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北海道北部における旧鉱山廃水中の堆積物から分離した
マンガン酸化真菌について

Manganese Oxidizing Fungus Isolated from
Wastewater Sediment of Mine in Northern Hokkaido

高野　敬志　　　荻野　　激＊

Keishi Takano and Tagiru ogino

   Manganese oxidizing  fungus was  isolated  from the wastewater sediments of mine  in northern Hok-
kaido.  The isolated fungus formed the brown colony on the medium added with manganese, although it 
did the white one on the medium without manganese.  Additionally, the significant decrease in manga-
nese concentration in buffered manganese solution was observed for 48 hours incubation on the medium 
with the fungal colony. 
　To determine the species of this fungus, the morphological and genetic analyses were performed. The 
cell  forming conidia was monophialide on the top of conidiophores.   The conidium was spindle-shaped 
with both narrow sides. Its length and width showed 7－13 μm and 2－3 μm, respectively.  Genetic anal-
yses of the partial 18S ribosomal RNA gene (18S rRNA) and the total ITS1－5. 8S rRNA－ITS2 gene re-
vealed that the isolated fungus was the species belonged to genus Plectosphaerella.  The latter analysis 
suggested that the isolated fungus corresponded to Plectosphaerella cucumerina.  This is the first report 
that the ability of manganese oxidation has been demonstrated in a strain of P. cucumerina.
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属）；ssrRNA（スモールサブユニットリボゾーマル RNA）

緒 言

　北海道内には旧鉱山が数多く存在し，現在もなお，坑口
などから廃水が流出している．廃水中には重金属などの物
質が多量に含まれている場合があり，そのまま河川などの
公共用水域に放流すると深刻な環境汚染を生じる可能性が
ある．北海道内のいくつかの旧鉱山では，廃水中に高濃度
のマンガンが含まれるため，消石灰などの薬剤を投入する
ことにより不溶性マンガン化合物として析出させ，分離除
去する処理を行っているが1），多額の費用を要するため，
新しいマンガン除去システムの開発が望まれている．
　生物処理は安価な水処理技術として期待されており，高
濃度の鉄やマンガンを含む水については，鉄バクテリアを
利用して濃度を低減化するシステムが開発されている2）．
しかしながら，鉄バクテリアのマンガン酸化能力は弱く，
マンガンを効率よく酸化できる新たな微生物の利用が望ま
れている3）．これまでに，マンガンを酸化する多様な微生
物種が見出されているが4），マンガン酸化能を有しても，
その特徴を認識されていない種が存在する可能性があり，
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更なる微生物種の調査が必要である．
　著者らは，北海道内のマンガン濃度が高い水域からマン
ガン酸化能をもつ微生物の分離を試み，森町及び上ノ国町
の水域からマンガン酸化真菌を分離し，形態学的特徴を観
察すると共に生物の系統を明らかにするうえで有効な領域
である5）スモールサブユニットリボゾーマル RNA 遺伝子

（ssrRNA）の塩基配列を決定し，それらの真菌の系統を
明らかにした6）．
　本研究において，前回の調査研究に引き続き，道北の旧
鉱山から排出されている廃水中の堆積物からマンガン酸
化能をもつ微生物の分離を試み，マンガン酸化真菌を分
離した．そのマンガン酸化真菌について形態的特徴及び
ssrRNA の塩基配列から種の特定を試みた．

方 法

１．マンガン酸化真菌の分離
　当初，マンガン酸化能をもつ広い範囲の微生物（細菌，
真菌など）の分離を目的としたため，分離用の培地は選択
性の弱い硫酸マンガンを加えたペプトン・酵母エキス寒
天培地（PYA 培地：0. 05％ペプトン，0. 05％酵母エキス，
2 mmol/L 硫酸マンガン五水和物，1. 5％寒天，pH 7. 0）
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を用いた．培地中のペプトンと酵母エキスの濃度を低めに
設定した理由は，鉱山廃水は有機物濃度が低く，そのよう
な環境に生育する微生物は栄養の高い培地では成長できな
いものが多いためである7）．鉱山廃水中の堆積物 0. 1 g を
滅菌蒸留水 1 mL に懸濁させ，PYA 培地に塗抹し，室温

