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Functional Single Cell分離が明かす水田土壌脱窒菌の機能と生態
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1 .はじめに

脱窒は，硝酸や亜硝酸が微生物の呼吸の電子受容体とし

て用いられ，一酸化窒素ガス (NO)，亜酸化窒素ガス (N20)， 

窒素ガス (N2)に還元される反応であり，環境中の窒素

循環の重要な部分を担っている1)。脱窒反応の中間産物で

ある N20はCO2の約 296倍の温室効果を持っているため，

NzUの発生・除去に関与する脱窒菌の機能と生態を調べる

ことは温室効果ガスの低減に向けて重要である O 水田土壌

の高い脱窒活性はいまから 100年以上も前から知られてい

る現象であるが，水田土壌からの N20発生は畑土壌からの

それと比べて極端に少ない 2)。これは，水田土壌の脱窒菌

によって N20が叫まで完全に還元されているためと考えら

れている。しかしながら 水田土壌で、どのような脱窒菌が

活動しているのかについてはあまりよくわかっていなかっ

た。

これまでの脱窒菌の研究では，集積培養やプレート培地

を用いて脱窒菌を単離するか，培養に依存しない手法を用

いることが多かった。培養非依存的手法では， 16S rRNA遺

伝子ではなく，亜硝酸還元酵素遺伝子 (nirK，nirS)や亜酸

化窒素還元酵素遺伝子 (nosZ)を対象とすることが多かった。

これは，脱窒菌が系統的に多様な種に分布し，また同じ属

であっても脱窒するものとしないものとが含まれている場

合があるためである O しかしながら，亜硝酸還元酵素遺伝

子や亜酸化窒素還元酵素遺伝子に基づく解析では，その持

ち主を特定することはできないという問題があった。

脱窒菌の機能と生態を解明するために，我々のグループ

は次のような戦略で望んだ(図1)0 まず， Stable Isotope 

Probing (SIP)法および16SrRNA遺伝子の大量シーケンス

解析を用いて，脱窒活性を高めた条件で増殖する微生物を

特定した 3.4)。またその条件下で増える nirKおよびηirS遺
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伝子について解析を行った 5)。次に，脱窒条件下で増殖す

る微生物をマイクロマニピュレータを用いてー細胞ずつ分

離・培養した (Functionalsingle cell [FSC]分離法)6)。また，

培養後に純化した株について系統，機能遺伝子配列，脱窒

活性，その他の生理生態を調べた 7)。このように， DNAに

基づく解析と FSC分離法による単離株情報を組み合わせる

ことによって，水回土壌脱窒菌の機能と生態を明らかにす

ることができた。

2. SIP 法

まず実験を始めるにあたって 再現性の高いモデル実験

系を構築した。東京大学大学院農学生命科学研究科附属生

態調和農学機構(I日多摩農場)の水田圃場からサンプリン

グした土壌をパイアルびんに入れ，脱窒の電子受容体とし

て硝酸 (O.lmgN/g乾士)，電子供与体としてコハク酸(0.5 

mgC/g乾土)を添加し，気相をAr-C2H2混合ガスで置換(ア

セチレンブロック法)して 24時間培養した。土壌中のコハ

ク酸と硝酸の濃度を液体クロマトグラフイーで， N20の生

成量をガスクロマトグラフィーで測定し，コハク酸と硝酸の

減少に対応した脱窒活性の上昇を確認した。基質としてコ

ハク酸を選択したのは，①この条件においてコハク酸は脱

窒を促進し異化的アンモニア生成や発酵は促進しない 8) 

②コハク酸は多様な脱窒菌に基質として利用される 9)ま

た③コハク酸は湛水土壌に存在する有機酸の一つである 10) 

ためである。なお，本研究では脱窒菌を主なターゲットと

しているが，硝酸から亜硝酸までの還元，すなわち硝酸呼

吸を行う細菌も本条件で増殖する可能性がある。

SIP法(安定同位体標識法)は， 13C， 15N， 180などの安定

同位体で標識した基質を土壌などの試料に添加して培養を

行い，安定同位体を取り込んだ DNA や陪~A を分離回収し

て解析することにより，添加した基質を資化した微生物群

集を明らかにしようとする手法である。本研究では 13Cで

ラベルしたコハク酸を用いた。上述のモデル実験系で培養

した土壌から DNAを抽出し，塩化セシウム密度勾配超遠
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Functional Single-
Cell (向C)分離法

