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地球温暖化や水質汚濁により拡大が危惧される
水環境のコレラ菌汚染に関する国際的調査研究
International collaborative study on distribution of
Vibrio cholerae in aquatic environments and correlation with
global warming and water pollution
The global warming and water pollution may increase the risk of water-borne infectious diseases
including cholera that is characterized by the serious rice-water diarrhea. Among Vibrio cholerae
cells, they obtained genes encoding cholera toxin and TCP pilus via infection of the bacteriophage
and horizontal transfer respectively, are causative agents of cholera. Therefore, the cell density of
V. cholerae in the aquatic environments may be correlated with the risk of cholera outbreak.
However, the cells of V. cholerae are rarely isolated in the aquatic environments even though cholera
outbreak is occurring, because the bacterial cells change to the viable but non-culturable (VBNC)
forms. Recently, it was found that the addition of the lysate from human intestinal cells, catalase or
pyruvate could induce conversion of the VBNC cells to the culturable cells.
In the present study, distribution of V. cholerae in the aquatic environments was compared
between India and Japan. At Kolkata (eastern part of India) where cholera outbreaks were repeated
every year, and at Okayama (western part of Japan) where none cholera outbreak has been occurred
for many years, the water samples were collected from ponds and/or estuarine areas. Then, the
water samples collected were spread on selective agar plates supplemented with or without the
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cell lysate or pyruvate. After cultivated for an appropriate period, V. cholerae-like colonies formed
on the plates were picked up. Thereafter, by PCR amplification targeting the species-specific
genes, each colony was determined to be V. cholerae or not. In the case of the water samples from
Kolkata, many numbers of V. cholerae cells were constantly isolated. In contrast, in the case of the
water samples from Okayama, very low numbers of V. cholerae cells were isolated only in summer
season. A few number of V. cholerae cells, which has both cholera toxin gene and TCP pili gene,
were isolated from the water samples collected at Kolkata, but not at Okayama. The addition of
the cell lysate or pyruvate showed to increase significantly numbers of V. cholerae cells isolated,
suggesting conversion of the VBNC cells to the culturable cells.
Water temperature and some indicators of water pollution, such as pH, dissolved oxygen,
chemical oxygen demand, ammonium ion, and coliform, were also measured. The results showed
that higher numbers of V. cholerae cells in the water samples from Kolkata might correlate
with higher water temperature and more serious water pollution. Therefore, the chemical and/or
biological changes of environmental water may cause increase in the risk of outbreak of waterborne infectious diseases including cholera.

1 . はじめに
人口の増加と都市への集中、地球温暖化や大気・環境水汚染など、急激な自然環境・社会環境の
変動によって、ヒトの健康に対して悪影響が生じることが懸念されている。ところで、ヒトに健康被害を生
じさせ得る環境因子としては、物理的因子（原発事故により注目されている放射線、オゾン層の破壊に
より増加が危惧される紫外線など）
、化学的因子（地球温暖化に関与する二酸化炭素、オゾン層破壊
に寄与するフロン類、難分解性の有害な有機塩素系化合物など）
、および生物学的因子（病原微生物
など）があげられる。さて、地球温暖化による水温の上昇、有機物や栄養塩類の流入による水質汚濁
の進行などの自然環境の変動は、生物学的な環境因子である水生病原微生物による水環境の汚染を
拡大し、結果的に水媒介性感染症（water-borne infectious diseases ）の発生・流行リスクを高める
と考えられている。
米のとぎ汁様と形容される激しい水様性下痢を特徴とするコレラは、地球規模での対策を必要とする
代表的な水媒介性感染症である。その原因微生物であるコレラ菌は、コレラ毒素および TCP 線毛（付
着因子）の遺伝子が、それぞれファージ（ウイルス）感染および水平伝播によってビブリオ・コレレ（ Vibrio

