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研究成果の概要（和文）：本研究では生物的メタン生成が高圧下（地下深部環境）で起こりうるか否かを明らかにする
ことを目的とした。その結果、(1)純粋なメタン生成菌のみならず、メタン生成共生系においても15 MPa程度の高圧条
件下でメタン生成が確認され、高圧条件下でメタン生成が進行可能であることを実証した。(2) ケロジェン等根源物質
の部分分解物と考えられるメトキシ芳香族化合物からメタンを生成する微生物群集を得ることに成功した。 (3) 異な
るCO2濃度でメタン生成微生物群集を酢酸を基質として高圧培養したところ、CO2濃度によって酢酸からの主要なメタン
生成経路が大きく変化することを初めて明らかにした。

研究成果の概要（英文）：We investigated whether biological methanogensis occurs under high pressure condit
ions (mimicking subsurface environments).  We used pure cultures of hydrogenotrophic and aceticlastic meth
anogens, and an acetate oxidizing hydrogen producing syntroph as well as environmental subsurface samples 
taken from an oil field.  We obtained the following results: 1) pure cultures of hydrogenotrophic and acet
iclastic methanogens, and syntrophic coculture were successfully cultivated under high pressure conditions
 (up to 15MPa).  Note that the syntrophic coculture grew and produced methane under such high pressure con
ditions. 2) Methoxylated benzoates were used as model kerogen derivatives to enrich communities that were 
capable of degrading them to produce methane.  3) In the acetate-utilizing methane-producing community, CO
2 concentration is the crucial factor driving either aceticlastic methanogenesis or syntrophic acetate oxi
dation and subsequent methanogenesis from H2 and CO2.
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１．研究開始当初の背景 
メタンハイドレートは水分子の籠状構造の
空隙にメタンがトラップされた包接水和物
（CH4・5.75H2O）であり、一定の高圧・低温
条件下で形成される。シベリアを初めとする
永久凍土地下圏や大陸周辺の海底地下圏に
埋蔵されており、日本においては東部南海ト
ラフ海底タービダイト砂岩層に膨大な埋蔵
量（数兆立方メートル）があると推定されて
おり、将来の資源として期待されている。 
メタンハイドレートの起源については未だ
多くの議論があるが、(1) 深部地下圏におけ
る根源有機物の熱化学的分解に伴う生成、(2) 
根源有機物もしくはそれに由来する有機物
の生物的分解にともなう生成、の２つの可能
性が示唆されている。これまで行われてきた
メタンの安定同位体測定の結果、13C の相対
的な低さからメタンハイドレート中のメタ
ンの多くは生物起源と考えられている。もし
メタンが生物起源であるならば、メタン生成
古細菌（methanogenic archaea）の存在なくし
てその生成・蓄積はあり得ない。1988 年
Miller らは熱水噴出口から単離した高温性
メ タ ン 生 成 古 細 菌 Methanocaldococcus 
jannaschii が 75MPa（750 気圧）の高圧下、
90 oC で培養可能であることを明らかにした
(Appl. Environ. Microbiol. 1988)。2008 年には
Takai らが 20-40MPa（200-400 気圧）の高圧、
122 oC という超高温条件下でメタン生成古細
菌の一種である Methanopyrus 属がメタンを
生成することを見いだした (Proc. Natl. Acad. 
Sci. 2008)。 
一方、このような超高温条件下でケロジェ

ン等の根源物質起源と考えられる低分子有
機化合物（有機酸や芳香族化合物等）からメ
タン生成古細菌のエネルギー源である水素
や酢酸を供給する微生物の存在はまったく
知られておらず、超高温環境において、これ
らの給源は地殻由来もしくは根源物質の熱
分解由来であると考えるのが妥当である。し
かし、地下圏には地温勾配により低温域から
超高温域までの生物生存域があり、有機物由
来の水素や酢酸などの供給が生物的に活発
に行われる温度域が存在するはずである。こ
れまでの微生物学知見から、こうした温度帯
は 50-70oC の中度高温帯域であると考えられ
る。この温度域帯には超高温度帯域に比べ、
はるかに多様なメタン生成古細菌や発酵性
微生物が存在しているのみならず、生物的な
水素ならびに酢酸の給源となりうる中間物
質の存在も知られている。これまでの調査か
ら深部地下圏の天然ガス付随水（50-70oC）や
原油埋蔵地帯の中度高温地下圏では酢酸、プ
ロピオン酸などの有機物が検出されており、
そのような場でメタン生成が起こりうるこ
とを実験室的に確認している。メタンハイド
レートや天然ガス等を形成するメタンの生
成反応場は超高温高圧下に限られたもので
はなく、むしろ中度高温帯域において活発に
行われていると考えられる。メタンが生物的

