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Abstract: The abundance of ammonia-oxidizing bacteria (AOB) in soil is significantly reduced by soil disinfection 

including solarization but can be recovered during the subsequent crop cultivation period where the nitrifying activity of 

soil is closely related to the abundance of AOB in soil. This study examined whether the fluctuation in the abundance of 

AOB can be evaluated based on the detection of PCR-amplified fragments of amoA gene by agarose gel electrophoresis 

for DNAs extracted from solarized soils. Although agarose gel electrophoresis is not suitable for quantifying amoA gene 

copies, it is possible to estimate the decrease or increase in the abundance of AOB by about 1/100 or 100 times associated 

with solarization. The degree of decrease or increase in the abundance of AOB estimated by the agarose gel electrophoresis 

is similar to that estimated by the quantitative PCR of amoA gene. Thus, it can be said that agarose gel electrophoresis 

facilitates the easy and quick evaluation of the impact of solarization on AOB abundance. 
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1. はじめに

土壌消毒処理は硝化活性とアンモニア酸化微生物に大きな

影響を及ぽし，硝化の抑制に伴い土壌中にアンモニア態窒素

が集積する（鈴木・渡辺， 1963)。作物によっては集積した

アンモニア態窒素により生育障害が生じるため，土壌消毒に

よる硝化作用の阻害・回復程度の把握が重要な課題となる（森
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国ら， 1999)。硝化作用では第一段階のアンモニアから亜硝

酸への酸化反応が最も重要な反応である（早津， 2002)。ア

ンモニア酸化菌はアンモニア酸化反応を担っており，その最

確値法による生茜数の計数値が燻蒸剤や太陽熱などによる土

壌消毒により大きく減少し，その後回復することが知られて

いる（鈴木・渡辺， 1966;鈴木ら， 1968;多川・都丸， 1969;

武井ら， 1974;浅野ら， 1983; 加藤ら， 1984;森国ら， 1999;

和田ら， 2008;西原， 2008)。また，消毒処理土壌ではアンモ

ニア酸化菌の生菌数と硝化能の間に密接な関係があることが

明らかにされている（渡辺， 1974)。

トマト栽培ハウス試験での太陽熱土壌消毒処理による菌数

低下と処理終了後の菌数の回復過程について，アンモニア酸

化細菌の amoA遺伝子を対象に定量 PCR法により調査したと

ころ，アンモニア酸化細菌の存在量は消毒で大きく減少し，

処理後には徐々に回復した (Yokoeら， 2015; Yamagataら，
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2017)。さらに，土壌中の無機態窒素含量に占める硝酸態窒