cholerae ）に挿入されることにより誕生する（Faruqe and Mekalanos, 2012）。したがって、ビブリオ・コ
レレによる水環境汚染の深刻度が、水環境のコレラ菌汚染、ひいてはコレラ流行の可能性の指標とな
る。一般的には、コレラ菌は河川や湖沼などの水環境に広く生息すると考えられている。しかし、たとえコ
レラ流行期であったとしても、水や魚介類などの環境試料からコレラ菌が単離されることは極めてまれで
ある。この矛盾の最大の原因は、環境水中に排泄されたコレラ菌が、しばらくは増殖するが、やがて増
殖不可能な休眠型細胞となるため、培養法を基本とする従来の検査法では検出されないためである。
この休眠型細胞は、生きているが常法では培養できないため、VBNC（ viable but non-culturable ）
細胞と呼ばれている（ Rice et al., 2000 ）。しかし、休眠型コレラ菌は十分な毒力（感染力）を
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維持しており、飲用水や食品の正確なリスク評価には、休眠型コレラ菌の定量的な検査が必要である。
私達のグループは、国際協力機構事業（平成 10 〜 19 年度）ならびに文部科学省事業（平成 19 〜
26 年度）に参画してきた。そして、コレラ流行の中心的地域であるインド東部、西ベンガル州コルカタ
市にあるインド国立コレラおよび腸管感染症研究所（ NICED：National Institute of Cholera and
Enteric Diseases ）内に岡山大学インド感染症共同研究センターを設置し、ここを拠点として NICED
などのインド人研究者らとともにコレラおよびコレラ菌に関する研究を継続実施している。この国際共同
研究において、ヒト腸管細胞の破砕物、あるいは腸管細胞から精製したカタラーゼ（過酸化水素の分
解酵素）が、一部（数％程度）ではあるが、休眠型コレラ菌を増殖型細胞へと復帰させることを見出し
た（ Senoh et al., 2012；Imamura et al., 2015）
。さらには、カタラーゼと同じ活性を有するピルビン酸
（ 0.1 ％）と可溶性デンプン（ 0.1 ％）の混合物も同様の復帰作用を示すことを明らかにした。これらの成
果により、常法の培養法を一部改良することで休眠型細胞の検出が可能となり、水環境のコレラ菌汚
染の状況をより定量的に調査することが可能となった（ Senoh et al., 2014 ）。
本研究では、今日でも4 月〜 10 月にコレラ流行が毎年繰り返されているコルカタ市、およびコレラの国
内感染例が長年報告されていない岡山市の 2 つの都市において、コレラ菌を含むビブリオ・コレレによ
る環境水（湖沼や海域の水）の汚染状況を比較調査した。また、ヒト腸管細胞の破砕物やピルビン酸−
可溶性デンプン混合物が、環境水中の休眠型細菌の検出に有効であるか否かについても検討した。そ
して環境水について、休眠型コレラ菌のリザーバーや感染源としてのリスク評価を行った。さらには、水
温や水質汚濁などの指標となっている項目についても測定し、水環境の理化学的および生物学的な性
状とコレラ菌汚染との関連性を解析し、環境水の汚濁がコレラなどの水媒介性感染症のリスク増加に
及ぼす影響に関して考察した。

2 . 材料および方法
2-1 . 水試料の採取
コルカタ市については、同市郊外の 2 つの地区（ Mohisbathan 地区とDuttabad 地区）のため池か
ら、毎月数回、ハイロート採水器を用いて水試料（250mL ）を採取した（図 1 ）。なお、水試料を採取し
た2 地区のため池は、ともに低所得層の人々の居住区に近く、洗濯や水浴び、食器や調理器具の洗浄
など、日常生活において広く利用されていた。

図 1. 水試料を採取したコルカタ市のため池
（左：Mohisbathan 地区、右：Duttabad 地区）
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コレラ菌は我が国の環境水には存在していないと言われている。しかしながら、ビブリオ・コレレは存
在しており、夏季には魚介類を汚染する（ Shinoda et al., 2013 ）。そのため、件数は少ないながらもビ
ブリオ・コレレを原因とする食中毒や下痢症の発生が報告されている。そこで対照として、日本の環境
水についても、ビブリオ・コレレによる汚染の状況を調査した。岡山市南部に位置する旭川の河口およ
び阿部池から、毎月1 〜 2 回、ハイロート採水器を用いて水試料（ 250mL ）を採取した（図 2 ）。なお、
水試料を採取した旭川の河口については、護岸工事が施されおり周囲では工場や事業所が操業して
いた。一方の阿部池については、周囲に草木が茂り水面の一部は水草で覆われていた。

