
要  約 
 

 
本研究開発は、プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発事業の一テーマと

して、経済産業省からの資金をもとに、財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）が

主体で実施するものである。 
1997 年 12 月の気候変動枠組み条約第 3 回締約国会議（COP３）において採択された京

都議定書が 2005 年 2 月に発効した。地球温暖化問題の解決のため、温室ガス排出目標を短

期的かつ緊急に達成することに加え、より長期的に渡って排出減を実行していくことが不

可欠である。このため、地球温暖化に最も影響を及ぼす二酸化炭素を固定化、有効利用す

る技術開発が早急に求められている。 
近年、この二酸化炭素の貯留場所として注目されているのが（深度）地下生態系であ

る。 地表の生物圏と比較して地下の生活環境は光もなく酸素も少ないと考えられてい

たが、地下には地表よりも大きいバイオマスが存在している可能性が示唆され、多数の

地下微生物が報告されている。本研究では、こうした深度地下に存在する微生物生態系に

注目し、その性質と機能を解明して、CO2固定への応用を目指すことを目的とする。また、

新規な有用遺伝子発見の遺伝子資源としても地下微生物の可能性を探る。 
深度地下の微生物生態系の解明および二酸化炭素の固定等に利用する場合の解決すべき

現時点の課題としては、（１）地下微生物は相対な量（総重量）では陸上生物を同等または

それ以上といわれているが、平均的な濃度は 10４～10６ 程度と低く、また活動している（生

きた）細菌はさらに少なく、単離が困難な難培養性微生物である。（２）地下微生物の生態

系の解析が進んでいないため生理的な条件が良く分っていない。地下環境によって炭素源

やエネルギー源が異なると考えられ、どのような炭素利用系があるのか不明である。これ

らの課題を解決するため、本研究開発では以下の３項目を実施する。 
 

本研究開発における実施項目 

(1) 土壌、地下水からの細菌／古細菌 DNA の抽出と菌相解析菌相解析法の開発（文献

調査も含む） 

(2) 深度地下微生物の単離法、深度地下由来有用遺伝子の探索法の開発（文献調査を

含む） 

(3) 深度地下微生物による CO2固定化法の開発。 

 

本成果報告書は、平成 1６年度に実施した研究の成果についてまとめたものである。以下

に内容を要約する。 
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第 1 章は、緒言である。 

 

第２章では地層水からの微生物 DNA の抽出と菌相解析法の開発についての成果をまとめた。 

まず、深度地下微生物や難培養微生物の主要論文を調査し、土壌や環境からの環境 DNA

抽出法について情報を収集した。深度地下からの環境試料については、新潟県見附市の油

井（坑井深度-1,600m）の地層水を無菌的に採取し、サンプルとした。この試料からＤＮＡ

を抽出し、16S rDNA の特異的プライマーを用いて 16S rDNA を PCR により増幅した。増幅し

た 16S rDNA の部分配列をＤＧＧＥ法（変性濃度勾配ゲル電気泳動法）で解析し、各バンド

の塩基配列をシーケンスした。また、16S rDNA のほぼ全長（～1,400bp）の塩基配列も解読

して微生物を同定した。微生物の同定には、16S rDNA の塩基配列の比較プログラムや BLAST

を用いて Web 上で解析した。以上、サンプルの採取、DNA の抽出、菌相解析の一連の方法を

確立した。以上の結果、真正細菌では地層水の化学分析を反映した硫酸還元菌、古細菌で

は好塩性のメタン細菌が確認された。 

 
第３章では深度地下由来有用遺伝子の探索法の開発についての成果をまとめた。 

深度地下などの環境から抽出された DNA（遺伝子）を環境 DNA と呼ぶ。油井地層水から抽

出した DNA から、有用物質遺伝子を探索するメタゲノム法の開発のため、２つの方法を文

献調査により検討した。まず、既知の有用遺伝子の保存配列から PCR によって直接有用遺

伝子をクローニングする方法である。もう一つの方法は、遺伝子ライブラリーを作成して

ホスト微生物で遺伝子を発現させ、ホスト細胞で発現した酵素活性や生理活性から遺伝子

をスクリーニングする方法である。この方法に用いるプラスミッドについて BAC プラスミ

ドなどを主に検討した。本年度はこれらのメタゲノム法でのスクリーニングについての検

討事項や予備実験をまとめた。 

 