（20－25℃）で静置培養した．培養中で形成された酸化マ
ンガンの褐色の沈殿を伴ったコロニーを分離した．
２．分離株を用いた水溶液中のマンガン濃度の減少実験
　分離した株が，実際に水溶液中のマンガンイオンを酸
化して，マンガン濃度を減少させるかどうか実験を行っ
た．このような実験は，鉄バクテリアなどを用いてフラス
コ内で振とう培養しながら液体培地中のマンガン濃度の
変化を求める方法が報告されている8）．しかしながら，本
研究において，分離した真菌ではコロニーが成熟しない
とマンガン酸化が行われないことから，液体培地を用いる
振とう培養法は適用できないため，独自に実験方法を考
案した．分離株を市販のツアペックドックス寒天培地を
約 1/100 に希釈し，寒天を加えた培地（0. 5 g ツアペック
ドックス寒天培地 /L，寒天 1. 5％，pH 7. 0）3 シャーレに
接種し，10 日間室温で静置培養した．コロニーの直径が
約 3. 5 cm となったことを確かめ，コロニー上に緩衝マン
ガン水溶液（20 mmol/L HEPES，2 mmol/L 硫酸マンガ
ン五水和物，pH 7. 0）20 mL を重層し，48 時間室温（23
－27℃）で静置した．対照として，分離株を接種していな
い希釈ツアペックドックス寒天培地 3 シャーレについても
同様の処理を行った．その後，寒天上の水溶液を採取し，
孔径 0. 2 μm のメンブランフィルターでろ過した．それら
の処理を行った水溶液と処理を行わずに 48 時間静置した
緩衝マンガン水溶液（Original Mn sol.）について原子吸
光光度計（Varian SpectrAA 880）によりマンガン濃度を
求めた．分離株を接種して処理を行った場合のマンガン濃
度と対照群のマンガン濃度との間の有意差の有無を，t 検
定により検討した．なお，実験は 2 回実施した．
３．真菌の種の特定
　分離株についてスライドカルチャーを行い，光学顕微鏡
を用いて菌糸及び分生子の形態を観察した．
　分離株のコロニーの一部をマイクロチューブにとり，
QIAamp DNA Mini Kit（QIAGEN） を 用 い て ゲ ノ ム
DNA を抽出した後，PCR により ssrRNA の部分塩基配
列を増幅した．プライマーセット及び PCR 条件は White
ら及び Takano らの方法に従った5, 9）．PCR 産物をアガ
ロース電気泳動及びゲル抽出を行って精製した後，Big 
Dye Terminator Cycle Sequence Kit Ver. 3. 1（Applied 
Biosystems） 及 び ABI-PRISM310 DNA シ ー ケ ン サ

（Applied Biosystems）により塩基配列を決定した．
　決定した塩基配列から，Blast search により GenBank

（http://www.ncbi.nlm.nih.gov）から相同性の高い塩基配
列を抽出した．それらの塩基配列について，Dnasis pro. 2

（日立製作所）のプログラムを用いて近隣結合法により系
統樹を作成して，種を特定するための資料とした．

結 果 及 び 考 察

　マンガンを加えた PYA 培地により，褐色のコロニーを
形成した真菌を分離した．この菌株は，マンガンが加え
られていない PYA 培地上で形成したコロニーは白色を呈
した．菌糸，フィアライド及び分生子の写真を Fig. 1 に
示した．分生子形成細胞は内出芽型のモノフィアライド
で，分生子柄上に頂生した．分生子は両端が円錐状の長
い紡錘形で，有隔と無隔のものがあり，長さ 7－13 μm，
幅 2－3 μm であった．このフィアライド及び分生子の形
態は，植物の病害真菌として知られている Plectosporium 
tabacinium に酷似していた10）．
　分離株による緩衝マンガン溶液からのマンガン濃度減少
実験の結果を Fig. 2 に示した．2 回の実験とも同様の結果
を示しており，再現性があることを確認した．緩衝マンガ
ン溶液は 48 時間の静置によりマンガン酸化物が自然に形
成され，マンガン濃度が 2 mmol/L から 1. 7 mmol/L に減
少した．さらに，処理を行った緩衝マンガン溶液につい
て，分離株を培養した寒天に浸したものと，対照との双方
で，マンガン濃度の減少を認めた．しかしながら，分離株
を培養したものの方が明らかにマンガン濃度の減少幅が大
きく，対照との間に有意差が認められた（p ＜ 0. 05）．ま
た，対照では培地に褐色の着色は認められなかったが，分
離株を用いたものではコロニーの周囲に褐色の着色が認め
られた．このことから，分離株にはマンガン溶液からマン
ガンを酸化マンガンとして固化し，マンガン濃度を減少
させる働きがあると考えられる．なお，48 時間以降，マ
ンガン溶液に浸したコロニーの内部と周囲に褐色の着色が
強くなっていったことから，静置時間の延長により対照と
の差が大きくなることが予想される．分離株を培養してい