図 2 . 水試料を採取した岡山市の旭川の河口（左）と阿部池（右）

2-2 . 採取した水試料からのビブリオ・コレレおよびコレラ菌の単離
採取した水試料について遠心操作（15,000xg 、20 ℃、5 分間）を行い、ビブリオ・コレレなどの微生
物を10 倍〜 40 倍濃縮した。この濃縮試料 0.1mLをビブリオ・コレレ単離用選択培地（例えば、TCBS
寒天培地）
、あるいはヒト腸管細胞破砕物やピルビン酸−可溶性デンプン混合物を添加した選択培地に
塗抹した。そして、37 ℃で 16 時間培養したのち、ビブリオ・コレレと思われるコロニー
（集落）
（例えば、
TCBS 寒天培地では、直径2〜3mm の黄色のコロニー）を釣菌した。
次に釣菌したコロニーの各々について、DNAを抽出するために、100 ℃で10 分間の加熱処理を行っ
た。そして抽出した DNA の標品を用いて、ビブリオ・コレレに共通する外膜蛋白質 OmpW の遺伝子

ompW を標的とした PCR を行い、ビブリオ・コレレであることを確認した。その後、コレラ菌であることを
確認するため、コレラ毒素の遺伝子 ctxA および TCP 線毛の遺伝子 tcpA を標的とした PCR を行った
（Sharma A and Chaturvedi AN, 2006）
。
2-3 . 採取した水試料の理化学的性状および生物学的性状
採取した水試料について、水質汚濁と関連する理化学的指標として、採水時には水温とpH の
2 項目を測定した。また採水後には、簡易水質分析キット（共立理化学研究所）を用いて、溶存酸素
（ DO ）
、化学的酸素要求量（ COD ）
、アンモニア態窒素の 3 項目を測定した。一方、生物学的指標と
しては、大腸菌群試験紙および一般細菌試験紙（柴田科学）を用いて、それぞれ水試料中の大腸菌
群数と一般細菌数の2項目を測定した。
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3 . 結果および考察
3-1 . 環境水のビブリオ・コレレおよびコレラ菌汚染
図 3 に示したように、コルカタ市の環境水（ため池の水）については、菌密度には 1 〜 1,000CFU/
100mL の幅はあったが、どちらの地区の水試料からもビブリオ・コレレが常に単離され、この病原細菌
が水環境中に常在していることが示された。しかしながら、コレラ流行期である4 月〜 10 月に菌密度が
著しく増加することはなかった。また、あわせて7 株と少数ではあったが、コレラ菌も単離され、ため池の
水がコレラ菌の環境リザーバーである可能性が示唆された（表 1 ）。
ヒト腸管細胞破砕物を添加したものに関しては、わずかではあったが、測定されるビブリオ・コレレの
菌密度（ CFU/ 100mL）が増加した。したがって、環境水中には休眠型の細菌が存在しており、ヒト腸
管細胞破砕物を添加することにより、少なくともその一部が増殖型に復帰したと考えられる。よって、ヒト
腸管細胞破砕物は、環境水中の休眠型細胞の検出に有効であると結論できる。

図3 . コルカタ市の水試料からのビブリオ・コレレの単離

一方、岡山市の環境水（旭川河口の水、阿部池の水）については、夏季（６〜 10 月）になればビブ
リオ属細菌の密度が増加した（図 4 ）。そして、夏季におけるビブリオ属菌の菌密度は、旭川の河口で
は 1,000 〜 10,000CFU/ 100mL（コルカタ市のビブリオ・コレレの菌密度の 10 倍）であり、阿部池では
100〜1,000CFU/ 100mL（コルカタ市のビブリオ・コレレの菌密度とほぼ同じ）であった。
また、コルカタ市と比較するとはるかに少数ではあったが、夏季にはビブリオ・コレレが単離され、菌
密度は低いながらも、夏季には岡山市でも環境水がビブリオ・コレレに汚染されることが明らかとなった
（表 1 ）。しかし予想したとおり、コレラ菌は1 株も単離されなかった。
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ピルビン酸−可溶性デンプン混合物に関しては、ヒト腸管細胞破砕物と同じく、その添加によってビブ
リオ属細菌の密度が増加し、少なくとも一部の休眠型細胞が増殖型に復帰したことが示された（図 4 ）。
表 1 . コルカタ市および岡山市の水試料から単離されたビブリオ・コレレ

