リン循環に関わる生物の機能に迫る分子生物学的手法
Molecular approaches to investigate the biological function on P cycling
和崎
Jun WASAKI

淳

1, 2 ＊

1, 2 ＊

・丸山 隼人

1
1

and Hayato MARUYAMA

広島大学大学院 生物圏科学研究科
2
広島大学 総合科学部
1
Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
2
Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University
1

摘

要

リン循環には生物によるさまざまなプロセスが関与する。このプロセスに関わる環
境微生物の多くは培養困難であり，その理解を妨げている。微生物のリン循環におけ
る役割を明らかにするためには，未培養のままでも解析を可能とする分子生物学的手
法が有用である。これまでに，リボソーム RNA や機能遺伝子などの塩基配列の違い
を利用した各種の分子生物学的手法が発達しており，環境微生物を群集レベルあるい
は細胞レベルで解析するうえで力を発揮している。また，近年は次世代シークエン
サーなどを活用した網羅的解析手法が強力なツールとして使われている。本稿では，
環境中のリン循環を理解するうえで有用なこれらの分子生物学的手法について概説す
るとともに，主に土壌環境を例にとってこれまでの実例を紹介する。
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1．はじめに
環境中のリン（P）循環に関わる生物は極めて多様
かつ複雑である。また，共生や競合といった生物間
の相互作用も関わる。こうしたリン循環に関わる生
物とその機能についてアプローチするためには，培
養が困難な微生物についての理解が不可欠である。
1）
例えば，土壌微生物の 99％以上は未培養であり ，
その理解を図ることは大変重要である。培養できな
い微生物を対象にした研究は分子生物学的手法の発
2）
達とともに進展している 。本稿では，複雑な生物
間相互作用及び難培養性微生物を基盤としたリン循
環を理解するために用いられる分子生物学的手法に
ついて，主に土壌環境を例にとってこれまでの解析
の実例を紹介しつつ概説する。なお，本稿で概説す
る分子生物学的手法と得られる情報との関係につい
て，図 1 にまとめた。
2．共通遺伝子の塩基配列に基づいた解析
原核，真核に関わらず微生物を培養せずに解析す
る場合，塩基配列データベースに蓄積された情報
量が多いことから，SSU
（small subunit）rRNA 及び

ITS
（internal transcribed spacer）領 域 の 塩 基 配 列 を
対象とすることが多い。その配列は，容易に PCR
（polymerase chain reaction）
を行うことによって増幅
することができる。増幅された PCR 産物は，クロー
ニングすることによりその配列を同定することがで
きる。これによってどのような生物が関与している
かを推定することができるが，塩基配列の同定を行
わない場合でも増幅断片長，制限酵素断片パターン
に基づいて試料に含まれる群集構造を比較できる。
以下に，DGGE
（変性剤濃度勾配ゲル電気泳動法），
RFLP
（制限酵素断片長多型）
による方法について概説
する。
2.1 PCR-DGGE
（denaturant gradient gel electrophoresis）
DGGE は試料間の微生物群集構造を比較するうえ
3）
で簡便なことから，多用されている 。その原理は，
環境 DNA を試料として PCR を行って増幅された
DNA 断片を変性剤濃度勾配ゲル中で電気泳動するこ
とにより，微生物の種類ごとに異なる塩基配列の違
い
（結合力の強い GC
（グアニンとチロシン）
と弱い AT
（アデニンとチミン）の割合が違うことで変性しやす
さに違いが生じる）
によって異なるバンドとして分離
するものである。この手法の長所は，配列を決定し
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本稿で概説する分子生物学的手法と得られる情報の関係．