ろの旬、

図 1 モデル災験系を用いた多角約アブローチ

心により 12C-DNAを中心とする騒い DNA画分 (L酒分)，

13C-DNAを中心とする重い DNA画分(日商分)，またその

中間の圏分 (M画分)を分離した。 16Sr陪~A 遺伝子を対象

とした PCR-密度勾配ゲル電気泳動 (DGGE)法によって

それぞれに対応する細菌群集構造を解析したところ，それ

ぞれの酒分では異なったバンドプロファイルが見られた。

さらに詳細な系統解析を行うため， H酒分について 16S
rDNAを対象としたクローンライブラリ解析を行ったとこ

ろ，Burkholderiales， Rhodocyc似たs，Rhodospirillales，ならびに

Rhodocyclalesに近縁な新規のグループが主要なメンバーであ

ることがわかった 3)。なお， H間分を鋳型として古細菌の

16S rDNAおよび真I事類の 18SrDNAに特異的なプライマー

を用いた PCRを行ったが増幅は見られなかった。

3. 168 rRNA遺伝子クローンライブラリの比較解析

SIP法は特定の環境下で基質を取り込んだ微生物を特定す

るのに有効であるが，基質を取り込まなかった微生物は解

析できない。そこで，脱窒活性が活発な土壌と活発でない

土壌の微生物群集を比較解析することによって，説窒条件

下で増殖する細菌群を特定できるのではないかと考え，次

の実験を行った。実験には上述の室内モデル実験系を用い

た。硝酸およびコハク酸を添加して脱窒活性を高めた土壌

の他に，対照として硝酸のみ添加，コハク酸のみ添加，両

者無添加でそれぞれ培養した土壌， さらに培養前の土壌

を用意した。これら 5つの土壌サンプルから DNAをbead
beatingを用いた直接法で抽出した。 16SrRNA遺伝子のほほ

全長を対象に PCRを行い クローニングを経て各サンプル

1，000クローン以上の塩基配列を解読した。多様な門に属

する細菌分類群が見出され そのなかでも Firmicutesが5

つのサンプルで共通して優占していることが明らかになっ

た。主成分分析により，無添加土壌，儲酸のみ，あるいは

コハク酸のみ添加の土壌と比較して，硝酸およびコハク費支

を添加した土壌はユニークな細菌群集構造を有している事

が分かった。また，テンプレートマッチ解析 11) により硝

酸とコハク酸を添加して培養した土壌に特巽的に出現した

クローンが特定でき，相向性解析から Bur，肋olderiales，特に

Het加spirillumが特異的に増加していることが明らかになっ

たへこれらの細菌は脱議が活発に行われる条件で特異的

に増殖するものと推定された。今回はモデル実験系を用い

たが，この手法はフィールドにも適用できるものと思われ

る。すなわち，野外の水田において脱窒が活発に起こって

いるときと活発に起こっていないときの群集を比較解析す

ることで，フィールド条件下で説室に関与する微生物を推

定できると思われる。現在この考えに基づきフィールドで

の実験を進めている O

4.説窒機能遣佑子の解析

続いて，盟硝酸還元酵素 (N廿KおよびNirS)をコードす

る遺伝子 (nirK，nirS)に基づく解析を行ったoNirKおよび

NirSはともに亜硝酸を一酸化窒素に還元する反応を触媒す

るが， NirKは銅型， NirSはシトクロム型である1l。脱窒菌

はNirKまたは NirSのいずれかを保有し，脱窒菌以外のもの

はこれらの酵素を持っていなし、

上述のモデル実験系において，培養前後の土壌から

DNAを抽出し，nirKおよびnirSのコピー数を定量的PCR
で，遺伝子多様性の変化をクローンライブラリ解析で調べ

た。培養によって nirKコピー数が有意に増加したのに対

し，nirSコピー数はあまり大きく変化しなかった。また，

Burkholderiales， Rhodocyclales， Rhizobialesに属する既知の説

室細菌由来の nirSおよびnirKに近縁なクローンが多く見ら

れた一方で、， R見知の脱窒細菌の nirとは近縁でないクローン

の存在も示され，このようなクローンは培養後の土壌から

多く検出された 5)。

5. Functional single cell分離法

これまで述べてきたょっに 16S r貯~A 遺伝子に基づく

解析によって，脱輩条件下で増殖する微生物を推定するこ

とができた。また，税窒機能遺伝子の解析によって，脱窒

菌が持つ機能遺伝子の多様性を明らかにすることができた。

しかしながら， 16S rDNAに基づく解析だけでは脱窒能の
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有無を確定することはできない。!批窒条件下で増えたから