素の割合の減少とその後の増加は菌存在量の減少と回復によ

く対応しており，アンモニア酸化細菌の amoA遺伝子コピー

数と最確値 (MPN) 法による生菌数との間に強い相関関係

が示された (Yamagataら， 2017)。これらの結果は， DNAレ

ベルの解析においても菌の存在量と活性との間に対応関係が

見られることを明らかにしており，アンモニア酸化細菌の

amoA遺伝子コピー数の定量により，太陽熱土壌消毒処理に

よる硝化活性の抑制とその後の回復の程度を評価でき，計数

値が得られるまで 4週間程度必要な MPN法よりも迅速な評

価が可能である。

土壌中のアンモニア酸化細菌の amoA遺伝子コピー数は太

陽熱土壌消毒処理により 1/10から 1/100程度に減少し，その

後の回復過程も含めオーダーレベルの大きな変動を示す

(Yokoeら， 2015; Yamagataら， 2017)。このことは定最 PCR

法により amoA遺伝子コピー数を計数値として厳密に求めず

とも， amoA遺伝子コピー数の増減の程度を半定量的に解析

することによりアンモニア酸化細菌の存在量の変動を簡便に

把握できる可能性を示唆している。本報告では，アガロース

ゲル電気泳動を用い amoAのPCR増幅産物の有無を検出す

ることにより，アンモニア酸化細菌の存在量の変動を評価す

ることが可能であるか，太陽熱消毒処理土壊を対象に検討を

行った。

2. 材料および方法

2.1 供試試料

宮崎県総合農業試験場（宮崎県宮崎市：宮崎）および名古

屋大学大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究セ

ンター東郷フィールド（愛知県愛知郡東郷町；東郷）におい

て．太陽熱土壌消毒を行っている土耕トマト栽培ハウスより

2014年に採取した土壌より抽出した DNA試料を用いた。こ

れらは Yamagataら (2017)がアンモニア酸化細菌の定量 PCR

解析に用いた試料である。これらの試験ハウスでは夏期に

33日間（宮崎： 7月 18日~8月20日）あるいは 48日間（東

郷： 6月 18日~8月 5日）の太陽熱土壌消毒処理が行われ

ており，処理前，処理中，処理終了時，さらに処理終了から

2.5 ~ 3ヶ月後のトマト栽培期間まで経時的に採取した作土

層の土壌を DNAの抽出に供試した。宮崎では焼酎粕濃縮液

消毒前施用，焼酎粕濃縮液消毒後施用，消毒非処理の 3処理

各 2反復であり， 7月 18日， 8月4日.8月20日， 9月 19日，

11月 28日に土壌試料を採取した。東郷には牛糞堆肥施用．

食品排水汚泥コンポスト施用．ボカシ堆肥施用（全て消毒後

施用，反復なし）の 3処理があり，土壊試料の採取は 6月

18日， 7月 9日， 8月 5日， 9月 2日， 10月 21日に行った。

土壌は宮崎では深さ 0~ 10 cmより．東郷では 0~ 5 cm, 

5 ~ 10 cm, 10 ~ 15 cmの深さ別に採取した。さらに，宮崎

では 2013年に同様の太陽熱土壌消毒処理試験を行った土耕

トマト栽培ハウスの焼酎粕濃縮液消毒後施用区 (2反復）よ

り採取した土壌より抽出した DNA試料も用いた。 2013年に

は7月24日から 8月 26日まで太陽熱土壌消毒処理が行われ

(Muraseら, 2015), 7月 24日， 8月 26日， 11月 11日に深

さ0~ 10cmの作土層より採取した土壌を DNAの抽出に供

試した。用いた土壌試料の総数は宮崎では 36点，東郷では

45点である。なお， 2014年の宮崎の処理区には，地温の上

昇を防ぐため．アルミニウムフィルムをラミネート加工した

シートで土壌表面を覆った対照区 (2反復，焼酎粕濃縮液

は消毒処理区の消毒後に対応する時期に施用）が含まれ，

消毒非処理区として扱った。 DNAの抽出は ISOILfor Beads 

Beating Kit for Soil (ニッポンジーン，東京）を用い，説明

書の方法に従い 0.5gの土壌より Yokoeら (2015), Muraseら

(2015)およびYamagataら (2017) と同様に行い， 100μlのTE

溶液 (10mM  Tris-HCl; 1 mM  EDTA; pH 8.0) に溶出し DNA抽

出液とした。

2.2 アンモニア酸化細菌の amoA遺伝子断片の PCR増幅と

アガロースゲル電気泳動による確認

試料の DNA抽出液を 10倍ずつ段階的に希釈し (100~ 

面倍），プライマーセットに amoA1F/amoA2IR(Morimoto 

ら， 2011) を用い， TaKaRaThemal Cycler DiceR(TP-600 ; タカ

ラバイオ，草津）により PCR反応を行った。反応液（総量

25μl) の組成は 1.25U EX TaqRpolymerase (タカラバイオ），

2.5μ110 x EX Taq Buffer (タカラバイオ）， 200μMdNTP mixture 

（タカラバイオ）， 1.0μMamoAlF, 1.0μM amoA2IR, 0.2 mg/ml 

Bovine Serum Albumin (タカラバイオ）， LOμl鋳型 DNA, 18μl 

H20であり，反応条件は 94℃ 2分， 94℃ 30秒 ・55℃ 30秒・

72℃ 30秒を 38サイクルとし，各 DNA抽出液について 3連

で行った。なお，反応のサイクル数は，予備実験により最も

amoA遺伝子コピー数の少ない試料（消毒処理終了時）で増

幅産物が確認できる回数として 38とした。 PCR増幅産物

の確認は， MupidR(ミューピッド，東京）を用いて，反

応後溶液 (6μl) を2%アガロースゲルで電気泳動 (100v;

1 x TAE buffer [ 40 mM  Tris-acetate, 1 mM  EDTA])後に臭化工

チジウムで染色し,UV照射下で観察することにより行った。

2.3 アンモニア酸化細菌存在量の変動程度の評価

2.2のアガロース電気泳動で得られた結果を定量 PCR法に

より求めた amoA遺伝子コピー数と比較することにより，太

陽熱土壌消毒処理によるアンモニア酸化細菌存在量の変動を

どの程度把握できるかについて検討した。定量 PCR法によ

る2014年の宮崎および東郷の試料の amoA遺伝子コピー数は

Yamagataら (2017) の求めた値を用いた。 2013年の宮崎の試

料については Yokoeら (2015) およびYamagataら (2017) と

同様に amoA1F/amoA2IRをプライマーとして用い， Morimoto

ら (2011) の方法により amoA遺伝子コピー数を定量した。

アガロースゲル電気泳動では．連続した 3希釈段階における

amoA遺伝子断片の増幅の有無をカウントし， 10倍希釈 3連

の MPN-PCRとみなして. MPN表（須藤 1988) および早

津 (2013) の手順に基づき amoA遺伝子コピー数の最確値を

計算した。さらに，定量 PCR法およびアガロースゲル電気

泳動で求めた定量値より，太陽熱土壌消需処理による減少程

度（処理中あるいは処理終了時のコピー数／処理前のコピー
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数）と処理後トマト栽培期間の増加程度（トマト栽培期間の