なくても試料間の比較が比較的容易かつ安価に実施
できることにある。原理的には 1 塩基の違いをも判
別するので，種～株レベル程度の小さな違いまでを
可視化することができる。得られた結果は，バンド
の数による多様性の評価に加え，得られたバンドパ
ターンについての主成分分析やクラスター解析と
いった統計学的手法により試料間の類似性が評価さ
れる。
4）
本法の利用例として，Marschner ら は複数種の
植物の根圏土壌における微生物群集構造に及ぼすリ
ン施用の影響を SSU rRNA 配列に基づく PCR-DGGE
で調査している。また，リン欠乏のシロバナルーピ
ン
（Lupinus albus）の根圏における微生物群集構造と
多様性に及ぼす根分泌物質の影響を本法で調査し，
5），6）
。
その影響が大きいことを示した例もある
2.2 RFLP
（restriction fragment length polymorphism）
RFLP は，DNA の制限断片長の違いを検出するこ
とで微生物群集構造の違いを示す手法である。多く
の場合，PCR を行って増幅された DNA 断片に対し
て適用される。SSU rRNA を対象とした RFLP は生
物肥料としての可能性のある分離培養株を比較する
7）
場合に使用された例がある 。RFLP では塩基配列の
小さな違いは示されないが，属レベル以上の塩基配
列に存在する違いを見るうえでは都合が良い。
RFLP の検出感度を向上するため，蛍光色素で修
飾したプライマーを用いる T-RFLP
（terminal RFLP）
8）
がある。George ら は T-RFLP を用いて根分泌性酵
素
（フィターゼ）が根圏における微生物群集構造に及
98

解析技術

ぼす影響を調査し，その影響はあまり大きくないこ
とを示している。
3．活発な微生物あるいは機能遺伝子をターゲットに
した手法
3.1


機能遺伝子を対象にした
DNA ベースの
手法の応用
機能遺伝子を対象に DGGE を行うことも可能で
ある。筆者らは，土壌中の有機態リンの循環に関わ
る微生物群集を調査する手法として，細菌のアルカ
リ性ホスファターゼ
（ALP; alkaline phosphatase）
遺伝
子を対象としたプライマーを設計し，DGGE を行っ
9）
た 。ALP 遺伝子をもつ細菌群集に及ぼす有機物及
び化学肥料の施用の影響を圃場レベルで調査したと
ころ，DGGE により得られたバンドパターンは採取
時期や肥料の施用などに関わらず多様であり，一部
については配列を決定して Mesorhizobium loti 及び
Pseudomonas fluorescens に近縁であることを示した。
しかしながら，機能遺伝子は概して相同性が低いこ
とが多く，プライマーデザインを行ったときに含め
なかった細菌の近縁種を見落とすこともありえる。
上記の例では，機能遺伝子をもつ生物種を広くカ
バーするために 2 組のプライマーを設計して nested
PCR を行っている。
3.2 定量的リアルタイム

