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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】 水銀汚染物を、水銀化合物還元酵素遺伝
子群を導入した組換え微生物により浄化する方法であっ
て、前記組換え微生物がシュードモナス プチダ Ｐｐ
Ｙ１０１／ｐＳＲ１３４であり、かつその系中にチオー
ル化合物を共存させることを特徴とする水銀汚染物の浄
化法。
【請求項２】 チオール化合物がチオグリコール酸、そ
の塩またはメルカプトエタノールである請求項１に記載
の水銀汚染物の浄化法。
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【請求項３】 水銀汚染物が水銀汚染土壌である請求項
１または２に記載の水銀汚染物の浄化法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術の分野】本発明は、組換え微生物を
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利用する水銀で汚染された水や土壌などを浄化する方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】水俣湾等全国各地で、水銀による環境汚
染が見出されており、その浄化方法が検討されている。
環境浄化のためには、汚染の原因である水銀化合物を分
解除去することが根本的な解決には必須である。従来、
水銀化合物によって汚染された環境の修復は、汚染土壌
を掘削し非汚染土壌を客土する、あるいは水俣湾のよう
に埋め立てる方法が用いられてきた。しかし、掘削ある
いは埋め立てによる方法は多大な費用を要する上に、こ
れらの方法によっては水銀化合物が分解除去されるわけ
ではないので、抜本的な解決ではない。
【０００３】一方、微生物の働きにより水銀化合物が分
解されて金属水銀に還元されることが知られている。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな微生物による水銀化合物の還元処理能力では、水銀
汚染水や水銀汚染土壌中の水銀化合物を効率的に分解除
去するには不十分である。このため、水銀化合物の分解
除去能力をより高めた処理法が要望されている。
【０００５】本発明は、こうた実情の下に、効率的な微
生物利用による水銀汚染物の浄化法を提供することを目
的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明者は、鋭意検討し
た結果、大腸菌由来の水銀化合物還元酵素遺伝子群を組
み込んだ微生物を、チオール化合物と共に利用すること
が有効であることを見出し、本発明に至った。
【０００７】すなわち、本発明は、
（１）水銀汚染物を、水銀化合物還元酵素遺伝子群を導
入した組換え微生物により浄化する方法であって、前記
組換え微生物がシュードモナス プチダ ＰｐＹ１０１
／ｐＳＲ１３４であり、かつその系中にチオール化合物
を共存させることを特徴とする水銀汚染物の浄化法、
（２）チオール化合物がチオグリコール酸、その塩また
はメルカプトエタノールである前記（１）に記載の水銀
汚染物の浄化法、
（３）水銀汚染物が水銀汚染土壌である前記（１）また
は（２）に記載の水銀汚染物の浄化法に関する。
【０００８】本発明に使用する微生物は、水銀化合物還
元酵素遺伝子群を広宿主域ベクターｐＳＵＰ１０４に組
み込んだ組み換えプラスミドｐＳＲをシュードモナス
プチダ ＰｐＹ１０１株などシュードモナス属に属する
微生物に導入したものである。 この組換えは、例えば
次のような方法で行うことができる。すなわち、まず水
銀化合物分解酵素遺伝子群ｍｅｒオペロンがコードされ
ている、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ ｃｏｌｉ ＪＥ５１
などの大腸菌由来のプラスミドＮＲ１を単離し、制限酵
素ＥｃｏＲＩで部分消化してｍｅｒオペロンがコードさ
れているＤＮＡ断片を含む試料を精製する。次いでこれ
を広宿主域ベクターｐＳＵＰ１０４のＥｃｏＲＩサイト
に組み込んで組換えプラスミドｐＳＲ１３４を作製す
る。この組み替えプラスミドをシュードモナス属に属す
る微生物、例えばシュードモナスプチダ ＰｐＹ１０１
株に電気パルス法などにより導入する。こうして１００
ｍｇ／ｌ塩化第二水銀を含む平板培地においても増殖で
きる著しく水銀化合物分解能の高い組換え微生物を作成