に生成される場合、基質（メタン生成菌が用
いる炭素源かつエネルギー源）は水素+CO2、
ギ酸、単純なメチル化合物ならびに酢酸のい
ずれかである可能性が高い。特に地下圏環境
においてはさまざまな有機物起源の水素
+CO2、酢酸が重要である。これは非常に多く
の微生物学的研究から広く知られた事実で
もある。しかし、メタン生成に必要な水素を
供給する微生物と水素からメタンを生成す
る微生物間での種間水素伝達が 100 気圧以
上の高圧下で果たして起こりうるか、実験室
的に証明されたことはなかった。また、（根
源物質起源と思われる）低分子物質から酢酸
を生成する微生物と、酢酸からのメタンを生
成する反応が 100 気圧以上の高圧下でおこり
うるのか、まったく不明である。本研究はこ
うした課題を解き明かすことを目的に行っ
たものである。 
 
２．研究の目的 
本提案で用いる微生物はすべて地下圏での
存在が予見される 50-70 oC に生育最適温度を
持つ発酵性微生物ならびにメタン生成古細
菌であり、いずれも提案者らにより長年の研
究の結果、分離培養に成功したものである。
本研究では筒状高圧容器を用いて、1) 実際に
高温高圧下で微生物間水素伝達にもとづく
メタン生成が起こりうるのか、2) 水素や酢酸
を供給する発酵微生物やメタン生成古細菌
が高圧環境下においてどのような遺伝子発
現制御を行い高圧ストレスに適応している
のか、3) 前駆体物質と考えられる根源物質か
らのメタン生成が起こりうるのか、4) 地下圏
における環境変動に対しメタン生成微生物
群集はどのように応答するのか、という地下
圏微生物の生存戦略をゲノム情報を活用し
て明らかにすることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
1) メタン生成微生物の高圧培養 
高圧培養には内容積 150 mL のステンレス製
耐圧容器を使用した。本耐圧容器の両端には
0.2 μm の焼結フィルターを装着し、微生物の
流出・外部からの汚染を防止した。耐圧容器
に微生物培養用培地、酢酸等のメタン生成基
質を添加、N2/CO2ガス通気をおこなった後オ
ートクレーブ滅菌した。シリンジで微生物の
前培養液を添加した後、シリンジポンプを利
用し容器内の圧力（静水圧）を 5-20 MPa
（50-200 気圧相当）の範囲で制御し、55 oC
の湯浴内で培養した。各条件下での、微生物
の生育、メタン生成を適宜測定し、圧力によ
る影響を定量的に評価した。 

 
2) 高圧ストレスへの遺伝子発現応答 
酢酸資化性メタン生成菌 Methanosaeta 
thermophila のゲノム情報をもとにマイクロ
アレイスライドをデザインした。高圧条件下
およびコントロール条件（大気圧下）で培養
した M. thermophila の菌体を回収し、RNA 抽



出、逆転写反応、蛍光ラベリングをおこなっ
たのちマイクロアレイ解析に供した。コント
ロールと比較して 2 倍以上の発現変動がみら
れた遺伝子をリストアップし、その予測され
る遺伝子機能に基づき分類分けした。 
 
3) 根源物質からのメタン生成 
根源物質のモデル化合物であるシリンガ酸、
バニリン酸、トリメトキシ安息香酸を唯一の
炭素源とし、無酸素条件下でメタン生成微生
物の集積培養をおこなった。培養過程のメタ
ン生成量、分解中間代謝産物を GC、HPLC-MS
にて定量下。集積後の微生物菌体を回収し、
DNA 抽出、16S rRNA 遺伝子の PCR 増幅、ク
ローンライブラリー解析をおこない、優占し
ている微生物種を特定した。 
 