といって必ずしも脱議をしているとは限らないからである。

また，脱窒機能遺伝子の解析からだけではその持ち主を特

定できない。それはIJえ窒機能遺伝子が水平伝播をして広がっ

た可能性が指摘されているからである 12)。そこで，我々は

ある条件下で増殖する微生物を一細胞ずつ取得する方法と

して FSC分離法を開発し，脱窒菌の単離に応用した。

FSC分離法は DirectViable Count (DVC) 法，生菌染色，

およびマイクロマニピュレーション法を組み合わせたもの

である。 DVC法は，土壌や海水などの環境試料に酵母エキ

ス等の基質と細胞分裂阻害剤を添加することにより，増殖・

分裂しようとする細菌縮胞を伸長させる方法であり，試料

中の生菌数を計測に使われてきた 13)。目的とする機能を有

する細菌剤11胞のみが増殖する土壌条件を設定して DVCを行

うことも可能である 14) FSC分離法では，そのように伸張

した細胞を生菌染色剤で染めて，マイクロマニピュレーター

で一細胞ずつ取得する(図 2)0 

我々は，モデル実験系の脱窒条件下で増殖しようとする

微生物を FSC分離法で取得し 53株の脱窒菌を得た。分

離株の系統解析を行ったところ，多様な分類群に属する

幅広いIJ見室閣を培養菌株として取得することができた。特

筆すべき点は，1:述の土壌DNAに基づく手法によって特

定してきたユニークな脱窒菌群も分離され，培養菌株とし

て取得できたことである。具体的には SIP法で検出された

シリンジポンプ
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図2 Functional single cell分自!fry去の概要

