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研究成果の概要（和文）：本研究は、陸域地下圏環境に棲息する未知・未培養アーキア群とその周辺微生物の実態を明
らかにし、メタンフラックス等の重要な生物地球化学プロセスに果たす未知微生物群の役割の解明を目的とした。特に
、次世代シークエンス解析技術を最大限活用しながら、氷河堆積物、地下湧熱水環境、油ガス田環境等の陸域地下圏環
境から門や綱レベルで未知のアーキア系統群や門レベルの未知細菌系統群を発見した。さらに、陸域地下圏環境試料を
対象にシングルセルゲノム解析を実施し、一部の未知微生物群についてゲノム断片の獲得に至った。また、いくつかの
未知アーキアについては集積培養化ならびに純粋培養化に至り、生理生態機能を解明した。

研究成果の概要（英文）：This study investigated phylogeny and ecophysiplogical functions of uncultured arc
haea and their related bacteria likely contributing to biogeochemical processes in terrestrial subsurface 
environments by polyphasic approaches including geochemical, microbiological and the advanced molecular ec
ological approaches. In particular, the present study discovered unidentified phylum or class level lineag
es in the domain Archaea in terrestrial subsurface environments such as glacial till, deep high temperatur
e groundwater, deep oil & natural gas fields, etc. Single cell genome analysis provided genome fragments o
f some of the uncultured archaea and bacteria found in the terrestrial subsurface environments. Furthermor
e, we have succeeded in obtaining enrichment culture and pure culture of uncultured archaea from terrestri
al subsurface environments and characterized their phylogenetic and ecophysiological functions.
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様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通）	 

１．研究開始当初の背景 
 
	 近年、地下圏環境において膨大かつ多様な
微生物の存在が明らかにされてきている。そ
の数は地球上の全微生物の 90％を占めると
も言われており（Whitman et al., PNAS 95: 
6578-6583 (1998)）、地下微生物が地球規模の
重要な物質循環プロセス（メタンフラックス
等）に大きく関与している可能性が示唆され
ている。こうした地下微生物の実体とその役
割を明らかにするため、地球科学的研究に加
え、微生物学的、分子生態学的解析が行われ
てきているが、陸上圏や海洋圏などに比べる
と報告例が圧倒的に少なく、地下微生物の多
様性や機能、地球科学的役割については未だ
十分に明らかにされていない。 
 
	 中でもアーキアは、メタン生成・消費や硝
化作用を司る生物群であり、地球科学的にも
非常に重要であるが、そもそも純粋分離株の
数がバクテリアに比べ圧倒的に少なく、ゲノ
ム情報、生理・生態学的情報も限られており、
地球上で最も未知な生物群であると言える。
陸上・海洋圏では、アーキアの存在比はバク
テリアに比べて非常に低いのが一般的であ
るが、近年、深部海底下において、アーキア
が優占するいわゆるアーキアワールドが発
見されるなど、地下圏におけるアーキアの重
要性に高い関心が集まっている（Lipp et al., 
Nature 454: 991-994 (2008)）。一方で、研究
開始当初、海底下アーキアの機能はほとんど
明らかにされておらず、さらに陸上地下圏に
おいては、アーキアの存在比、多様性、生理
生態学的情報は極めて限られていた。 
 
２．研究の目的 
	  
	 本提案では、国内外の陸域地下圏環境（沖
積層堆積物環境、氷河堆積物環境鵜、深部油
ガス田環境、地下湧熱水環境等）を対象とし、
従来の地球化学的、微生物学的解析だけでな
く、次世代シークエンサーを活用した新しい
分子生態解析手法による複眼的アプローチ
により、これまでにない解像度で、未知アー
キア群の多様性と機能を明らかにし、陸域地
下圏における地球生物化学プロセス（メタン
フラックス等）に果たす役割の解明に資する
ことを目的とした。特に、本研究では、陸域
地下圏環境に存在する未知アーキア系統群
ならびに未知細菌系統群を探索し、その未知
機能の解明に注力して研究を実施した。 
 
３．研究の方法 
	 	 
	 本研究では、国内外の多様な陸域の地下圏
環境（沖積層堆積物環境（日本）、氷河堆積
物環境（米国）、地下湧熱水環境（日本）、深
部油ガス田環境（日本））からサンプルを採
取、保存した。サンプルは、分子生態学的解
析用と地化学分析用に分けて採取、保存した。	 