4) 地下圏メタン生成微生物群集の環境応答 
環境中のCO2濃度の変動が地下圏メタン生成
微生物群集にもたらす影響を調査すべく、地
下原油貯留層構造水微生物群集を高圧条件
下（5 MPa）、異なる CO2濃度条件下で培養し
た。培養時に 13C ラベル酢酸を添加し培養後
のメタン、CO2の同位体比を見ることで 2 種
類のメタン生成経路（単独型、共生型）のど
ちらが優占的に機能しているのかを調べた。
また培養後の微生物菌体を回収し、DNA 抽出、
16S rRNA 遺伝子の PCR 増幅、クローンライ
ブラリー解析をおこない、優占している微生
物種を特定した。 
 
４．研究成果 
1) メタン生成微生物の高圧培養 
新規に作製した微生物高圧培養システムを
用いて、酢酸資化性メタン生成菌、水素資化
性メタン生成菌、および酢酸酸化細菌と水素
資化性メタン生成菌の共培養系を培養した。
メタン生成菌単独の場合のみならず、酢酸酸
化細菌と水素資化性メタン生成菌の共培養
系においても 15 MPa 程度の高圧条件下でメ
タン生成が確認され、高圧条件下でも種間水
素伝達に基づくメタン生成が進行可能であ
ることが実証された。しかし高圧ストレスに
よる生育、メタン生成への阻害の影響は酢酸
酸化細菌と水素資化性メタン生成菌の共培
養系で特に顕著であった。 

 
2) 高圧ストレスへの遺伝子発現応答 
高圧条件が微生物生理に与える影響を評価
するため、酢酸資化性メタン生成菌 M. 
thermophila を対象としてマイクロアレイを
用いた網羅的遺伝子発現解析をおこなった。
コントロール（大気圧下）と比較して、高圧
条件下（5, 15 MPa）では特に変性したタンパ
クの再構成をおこなうシャペロンタンパク
質、および細胞膜、細胞壁の合成に関与する
タンパクの遺伝子発現の増加が顕著であっ
た。この結果は、高圧により変性したタンパ
クの構造回復、ならびに細胞膜や細胞壁の構
造変化が高圧条件下での生育、メタン生成に

重要であることを強く示唆する。 
 

3) 根源物質からのメタン生成 
ケロジェン等根源物質において普遍的に見
出されるメトキシ芳香族化合物（シリンガ酸、
バニリン酸、トリメトキシ安息香酸）をモデ
ル物質として微生物の集積をおこない、これ
らの物質を完全分解しメタンを生成する微
生物群集を得ることに成功した。16S rRNA
遺伝子配列にもとづく微生物群集構造解析、
ならびに中間代謝産物の定量分析の結果、
Sporomusa 属細菌によるメトキシ基からの酢
酸生成、Methanosarcina 属メタン生成菌によ
る酢酸からのメタン生成、Syntrophus 属細菌
と Methanoculleus 属メタン生成菌との種間水
素伝達を介した共生による芳香環の完全分
解・メタン生成が起こっていることが示唆さ
れた。 
 
4) 地下圏メタン生成微生物群集の環境応答 
高圧条件下、異なる CO2濃度でのメタン生成
微生物群の培養の結果、高い CO2濃度条件に
おいてより活発なメタン生成活性が確認さ
れた。16S rRNA 遺伝子配列にもとづく微生
物群集構造解析、ならびに 13C ラベル酢酸を
用いた同位体分析の結果、高い CO2濃度条件
下においては酢酸資化性メタン生成菌が、低
いCO2濃度条件下においては酢酸酸化細菌と
水素資化性メタン生成菌の共生系が、それぞ
れ主要なメタン生成経路を担っていること
が明らかとされた。酢酸酸化反応が高い CO2

濃度条件において熱力学的に不利になるこ
とがその主要な要因であると推察された。 
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