することができる。そして、この組換え微生物は、１０
０ｐｐｍの高濃度の塩化第二水銀を１日でほぼ完全に分
解する能力を有している。なお、この組換え微生物シュ
ードモナス プチダ ＰｐＹ１０１／ｐＳＲ１３４に関
してはＢｉｏｓｃｉ．Ｂｉｏｔｅｃｈ．Ｂｉｏｃｈｅ
ｍ．，５７（８），１２６４〜１２６９，１９９３に開
示されている。
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【０００９】同様にして、シュードモナス プチダ Ｐ
ＲＳ ２０００株、Ｐ．フルオレッセンス（ｆｌｕｏｒ
ｅｓｃｅｎｓ）ＬＢ３０３株、Ｐ．アルギノーザ（ａｅ
ｒｕｇｉｎｏｓａ）ＰＡ０１株、エスケリチアコリー
（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａｃｏｌｉ）ＨＢ１０１株、等
シュードモナス属に属する微生物に前記のｐＳＲ１３４
を電気パルス法などによって導入することができ、実際
下記に示すような方法で本発明者はこれら宿主への導入
を確認している。
【００１０】組換えプラスミドｐＳＲ１３４は、細胞の
外に存在する塩化第二水銀を細胞内に取り込み、金属水
銀へと分解する能力を有している。このとき生じた金属
水銀は蒸気となり系外へ除去される。各種組換え体がこ
の能力を有しているかは、ｘ線フィルム法により定性的
に確認することができる。
【００１１】供試微生物をマイクロプレートにいれ、上
からＸ線フィルムをかぶせる。金属水銀蒸気が生じると
ｘ線フィルムの乳剤（銀）と反応し、感光する。この方
法により各種組換え体とその宿主の水銀換元能を比較し
た。その結果、組換えプラスミドｐＳＲ１３４を導入し
た株では明らかにｘ線フィルムの感光が認められ、これ
らの株が水銀換元能を有することを確認した。しかし、
非組換え体では感光が認められなかった。
【００１２】得られた各種組換え体の性質の変化を確認
するため、組換え体とその宿主との比増殖速度，塩化水
銀耐性能及び塩化水銀分解能についても比較を行った。
その結果を表１に示す。増殖速度はいずれの菌株におい
ても組換え体の方が若干遅いことが認められた。また、
組換えプラスミドｐＳＲ１３４に由来する塩化水銀およ
びテトラサイクリン耐性能を調べた結果では、いずれの
組換え体もこれらの耐性能が高まったことが示された。
【００１３】本発明者らは、本発明の微生物利用による
水銀還元機構について以下のように推論している。すな
わち、まず、水溶液中で塩化第二水銀など無機水銀化合
物から生じる２価の水銀イオンにＳＨ化合物が結合し、
この水銀−ＳＨ化合物複合体が菌体内の水銀還元酵素の
働きにより代謝されて、金属水銀へと分解される。従っ
て、チオール化合物はここで利用している微生物による
水銀還元反応に必須である。一方、土壌中の塩化第二水
銀は土壌粒子に吸着しており、微生物によって浄化する
ためには、水銀イオンを脱離させなければならない。上
記のチオール化合物は、微生物による水銀化合物の分解
反応を促進するだけでなく、土壌から効果的に水銀を離
脱させる作用をも有する。
【００１４】得られた各種組換え体とその宿主の比増殖
速度、塩化水銀耐性能及び塩化水銀分解能の比較を行っ
た。増殖速度はいずれの菌株においても組換え体の方が
若干遅いことが認められた。組換えプラスミドｐＳＲ１
３４に由来する塩化水銀およびテトラサイクリン耐性能
を調べた結果、いずれの組換え体もこれらの耐性能が高
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まったことが示された。
【００１５】
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＊ 【表１】
＊

【００１６】本発明は、上記水銀化合物の還元能を有す
る微生物を利用して水銀汚染物を浄化する際に、その還
元能を高めるためにチオール化合物を共存させる点が重
要である。
【００１７】このようなチオール化合物としては、チオ
ール基を有するものであれば特に制限はないが、好まし
いのは水溶性チオール化合物である。とくに好ましいの
は水溶性チオグリコール酸、チオグリコール酸のアルカ
リ金属塩、メルカプトエタノール、システィンなどの含 30
硫アミノ酸などである。本発明者らは、本発明の微生物
利用による水銀還元機構について以下のように推論して
いる。すなわち、まず、水溶液中で塩化第二水銀など無
機水銀化合物から生じる２価の水銀イオンにチオール化
合物が結合し、この水銀−チオール化合物複合体が菌体
内の水銀還元酵素の働きにより代謝されて、金属水銀へ