PCR
（quantitative real time
PCR; qRT-PCR）: SSU rRNA 及び機能遺伝子
の転写産物の定量
発現量の定量は迅速かつ再現性の良い方法が確立
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された PCR ベースによる方法が主流である。特に，
リンの動態が劇的に変化する環境
（例えば根圏土壌の
ような試料）を対象とする場合，qRT-PCR を行うこ
とで，少ない核酸量に対して比較的正確なターゲッ
ト遺伝子の存在量が測定できるメリットは大きい。
qRT-PCR では，総核酸量あたりの発現量やリファ
レンス遺伝子あたりの変動などを数値として定量す
ることができる。環境 DNA を試料とする場合，
ターゲット遺伝子を保有する微生物の量を定量でき
る。RNA を試料とする場合には，ターゲット遺伝子
の発現量を定量することができる。特に機能遺伝子
を対象とした場合に有用であり，特異的に重要な役
割を果たす微生物の検出などに役立つ。植物にリン
を供給することで土壌環境のリン循環に重要な役割
を果たすアーバスキュラー菌根菌（AMF; arbuscular
mycorrhizal fungi）の生態を評価するため，Glomus
mosseae 及 び G. intraradices の ITS 1 と rRNAs を 対
象にプライマーを設計し，qRT-PCR を行った例があ
10）
り ，本法は AMF の生態を調査する上で有用なツー
ルであると結論づけられている。
3.3 FISH
（fluorescence in situ hybridization）
FISH は，蛍光標識プローブを使って微生物の存在
位置を示す方法である。原理としては，SSU rRNA
や機能遺伝子に特異的な短鎖プライマーを合成し，
これに土壌や植物自身の自家蛍光による干渉を受け
にくい蛍光色素を結合させておいて微生物の細胞内
でハイブリダイゼーションを行なう。試料は蛍光顕
微鏡を用いて観察する。この手法では，解析対象と
する遺伝子あるいは微生物の環境内局在性を示すこ
とができる点が非常に重要である。
SSU rRNA をターゲット遺伝子とする場合はコ
ピー数が多いことから比較的容易に検出できるた
め，直接のハイブリダイゼーションで充分なデータ
が得られるが，機能遺伝子を対象とする場合にはシ
グナルを増幅する必要がある。本法を使用した例と
して，下水処理過程で生物的リン除去を行うポリリ
11）
ン酸集積細菌の検出に用いた報告がある 。
3.4 SIP
（stable isotope probing）
SIP とは，解析対象とする環境中で活発な微生物
を評価するために，その環境下で特異的に生育する
微生物に安定同位体を含む基質を取り込ませ，解析
対象とする分子の重さの違いでふるい分ける手法で
ある。解析対象となる分子には核酸や脂肪酸があ
13
15
（炭素）
， N
（窒素）
がしばしば SIP に使われ，
る。 C
核酸の場合には DGGE 解析に応用されたり，脂肪酸
の場合は PLFA 解析
（phospholipid fatty acid analysis）
に応用されたりする。残念ながら，リンには利用可
能な安定同位体が存在しないため，SIP をリン循環
研究に活用することは困難なように思える。しかし
ながら，環境次第ではリンの動態と関係する安定同
12）
位体の活用は可能であり，Prosser ら は根分泌物
に由来する炭素を集積した微生物を対象に，根圏で
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リン循環に関わる微生物群集を解析している。
3.5 核酸アナログを取り込ませる方法
チミジン（dT）のアナログである BrdU（5-bromo-2deoxyuridine，ブロモデオキシウリジン）
を用い，そ
の環境で活性の高い微生物に標識し，これを調査す
る手法もある。BrdU 特異的抗体を用いることで，
これを取り込んだ微生物を感度よく可視化すること
13）
ができることが利点である。Artursson ら は BrdU
特異的抗体による免疫検出と T-RFLP を組み合わせ
た方法によって，AMF である Glomus mosseae を接
種したときに活発化する細菌群集の変化が AMF の
接種，抗菌性化合物処理，植物の種と関係があり，
G. mosseae 接種により優占する細菌はほとんどが未
培養細菌と Paenibacillus 属細菌であることを明らか
にしている。
3.6 RNA をターゲットとした手法
環境サンプルに DNA を用いた研究手法を適用す
ることは比較的容易であるが，生物学的に活発なも
のもそうでないものも同時に解析することになって
しまう。リン循環の主役を理解するためには，RNA
を用いた分子的手法が求められる。しかしながら，
RNA 分子は安定でなく，環境中からの RNA 抽出そ
のものが困難な場合が多いため，現在までにリン循
環に関わる微生物の解析における RNA ベースでの
研究例はあまり多くはない。
6）
Weisskopf ら はリンが少ない条件下でクラスター
根を形成するシロバナルーピンの根圏に現存する微
生物を DNA で，活発な微生物を RNA でその微生物
群集構造を PCR-DGGE によって調査した。その結
果，現存する微生物と活発な微生物は，根の中では
類似しているが，根圏と非根圏土壌において違いが
認められることを示している。こうした違いが示さ
れることから，RNA ベースで解析を行うことの重要
性は高い。
4．オミックス（omics）解析の適用
近年，生命現象を包括的に理解する目的で omics
解析（例えば，遺伝子 -gene- 対象なら genomics，転
写産物 -transcript- 対象なら transcriptomics）が盛ん
になされるようになってきた。当初は同一種の生物
を対象にした研究が中心であり，環境全体を理解す
ることは困難であったが，次世代シークエンサーの
開発と普及に伴い，環境サンプルに対しての適用も
可能となってきた。
メタゲノム
（metagenome）
とは，ある環境を生物圏
と捉え，ここに存在する生物全ての塩基配列を対象
とした考え方である。メタゲノム解析は，微生物群
集構造の理解やそこで起きている機能の理解，未培
養微生物由来の有用遺伝子の抽出などに適用されて
いる。リン循環に関係する環境サンプルを対象にし
14）
たメタゲノム解析も行われている。Unno と Shinano
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表1

