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現在に至る

温室効果ガスを削減して地球環境の調整に寄与する
植物共生微生物の新生態機能の解明
Elucidation of ecological importance of plant-associated
bacteria that exhibit high-affinity uptake of greenhouse gases
Despite ubiquitous presence of microorganisms in terrestrial plants, very little is known about
the contribution of microbes living in plants to the uptake of greenhouse gases. In order to address
this scientific issue, we first focused on plant-associated bacteria possessing the ability to consume
atmospheric molecular hydrogen (H2).
Hydrogen is an important constituent of the atmosphere, with a typical mixing ratio of 0.530
parts per million by volume (ppmv). Because H2 and CH4 have a similar atmospheric removal rate
by OH radical (OH·), increased H2 concentration would prolong the lifetime of the greenhouse
gas CH 4 through the decrease in tropospheric OH· concentration. In addition, elevated H 2
emission is expected to result in an alteration of temperature and ozone loss in the stratosphere
through the production of water vapor. Thus, mitigation of H2 emission is of critical importance
for atmospheric chemistry. Recently, high-affinity H 2-oxidizing bacteria possessing group
5 [NiFe]-hydrogenase genes have been found as important contributors to the soil H 2 uptake.
Although previous studies reported the occurrence of significant H2 uptake activity in vegetation,
plant-associated high-affinity H2-oxidizing bacteria have not been studied so far, and thus there
is no report on the identification and diversity of the responsible microorganisms. This study
aimed to verify the occurrence of plant-associated bacteria possessing the ability to consume
atmospheric H2.
Detection of the gene hhyL - encoding the large subunit of group 5 [NiFe]-hydrogenase - in
plant tissues show that high-affinity H2-oxidizing plant-associated bacteria are widely distributed
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in herbaceous plants belonging to the families Brassicaceae, Poaceae, Arraryllidaceae, Fabaceae,
and Asteraceae. Among 145 endophytic bacteria isolated from Capsella bursa-pastoris,
Arabidopsis thaliana, and Oryza sativa, 7 Streptomyces strains were shown to possess hhyL gene
and exhibit high-affinity H2 uptake activity. To confirm the ability of selected isolates to colonize
and scavenge atmospheric H 2 in plant, measurement of H 2 consumption in soil microcosms
containing seedlings of A. thaliana and O. sativa was performed. Colonization of plant tissues by
the isolates was visualized by using fluorescence in situ hybridization (FISH) analysis, suggesting
endophytic lifestyle of H2-oxidizing streptomycetes. Cell-specific H2 uptake activity displayed
by the plant was comparable to the activity measured in soil, demonstrating that both ecological
niches are favorable for the H2 uptake activity of streptomycetes.
In conclusion, this study demonstrated the occurrence of plant-associated high-affinity H2oxidizing bacteria and their ability to consume atmospheric H2 on plant surface or inside plant
tissues. From a global perspective, herbaceous and woody plant biomass represent approximately
64 Pg (1 Pg = 10 15 g), and 736 Pg, respectively. Considering that high-affinity H 2-oxidizing
bacteria may be present and active in these plants, the contribution of plant-associated bacteria
deserves more attention to better understand the global cycling of atmospheric H2.