と分解される。従って、チオール化合物はここで利用し

ている微生物による水銀還元反応に必須である。なお、
チオール化合物の作用機構については詳細には不明であ
る。一方、土壌中の塩化第二水銀は土壌粒子に吸着して
おり、微生物によって浄化するためには、水銀イオンを
脱離させなければならないが、上記のチオール化合物
は、微生物による水銀化合物の分解反応を促進するだけ
でなく、土壌から効果的に水銀イオンを脱離させる作用
も有する。
【００１８】下記表２は、塩化第二水銀５４ｍｇを含む
土壌（固形分）１０ｇを水１００ｇ（ｍｌ）中に分散さ
せたスラリーに所定濃度のチオール化合物を添加したと
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きのＨｇ＋ 濃度の測定値である。表２から土壌粒子に
吸着された塩化第二水銀がチオール化合物の添加により
脱離して水銀イオンを放出されることを示している。
【００１９】
【表２】
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【００２０】
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【発明の実施の形態】本発明に利用する微生物として
は、すでに述べたように水銀化合物還元酵素遺伝子群を
組み込んだ広宿主域ベクターを導入することにより、各
種微生物の中から処理を行う土壌の生態系に適した微生
物を選択することが可能であるという特徴を有し、さま
ざまな土壌環境への応用が可能となる。
【００２１】また、本発明の方法は、水銀汚染水の浄化
にも勿論適用できるが、水銀汚染土壌の浄化にとくに好
適である。
【００２２】
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【実施例】以下に実施例を示し、本発明を更に詳細に説
明する。
【００２３】組換え体の調製法
水銀化合物分解酵素遺伝子群ｍｅｒオペロンをがコード
されている、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ ｃｏｌｉ ＪＥ
５１由来のプラスミドＮＲ１を単離し、ｍｅｒオペロン
を精製する。次いでこれを広宿主域ベクターｐＳＵＰ１
０４に組み込んで組換えプラスミドｐＳＲ１３４を作製
する。この組み替えプラスミドをシュードモナス プチ
ダ ＰｐＹ１０１株に電気パルス法により導入した
40
菌体の培養法
５００ｍｌの培養装置にＬ栄養培地を１００ｍｌ加え、
塩化第２水銀を２０ｐｐｍの濃度で添加する。これに同
上平板培地で生育させた組換え微生物シュードモナス
プチダ ＰｐＹ１０１／ｐＳＲ１３４を接種する。３０
℃で２０時間振とう培養を行う。培養後菌体を遠心分離
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により集菌し、水銀化合物の除去に用いる。
【００２４】汚染土壌の分解除去法
（実施例１）塩化第二水銀４０ｐｐｍを添加したリン酸
緩衝液に上記のようにして培養した組換え微生物シュー
ドモナス プチダ ＰｐＹ１０１／ｐＳＲ１３４［寄託
番号ＦＥＲＭ Ｐ−１６４９５］を緩衝液１ｍｌ当たり
6
５×１０ 個散布し、さらにチオール化合物としてチオ
グリコール酸を１ｍＭ添加したところ、２４時間後に緩
衝液中の塩化第二水銀が完全に除去された。一方、チオ
グリコール酸を添加していない系では、除去は認めれな
かった。
【００２５】（実施例２）塩化第二水銀４０ｐｐｍで汚
染した水田土壌スラリーに上記のようにして培養した組
換え微生物シュードモナス プチダ ＰｐＹ１０１／ｐ
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ＳＲ１３４を土壌１ｇ当たり５×１０ 個及びチオグリ
コール酸５０μＭを同時に散布したところ、４時間後に
溶液中の塩化第二水銀が約９０％除去された。一方、組
換え微生物を添加していない系では、除去は認めれなか
った。
【００２６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば無
機水銀化合物など水銀化合物で汚染された土壌や水を効
率的に浄化することができ、しかも利用する微生物とし
ては、水銀化合物還元酵素遺伝子群を組み込んだ広宿主
域ベクターを導入することにより、処理すべき土壌の生
態系に適合した微生物を選択することができるから一層
有利である。
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