	 地化学分析については、現場において測定
可能な試料の場合には、電気伝導度、酸化還
元電位、溶存酸素量、pH 等を測定した。また
適宜水質分析ならびにガス成分の分析を行
うとともに、必要に応じて炭素安定同位体比、
水素安定同位体比の測定を実施した。	 
	 採取したサンプルから DNA、RNA の同時抽
出・精製を行うとともに、Illumina もしくは
454 を用いた次世代シークエンス解析を実施
し、地下圏微生物の網羅的な多様性解析を実
施した。また必要に応じて、16S	 rRNA 遺伝子
を対象としたサンガーシークエンスを行う
とともに取得したほぼ全長の 16S	 rRNA 遺伝
子配列情報をもとに分子系統学的解析を実
施し、未知の微生物系統群を探索、同定した。	 	 
	 興味深い未知アーキア系統群やバクテリ
ア系統群が見出された地下圏試料について
は、一部、米国エネルギー省の共同ゲノム研
究所等の協力を得ながらシングルセルの分
取、シングルセルからのゲノム増幅、ゲノム
解読を実施した。	 
	 微生物学的解析では、各種地下圏試料中の
微生物活性（メタン生成、メタン酸化、硫酸
還元等）について、培養法を用いて測定した。
また興味深い未知アーキアや未知バクテリ
アを含む地下圏試料については、無酸素条件
下での培養技術を駆使しながら、集積培養化
を試みた。	 
	 
４．研究成果	 
	 
(1)	 陸域地下圏環境からの未知アーキア系
統群の探索と機能推定	 
	 本研究では、まず、採取、保存した各地下
圏環境から DNA ならびに RNA を抽出し、次世
代シークエンス解析ならびにサンガー法に
よる塩基配列解読を併用して、多様な陸域地
下圏環境において未知アーキア系統群なら
びにその周辺微生物を探索し、それらの機能
推定に関する研究を行った。その結果、関東
の沖積層堆積物環境には、未知の嫌気的メタ
ン酸化アーキア系統群	 ANME-1d が存在する
ことを見出した。ANME-1d は、DNA ならびに
RNA 解析の両方で高頻度に検出されていたこ
と、また実際にコアの垂直方向の嫌気的メタ
ン生成活性と ANME-1d のポピュレーションに
関係性があることから、この未知アーキア系
統群が沖積層堆積物環境で活きた状態で嫌
気的メタン酸化プロセスに関与している可
能性が示唆された。	 
	 また米国の氷河堆積物環境試料を対象に、
次世代シークエンス解析ならびにサンガー
法による塩基配列解析を実施したところ、ア
ーキア群集の多様性が非常に高いことが明
らかとなった。さらに、同環境から、門レベ
ルあるいは綱レベルで未だ知られていない
未知のアーキア系統群を複数発見した（GWM、
GWM2、GWM3 等）（図１）。これらのアーキア系
統群は、DNA ならびに RNA 両方の解析で検出
されたことから、氷河堆積物環境において、



活きた状態で存在し、重要な生物地球化学プ
ロセスに関与している可能性が示唆された。
また未知アーキアとともに門レベルの未培
養細菌系統群である OP3 や JS1 も検出されて
おり、未知微生物系統群が多様に存在してい
る可能性が示唆された。	 

図 1.	 16S	 rRNA 遺伝子に基づいたアーキアドメイ

ンの分子系統樹.陸域地下圏環境から見出された

未知のアーキア系統群を黒で示した。	 

	 	 
	 また関東甲信越地方の地下湧熱水環境を
対象としたアーキアの多様性解析において
も、門あるいは綱レベルの未知アーキア系統
群を発見した。これらのアーキアは、マイナ
ーポピュレーションではあるものの、単純硫
黄泉に存在していることから、地下環境にお
ける硫黄循環に関与している可能性が示唆
された。また同環境からは、Chloroflexi 門
や Actinobacteria 門に属するが、綱や目レ
ベルの未知細菌系統群も検出された。	 
	 また、東北地方の油ガス田環境を対象とし
た解析では、アーキア群集の多くはメタン生
成アーキアであることが判明した。一方で、
細菌群集については、門レベルの未知系統群
が優占して存在していることが明らかとな
った。この未知細菌系統群は、RNA ベースの
解析でも検出されており、油田環境において
同細菌系統群は活きた状態で存在し、メタン
フラックス等の重要な物質循環プロセスに
寄与している可能性が示唆された。	 
	 以上のように、陸域地下圏環境には非常に
多様で未知のアーキアやバクテリアが存在
していることが明らかとなった。そこで、こ
れらのシングルセルを分取してゲノムを増
幅し、シングルセルゲノムを獲得することを
試みた。特に、氷河堆積物環境の試料は、細
胞の分散状態が非常に良く、フローサイトメ
ーターによりシングルセルのソーティング
が容易であると考えられたため、氷河堆積物
試料を対象に実施した。その結果、門レベル
の未培養細菌系統群として知られる OP3 や
JS1、また遺伝子レベルでも未知の門レベル
のクラスターに属するシングルセルゲノム
の獲得に成功した（図 2）。OP3 や JS1 につい
てはゲノム断片の解読を完了し、地下圏にお

