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博士論文概要
生活排水や産業廃水の生物学的窒素除去プロセスの安定化ならびに高度化を図るう
えで、従来ブラックボックスとされてきた生物反応槽の生態を理解することは不可欠で
ある。排水処理微生物生態解析においては、硝化工程を担う細菌の個体群動態解析が精
力的に行われてきた。この理由としては、増殖速度が遅い化学独立栄養性細菌群が担う
硝化反応が窒素除去プロセスにおいて律速過程であることや、硝化細菌が限られた細菌
種で構成されることから 16S rRNA 遺伝子配列情報などを利用するうえで比較的容易な
解析対象であったことなどが挙げられる。一方、脱窒工程は、硝化工程と同様に生物学
的窒素除去プロセスにおいて重要な位置づけにあるが、脱窒細菌が系統分類的に多岐に
渡る細菌で構成されることから 16S rRNA アプローチで脱窒生態を特異的に解析するこ
とは困難であり、脱窒工程を実際に担う細菌群の生態については未解明な点が多いのが
現状である。
脱窒反応は、電子供与体を有機物とする従属栄養性脱窒と硫黄やアンモニアなどを電
子供与体とする独立栄養性脱窒に大別できる。現在の生物学的窒素除去プロセスにおい
ては、排水に含まれる有機物を電子供与体として利用する従属栄養性脱窒法が主流であ
る。しかし、無機性排水、および循環型硝化・脱窒プロセスにおける２次脱窒槽流入水
など有機物が不足する排水からの脱窒を達成するためには、メタノールや酢酸ナトリウ
ムなどの薬剤添加による炭素／窒素比の調整といった維持管理が必要となる。一方、薬
剤コスト削減および資源循環といった観点から、嫌気生物反応槽で発生するバイオガス
（メタン）を電子供与体として利用するメタン脱窒法も考案されている。しかしながら、
電子供与体補填のための調整薬剤がどのような微生物に利用されているかについては
不明のままである。
上記の点を踏まえて、本論文では、生物学的窒素除去プロセスの脱窒工程を担う微生
物の生態について解析することを目的とする。具体的には、脱窒反応に伴う炭素の同化
反応を利用した生物活性や脱窒酵素遺伝子群を指標とした生物機能を同時に評価でき
る生態解析手法として stable-isotope probing(SIP)法や様々な分子生物学的アプローチに
より排水処理プロセスに関わる脱窒生態系を明らかにした。
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本論文は、６章より構成されている。以下に各章の概要を述べる。
第１章では、生物学的窒素除去プロセスに関する微生物群および自然環境中などにお
ける脱窒生態系について、過去の研究動向を整理して、本研究の研究背景をまとめ、意
義および目的を述べた。
第２章では、酢酸ナトリウムおよびメタノールを資化する微生物群の特定を目的とし
て、[13C]-酢酸ナトリウムおよび[13C]-メタノールを唯一の炭素源とする硝酸塩含有培地
を用いて下水処理場の活性汚泥の回分培養を行い、SIP 解析を行った。まず脱窒培養に
より得られた汚泥から DNA を抽出し、塩化セシウム平衡密度勾配遠心分離を行ったと
ころ、各系ともに[13C]-DNA を分離・回収することができ、酢酸ナトリウムおよびメタ
ノール由来の
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C が DNA 中に取り込まれていることを確認した。つぎに、獲得した

[13C]-DNA 画分について、16S rRNA 遺伝子のクローンライブラリーを作成し、系統解
析を行った。その結果、活性汚泥に生息する主要な酢酸資化性脱窒細菌は、
Comamonadaceae 科（Acidovorax 属、Comamonas 属）、Rhodocyclaceae 科（Thauera 属、
Dechloromonas 属）および Rhodobacteraceae 科（Paracoccus 属）であり、また酢酸資化
能は系統学的に多岐にわたることも明らかとなった。一方、主要なメタノール資化性脱
窒細菌としては、メチロトローフ微生物として知られている Hyphomicrobiaceae 科、
Methylophilaceae 科が特定され、また非常に多様性に乏しい細菌群集組成であった。SIP
法の導入により、複合微生物系の状態で基質利用特性などの代謝機能の解析が可能とな
り、電子供与体の違いが微生物群集構造や多様性に大きな影響を与えることが明らかと
なった。
第３章では、脱窒に関わる機能遺伝子を指標とした微生物群集構造解析を行った。こ
れまでに多種多様な細菌が脱窒能を持つことが知られており、細菌分類の指標である
16S rRNA遺伝子配列に基づいた解析のみでは、検出された微生物が脱窒細菌であるか
どうか明らかにできない。この問題点は、第２章でSIP法を導入した16S rRNA遺伝子解
析においても懸念され、獲得した[13C]-DNA画分に含まれる微生物群全てが硝酸（亜硝
酸）呼吸により、酢酸ナトリウムおよびメタノールを資化した脱窒細菌とは限らない。
そこで、酢酸ナトリウムまたはメタノールを利用する微生物群から脱窒細菌群集を評価
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するために、各系の[13C]-DNA画分に対して、亜硝酸還元酵素遺伝子（nirSおよびnirK）