1. 緒

言

地球上には、動物や植物の総バイオマスを凌ぐ量の微生物が存在し、多様な物質の分布や反応に
関与して、地球上の物質循環をコントロールすることが知られている。これら微生物の働きを漏れなく理
解することは、生物圏地球化学における主要な関心事であり、環境価値を正しく評価して議論するう
えで避けて通れない課題である。特に、二酸化炭素以外の、水素や一酸化炭素、メタンといった直接
的・間接的な温室効果ガスが大気圏から消費される過程に関わる生物機能については、知見が極め
て限られているのが現状である。最近になって、大気中に極めて希薄に存在するこれらガスを、好気
的環境で高親和に直接取り込んで消費する微生物および酵素が相次いで発見され、地球化学的循
環において主要な役割を果たしている可能性が示唆された。しかし、従来の研究は土壌や海洋表層
の微生物のみが研究対象とされており、同じく好気的環境である植物圏に生息する微生物が果たす
役割に関する視点が欠落していた。植物共生微生物の地球環境における公益的機能を検証した例
は、植物の生育調整や植物遺骸の分解、大気窒素の固定といった、栄養循環・土壌形成に関する
報告を除けばほぼ皆無である。我々は、植生地において大気中の様々なガス成分が活発に消費され
ている現象に着目し、
『植物に生息する微生物の活動によって多様な温室効果ガスが消費される』と
の新しい生態学的原理の提案を目指し、その端緒として大気水素に着目した。
水素は、大気中に約 0.530ppmv 存在する還元性ガスであり、対流圏の水素の約 80 ％（年間
0.4-0.9 億トン）は陸地表層に取り込まれることが観測されている。将来の水素エネルギー社会の到来
に伴う大気中の水素濃度の上昇は、メタン寿命の拡大やオゾン層の破壊を引き起こすと懸念されてい
るが、水素がどのようにして陸地表層に取り込まれるかについてはよく分かっていない（ Schultz et al .
2003； Tromp et al . 2003 ）。近年になって、大気濃度レベルの希薄な水素を酸化する能力を有する
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微生物群（高親和性水素酸化細菌）が土壌から発見され、土壌表面における大気水素の消費に主
要な役割を担う可能性が示唆された（ Constant et al . 2009 ）。一方で、地球上の陸地表層の 50 ％
以上を占める植物圏においては、トリチウムを用いた大気水素の取り込みが観測されているものの、そ
れを担う微生物については明らかとなっていない（ McFarlane 1978； Spencer and Dunstall 1986；
Ichimasa et al . 1989；Ichimasa et al . 1999 ）。そこで、本研究では、植物において大気濃度レベル
の水素を消費しうる微生物群を探索し、その生態学的特性を解明することを目的とした。

2. 方

法

2-1. 植物試料
茨城県つくば市近郊の草地から採取したナズナ、クローバー、セイダカアワダチソウ、宮城県登米市
の水田から採取したイネ、宮城県山元町の畑地から採取したネギ、実験室内にて栽培した野生型の
シロイヌナズナの計 6 種の草本植物を、2-2.の分子生態解析に供試した。実験室系統のシロイヌナズナ
（ Columbia ）およびイネ（日本晴）の種子を2-5. の植物接種試験に用いた。
2-2. 分子生態解析
表面を殺菌処理した植物試料から、植物体内に生息する微生物群の DNAを抽出し、高親和性水
素酸化酵素の大サブユニットをコードする遺伝子（hhyL ）をPCR 増幅してシーケンスを行った。さらに、
16S rRNA 遺伝子および hhyL 遺伝子の定量 PCRを行った。これにより、hhyL 遺伝子を持つ微生物
群の多様性、分布、存在量に関する情報を収集した。
2-3. 微生物の植物体内からの分離培養
表面を殺菌処理したシロイヌナズナおよびイネを、乳鉢を用いて破砕し、その破砕液を R2A 寒天培
地上に塗布した。また、hhyL 遺伝子を持つ微生物株の大半が放線菌に属することが知られているた
め、TWYE 、HV 、YECD 、スターチカゼインといった放線菌選択分離用の寒天培地上にも塗布した。
コロニーを順次継代して純粋分離株を獲得した後、PCR 法を用いて hhyL 遺伝子を持つ分離株を選
抜した。選抜した分離株の16S rRNA 遺伝子および hhyL 遺伝子の配列を解読した。
2-4. ガス分析による大気水素の消費能の検証
極低濃度の水素を分析可能な高感度検出器
RGDを用いて、密閉環境における大気水素の減少
をモニタリングして、分離株やマイクロコズムの水素
酸化活性を調べた（図 1 ）。
2-5. 植物接種試験
無菌土耕栽培したシロイヌナズナおよびイネに
分離株を接種して、接種約 1ヵ月後の植物体を固
定・脱水・テクノビット置換した後に、ミクロトーム
で樹脂包埋切片を作成した。これを放線菌特異
的な蛍光プローブを用いた FISH 法（蛍光 in situ
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図 1. 微量還元性ガスの高感度検出システム GC-RGD

