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要約
これまで困難だった火山灰土からの DNA 及び RNA 抽出を可能にし、
この抽出 DNA 及び RNA
を用いることで、実際に農薬による土壌消毒が培養困難な微生物を含む土壌中の微生物群集へ与
える影響を評価できることを示した。さらに細菌に比べ抽出 DNA/RNA による解析が遅れていた
糸状菌については群集構造評価手法を最適化するなど、土壌微生物の評価を行うための基礎技術
を確立した。これらの成果は土壌微生物相解析の標準法に採用され、農耕地土壌の解析に広く利
用されている。
はじめに
土壌中には高い密度で多様な微生物が存在し、作物の生育に重要な役割を果たしている 1。し
かし、農業現場における土壌診断では、土壌の物理性及び化学性が調べられることが多く、生物
性に関する報告は限られていた。その原因には生物性を検討するための手法における問題があげ
られる。現在までによく用いられてきた土壌微生物の調査法には、希釈平板法を用いた培養・分
離によるものがあるが、環境中に存在する微生物の 99%以上は現在の技術では培養が困難であり、
平板法では微生物相のごく一部しか評価することができない。
近年になって、環境中から直接 DNA を抽出し、微生物群集を解析する分子生態的手法の登場
により、環境中の培養困難な微生物の解析が可能になりつつあった。しかし、土壌への分子生態
的手法の適用に際しては、依然として DNA 抽出法など実験技術上の問題点がいくつか残されて
いた 2。そこで、本研究では、土壌診断における新しい視点として、培養困難な微生物を含む土
壌微生物相の全体像を明らかにし、土壌微生物に対する様々な環境影響を評価するために、土壌
から直接抽出した DNA による微生物群集構造解析法を確立することを目的とした。
火山灰土からの DNA 及び RNA 抽出法の確立
土壌からの DNA 抽出法について、標準的な手法は確立されていた 3。しかし、日本の畑面積の
半分を占め農業上重要な火山灰土（黒ボク土）は、従来の方法では DNA の抽出が困難な場合が
多く、このことが日本における土壌への分子生態的手法導入の妨げとなっていた。そこで、簡便
で高い収量の得られるビーズ破砕法を採用し、この方法の改良により黒ボク土からの DNA 抽出
を目指した。まず、DNA 抽出が困難な原因を検討した。茨城県つくば市の農業環境技術研究所
内圃場より採取した黒ボク土を用いて、顕微鏡による直接計数法及び培養法で一般的に知られて
いる密度の土壌微生物が含まれていること、従来法において微生物細胞は十分破砕されているこ
とを確認した。次に DNA 添加・回収実験を行った。添加 DNA 及びその分解産物は抽出液中に
検出されず、DNA の土壌粒子への吸着が示唆された 2。
そこで、吸着阻害剤としてスキムミルクあるいは RNA を抽出バッファーに添加したところ、
土壌由来と考えられる DNA が抽出可能となった（図 1A）。スキムミルク 40 mg/g soil を添加する

ことによって、これまで DNA 抽出の困難であった日本各地の黒ボク土から高い収量の DNA 抽
出に成功した。スキムミルクは、RNA に比べ安価で除去が簡単である。また、スキムミルクの
添加により 16S リボゾーム RNA（rRNA）遺伝子を対象にした PCR-変性剤濃度勾配ゲル電気泳
動（denaturing gradient gel electrophresis，DGGE）による細菌群集構造全体のパターンには影響を
与えず、本手法が微生物群集構造解析に適用可能であることを示した 2。
次に、黒ボク土からの RNA 抽出
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図 1 吸着競合阻害剤を用いた火山灰土壌からの DNA 及び RNA 抽出
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を除去することで、黒ボク土からの RNA 抽出を可能にした（図１B）4, 5。
抽出 DNA 及び RNA の環境影響評価への適用－土壌くん蒸処理の微生物群集への影響解析－
土壌くん蒸剤として広く用いられてきた臭化メチル剤の使用禁止に伴い、その代替薬剤への移
行が進められる中、これら代替薬剤の環境中における非標的生物への影響が懸念されていた。そ
こでその影響評価に土壌抽出 DNA 及び RNA による分子生態的解析の適用を検討した。
農業環境技術研究所内圃場ホウレンソウ畑において、クロルピクリン（CP）あるいは 1,3-ジク
ロロプロペン（1,3-D）により年 1 回土壌くん蒸処理した。この処理が土壌微生物群集に与える影
響を前述した手法により調製した土壌抽出 DNA を用い、細菌 16S rRNA 遺伝子及び糸状菌 18S
rRNA 遺伝子を対象とした PCR-DGGE 解析により、3 年間追跡した 4, 6。土壌抽出 DNA を用いた
影響解析において、CP 処理により DGGE パターンの変化、多様性指数の低下が見られた（図 2）
。
DGGE バンドの塩基配列の解析により、培養困難な微生物も影響を受け、処理後生育の早い微生
物が優占することを明らかにした。この傾向は、処

