質をコードする cDNA を獲得した。各植物から単離さ

れた cDNA の中には、それぞれ eEF1A をコードする cDNA が含まれていた。 

② 植物 eEF1A を発現した大腸菌は塩ストレスだけではなく、浸透圧ストレス耐性も強化され

た。特に Bs-eEF1A は塩生植物 eEF1A の中で、最もその効果が高いことが明らかになった。 

③ B. sexangula における Bs-eEF1A mRNA の発現は、NaCl 添加後、15 分後に発現の上昇が

見られ、3 から 6 時間後にかけて最大に達した。 

 

 以上の結果から、Bs-eEF1A は、伸長因子としての機能の他に何らかの機能を持ち、B. 

sexangula のストレス耐性機構に寄与しているものと考えられた。この機能を解明するためには、

in vitro での eEF1A タンパク質の機能解析が不可欠であると思われる。また、アミノ酸レベル

で 90 % 以上の非常に高い相同性を示すのに、なぜ Bs-eEF1A が他の植物 eEF1A より高い耐塩

性強化機能を有するのかについても不明であり、今後 eEF1A タンパク質の機能解析に加えて、

変異導入解析等の検討が必要であると思われる。 
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4-5-3 Bruguiera sexangula eEF1A の機能解析 

 

緒言 

 

 第２章の結果から、植物由来の eEF1A を発現させることで、大腸菌の耐塩性及び浸透圧耐性

が強化され、さらに B. sexangula 由来の eEF1A (Bs-eEF1A) はその効果が高いことが確認され

た。しかしながら、なぜ Bs-eEF1A が大腸菌の耐塩性及び浸透圧耐性を強化するのか、その詳細

な分子機構は不明である。 

 一方、eEF1A と部分的に相同性を有するバクテリアの伸長因子である EF-Tu、さらにウサギの 

eEF1A において、分子シャペロン様活性を示すことが近年明らかにされた (Caldas et al., 1998, 

Kudlicki et al., 1997, Hotokezaka et al., 2002)。また、バクテリアの伸長因子の１つであ

る EF-G、開始因子である IF2 なども同様の分子シャペロン様活性を示しており (Caldas et al., 

2000)、いわゆる分子シャペロンと言われているもの以外にも分子シャペロン様活性を示す、複

数のタンパク質の存在が確認されている。現在までに、植物 eEF1A が分子シャペロン様活性を

示すという報告はない。 

 分子シャペロンは、「未熟な状態のタンパク質に一時的に結合し、成熟するのを介添えする世

話役タンパク質」と定義され、細胞内でタンパク質の立体構造の形成・品質管理・分解などに幅

広く関与することが明らかになっている。代表的なものには、熱ショックタンパク質 HSP があ

り、HSP 群の一部は、ストレスなどにより生じた変性タンパク質の正常な折りたたみ (フォール

ディング) や凝集塊析出の抑制などの機能を有することが明らかにされている。近年、それらを

大量発現させることにより塩及び浸透圧耐性を向上させる試みがなされている。具体的には、シ

ロイヌナズナの small HSP である At-HSP17.6A を過剰発現させたシロイヌナズナの浸透圧耐

性が強化された (Sun et al., 2001) 例や、真核生物シャペロニン CCT の構成成分である CCT

αが大腸菌及び酵母の塩及び浸透圧耐性を強化する (Yamada et al., 2002c) 例が報告されてい

る。このように、分子シャペロンと塩及び浸透圧耐性は密接な関連性を持つことが明らかになっ

ている。 

 以上のことから、Bs-eEF1A は大腸菌内で分子シャペロンのように機能し、タンパク質を保護

あるいは修復することにより、塩及び浸透圧ストレス耐性に関与している可能性が推測された。 

 そこで本章では、Bs-eEF1A に着目し、第２章において見られた eEF1A の有する、大腸菌の塩

及び浸透圧ストレス耐性強化機能は、eEF1A が分子シャペロンとして機能するためと仮定し、そ

のタンパク質を形質転換大腸菌から精製して、 in vitro での Bs-eEF1A の分子シャペロン機能

の解析を試みた。本章により、Bs-eEF1A が有する塩ストレスに対する新たな役割が明らかにな

ると期待できる。 
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材料と方法 

 

塩生植物 eEF1A を発現した大腸菌の熱ストレス耐性の評価 

 