を指標とする系統解析を行った。酢酸資化性の微生物群集からは、Thauera属のnirSに近
縁なnirS クローンや、Pseudomonas属、Mesorhizobium属、Alcaligenes属などに比較的近
縁なnirKクローンが検出された。一方、メタノール資化性の微生物群集からは、
Hyphomicrobium属に近縁なnirKクローン以外が検出された。しかしながら、各[13C]-DNA
画分から検出されたnirクローンの多くは、現在データベース上にないnirSおよびnirK配
列であったことから、16S rRNA遺伝子とnir遺伝子の解析結果を相互評価することは困
難であった。また、検出されたnirクローンの多様性を比較するために、Rarefaction解析
を行ったところ、メタノールを資化した微生物群集におけるnirSおよびnirKの多様性は
著しく低かった。これまで、土壌や海洋中においてnirKの多様性は、nirSよりも低いと
報告されてきたが、実際に活性汚泥内で活性を示す酢酸およびメタノール資化性脱窒細
菌のnirSおよびnirKの多様性は同等であることが示された。
第４章では、SIP 解析の特徴の一つでもある炭素のクロスフィーディング（添加した
[13C]-基質の１次消費者の中間代謝産物・副産物により、他の消費者が 13C 標識される）
を利用することで、メタン酸化細菌と脱窒細菌の共存機構を明らかにし、メタン脱窒反
応を進行させるメカニズムの検証を行った。本実験では、[13C]-メタンを唯一の炭素源
として硝酸塩含有培地に懸濁した下水処理場の汚泥の回分培養を行った。メタン脱窒反
応系の[13C]-DNA 画分より作成した 16S rRNA 遺伝子のクローンライブラリーを解析し
た結果、メタンの一次消費者は γ-Proteobacteria に属する未分離のメタン酸化細菌
（Methylocaldum 属に近縁なグループ）であると特定した。また、メタン酸化細菌以外
の細菌も検出されたことから、メタン由来の炭素のクロスフィーディングが確認された。
特に Hyphomicrobiacea 科の細菌が多く検出されたことから、メタン脱窒反応場において、
主要な脱窒細菌に供給されている主な電子供与体はメタノールやギ酸（メタン酸化反応
系の中間代謝産物）などの C1 化合物であることが示唆された。また、従属栄養性脱窒
（炭素源：メタノール）では、投入硝酸態窒素量の約 90％が系外に脱窒されるのに対
し、メタン脱窒反応では投入硝酸態窒素の約 40％が系外に脱窒され、残り約 60％が同
化により汚泥として変換されることも明らかとなった。
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第５章では、酢酸ナトリウムまたはメタノールを炭素源として集積培養した脱窒生
態系を対象に、塩濃度を段階的に増加させたときの脱窒性能および微生物群集構造に
ついて解析した。メタノール流加系においては塩濃度4%で脱窒性能が著しく低下した
が、酢酸ナトリウム流加系では塩濃度10%においても高い窒素除去率を維持できること
から、高塩濃度条件下での脱窒を達成するうえで、電子供与体として酢酸ナトリウムを
用いる有用性が明らかとなった。つぎに、16S rRNA遺伝子－クローンライブラリー法
とTerminal-restriction fragment length polymorphism (T-RFLP)解析により、塩濃度と微生物
群集構造の関係解析を行った。高塩濃度条件下でも脱窒性能を維持した酢酸流加リアク
ターにおいては、塩濃度の上昇ととも にリアクター内の細菌優占種がAzoarcus属から
Halomonas属とMarinboacter属に遷移することが明らかとなった。これまでにも、Halomonas属
およびMarinboacter属の耐塩性に関する報告が多いことから、これら２つの属の細菌が高塩
濃度条件下での脱窒を担っていることが考えられた。一方、メタノール流加リアクターは、
Hyphomicrobium属やMethylophaga属などの微生物群で構成されていたが、塩濃度の上昇に
伴う微生物群集構造の大きな変遷は見られなかった。この結果から、高塩濃度耐性を持
ったメタノール資化性脱窒細菌が現れなかったために活性が低下することが示唆され
た。以上の群集構造解析の結果、高塩濃度の無機性排水からの脱窒を達成するうえで、
電子供与体の選定が脱窒性能および安定性に極めて重要な影響を与えることを明らか
にした。
第６章では、本論文の総括および展望を示した。
以上、本論文では、SIP 法を導入した微生物生態解析により、同化反応を利用した“生
物活性”、および脱窒酵素遺伝子群を指標とした“生物機能”という観点で、排水処理プ
ロセスにおける脱窒生態系を明らかにした。また、未解明であったメタン脱窒反応場に
おけるメタン酸化細菌とその代謝産物を利用する脱窒細菌との相互関係を SIP 解析に
より明らかにした。さらに、電子供与体の種類および塩濃度が脱窒細菌群集に大きな影
響を与えることも明らかとなった。これらの成果は、生物学的窒素除去プロセスの開発
および微生物生態学の進展に大いに貢献するものである。
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