第４章では、深度地下微生物及びメタゲノムの主要文献調査についてまとめた。 

 深度地下微生物および、環境から DNA を抽出して解析するメタゲノム法の２つのテーマ

について調査した。深度地下微生物の研究では、深度地下環境における微生物生態の解明

が主要テーマであるため、微生物の単離や環境との関連など環境生態学的な研究に力点が

置かれていた。一方、メタゲノムの研究では、遺伝子の多様性を最大限に利用すべく、熱

帯土壌や海洋なから環境遺伝子を抽出し、新奇酵素や薬剤をターゲットとした遺伝子のク

ローニングや酵素の発現を試みられている。全細菌の９９％以上は難培養微生物と言われ

ているので、培養に依存せずこれらの遺伝子も活用できるところが最大のメリットである。 

本章では、さらに主要論文としてメタンハイドレートのメタン細菌に関する論文と、メタ

ゲノム法による酵素等のスクリーニングの総説を取り上げ内容を詳述した。最後に、地下

微生物・メタゲノム関連の論文リストを添付した。 
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第５章では、本プログラム研究一年目（平成 1６年度）の成果をまとめるとともに、今後の

課題について記した。 
 
 
 

 

Research and Development of CO2 fixation by a deep subsurface microbe ecosystem 

 

Summary 

 

Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE) is running this 

project as one of theme for “the Programmed Methods CO2 Fixation and Effective 

Utilization Technology Development”supported by the Ministry of Economy,  

Trade and Industry (METI). 

 

Chapter 1: Introduction 

 

In Chapter 2, we summarized the results of the extraction of microbe DNA from 

formation (oil-field) water, and analysis of the microbial diversity and 

distribution of the water. First, the main reports on a deep subsurface microbe 

or microbe which is difficult to cultivate (uncultured microbes) were investigated, 

and information on the environmental DNA (e-DNA) sampling process from such as 

soil was also collected. The formation water of an oil well (depth of -1,600m) 

of Mitsuke city, Niigata was extracted in sterile as an environmental sample from 

deep underground. DNA was extracted from this sample and 16S rDNA was amplified 

by PCR using specific primers of the 16S rDNA. The amplified 16S rDNA was analyzed 

by the DGGE method (denaturing gradient gel electrophoresis), and the sequence 

of each band was carried out. Full length of 16S rDNA (- 1,400 bp) was also cloned 

and analyzed on the basis of the sequences by using the BLAST program. As for the 

above results, we were able to identify halophilic  methanogenic bacteria, 

sulfur-reducing bacteria, etc. which reflect the chemical analysis of the 

formation water.   

 

In Chapter 3, the development of methods to investigate a useful gene from deep 

subsurface microbes was summarized. DNA (gene) extracted from the environment of 

deep subsurface is called Environment DNA (e-DNA). We investigated two methods 
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to search for a useful gene, enzyme, biomolecule, etc. The first method is the 

direct cloning of the gene by PCR technique based on obtained sequences of a known 

gene. The other method is to screen enzyme activity in the metagenomic gene library. 

A BAC plasmid was mainly examined for this method. We summarized the screening 

methods from these metagenomic library, and also described preliminary 

experiments.  

 

In Chapter 4, reports on deep subsurface microbes and metagenome methods were 

investigated. We investigated two themes, deep subsurface microbes and the 

metagenomic method for extracting and analyzing DNA from environmental samples. 

In the research of an underground microbe, since the elucidation of  microbe 

ecology in deep subsurface environment was a main interest, studies have been 

focused on ecological-researches, such as isolation of a microbe, and  

relationship with the environment. On the other hand, with metagenomic research, 

we should make the most out of the diversity of a gene by using tropical soil and  

environmental genes in the ocean as resources, and cloning genes and discovering  

enzymes by targeting novel enzyme and pharmaceuticals. Since more than 99% of 

bacteria are said to be difficult to cultivate (uncultured bacteria), metagenomic 

genes which do not require cultivation have the greatest merit.   

 

In Chapter 5, we introduced papers on the methanogenic bacteria from methane 

hydrate in the deep sea, and enzymes obtained from the metagenomic method. The 

contents of these papers were explained in detail. Finally, a list of papers on 

underground microbes and metagenomic reports were attached.  

 

 

Chapter 5: Conclusions and Future Plans 
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