 Bs-eEF1A 及び At-eEF1A cDNA を組み込んだ pBluescript SK 及び、ベクターである 

pBluescript SK のみを SOLR にそれぞれ導入し、2YT 液体培地で吸光度 0.5 ～ 0.8 (OD600) ま

で生育した菌体懸濁液を、吸光度 0.1 となるように同様の 2YT 液体培地で希釈し、そのうち 1 

ml をファルコンチューブに分注した。それぞれの形質転換大腸菌を 51 ̊ C のウォーターバスで

インキュベートし、0、5、10、20、30、40、50 分後のサンプルを 50 µg/ml Km、50 µg/ml Amp、

50 µM IPTG を含む 2YT 寒天プレートにそれぞれ 15 µl スポットした。液体が乾くまで風乾し

た後、37 ˚C で一晩培養した形質転換大腸菌の生育を指標として熱ショック耐性を評価した。 

 

Bs-eEF1A の分子シャペロン機能評価 

 

 Bs-eEF1A 及び At-eEF1A タンパク質の in vitro での分子シャペロン活性を評価するために、

大腸菌発現ベクターである pGEX ベクター (Amersham) を用いて、GST 融合タンパク質として 

Bs-eEF1A 及び At-eEF1A タンパク質の精製を試みた。 

a) Bs-eEF1A 及び At-eEF1A cDNA の大腸菌大量発現系ベクターへの導入 

① インサートの調整 

 テンプレートとして Bs-eEF1A cDNA (pBluescript SK に組み込まれたもの) を用いた。

Bs-eEF1A cDNA 全長 (アミノ酸配列 1-449) をインサートとするためのプライマー 

pGEX-BsEF-BamHI、pGEX-BsEF-XhoI、さらに At-eEF1A cDNA の全長 (アミノ酸配列 1-449) をイ

ンサートとするためのプライマー pGEX-AtEF-BamHI、pGEX-AtEF-XhoI を作製して PCR を行った 

(Fig. 3-1)。 5' 末端側のプライマーには制限酵素 BamHI のサイト (GGATCC) を導入した。 3' 

末端側のプライマーには制限酵素 XhoI のサイト (CTCGAG)、及び 終止コドン (TAG、TGA また

は TAA) を導入した。プライマーの塩基配列は、以下の通りである。 

pGEX-BsEF-BamHI  5’- TAAGGATCCATAATGGGTAAGGAGAAG -3’ 

pGEX-BsEF-XhoI  5’- AACCTCGAGTTGCACTCATCATTTGCCACC -3’  

pGEX-AtEF-BamHI  5’- CAGGGATCCACCATGGGAAAAGAGAAG ‒3’ 

pGEX-AtEF-XhoI  5’- TTTTGATCTCGAGAGTTCACTTGGCACC ‒3’ 

 制限酵素サイトには下線、終止コドン及び開始コドンを太文字で示した。 

 

 テンプレート 20 ng、 各々のプライマー 2 pmol ずつ、2.5 mM dNTP mix 2 µl、10×LA PCR buffer 

(Takara) 2 µl、25 mM MgCl2 1.75 µl を滅菌水で 20 µl にメスアップし、92 ˚C 2 分間の熱変

性を行った後、LA Taq polymerase (Takara) 1 unit を加え、92 ˚C 30 秒、55 ˚C 1 分、72 ˚C 

1 分の反応を 30 サイクル行った。PCR 反応後、0.5 % アガロースゲルで電気泳動を行い、目的
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のバンドの切り出し、グラスミルク精製を行い、滅菌水 10 µl に懸濁した。これに、10×H buffer 