ハイブリダイゼーション）に供試することで、植物体内および植物表面における分離株の局在を調べた。
さらに、土と植物と分離株から構成される、接種約 1 か月後のマイクロコズム総体の水素酸化活性、
および植物と土壌の各々のフラクションの水素酸化活性を測定した（図 2 ）。各フラクションの微生物数
をコロニーカウント法により調べて、細胞あたりの活性値を算出することで、植物圏、土圏といった生息
場所によって、1 細胞あたりの大気水素の消費量に違いが見られるかを検証した。無菌植物や滅菌土
壌の大気水素の消費能も並行して調べた。

図2. 植物接種試験の実験概要
（A）殺菌種子 ,（ B）R2A 寒天培地上に形成されるOS2C 株の胞子マット,（ C ）シロイヌナズナのマイクロコズム ,
（ D）イネのマイクロコズム ,（ E ）土壌フラクション ,（ F ）植物フラクション . スケールバーは（ A ）1cm,（ B-F ）3cm.

3. 結果と考察
3-1. 分子生態解析

Brassicaceae 、Poaceae 、Arraryllidaceae 、Fabaceae 、Asteraceae の異なる科に属する野生
植物 6 種を試験した結果、その全てから総 42クローンの hhyL 遺伝子が検出され、多様な草本植物
にhhyL 遺伝子を持つ微生物が普遍的に存在する可能性が示唆された。定量 PCR の結果、植物新
鮮重 1g 中から106-1010 コピーの 16S rRNA 遺伝子と、105-108 コピーの hhyL 遺伝子が検出され、こ
（図 3 ）。こ
れは土壌乾燥重 1g 中からのhhyL 遺伝子検出量と同等であった（ Constant et al . 2011 ）
れまでにhhyL 遺伝子は、Actinobacteria 、Proteobacteria 、Acidobacteria 、Chloroflexi の 4 つ
の細菌門のゲノム中から報告されている（ Constant et al . 2011 ）。シーケンス情報の結果、野生植物
に共生する微生物群から検出された hhyL 遺伝子は、Actinobacteria 門のクラスター I, II, IV に分
類され、土壌微生物群とほぼ同等の多様性が見られた（図 4 ）。
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図 3. hhyL 遺伝子のアミノ酸部
分配列を基にした分子系統樹
ア ラ イメントさ れ た 3 6 1 の
アミノ酸 長を 基 に 近 隣 接 合 法
（ Neighbour-joining 法）を用
いて系統樹を作成 .
50 ％以上のブートストラップ値、
5 ％の配列分岐（スケールバー）
を表示 .
（太字）
野 生 植 物 試 料から検 出した
42クローン ,
（太字 + 網掛け）
植物試料から分離した 7 微生
物株 ,
（その他）
既報のゲノム解読微生物株お
よび土壌 DNA クローン由来
の登録配列 .
（ *）
高親和性の水素酸化活性が
確認された微生物株 .
（ AS ）シロイヌナズナ地上部 ,
（ AR ）シロイヌナズナ根 ,
（ CR ）ナズナ根 ,
（ OR ）イネ根 ,
（ WR ）ネギ根 ,
（TR）クローバー根 ,
（ VR ）セイダカアワダチソウ根 .
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図4. 各植物組織における16S rRNA 遺伝子および hhyL 遺伝子の存在量
（AS）シロイヌナズナ地上部 ,（ AR ）シロイヌナズナ根 ,（ CR ）ナズナ根 ,（ OR ）イネ根 ,
（WR）ネギ根 ,（ TR）クローバー根 ,（ VR ）セイダカアワダチソウ根 .

