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   海洋微生物の生態系解析に向けた安定同位体の利用 ＊ 

     １．  はじめに 

  海洋環境中（海水および海洋堆積物）の微生物の代謝・
生態を探るアプローチとして，有機分子の化合物レベル
同位体組成分析について概説する。まず海洋微生物や化
合物レベル同位体組成分析の基礎的事項について解説し
た後， とくに 四つの有機分子グループ（脂質，色素，核
酸，アミノ酸）に着目して，それぞれの化合物レベル同
位体組成分析（ とくに 水素，炭素，窒素）から海洋微生
物の代謝・生態を研究した具体的な事例や，最近の進展
について紹介する。

     ２．  海洋微生物の物質循環における役割と謎 

  微生物の代謝は，地球の物質循環を駆動する“エンジ
ン”であると考えられている1）。例えばグローバルな一
次生産の約半分は海洋で起きており，生産された有機物
の大部分は海洋従属栄養微生物によって代謝され分解さ
れている2）。一方で，海洋環境にはきわめて多様な微生
物が生息しており，しかもその多くは難培養性である
ことも，近年の分子生物学的手法の進展により明らかに
なってきた。こうした多様な海洋微生物とその代謝・生
態が，海洋の物質循環のプロセスにそれぞれどのように

関与しているのか，きわめて謎が多いのが現状である。

     ３． 有機分子の化合物レベル同位体組成分析

     3.  1　同位体天然存在度分析と同位体ラベル実験
  同位体を用いた海洋微生物の研究には，大きく分けて

二つの種類が存在する。まず一つ目は，環境試料中の物
質の同位体天然存在度を分析（観測）して，そのわずか
な変動から海洋微生物の代謝・生態を推測する研究で，
本稿では主にこちらを扱う。もう一つは，人工的に特定
の同位体を濃縮した基質を添加して，微生物によるその
同位体の同化・異化プロセスを追跡する実験（同位体ラ
ベル実験）である。両者のアプローチともメリットとデ
メリットがあるため，組み合わせて互いに補完させあう
ことが，海洋微生物の代謝・生態の理解には重要である。

  本稿で主に扱う同位体天然存在度分析の，同位体ラベ
ル実験と比較した際の最大のメリットは，自然環境その
ままの中で微生物が実際に何をしているのかについて，
現場の情報が得られることである。そのほか，微生物プ
ロセスの長期的な積算値が得られること，広域の物質循
環の収支を計算できること，過去の微生物プロセスも復
元可能なことなども，メリットとして挙げられる。逆に
デメリットとしては，わずかな同位体組成の変動をとら
える必要があるため高精度な測定が必要なこと，自然環
境中では様々なプロセスが同時に同位体組成に影響して
しまうため結論が曖昧になりやすいこと，対象プロセス
に関与した微生物の系統を特定する解像度が多くの場合
で低いことなどが挙げられる。
     3.  2　なぜ化合物レベルか？
  化合物レベル同位体組成分析とは，生物や環境試料

に含まれる有機分子の同位体組成（水素：D/H，炭素：
 13 C/ 12 C， 14 C/ 12 C，窒素： 15 N/ 14 N など）を，化合物レベ
ルで測定する手法である。同位体組成は，自然界の様々
な物理的・化学的・生物的過程においてわずかに変化す
る。そして有機分子の同位体組成からは，各有機分子に
特有の生物化学的プロセス（合成・代謝・分解など）や
分子構造（機能）と密接にリンクした情報が得られると
いう特徴がある。環境中の有機物は，様々な生物に由来
する多様な有機分子の混合物となっており，バルク（試
料全体）分析ではその平均的な情報が得られるだけであ
る。環境中での微生物の代謝・生態について情報を得る
には，特定の有機分子のみを抽出・精製し，その化合物
レベル同位体組成分析から，よりクリアな情報を取り出
すことが重要となる。