2 µl、制限酵素 BamHI 及び XhoI を各 10 units を加え、滅菌水で 30 µl にメスアップして 37 

˚C で 2 時間切断し、電気泳動、切り出し、定量を行った。 

② ベクターの調整 

 ベクターとして pGEX-6p-1 (Amersham) 1 µg、10×H buffer (Takara) 18 µl 、制限酵素 BamHI 

10 units、制限酵素 XhoI 10 units を滅菌水で 180 µl にメスアップし、37 ˚C 2 時間切断し

た。フェノール抽出を行った後、酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行い、滅菌水 26.5 

µl に懸濁した。ここに、10×NEB 3 buffer 3 µl、CIP (NEB) 0.5 µl を加え、37 ˚C 30 分間の

反応を行った。その後、65 ̊ C で 15 分間熱処理し、続けて電気泳動、切り出し、定量を行った。 

③ ライゲーション 

 インサートとベクターのモル比が 8 : 1 となるように TE 4 µl に懸濁し、これに DNA 

Ligation Kit Ver. 2 Solution I (Takara) を 4 µl 加えて混ぜ、16 ˚C で 1 時間、ライゲー

ション反応を行った。大腸菌 DH5α コンピテントセルを用いて形質転換し、50 µg/ml Amp を

含むプレートで選抜した。得られたプラスミドのインサートは、BigDye® Terminator v3.1 cycle 

sequence kit、及び DNA シーケンサー ABI 3100 (Applied Biosystems) を用いて塩基配列を確

認した。得られたプラスミドを pGEX-Bs-eEF1A、及び pGEX-At-eEF1A とし (Fig. 3-1)、これに

よって合成されるタンパク質を GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A とした。 

 

b) GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A タンパク質を発現した大腸菌の塩及び浸透圧ストレス耐   

  性 

 3-2-2 a) で得られた、GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A 及びコントロールとして pGEX-6p-1 

を SOLR にそれぞれ導入し、形質転換大腸菌のストレス耐性を 2-2-2 と同様なスポットテスト

で評価した。 

c) GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A タンパク質の精製 

 a) で得られた pGEX-Bs-eEF1A 及び pGEX-At-eEF1A を大腸菌 BL21 (DE3) に導入し、100 

µg/ml Amp を含む LB 寒天培地 (Appendix) で培養を行った。形成されたシングルコロニーを、

試験管に入った 6 ml LB 培地 (Appendix) に植菌し、37 ˚C で一晩、前培養を行った。1 l 三

角フラスコに入った 200 ml LB 培地 2 本 (400 ml) に前培養した菌体液を各 2 ml 植菌し、37 

˚C で吸光度 0.7 ～ 0.9 (OD600) まで培養した。この菌体懸濁液を 20 ˚C まで冷却し、終濃度

が 1 mM になるように IPTG を加え、20 ̊ C で 5 時間、タンパク質の発現の誘導を行った。尚、

培地にはすべて 100 µg/ml Amp を加えた。 

 得られた菌体懸濁液を遠心管に移し、4 ̊ C、5000 rpm、5 分間の遠心集菌を行った。上澄みを

捨て、1 mM 1,4-dithiothreitol (DTT) を含む Tris buffer (Appendix) 20 ml に懸濁した。以

下の操作はすべて氷上で行った。冷却した菌体懸濁液を超音波破砕機 (ultrasonic disruptor 

UD-210, TOMY) を用いて、OUT PUT 5、DUTY 0.7、40 秒間の条件で破砕した。破砕液を遠心管に

移し、4 ˚C、12000 rpm、10 分間の遠心分離し、その上澄みを Glutathione Sepharose 4B カラ
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ムに通した。支持体の 10 倍量の結合 buffer で洗浄した後、 10 倍量のグルタチオンを含む溶

出 buffer を流すことで GST-Bs-eEF1A 及び・GST-At-eEF1A タンパク質を溶出させた。得られ

た抽出液を電気泳動 (10% SDS-PAGE) し、得られたタンパク質のサイズ及び純度を確認するため

に、coomassie brilliant blue R-250 (CBB-R250) (ICN) で染色した。比較として、ベクターで

ある pGEX-6p-1 を大腸菌に導入、発現させ、以上と同様の方法で GST タンパク質を精製した。 

 

d) 分子シャペロン活性の測定 

d)-1 タンパク質の調製 

 c) で精製された GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A タンパク質をマイクロコン (Amicon) で

濃縮し、40 mM HEPES-KOH buffer (pH 7.5) (Appendix) で 40 µM に希釈したものを活性測定に

用いた。クエン酸シンターゼ (EC4.1.3.7; ブタ心筋由来 / 以下 CS ) は、Micro Spin™ G-25 

Columns (Amersham) を使用し、TE buffer (pH 8.0) (Appendix) に脱塩した後、溶液を少量ず

つ分注して ‒ 20 ̊ C で保存し、使用時に氷上で融解した。これを TE buffer で希釈して 2 µM の 

CS 溶液を作製した。以上の操作は、全て氷上で行った。 

 

d)-2 サンプル溶液の調製 

 40 mM HEPES-KOH buffer (pH 7.5) に CS 溶液 (終濃度 0.16 µM) と、GST-Bs-eEF1A 及び

GST-At-eEF1A 及びコントロールとしての GST および BSA (ウシ由来) タンパク質をそれぞれ

適当量加え、室温に戻した。熱処理する前の CS の酵素活性を 100 % とした。 

 