3-2. 微生物の分離と機能解析
シロイヌナズナおよびイネの体内から分離した 145 株から、hhyL 遺伝子を有する 7 株を選抜した。
16S rRNA 遺伝子の解析結果より、7 株は全て Actinobacteria 門の Streptomyces 属放線菌で
あった。植物体内から獲得した分離株の大半（ 6 株）は、これまでに土壌から分離され報告された

Streptomyces 属の高親和性水素酸化細菌株とは別にクラスタリングされた（図 5 ）。7 株のうち4 株が
人工培地上で高親和性の水素酸化活性（（ app ）K m , ＜100ppmv ）を示し、7 株全てが大気濃度より
もさらに低い濃度まで水素を減少させることを確認した（表 1 ）。
表1. 植物試料から分離した7 微生物株の水素酸化活性
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図5. 16S rRNA 遺伝子の分子系統樹
アライメントされた1366bpを基に近隣接合法（Neighbour-joining 法）を用いて系統樹を作成 . 50％以上のブート
ストラップ値、1％の配列分岐（スケールバー）を表示 . S. albus subsp. albus DSM 40313T（ AJ621602 ）を
アウトグループに使用 .
（太字）植物試料から分離した7 微生物株 ,（網掛け）高親和性の水素酸化活性が確認された既報の14 微生物株 ,
（その他）近縁のStreptomyces 属のタイプストレイン .
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3-3. 植物接種試験
シロイヌナズナおよびイネの地上部と根の表面や体内にて、接種した分離株が FISH 法により蛍光
検出され、分離株が植物に共生する能力を有することが確認された（図 6 ）。ガス分析の結果、微生
物が共生した植物体では、1079-3472pmol g（ dw ）－1 h －1 の水素酸化活性が見られ、これはトリチウム
で観測された報告値と同等であった（ Ichimasa et al . 1989；Ichimasa et al . 1999 ）
（図 7 ）。一方で、
過去の知見と同様に、無菌植物や滅菌土壌では水素の減少が全く見られないことから、微生物が植
物の原位置で水素を消費していることが示された（ Boyer et al . 2009 ）。また、分離株は植物表面や
植物体内においても、細胞あたりで土壌中と同等の水素酸化能を示した（表 2 ）。以上より、植物圏は
土圏と同様に、高親和性水素酸化細菌が大気水素を取り込みうる環境であることが推察された。

図 6. 植物体内における Streptomyces
属放線菌分離株の局在
（ A ）シロイヌナズナ地上部 ,
（ B ）イネ地上部 ,
（ C ）シロイヌナズナ根 ,
（ D ）イネ根 .
矢印は FISH 法によって蛍光検出された分
離株の細胞 . スケールバーは10μm.

図7. 植物および土壌フラクションの水素酸化活性
（ A_microcosm ）シロイヌナズナのマイクロコズム ,（ O_microcosm ）イネのマイクロコズム .
各々独立した3 回の試験を実施 .
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表2. 各フラクションにおける微生物の細胞数と細胞あたりの水素酸化活性

4. まとめ
本研究によって、大気水素の取り込みに関わる植物共生微生物の存在とその生態学的特性が初め
て明らかとされた（ Kanno et al . 2016 ）。地球上の草本植物約 640 億トン、木本植物約 7360 億トンに
高親和性水素酸化細菌が普遍的に存在していると仮定した場合、微生物の地球規模での大気水素
循環への寄与は多大なものと推測される。
今後は、大気中の一酸化炭素やメタン、二酸化炭素の取り込みに関与する植物共生微生物の生
態系機能についても同様の実証が望まれる。これら知見は、温室効果ガスの地球化学的循環の実体
解明に向けた有力な手がかりを提供するとともに、物質動態の生態工学技術の開発や、地球温暖化
に関する政治的判断および植生地の環境アセスメントを行う際の基盤情報になるものと期待される。
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