  特定の微生物グループが特異的に持つ有機分子（バイ
オマーカー）に着目すれば，環境中の代謝プロセスを微
生物の系統と結びつけることも可能になる。物質循環の
プロセス（何が起きているのか）に着目する地球化学と，
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プレイヤー（どのような微生物がいるのか）に着目する
微生物学とを，ちょうど橋渡しするアプローチと言える。
 とくに ，各微生物グループが環境中で実際に行っている
代謝プロセスを定量的・半定量的に推定可能であること
が，海洋微生物の物質循環における役割を理解していく
際に重要なポイントとなる。例えば，有機分子バイオマー
カーの安定炭素同位体組成は，微生物の炭素源の安定炭
素同位体組成と，微生物代謝による炭素同位体分別を反
映するため，それぞれの値が分かっていれば様々な炭素
源や代謝の寄与割合を推定できる。

  試料中の安定同位体組成は，国際標準物質のそれに
対する千分偏差（δ値，単位：‰，パーミル）で定義
される3）。水素，炭素，窒素のδ値はそれぞれ，δD 値，
δ 13 C 値，δ 15 N 値と表記する。本稿では安定同位体組成
に加えて，放射性炭素濃度（Δ 14 C： 14 C/ 12 C）を用いた
研究も紹介するが，炭素同位体分別の影響を除去した
Δ 14 C 値が用いられる。
     3.  3　分析手法
  有機分子の化合物レベル同位体組成分析は，⑴ クロ

マトグラフィーなどにより目的の有機分子を単離・精製
する，⑵ 精製した有機分子を CO 2 ，N 2 ，H 2 などのガス
に変換・精製する，⑶ 精製したガスの同位体組成を測
定する，という大きく分けて三つの工程を必要とする。
従来は三つの工程が別々に分かれており，有機分子の
単離やガスの精製に多くの労力と時間を費やさねばな
らず，また多量の試料が必要だった（オフライン分析：
図 1a）。

  1990 年代に，ガスクロマトグラフ／同位体比質量分
析計（GC/IRMS）が開発され4）  ，三つの工程が連続的
に結合されたことで（オンライン分析：図 1b），揮発性
の有機分子であれば，試料に含まれる一つ一つの有機
分子を事前に単離することなく，個々の化合物の同位
体組成を一度の分析で連続的に測定することができる
ようになった。測定に必要な試料量は１化合物・1 元素
あたり数ナノモルであり，測定に要する時間は１試料・
1 元素あたり数十分から１時間程度である。GC/IRMS
の登場により，有機分子の化合物レベル同位体組成分

析を用いた研究は世界中で爆発的に広がり，有機地球
化学を中心に様々な分野で，今日のように汎用的な研
究ツールとなった。本ツールは脂質の安定炭素同位体
組成および水素同位体組成，アミノ酸の窒素同位体組
成の分析などに， とくに 頻繁に用いられている。GC/
IRMS を用いた有機分子の化合物レベル同位体組成分析
の詳細（装置の概要，測定の条件，注意点など）につ
いては，他の総説3）などを参照していただきたい。

  2004 年には，液体クロマトグラフィー／同位体比質
量分析計（LC/IRMS）が開発され5），アミノ酸や核酸，
糖など不揮発性の有機分子に関しても，誘導体化せずに
安定炭素同位体組成をオンラインで分析することが原理
上可能になり，様々な分野で応用が広がりつつある6）。

  なお化合物レベル放射性炭素分析や，クロロフィル
など不揮発性有機分子の窒素同位体組成分析などには，
GC/IRMS や LC/IRMS が適用できないため，現在でも，
有機分子単離と同位体組成分析を別々に行うオフライン
分析が主に用いられている。