d)-3 反応液の調製 

 反応液は一回の測定に 1980 µl (TE buffer 1902 µl、オキサロ酢酸溶液 (appendix) 40 µl、

10mM DTNB 20 µl、5mM アセチル CoA 18 µl を混合し、25 ˚C に保温しておく) を必要とするの

で、必要な量をあらかじめまとめて調製した。 

 

d)-4 クエン酸シンターゼの活性測定 

 撹拌子を入れた光路長 1 cm のセルに d)-3 の反応液 1980 µl を加え、さらに 0.16 µM CS 溶

液を 20 µl 加えて反応を開始した。412 nm の吸光度増加の初速度を測定して CS の比活性の変

化を評価した。 

 分子シャペロンによる失活抑制効果の測定として、添加した GST-Bs-eEF1A 及び 

GST-At-eEF1A の濃度に依存するかを確認するために、 d)-2 で様々な濃度に調製したサンプル溶

液を CS 溶液に加え、43 ̊ C の条件下に移して CS を熱失活させた。熱変性開始から 20 分後に

サンプル溶液を 20 µl とり出して、d)-3 の反応液 1980 µl に加え、残存している CS の活性

を 412 nm の吸光度増加の初速度を測定し、CS の残存活性を比活性で評価した。コントロール

として GST 及び BSA (bovine serum albumin) タンパク質を CS 溶液に加え、同様に CS の熱

変性失活に対する分子シャペロンとしての抑制効果を評価した。 



 191

 基質として CS を用いた理由は、CS が一般に細胞内に存在するタンパク質であり、GroEL、

HSP70、HSP90、small heat shock protein などの分子シャペロン活性の測定に最もよく使用さ

れているためである。 

 

結果と考察 

 

Bs-eEF1A の耐熱性向上機能 

 

 Bs-eEF1A 及び At-eEF1A cDNA の耐熱性向上機能を、51 ̊ C の熱ストレスを大腸菌に与えた時

間と生育の関係をスポットテストにて評価した (Fig. 3-3)。ベクターである pBluescript SK、

及び At-eEF1A cDNA を導入した形質転換大腸菌は 40 分間の熱ストレスで、その生存率が大幅

に減少し、50 分後には、ほとんどの細胞が死滅した。しかし、Bs-eEF1A cDNA を導入した形質

転換大腸菌は 50 分後においてもまだ生存が確認された。よって、Bs-eEF1A は大腸菌の耐熱性

強化機能を有することが確認された。この結果は、Bs-eEF1A が分子シャペロン様活性を有する

ことを強く示唆するものであった。 

 

GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A の耐塩性、浸透圧耐性向上機能 

 

 Bs-eEF1A 及び At-eEF1A cDNA を、大腸菌高発現ベクターである pGEX-6P-1 にクローニング

し、GST との融合タンパク質として発現する GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A の耐塩性及び浸

透圧耐性向上機能を評価した。その結果、400 mM NaCl、及び 800 mM ソルビトールを含む培地

において、ベクターである pGEX-6P-1 のみを導入した形質転換大腸菌は明らかに生育が抑制さ

れたのに対し、GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A cDNA を導入した形質転換大腸菌の生育は良好

であり、特に GST-Bs-eEF1A 形質転換大腸菌は GST-At-eEF1A 形質転換大腸よりも生育が良かっ

た (Fig. 3-4)。 

 以上のことから、Bs-eEF1A 及び At-eEF1A は、GST との融合タンパク質として発現しても、

大腸菌の耐塩性及び浸透圧耐性を向上させる機能にほとんど変化が見られないことが確認され

た。 

 よって本章では、GST の融合によって Bs-eEF1A のストレス耐性強化機能にほとんど変化が見

られないことから、大腸菌からの精製が容易な GST 融合タンパク質を用いて、in vitro におけ

るこれら融合タンパク質の分子シャペロンとしての効果を検討した。 

 

GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A タンパク質の精製 

 

 GST-Bs-eEF1A 及び GST-At-eEF1A を精製した。SDS-PAGE を行った結果、それぞれの融合タン

パク質は、予想通りの分子量であった (Fig. 3-5)。よって以降の分子シャペロン活性の測定に
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はこれらの精製タンパク質を用いた。 

 

Bs-eEF1A 及び At-eEF1A タンパク質の分子シャペロン活性 

 