コピー数／処理終了時のコピー数）を算出した。これらの定

量値の対数値および減少・増加程度の対数値について， 三輪・

袴田 (1999) に従い，定量 PCR法に対するアガロースゲル

電気泳動による方法の有効性を検証した。なお，遺伝子コピー

数は DNA抽出液 1μI当たりとして示し，土壌試料の水分含

量は考慮しなかった。

3. 結果と考察

アガロースゲル電気泳動によるアンモニア酸化細菌の

amoA遺伝子の増幅を確認した例として，東郷の消毒処理区

（食品排水汚泥コンポスト施用区，深さ 10- 15 cm)と2014

年の宮崎の消毒非処理区の試料の結果を図 lに示した。東郷

の処理区では消毒処理前に 10-2の希釈段階まで増幅産物が

検出されていたが，処理中と処理終了時には 100の希釈段階

（原液）にのみ増幅産物が検出され，さらに処理終了 lヶ月

後のトマト栽培期間には再び 10―2の希釈段階まで増幅産物

が検出された。同様に，その他の太陽熱土壌消毒処理が行わ

れた区では，消毒処理前には概ね 10-3の希釈段階（一部は

10-2あるいは 1炉の希釈段階）で検出されていた増幅産物

が消毒処理中や終了時には 10° (原液）あるいは 10―1の希

釈段階までしか検出されなかった。処理終了後のトマト栽

a
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培期間には，消毒処理後アンモニア酸化細菌の回復が遅れ

た宮崎の 1処理区 (2014年の焼酎粕濃縮液消毒後施用区；

Yamagataら， 2017) を除いては，ほぽ消毒前に検出された希

釈段階 (10―3'一部は 10―2あるいは 10―4) まで増幅産物が確

認された。このように DNA抽出液の数段階の希釈系列を作

りPCR増幅し，太陽熱土壌消毒処理前後の期間に継続的に

アガロースゲル電気泳動により増幅産物の有無を調査するこ

とにより，アンモニア酸化細菌の amoA遺伝子数の 1/100程

度の減少あるいは 100倍程度の増加を確認することが可能で

あった。一方宮崎の非処理区では消毒処理終了時に該当す

る時点以外では 10-2の希釈段階まで増幅産物が検出され，

消毒処理終了時に該当する時点で増幅産物が検出されたのは

10―lの希釈段階までであった。Yamagataら (2017) の定量

PCR法および MPN法（培養法）による解析においても，非

処理区では多少の地温の上昇 (40℃程度）のため，消毒処

理終了時に該当する時点でのアンモニア酸化細菌の存在量の

若干の低下が報告されている。

全ての試料について，アガロ ースゲル電気泳動により確認

した amoA遺伝子断片の増幅の有無から求めた amoA遺伝子

コピー数の最確値と定量 PCR法により求めた遺伝子コピー

数の関係を圏 2に示した。宮崎東郷の試料ともにいずれの

処理区においても，アガロースゲル電気泳動により求めた計

数値が定量 PCR法により求めた遺伝子コピー数よりも約 3

桁低かった。これには，定量 PCR法で用いられている SYBR

Green Iの感度がアガロースゲル電気泳動で DNAの染色に用

いた臭化エチジウムよりも 25- 100倍も高いこと（宮田・

小亀， 1995)やアガロースゲル電気泳動では目視でバンドを

確認していること， 10倍希釈 3連の MPNでは 95%信頼区
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図 1 アガロースゲル電気泳動によるアンモニア酸化細菌の
amoA遺伝子の増幅の確認
a. 東郷の消嘉処理区 （食品排水汚泥コンポスト施用区深さ
10 - 15 cm) ; b. 2014年の宮崎の消毒非処理区 （各試料につい
て消毒処理区の該当する時期として示した）。 増幅産物の有無を
各レーンの上に＋／ーとして示した。

-1 

3 4 5 6 7 

定量PCR法によるamoAのコピー数(μJ-1;対数値）

囮 2 アガロースゲル電気泳動により確認した amoA遺伝子断
片の増幅の有無から求めた amoA遺伝子コピー数の最確値と定
量 PCR法により求めた遺伝子コピー数 (DNA抽出液 1μI当た
り）の関係
白抜き，宮崎；〇，焼酎粕濃縮液消毒前施用区；△, 2014年焼
酎粕濃縮液消毒後施用区；◇, 消毒非処理区； □，2013年焼酎
粕濃縮液消毒後施用区；グレー，東郷；〇，牛糞堆肥施用区；△,
食品排水汚泥コンポスト施用区；◇, ボカシ堆肥施用区。
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間の上限と下限に 10-40倍程度の大きな開きがあること （須