       ４． 有機分子同位体組成から探る海洋微生物の代謝・生態

     4.  1　脂質
  微生物は，バクテリアやアーキアといった微生物グルー

プごとに，ホパノイドやアーキオールなどグループ特異
的な膜脂質分子（脂質バイオマーカー）を持つ（図2a）。
そのため，脂質バイオマーカーの化合物レベル炭素同位
体組成分析から，海洋微生物の代謝や炭素源を推定する
研究が，これまで数多く行われてきた7，8）  。また，脂質分
子は堆積物・堆積岩中にも保存されやすいため，現代だ
けでなく過去の海洋微生物の代謝・生態を復元する研究
にも頻繁に用いられてきた。

  現代の海洋環境の研究では例えば，嫌気的メタン酸化
アーキアの発見において，脂質バイオマーカー安定炭素
同位体組成分析が大きく貢献した。カリフォルニア沖の
メタン冷湧水域堆積物中のアーキア膜脂質（アーキオー
ルなど）の δ 13 C 値が，きわめて低い値（＜- 100‰）を
示すことが 1999 年に報告され，メタンを分解して炭素
源とする代謝（嫌気的メタン酸化）が示唆された9）。ま

IRMSCO2, N2, 
CO, H2, etc

(a) 

(b) GC/IRMS He
He

He

GC IRMS

He

図1　化合物レベル同位体組成の分析システム3)
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た他にも，深海海水中にはアンモニア酸化代謝能を持っ
たアーキアが卓越するが，北太平洋亜熱帯環流域の中深
層海水中のアーキア膜脂質（GDGTs）の Δ 14 C 値からは，
炭素源の大部分（約 80％）が現場の溶存無機炭素であり，
化学合成独立栄養代謝が実際に現場で卓越していること
が示唆された10）。

  過去の海洋環境の研究では例えば，バクテリア膜脂質
（ジプロプテンなどのホパノイド）の安定炭素同位体組
成分析を用いた，過去の好気的メタン酸化バクテリア生
態系の復元が挙げられる。過去２万５千年分の日本海堆
積物コア試料を用いた研究11）では，日本海が成層化し
て海洋深層が還元的になった時代（約１万５千年前）に，
ジプロプテンの δ 13 C 値が -57‰と低い値を示した。当時
の海水中の酸化還元境界において，海洋深層由来の δ 13 C
値が低いメタンを，好気的メタン酸化バクテリアが分解
して取り込んだ結果と考えられている。

  微生物脂質バイオマーカー水素同位体組成を用いた研
究は，炭素同位体組成を用いた研究に比べてきわめて少
ないが，今後の進展が期待される。2009 年には，バク
テリア膜脂質に含まれる脂肪酸の化合物レベル水素同位
体組成分析から，バクテリアのエネルギー獲得代謝の種
類（光合成，従属栄養，化学合成）を区別できる可能性
が示された12）。2011 年には，これまで測定が難しかっ
たアーキア膜脂質の水素同位体組成についても測定法が
報告された13）。

  また，海洋堆積物中のアーキアは，非生物態の脂質分
子を環境中から取り込んで再利用（サルベージ）するこ
とが 2010 年に報告された14）。こうした代謝が自然界で
普遍的に起こっていると，環境中の脂質バイオマーカー
の同位体組成に影響する可能性がある。今後，サルベー
ジが起こる条件や，サルベージ代謝と脂質新規合成代謝
との割合を明らかにしていく必要があるだろう。
     4.  2　色素
  クロロフィルやカロテノイドなど色素分子（図 2b）

の同位体組成は，光合成生物の代謝・生態を知る手がか
りになりうる。脂質と同様に色素分子も堆積物・堆積岩
中に保存されやすいため， とくに 過去の海洋光合成微生
物の代謝・生態の復元にしばしば用いられてきた。

  クロロフィルやその分解生成物は，化合物中に窒素原
子を含むため，化合物レベル窒素同位体組成分析によっ
て，過去の海洋窒素循環や微生物窒素代謝を復元するこ
とが可能になる15）。例えば，クロロフィル分解生成物に
おける δ 15 N 値の結果から，白亜紀に海洋が大規模に貧
酸素化した時期には，当時の海洋光合成生物の窒素源の
大部分が窒素固定由来であり，窒素固定シアノバクテリ