Rhodocyclalesに近縁な新規の脱窒菌， 16S rDNA大量シー

ケンスで検出した Herbaspu仙 011に近縁な脱輩菌， SIP 1t~ 

やnirクローンライブラリ法で検出した新規 nirSの持ち主

などである。特に，新規の nirSを保有する β1匂dyrhizobium

脱窒菌を得たことは予想外の結果であった。なぜなら，

BradyrhizobiulJlは通常亜硝酸還元酵素遺伝子として nirKを

持つからである O この Bradyrhi初biumは根粒を形成しなかっ

たが，窒素回定(アセチレン還元)を独立状態で行った。

また外部から NzOを取り込んで N2に還元した。以上より，

新規の脱窒型Braめrlzizobiumであると考えられるiI。

さらに， FSC分離法によって複数種の単離菌株を得たこ

とで， 16S rDNAに基づく解析結果と機能遺伝子解析の結

果をリンクさせることができた(図 3)0 今回の解析によっ

て，nirKおよびnirSの所有関係はいままで知られていた以

!こに複利ーであることが明らかになった。例えば， SIP法で

検出された nirSクローン NS18の持ち主候補はAzospirillum，

Bacillus， Herbaspirillu17lと3目3種にまたがることが明らか

になった。 FSC分離法を用いたことによって，土壌DNA情

報と分離i!ii株情報との問に新しい関係を見出すことができ

たと言えよう O

6. フィールドにおける脱窒菌の時期的変動

モデル実験系の結果より，コハク酸存在下で脱窒を行う

微生物を特定することができた。また，それらが持つ斑硝

酸還元自手素遺伝子の配列を取得できた。これらの脱窒菌は，

野外の水田で、も実際にIJ見窒を行っているのだろうか?それ

を調べるため，東京大学大学院農学生命科学研究科矧属生

態調和農学機構の水田園場から 5~7 月にかけて経時的に

土壌を採取し TI日間安還元酵素遺伝子の時期的変動を追っ

た 15)。その結果，Braどかrlzizobium脱窒菌の新規nirSはH寺期

を通じて多く見られた(悶 4)0 また，脱護活性が高まって

いると予想される時期に Hel加spirillumの11irSに近縁なク

ローンの割合が増加しており これらの脱窒菌が現場の水

168 rRNA gene 
Nir8 

H一一一一一----<0.05 substitutions/site 

図3 7](回土壌脱窒Th¥iの16Sr貯 JA遺伝子，nirIi.， およびη11・Sの保有関係



田でも脱窒を行っている可能性が示された。

7.単離株取得のススメ

これまでみてきたように 培養に依存しない手法で得ら

れた遺伝子情報を Single-cell分離した個別菌株の情報に

よってつなぐことができた。今回は水田土壌の脱窒菌に対

象を絞って解析を行ったが脱窒以外の機能にもこのアプ

ローチは有効だと考えられる。

近年は，解析手法の発展に伴い，土壊などの環境サンプ

ルから直接抽出した DNAやRNAに基づく解析が盛んに行

われるようになった。また，メタゲノムやメタトランスク

リプトームのような網羅的解析も行われるようになってい

るO しかし機能遺伝子の艶列情報が蓄讃していく一方で，

その遺伝子を保有する菌株の情報は少ない。菌株を単離す

ると，機能遺伝子と持ち主の関係が明らかになるだけでな

く， さまざまな生理活性試験を行うことができる。また，

個別菌株のゲノムデータは，メタゲノム解析のリファレン

スとして短うことができる。メタゲノム解析からは有用な

情報が多く得られるが，土壌を対象にしたメタゲノムの場

合，多くの配列は機能未知として分類され，配列の持ち主

も不明の場合が多い。その原因として，①土壌に多様な微

生物が存在していること，②土壌微生物として解読された

ゲノムの数が少ないこと，が挙げられる。土壌微生物を単

nirS 
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離して， リファレンスゲノムを充実させていく必要がある

だろう。分離した Singlecellから培養を経ずにゲノム解析を

することも技術的には可能になってきているので，土壌の

難培養微生物についてもゲノム解析ができるようになる日

も近いことだろう。

土壌 DNA. 貯~A 情報，個別菌情報とあわせて，環境デー

タを充実させることも重要である。我々土壌微生物を扱う

者にとって興味のあることは， どの微生物がどういう役割

を担っていて，それがどのような結果をもたらすのか，と

いうことだと思う。機能とその担い手については，土壌

DNA. 貯~A 情報および個別菌情報から推測できるが，それ

がもたらす結果は環境データ (e.g.，N20発生霊，メタンフ

ラックス，病筈発生率)として現れる。環境データ，土壌

DNA. RNA情報，および個別菌情報を融合して解析するこ

とによって， 1メタJ解析時代の土壌生態学として新たな展

望が開けるものと期待している(国 5)。
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図4 nirKおよびnirSクローンの割合の季節変動 (Yoshidaet al15
)より改変)

-土壌理化学性
・ガスフラックスCNp、CH4)
.病害発生率

土壌DNA'RNA'情報

• 168 rRNA 
• nirK， nirS， nosZ， amoA， etc 
-量的・質的解析

・メタゲノムデータ
etc 

個別菌靖報

• 168 rRNA 
• nirK， nirS， nosZ， amoA， etc. 
・生理・活性試験
・ゲノムデータ

etc. 

図5 環境データ，土壌DNA.RNA 情報，および倒別菌株情報の融合
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もに東京大学大学院新領域創生科学科)の協力を得た。斉

藤貴之，吉田愛美，早野禎一，山本倫大，芦田直明の各氏

には技術協力を頂いた。また，大塚重人博士，多胡加奈子

博士(東京大学大学院農学生命科学研究科)には研究全般

を通じて貴重な助言を頂いた。ここに記して謝意を表する。

本研究は生研センター基礎研究推進事業，農水省 eDNAプ

ロジェクト，ならびに学術振興会科学研究費補助金の支援

を受けた。

要
~ 
目

水田土壌は脱窒活性が高いことが知られているが，水田

で脱窒を担う微生物についてはよくわかっていなかった。

脱窒菌の機能と生態を解明するために，我々のグループは

次のような戦略で望んだ。まず. Stable Isotope Probing法お

よび 16Sr貯~A 遺伝子の大量シーケンス解析を用いて，脱窒

活性を高めた条件で増殖する微生物を特定した。またその

条件下で増える脱窒機能遺伝子 (nirKおよびnirS) につい

て解析を行った。次に，脱窒条件下で増殖する微生物をマ

イクロマニピュレータを用いて一細胞ずつ分離・培養した

(Functional single cell分離法)。培養後に純化した株につい

て系統，機能遺伝子配列，脱窒活性，その他の生理生態を

調べた。その結果. SIP法などで存在は予想されていたが，

分離例のなかった新規の脱窒菌単離株を FSC分離法によっ

て取得することができた。 DNAに基づく解析だけではわか

らなかった水田土壌脱窒菌の機能と生態を. FSC分離法に

よる単離株情報から明らかにすることができた。これらの

結果を踏まえて，環境データ，土壌 DNA.RNA情報，およ

び個別菌情報を融合して解析することの重要性を議論した。
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