 Bs-eEF1A の基質として、CS を用いた。CS の熱変性失活に対し、添加した GST-Bs-eEF1A、

GST-At-eEF1A が、タンパク質の濃度に依存するかを検討するため、様々な濃度に調製した 

GST-Bs-eEF1A、GST-At-eEF1A 及びコントロールとして GST、BSA 存在下で、CS を 43 ̊ C、20 分

間処理し、その残存活性を評価した (Fig. 3-6)。CS のみの場合 (熱失活させてない時の活性を 

100 % とした)、完全に失活した。BSA、GST 存在下において失活抑制効果が若干みられたが、最

大で BSA は約 2 %、GST は約 20 % 程度の残存活性しか認められなかった。これに対し 

GST-Bs-eEF1A、GST-At-eEF1A 濃度が 0 ～50 nM のとき、CS の失活抑制効果に対する濃度依存

性が確認でき、50 nM 以上では、それぞれ約 60 % の残存活性を維持した。 

 以上の結果から、GST-Bs-eEF1A、GST-At-eEF1A は、in vitro において CS の熱失活を抑制す

る効果が見られた。よって、Bs-eEF1A 及び At-eEF1A は分子シャペロン様活性を有することが

確認された。今実験では、CS のみで分子シャペロン活性の評価を行っている。細胞内には多種

類のタンパク質が豊富に存在するため、大腸菌で見られた塩・浸透圧耐性向上能を説明するには、

この結果のみでは不十分かもしれない。今後、その他のタンパク質を基質に用いて、同様の検討

を行う必要がある。 

 また、HSP60 などのシャペロニンは ATP エネルギーを消費しつつ、変性した蛋白を正しい立

体構造に折り畳み直す機能 (リフォールディング)を有している。 eEF1A は GTP と結合するこ

とによりその構造を変化させ、タンパク質の伸長反応に関与することが知られている (Browning, 

1996)。このことから、eEF1A は GTP との結合による構造変化により、分子シャペロン様活性を

示すのかに関しても、さらなる検討を行う必要がある。 

 

結言 

 

 本章で得られた結果を以下にまとめる。 

① Bs-eEF1A cDNA を導入した大腸菌は熱ショック耐性が強化された。 

② Bs-eEF1A および At-eEF1A を GST と融合タンパク質として発現した大腸菌においても、

①で得られた結果と同様な、塩・浸透圧ストレス耐性が強化された。 

③ Bs-eEF1A および At-eEF1A の GST 融合タンパク質は、CS 熱失活を抑制した。よって 

Bs-eEF1A および At-eEF1A は分子シャペロンとして機能することが示唆された。 

 

 以上の結果から、Bs-eEF1A は分子シャペロンとして機能することにより、B. sexangula のス

トレス耐性に重要な役割を果たしているものと考えられた。 
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4-5-3 結論 
 

 本研究で得られた成果を以下にまとめる。 

 

塩生植物であるヒルギダマシ、オカヒジキ及びシチメンソウ cDNA ライブラリーから耐塩性に関

与すると考えられるタンパク質をコードする cDNA を獲得し、その中から eEF1A が単離された 

(第２章)。 

 

塩生植物由来の eEF1A を発現させることで大腸菌のストレス耐性が強化され、特に Bs-eEF1A 

はその効果が顕著である (第２章)。 

 

B. sexangula における Bs-eEF1A の mRNA の発現は、塩ストレスによって増大する (第２章)。 

 

Bs-eEF1A タンパク質はクエン酸シンターゼを用いた実験系において分子シャペロン様活性を示

した (第３章)。 

 

 eEF1A の発現と塩及び浸透圧耐性の関係、及び植物由来の eEF1A が分子シャペロン様活性を

示すことは、本研究で初めて明らかにされた。この結果は、Bs-eEF1A が B. sexangula 細胞内

において、塩ストレス下で誘導される一群のタンパク質合成に関与するという伸長因子としての

本来の機能に加えて、塩ストレスによって影響を受けた不安定なタンパク質に対し、保護や修復

に関与する分子シャペロンとして機能が関与し、B. sexangula の耐塩性機構に重要な役割を果

たしていると考えられる。 

 今後詳細な eEF1A の機能の解明により、B. sexangula の耐塩性機構が明らかになると同時に、

分子生物学的手法を用いた塩･乾燥ストレス耐性植物の作出に関する重要な知見を提供するもの

と考えられる。 
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