1

：Not tested
：流行株と同じ型の毒素遺伝子を保有する菌株（ 2 株）を含む
3
：ビブリオ・コレレの可能性がある菌株を優先的に釣菌した
2

図 4 . 岡山市の水試料からのビブリオ属細菌の単離

3-2 . 採取した水試料の理化学的性状および生物学的性状
ビブリオ属細菌やビブリオ・コレレによる水環境汚染に関連して、水質汚濁などに関する指標（水温、
pH 、DO 、COD 、アンモニア態窒素、大腸菌群数、一般細菌数）
との相関性を解析した。
ビブリオ属細菌は20 ℃以上で増殖できるが、コルカタ市では夏季（4月〜 10月）と冬季で15 ℃の変動
はあったが、年間を通して水温は 20 ℃以上であった（図 5）
。この結果は、ビブリオ・コレレがコルカタ市
のため池に常在していた（図3）
ことと矛盾していない。これに対して岡山市では、ビブリオ属細菌の菌密
度の増加が観察された夏季（6 〜 10 月）には水温が 20 ℃を超えていた。水温はコレラ菌をはじめとする
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ビブリオ属細菌の増殖において、最も強く影響を与える環境因子である（ Takemura et al., 2014 ）。し
たがって、温暖化による水温の上昇はコレラ菌の水環境汚染の頻度と汚染度を高めると思われる。しか
しながら、十分に高い水温であるにも係らず、ビブリオ・コレレあるいはビブリオ属細菌が、ほとんど単離
されなかった水試料も多数存在し（図 3 、4）
、水環境の細菌汚染には、水温以外の環境因子も影響を
与えていると考えられる。

図 5 . 採取した水試料の水温

水温以外に 4 項目の理化学的指標を測定したが、これらに関しては、明確な季節変動はみられず、
年間を通してほぼ同じ測定値となった。まず pH については、全ての水試料が pH7 〜 9 の範囲であり、
コルカタ市と岡山市の水試料間での違いは認められなかった。DO に関しては、コルカタ市の水試料で
は6〜12mg / L 、岡山市の水試料では8〜12mg / L であった。つまり、全ての水試料において十分量
の酸素が溶けていた。
ところが、有機物汚染の指標となるCOD に関しては、コルカタ市と岡山市の水試料間で違いが認め
られた。すなわち、コルカタ市の水試料では、ほとんどが20mg / L の値であったが、岡山市の水試料で
は、旭川の河口のものでは 5 〜 10mg / L 、阿部池のものでは 10mg / L 前後の値であった。もう1 つの
有機物汚染の指標となるアンモニア態窒素に関しては、岡山市の水試料では、ほとんど検出されなかっ
たが、コルカタ市の水試料では、Mohisbathan 地区のため池のものでは 0.5 〜 1mg / L 、Duttabad 地
区のため池のものでは 1 〜 2mg / L の値であった。したがって、コルカタ市のため池では、生活水として
広く利用されていることから、人為的な有機物汚染が進んでいると結論できる。
さらに生物学的指標として、大腸菌群数と一般細菌数の 2 項目を測定した。し尿汚染の指標として
汎用されている大腸菌群数に関しては、コルカタ市の水試料では年間を通じて極めて高く、どちらの地
区の水試料でも1,000 〜 10,000CFU/mL 程度の値となり、両地区のため池が、ヒトや家畜のふん便な
どで常に汚染されていることが強く示唆された（図 6 ）。これに対して、岡山市の水試料では、数値が増
加する夏季においても100CFU/mL 程度であった（図 6 ）。一般細菌数に関しては、岡山市の水試料
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についても季節変動は観察されなかったが、コルカタ市の水試料では 1,000 〜 10,000CFU/mL の値
となり、岡山市の水試料では 10 〜 100CFU/mL の値となった。つまり、コルカタ市の水試料には常に
10 倍〜100 倍の一般細菌が存在していた。

図 6 . 採取した水試料の大腸菌群数

以上のように、コルカタ市と岡山市の水試料では、水質汚濁などに関連する幾つかの指標項目の測
定値が大きく異なった。しかし、ビブリオ属細菌やビブリオ・コレレの菌密度と強く相関する指標は見出
せなかった。ちなみに、Takemuraら（2014）の総説でも、水質汚濁などの指標とビブリオ・コレレの水
環境汚染との相関性は示されていない。
しかしながら、本研究の結果は、コルカタ市の環境水の高いビブリオ・コレレ汚染が、高い水温およ
び水質汚濁の進行と関連していることを示唆している。したがって、環境水の化学的および生物学的
な変化は、コレラなどの水媒介性感染症の発生・流行リスクの増加要因となり、地球温暖化や水質汚
濁などの地球環境の変化は、水媒介性感染症の拡大、ひいては人類の健康に影響を及ぼすと推察さ
れる。