藤 1988) などが関係しているのではないかと考えられる。

三輪 ・袴田 (1999)に従い，両方法により得られたコピー

数の平均値と差をそれぞれ横軸と縦軸にしてプロットした

（図 3)。両方法の計数値（対数値）の差の平均は 3.16,差の

標準偏差から一致限界（平均士 2x標準偏差）を求めると 2.26

-4.06となり ，前後にほぼ 1桁程度の大きなバラッキがあ

ることがわかる。このため，アガロース電気泳動法を用いた

MPN-PCRはアンモニア酸化細菌の amoA遺伝子コピー数の

定量の代替法としては適していないと考えられた。

しかし，太陽熱土壌消毒処理によるアンモニア酸化細菌の

存在量の 2桁程度の大きな変動を調査する場合， amoA遺伝

子コピー数の絶対値の変化ば必ずしも必要ではなく， コピー

数の減少あるいは増加の程度が判断できれば良い。そこで，

アガロースゲル電気泳動法により amoA遺伝子コピー数の変

動程度を把握することが妥当であるかの検証を行うため，次

のような解析を行った。アガロースゲル電気泳動法と定量

PCR法で得られた計数値をもとに，太陽熱土壌消毒処理に

よるアンモニア酸化細菌存在量の減少比および処理後トマト

栽培期間の増加比を算出した。すなわち，処理中あるいは処

理終了時の amoA遺伝子のコピー数／処理前の amoA遺伝子

のコピー数，およびトマト栽培期間の amoA遺伝子のコピー

数／処理終了時の amoA遺伝子のコピー数を求め，図 4に示

した。両方法の計数値から求めた増減比は宮崎東郷の試料

ともにいずれの処理区においても良く一致した。図 3と同様

に両方法により得られた増減比（対数値）の平均値と差を

それぞれ横軸と縦軸にしてプロットした（図 s)。両方法の

増減比（対数値）の差の平均は 0.05であり，一致限界（平

均士 2x標準偏差）は ー1.44- 1.55となりバラッキはやや大

きいものの，両方法により求めた増減比の差が極めて小さ

く，一致の程度が高いことがわかる。 したがって，アガロー
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スゲル電気泳動法により amoA遺伝子の増幅産物を確認する

ことにより，太陽熱土壊消毒処理によるアンモニア酸化細菌

の存在量の変化の程度は十分に評価できると考えられた。

以上より，定量 PCR用の分析機器を用いずに，通常の

PCR増幅用の装置とアガロースゲル電気泳動装置があれば，

amoA遺伝子のコピー数を直接求めることなく，太陽熱土壌

消毒処理および処理後の作物栽培によりアンモニア酸化細菌

の存在量が減少あるいは増加する程度を評価できることが

明らかになった。すなわち，土壌試料の採取， DNA抽出，
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PCR増幅，アガロースゲル電気泳動といった一連の実験操

作により，ある程度簡便かつ迅速に，太陽熱土壌消毒がアン

モニア酸化細菌の存在量の変動へ及ぼす影響の評価が可能で

ある。この評価法は太陽熱処理だけではなく，様々な土壌消

毒処理により硝化能とアンモニア酸化細菌の存在量が大きな

影響を受ける場合にも適用できると考えられ，特に農業現場

に近い試験研究，普及指導などの場面での活用が期待できる

のではないかと思われた。

要 旨

土壌中のアンモニア酸化細菌の存在量は太陽熱などによる

土壌消毒により大きく減少するが，その後の作物栽培期間に

回復し，その動態は土壌の硝化能の変動に対応する。太陽熱

消毒処理土壌より抽出した DNAを対象に，アガロースゲル

電気泳動により amoAの PCR増幅産物の有無を検出し，ア

ンモニア酸化細茜の存在醤の変動の評価が可能か検討した。

アガロース電気泳動による方法はアンモニア酸化細菌の

amoA遺伝子コピー数の定量には適さなかったが，太陽熱土

壊消毒処理に伴うアンモニア酸化細菌存在最の 1/100あるい

は 100倍程度の減少・増加を確認するために用いることは可

能であり，その増減の程度は定量 PCR法により求めたコピー

数から算出した増減の程度とよく一致した。定量 PCR用の

分析機器を用いずに，アガロースゲル電気泳動により，ある

程度簡便かつ迅速に太陽熱土壌消毒がアンモニア酸化細菌の

存在量の変動へ及ぼす影響を評価できると考えられた。
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