りも、時間がかかることが示唆された。また、1,3-D
処理区では、2、3 年目の処理後にパターンに影響が
見られたが、CP に比べ影響は小さく、処理 1 年後
には無処理区のパターンと区別がつかなかった。
上記の解析において、CP 処理直後には培養法に
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よる菌数が低下するにもかかわらず、DGGE パター
ンに変動が見られなかった。これは微生物が死んで
も DNA がしばらく残存していた可能性も考えられ
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土壌抽出 DNA あるいは RNA を用いた場合の
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にした DGGE パターンにおける多様性指数の変化 3

の細菌群集構造変化を 2 ヶ月間追跡し、両者を比較した。rRNA を用いた DGGE 解析で、DNA

を用いた場合に見られなかった、CP 処理直後の多様性指数の低下が検出された（図 2）
。微生物
群集の変動をより早く、より高感度に検出することが可能になった。しかし、両者の違いが見ら
れたのは数日間で、処理 1 週間後には DNA 及び rRNA の両方の解析で同様の CP 処理の影響が
検出された。短期的な変化の解析においては、rRNA は DNA より鋭敏なバイオマーカーである
一方、長期的な影響評価においては DNA と rRNA の間で大きな違いはなく、解析操作の簡便な
DNA による解析が適していることが示唆された。
以上のことより、土壌抽出 DNA 及び RNA を用いた手法は、培養困難な微生物を含む土壌微生
物群集への環境影響評価に有用であり、DNA と RNA による解析を使い分けることにより、目的
に応じた微生物診断が可能であることを示した。
糸状菌群集構造の解析手法の確立
農耕地土壌で糸状菌は重要な役割を担っているにもかかわらず、糸状菌は細菌に比べ分子生態
的手法の適用が遅れていた。
その原因の一つに用いられる PCR プライマーが統一されておらず、
得られたデータの比較が困難という問題があった。そこで糸状菌 18S rRNA 遺伝子を対象にした
4 種類のプライマーセットを、同じ土壌を用いた PCR や DGGE 解析 7、クローン解析 8 に適用し、
それぞれの特性を明らかにした。DGGE 解析による土壌糸状菌相の違いの検出や検出される糸状
菌の系統群については、各プライマーセット間で大きな違いはなかったが、PCR 増幅効率や
DGGE への適用性、糸状菌配列への特異性、キメラ生成率については違いが見られた。それぞれ
のプライマーセットに利点と欠点があり、適用する土壌サンプルあるいは用いる解析により最適
なプライマーが異なることが示唆された。この結果から農耕地土壌の PCR-DGGE 解析に最適の
プライマーセットを見出し、これを用いた手法を精緻化、標準手法として提案した 9。また、こ
れに加えこれまであまり着目されていなかった土壌古細菌群集についても PCR-DGGE 実験条件
を確立し、農耕地土壌で古細菌群が施肥や窒素成分に応答していることを示した 10。
おわりに
環境 DNA を用いた解析により、これまで知られていなかった微生物の存在が明らかになり、
これらの微生物も様々な環境変動により影響を受けることが明らかになってきた。本研究で得ら
れた成果から提案した標準手法は、多くの農耕地土壌に適用されている。これらのデータはデー
タベース化され、現在、作物生産性と土壌生物相との関連性の解析を目指し、データの蓄積と解
析が進められている。現場レベルでの問題解決への利用も期待されている。
また、DNA はすべての生物が持つ共通言語の情報源である。土壌 DNA を網羅的に解析するこ
とで、土壌や根圏の生態系システムを全体的に解析することが可能になることが期待される。最
近はより機能に着目した解析も進展しており、環境 DNA 解析はさらなる発展を見せている。次
世代シークエンサーの登場により大規模な解析が可能になるとともに、様々な物質の動きなど機
能とリンクしたメタ解析が試みられるようになってきた。これまでブラックボックスであった土
壌生態系を明らかにし、機能発現のメカニズム解明を目指したい。
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