ける代謝機能の一旦が明らかとなった。今後、
他の陸域地下圏環境試料からもシングルセ
ルゲノムを獲得・解読し、未知アーキアや未
知バクテリアの生物機能を明らかにできれ
ば、未だ知られざる未知アーキアとその周辺
微生物の陸域地下圏における重要な生理生
態機能が詳細に明らかになると考えられる。
実際に、本研究において、地下湧熱水環境等
からも未知微生物のシングルセルの分取に
成功しており、一部、シングルセルゲノムの
獲得・解読を進めており、これらのゲノム情
報を今後の陸域地下圏アーキアの機能解明
に役立ててゆきたい。	 
	 

図 2.	 氷河堆積物環境からのシングルセルゲノム

の獲得.	 メタン生成アーキアや門レベルの未培養

細菌系統群のゲノム断片の獲得に至った.	 

	 
(2)	 陸域地下圏環境に棲息する未知アーキ
アと未知バクテリアの集積培養化の試み	 
	 本研究では、未知アーキア系統群や未知バ
クテリア系統群が比較的高いポピュレーシ
ョンで検出された陸域地下圏環境試料を対
象に、それらの未知微生物の集積培養化を試
みた。特に、陸域地下圏環境は酸素のほとん
どない嫌気的環境であることから、無酸素環
境下で液体培養を行うことで対象微生物の
集積培養化を試みるとともに、新しい嫌気性
微生物プレート培養法等を最大限活用しな
がら純粋分離を試みた。その結果、深部油ガ
ス田環境からは、系統分類学的に新規なメタ
ン生成アーキアの純粋分離に至り、新学名提
案を行い、正式に認定された。また、純粋分
離には至っていないものの、深部油ガス田か
ら系統学的に極めて新規性の高く、脂肪酸分
解に関与する嫌気性共生細菌群（Firmicutes
門 ） や 鉄 還 元 に 関 与 す る 未 知 細 菌
（Deferribacteres 門）の集積培養化にも成
功した。さらに、深部油ガス田を模擬した高
温高圧培養システム（50	 MPa、55℃）を構築
し、実際に油ガス田試料を長期間（２年間）
にわたって継代培養したところ、現場環境と
類似した微生物コミュニティーを保ったま
ま集積培養することができた。この集積培養
システムを用いる事で、今後、同コミュニテ
ィーを構成する中核微生物群の未知機能の
解明が大きく前進するものと考えられる。	 
	 さらに、本研究では、地下湧熱水環境から
未知アーキアの集積培養化を試みた。その結
果、Crenarchaeota 門に属するが、系統学的
に 新 規 性 の 高 い ア ー キ ア （ 既 知 の



Archaeoglobusに 92-93%の遺伝子配列相同性
を示した）をほぼ純粋に近い形で培養するこ
とができた（図 3）。また、このアーキアは従
属栄養性の生物であることが示唆された。さ
らに、同じく地下湧熱水環境から、綱もしく
は目レベルで新しいアーキア系統群の集積
培養化に至った。生育量は決して多くはなく、
バクテリアも存在しているものの、安定して
５回以上継代培養できており、現在も維持培
養されている。これまでの検討結果において、
この未知アーキアが芳香族系化合物の分解
に関与する可能性が示唆されている。現在、
この集積培養物についてもシングルセルの
分取、ゲノム解読を進めており、今後、これ
らの未知アーキア系統群の代謝ポテンシャ
ルの解明に役立つものと期待される。	 

図 3. 集積培養に成功した未知アーキア . [A] 
Archaeoglobus に 92-93%の相同性を示す新規アー
キア. [B] 綱もしくは目レベルの未知アーキア. 
	 
	 以上のように、本研究では、沖積層堆積物
環境、氷河堆積物環境、地下湧熱水環境、深
部油ガス田環境等の陸域の地下圏環境を対
象に、地化学的アプローチ、微生物学的アプ
ローチ、分子生態学的アプローチを相互補完
的に組み合わせながら研究を展開し、実際に、
各地下圏環境から未知アーキア系統群を複
数見出すとともに、検出された未知アーキア
ならびに周辺微生物群についてシングルセ
ルゲノム情報を解読するとともに、集積培養
化に成功するなど、重要な成果を挙げた。本
研究で得られた知見と生物・ゲノム情報は、
今後、陸域地下圏の未知アーキアの生理生態
学的役割の解明に資するものであり、未知ア
ーキア系統群が地球規模の物質循環プロセ
スにどのような貢献をしているかを解明す
る基盤になるものと期待される。特に、本件
で得たメタゲノム情報、シングルセルゲノム
情報を最大限活用して、最適な培養系をデザ
インし、未知微生物を培養して詳細な生理生
態機能を明らかにするとともに、陸域地下圏
環境における重要な物質循環プロセス（メタ
ン生成、メタン酸化、原油やケロジェン等の
根源有機物の分解等）に果たす役割の解明に
役立ててゆきたい。	 
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