4 . おわりに
地球温暖化や水質汚濁の進行は、水生病原微生物による水環境汚染を拡大し、水媒介性感染症
の発生・流行リスクを高めると考えられている。さて激しい水様性下痢を主症状とするコレラは、地球規
模での対策が必要とされる水媒介性感染症の代表例であり、その起因菌であるコレラ菌は熱帯〜亜
熱帯地域の環境水に広く生息している。しかしながら、環境水中に排泄されたコレラ菌は、暫くすると
増殖不可能な休眠型細胞になるため、常法の培養法では検出されなくなる。ところが、ヒト腸管細胞の
破砕物、あるいはヒト腸管細胞から精製したカタラーゼを添加すれば、一部ではあるが、休眠型コレラ
菌が増殖型へと復帰する（Senoh et al., 2012；Imamura et al., 2015 ）。また、カタラーゼと同じ活性を
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有するピルビン酸−可溶性デンプン混合物も同様の復帰作用を示す。これらの知見により、常法の培養
法を一部改良することで休眠型細胞の検出が可能となり、より定量的に水環境のコレラ菌汚染を調査
することが可能となった（Senoh et al., 2014）
。本研究では、コレラ流行が毎年繰り返されるコルカタ市、
およびコレラの国内感染例が長年報告されていない岡山市において、休眠型細胞を含むビブリオ・コレ
レおよびコレラ菌による水環境汚染を調査した。また、水温や水質汚濁などの指標項目と水環境汚染と
の関連性についても解析を行った。
インド東部のコルカタ市では、生活水として利用されているため池の水を試料として採取し、コレラ菌
を含むビブリオ・コレレの汚染状況を調査した。その結果、全ての水試料からビブリオ・コレレが検出さ
れ、この細菌が常在していることが明らかとなった。また、少数ながらコレラ菌も単離され、ため池の水
がコレラ菌の環境リザーバーである可能性が示唆された。さらには、ヒト腸管細胞破砕物の添加によっ
て、ビブリオ・コレレの検出数が増加し、ヒト腸管細胞破砕物が環境水中の休眠型細胞の検出に有効
であることが明らかになった。一方、比較対照とした岡山市の環境水では、夏季には低い菌密度なが
ら、ビブリオ・コレレに汚染されていた。しかし、コレラ菌は単離されなかった。
次にビブリオ・コレレによる水環境汚染に関して、水質汚濁などと関連する指標項目との相関性を解
析した。ビブリオ属細菌は 20 ℃以上で増殖できるが、コルカタ市のため池の水温は年間を通して 20 ℃
以上であった。この結果は、ビブリオ・コレレがコルカタ市のため池に常在していたことと矛盾していな
い。これに対して岡山市では、ビブリオ・コレレを含むビブリオ属細菌の菌密度が増加した夏季にのみ
水温が 20 ℃を超えていた。したがって、温暖化による水温の上昇はコレラ菌の水環境汚染の頻度を高
めると推察される。しかしながら、十分に高い水温であるにも係らず、ビブリオ・コレレがほとんど単離さ
れない水試料が、コルカタ市でも数多く存在したことから、水環境の細菌汚染には、水温以外の環境
因子も影響を与えていると思われる。この環境因子については不明であるが、コルカタ市のため池の水
試料では、有機物汚染の指標値（COD 値とアンモニア態窒素値）
、し尿汚染の指標値（大腸菌群数）
がともに高値を示したことから、これらの指標値で測定・検出される環境因子の関与が考えられる。
本研究の結果から、水温の上昇や水質汚濁の進行が、コレラ菌を含むビブリオ・コレレによる水環
境汚染の拡大の原因となる可能性は否定できない。しかしながら、水環境汚染の拡大には複数の環
境因子が相互に関連しているものと予想される。したがって、地球温暖化の水媒介性感染症流行へ
のリスクについては、多方面からの総合的な解析によって評価する必要があると思われる。また休眠
型コレラ菌のコレラ感染源としてのリスクについては、ヒト腸管細胞破砕物やピルビン酸−可溶性デンプ
ン混合物などが、休眠型から増殖型へと復帰させる効果に関して定量的な解析を行い、その結果に
基づいた評価が必要である。さらには、水試料から単離したコレラ菌のゲノム解析を行い、水環境を
汚染しているコレラ菌が、流行を起こしているコレラ菌と同じクローンであるか否かを明らかにすることも
重要である。
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