本稿で概説した分子生物学的手法の長所と短所．
長所

短所

メタゲノム

未培養微生物を含めて膨大な塩基配列データ
が得られる

データ解析技術
（インフォマティクス）
が必要

メタトランスクリプトーム

未培養微生物を含めて活発な微生物の膨大な
塩基配列データが得られる

データ解析技術
（インフォマティクス）
が必要

プロテオーム

環境中に比較的多量に存在するタンパク質を
同定できる

未同定の生物の場合，タンパク質の同定も困難

メタボローム

環境中に存在する化合物の特徴を捉えること
ができる

物質と生物群とのデータを結びつけることが
困難

SIP

RNA を対象としなくても活発な微生物に由
来する物質を濃縮できる

リンの安定同位体が存在しない

BrdU

特異的抗体を活用して感度よく検出すること
ができる

利用例があまり多くない

塩基配列の決定

古典的方法で手法的なハードルが低い

同時に得られるデータの量があまり多くない

RLFP/T-RFLP

比較的容易に行うことができ，比較的上位階
層の違いを見分けることができる
（科～属レ
ベル）

塩基配列データの解析が別途必要だが，制限
酵素で切断されるため短い配列の情報にとど
まる

PCR-DGGE

専用の装置さえあれば安価に比較解析を行う
ことができ，小さな違いを見分けることがで
きる（種～株レベル）

塩基配列データの解析が別途必要，機能遺伝
子対象の場合実験条件の最適化が必要

FISH

目的遺伝子を保有する微生物の分布を可視化
できたり，計数できたりする

機能遺伝子の検出には感度の向上が必要

qRT-PCR

遺伝子や特定の微生物の存在量を定量するこ
とができる

対照とする DNA がデータの信頼性の鍵となる

酵素活性測定

古典的方法で手法的なハードルが低く，機能
が明示できる

機能と生物群のデータを結びつけるには他の
解析技術が必要

高い階層で生物群の組成を示すことができる
（門レベル以上）

低い階層
（科，属，種など）
での生物群の比較
はできない

（i）オミックス解析

（ii）標識技術

（iii）
解析技術

PLFA

は土壌中の有機態リンの主要な形態であるフィチン
酸
（phytate）
の分解に関わる微生物群集の解析を行っ
ている。下水中のリンの除去に関わるポリリン酸
（polyphosphate）
集積に関わる微生物の動態評価に用
15）
いた例もある 。
次世代シークエンサーを活用すれば，環境 RNA
を対象にメタトランスクリプトーム
（環境中に生
息 す る 生 物 に お け る 転 写 産 物 の 包 括 的 解 析，
metatranscriptome）も可能である。リン循環に関わ
る解析として，リンに乏しい湖水中のプランクトン
の動態を把握するためにメタトランスクリプトーム
16）
解析を活用した例がある 。
タンパク質を網羅解析するプロテオーム
（proteome）
は TOF-MS（Time of Flight Mass Spectrometry， 飛
行時間型質量分析装置）
，代謝産物を網羅解析す
る メ タ ボ ロ ー ム（metabolome）は GC-MS/MS
（Gas
Chromatograph Mass Spectrometry，ガスクロマトグ
ラフ－タンデム質量分析装置），LC-MS/MS
（Liquid
Chromatograph Mass Spectrometry，液体クロマト
グラフ－タンデム質量分析装置）などの質量分析装
置の開発に伴って発達した。これらの手法もリン循
環の理解には貢献すると考えられる。特に，上記に
100

挙げた多様な物質の同定や変動の検出に威力を発揮
するメタボロームは物質レベルでの現象を捉えるこ
とができるため，リン循環と関わる微生物群集構造
の変化と対比することで重要な知見を得ることがで
きる可能性を秘める。
5．終わりに
リン循環には極めて多様な生物が関わっているこ
とから，このプロセスを理解するうえで分子生物学
的手法は大きな役割を果たす。表 1 に，本稿で解説
した手法の長所と短所についてまとめた。これらの
手法をうまく活用することで，知るべきリン循環に
関わる現象の解明に近づくだろう。特に，最後に触
れたオミックス解析は強力なツールであり，得られ
る膨大なデータがいろいろな未知の事実を明らかに
してくれるだろう。その一方で，これまでの手法に
2）
も有用なものは多くある 。それぞれの特徴を理解
し，必要に応じて組み合わせることで，知るべきリ
ン循環に関わる現象にアプローチしていくことが重
要だろう。
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