アが海洋一次生産の大半を担っていた可能性が示唆され
ている16）。現代の海洋環境への応用はまだ少ないが，ア
ミノ酸窒素同位体組成分析（後述）と組み合わせること
で，海洋の有機物循環における微生物の役割解明に有用
である可能性がある17）。
     4.  3　アミノ酸
  アミノ酸はタンパク質を構成する有機分子であり，生

体有機物でも環境中非生物態有機物でも，量的に重要な
割合を占める。アミノ酸は微生物による分解を比較的受
けやすい有機分子とも考えられており，海洋環境中での
アミノ酸の動態を解明することは，有機物循環における
微生物の役割を理解することにつながりうる。

  アミノ酸の化合物レベル窒素同位体組成分析は，生態
系の食物網解析に有用な手法として，21 世紀に入って
から とくに 生態学分野で急速に応用が広がってきた。基
本的な原理としては，被食－捕食を通して，捕食者のア
ミノ酸の δ 15 N 値が餌に対して，フェニルアラニンで約
0.4‰，グルタミン酸で約 8.0‰上昇することを利用する。
この二つのアミノ酸の δ 15 N 値の差から，生物の栄養段
階を高い精度で見積もることができる18）（図 3a）。手法
の詳細については別の総説19，20）などを参照していただ
きたい。

  生態学分野での応用の広がりに比べ，海洋環境中の有
機物の生物地球化学分野では，アミノ酸の化合物レベル
窒素同位体組成分析の研究例がまだ少ない22）。この原因
の一つには，有機物循環に重要な従属栄養微生物や化学
合成独立栄養微生物について，アミノ酸窒素同位体組成
に関する知見が乏しかったことが挙げられる。筆者らは
最近，これまでに藻類や動物に見られたアミノ酸窒素同
位体組成の変動ルールが，従属栄養微生物や化学合成独
立栄養微生物の生体中アミノ酸についても同様に成立し
うることを，微生物培養実験から見出した17）（図 3b）。
また，海洋従属栄養微生物による溶存有機物変質におい
ても，同様のアミノ酸窒素同位体組成変動が起きること
が示唆されている21）。こうした情報を基礎にして，アミ
ノ酸の化合物レベル窒素同位体組成分析の生物地球化学
的応用が，今後進展していくことが期待される。

  筆者らはこれまでに，アミノ酸の化合物レベル窒素同
位体組成分析などを用いて，海洋堆積物中のアミノ酸の
動態における微生物の役割を探ってきた17）。例えば，日
本海の海洋堆積物中のアミノ酸と光合成色素の化合物レ
ベル窒素同位体組成を深度別に比較し，微生物によるア
ミノ酸の変質（作り変え）の度合いを評価した。その結
果，堆積物深部では微生物による堆積物中アミノ酸の作
り変えは小さい一方で，海水や堆積物表層では，微生物

(a) (b) (c) 

GDGT II

a L-

L-H

H

H H

図2　海洋微生物の代謝・生態を研究するために化合物レベル同位体組成が分析された有機分子の例
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による沈降粒子中 / 堆積物中アミノ酸の作り変えが活発
に起きていたことが示唆された。

  アミノ酸の化合物レベル安定炭素同位体組成について
は，窒素同位体組成と同様に，有機物循環における微生
物の役割評価に有用であると考えられるが，0.5 ～ 1.0‰
以内の誤差で測定できる一般的・汎用的な手法は確立さ
れていない19）。これまで，TFA/iPr 誘導体化を用いて，
GC/IRMS で安定炭素同位体組成を測定した研究も多数
報告されているが，5‰程度の誤差が生じうる測定法で
あることが最近指摘されており23），解釈には注意が必要
である。今後，GC/IRMS や LC/IRMS による分析法の
開発・改良が重要となる。