Fig. 1　Micrograph of Isolated Fungus
P: phialide, C: conidium, scale bar is 10 μm.
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ないものでもマンガン濃度の減少がある程度認められたの
は，寒天のような藻類由来の多糖類に重金属イオンと結合
する働きがある11）ためと考えられる．
　本研究で決定した塩基配列は，18S rRNA 領域が 1725
塩 基，ITS1 領 域 が 137 塩 基，5. 8S rRNA 領 域 が 162 塩
基，ITS2 領 域 が 167 塩 基，28S rRNA 領 域 が 36 塩 基 で
あった．相同性の高い塩基配列を抽出して，それらと
今回決定した塩基配列を用いて作成した系統樹を Fig. 3

（18S rRNA 領 域 ） 及 び 4（ITS1－5. 8S rRNA－ITS2 領
域）に示した．なお，28S rRNA 領域については，明らか
にした塩基数が少ないため，解析は行わなかった．決定
した 18S rRNA 領域の塩基配列に最も一致度が高かった
のは，Plectosphaerella sp. CCF3811 株（FJ430714）及び
Plectosphaerella sp. MH727 株（FJ430715）で，双方とも
1688 塩基の比較で 16 の gap を除くと，すべて塩基配列が
等しかった．次に一致度が高かったのは Plectosphaerella 
cucumerina NRRL 株（AF176951） で，1694 塩 基 の 比
較で 18 の gap，残りの 1676 塩基で 4 塩基の置換が認め
られた．系統樹では，これらの種と同じ樹枝に含まれ，
Plectosphaerella 属以外の種とは区別することができた．
決定した ITS1－5. 8S rRNA－ITS2 領域の塩基配列に最も
一致度が高かったのは，Plectosphaerella sp. 31MA/R 株

（GQ407099）で，467 塩基の比較で 1 の gap，残りの 466
塩基で 3 塩基の置換が認められた．次に一致度が高かった
のは，P. cucumerina を主体とした 4 株（AB266253 など）
で，466 塩基の比較で gap は無く，5 塩基の置換が認めら
れた．

Fig. 2　 Manganese Concentrations in Buffered Manganese 
Solution on Agar with Isolated Fungal Colony and 
without Fungal Colony after 2 Days Incubation

　　 The vertical bars represent the standard deviations.

Fig. 3　Phylogenic Tree Based on the Partial Sequence of 18S rRNA
The scale bar represents a distance of 0. 01 substitutions per site. The numbers at nodes represent percentages of 
bootstrap above 50%. The GenBank accession numbers are following the species names.
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　ssrRNA の 塩 基 配 列 か ら は， 分 離 株 は 少 な く と も
Plectosphaerella 属に含まれる種であると考えられる．ま
た ITS1－5. 8S rRNA－ITS2 領域の塩基配列で形成した系
統樹で，多くの P. cucumerina 株と同一のクレードを構
成し，最も近い P. cucumerina 株との塩基配列の一致率
は 98.9％と高かったことから，分離株は P. cucumerina で
ある可能性が高い．P. cucumerina は，分離株の分生子の
形態に酷似していた P. tabacinium の子嚢世代と分類され
ており12），このことも ssrRNA の塩基配列の解析の結果を
支持している．
　P. tabacinium はクルクマ，カボチャ，ダイコンなどに
病害を起こすことが知られているが9, 13），その子嚢世代で
ある P. cucumerina は，ジャガイモの線虫シストの形成
を防御する働きがあるとして，土壌中からの検出法及び定
量法が開発される14）など，特殊な特徴が報告されている．
一方で，マンガン酸化に関する報告は，我々が調べた限り
では見出すことができず，これまでに，この種が持つ特徴
としては認識されていないと思われる．しかしながら，マ
ンガン酸化能が特定の株や種内の一部のグループがもつ特
徴であることも考えられることから，他の P. cucumerina
株を用いて，普遍的であるか確認する必要がある．

結 語

　北海道北部の旧鉱山の廃水中の堆積物からマンガン酸化
真菌を分離した．この真菌は，マンガンを添加した培地上
では褐色のコロニーを形成し，マンガンを添加しない培地
上では白色のコロニーを形成した．真菌のコロニーを発
達させた寒天上に緩衝マンガン溶液を重層させたところ，
マンガン濃度が減少し，48 時間で対照との間に有意差が

認められた．フィアライドや分生子の形態および ssrRNA
の塩基配列から，この真菌は Plectosphaerella cucumerina
であることが示唆された．P. cucumerina がマンガン酸化
能をもつという結果は報告されていないため，マンガン酸
化能がこの種にとって普遍的であるか調べる必要がある．
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