  アミノ酸の立体異性体（L 体，D 体）を区別して同位
体組成を分析することも，有機物循環における微生物の
役割評価に大きな進展をもたらしうる。生物は基本的に
は L 体アミノ酸で構成されているが，バクテリアは特
定のアミノ酸（アラニン，グルタミン酸など）に関して
高濃度の D 体を生体内に含むため，D 体アミノ酸をバ
クテリアのバイオマーカーとして用いることが可能であ
る。海洋環境では，同位体ラベル実験における D 体ア
ミノ酸への同位体 取り込み からバクテリアの代謝を推定
する研究はいくつか報告されているが24，25），D 体アミノ
酸中の同位体天然存在度の報告は現状ではごく限られて
おり，分析法の開発・改良26）が今後も重要となる。
     4.  4　核酸
  核酸（DNA および RNA）はすべての生物が持つ有

機分子である一方，塩基配列は生物種ごとに異なり，種

特異性の高いバイオマーカーとしても利用できる。微
生物生態学などではこれまで，同位体ラベル実験にお
ける核酸への同位体の 取り込み を利用して，特定の代
謝に関与する微生物種を特定する研究などが数多く行
われてきた 27）。

  一方で核酸中の同位体天然存在度を用いた研究は多
くない。しかし海洋環境では，海水から抽出した微生
物 DNA の安定炭素同位体組成および放射性炭素同位体
組成分析を応用することで，微生物の炭素源を推定する
試みなどが，いくつか報告されている28，29）。例えば，微
生物 DNA の Δ 14 C 値から，北太平洋亜熱帯環流域の中
深層では，化学合成独立栄養的に生産された有機物が
現場の微生物生態系の炭素源として重要である可能性
が示唆されている29）。

  最近では，Magnetic Bead Capture などを用いて，特
定の塩基配列の核酸だけを抽出して同位体組成を分析す
ることで，特定の微生物グループの炭素源や代謝を推定
することも可能になりつつある30，31）。微生物の代謝・生
態と系統とを，脂質や色素などよりも高解像度につなぐ
ことができる可能性を持つ。

       ５． 今後の展望

  有機分子の化合物レベル同位体組成分析の技術は，各
有機分子の項で紹介した研究以外にも，改良や新手法の
開発が急速に進んでいる。GC/IRMS が開発されて化合
物レベル同位体組成分析が汎用的な研究ツールとなって
から，まだ 20 年強しか経過しておらず，分野としては
発展途上の段階にある。今後，取得できるデータの種類
や量が増えていけば，海洋微生物の代謝・生態について
様々な角度から理解が進んでいくだろう。

  例えば，GC/IRMS や核磁気共鳴（NMR）などを用い
た，有機分子の分子内同位体組成分析（position-specifi c 
isotope analysis）の技術が，近年急速に進展しつつあ
る32）。有機分子内の各部位は，それぞれ前駆体となる化
合物が異なり，各部位の同位体組成が保持している情報
も異なる。有機分子の平均同位体組成からは見えにく
かった微生物代謝のシグナルを，よりクリアにとらえる
ことが可能になってくると期待される。

  酸素，硫黄，塩素，臭素など，本稿では扱わなかった
元素の化合物レベル同位体組成を用いた研究も，今後の
進展が期待される。例えば硫黄に関しては 2009 年に，
ガスクロマトグラフィーと多重検出器型－誘導結合プラ
ズマ質量分析計（MC-ICP-MS）を結合することで，極
微量の有機分子の化合物レベル硫黄同位体組成（ 34 S/ 32 S
など）をオンラインで分析できる手法が報告された33）。

  また，有機分子の同位体組成と微生物代謝の対応付け
が進展することも，環境中の有機分子の同位体組成が持
つ意味の解釈にとって重要である。有機分子中の同位体
分別を評価する微生物培養実験を，様々な微生物種，基
質，環境条件で行っていくことが，今後も重要になって
いくだろう。
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図3　  生物代謝によるアミノ酸窒素同位体組成変動。（a）水
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