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１．はじめに

ホルムアルデヒド（FAD）は常温で無色の気体として存
在し，高濃度では強い刺激臭を有する揮発性有機化合物
（VOC: Volatile Organic Compounds）である．水，エタノ
ール等の液体に溶けやすく，37％ホルムアルデヒド水溶液
をホルマリンと称し，薬品として安価で販売されている．
使用用途は多岐にわたり，工業的利用の例として，ベニヤ
板などの合板の接着剤に使用される尿素─ホルムアルデヒ
ド樹脂や，プラスチック製品に利用される尿素─フェノー
ル樹脂等の原料物質に用いられている．さらに，ホルムア
ルデヒドの毒性を利用して魚の寄生虫，微生物駆除など殺
菌・防虫剤として用いられているほか，産業目的以外では
動物標本の固定・保存などに使用される．
生体に対する刺激性，緩慢毒性，急性毒性は人にも症状

として現れ，短期間曝露した場合，眼，皮膚，気道に対し
て腐食性を示し，蒸気やミストを吸入すると，喘息様反応
を起こす可能性があり，高濃度の場合は死に至ることがあ
る．長期間または反復曝露した場合には，皮膚及び呼吸器
感作，結膜炎を起こすことがある．さらに人体に対する遺
伝子損傷を示す可能性が示唆されており，2004年には国際
癌研究機関（IARC）で同機関の分類で最上位の「発癌性
がある」に認定され，その後詳細な報告書が発表されてい
る（IARC, 2006）．1980年代の日本では，既に淡水・海水
問わず養殖漁業の現場で寄生虫駆除を目的としたホルマリ
ンによる養殖魚の薬浴が日常的に行われていた．この現状
に対し，ホルマリンの魚体への悪影響を示唆した研究結果
が報告されているが（大友，1985; 1987），安価且つ寄生虫
駆除に効果的だったことからその後も継続して使用され
た．しかし1996年に全国的に発生した真珠養殖用アコヤガ
イの大量斃死が契機となり，養殖魚のホルマリン残留等を
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Abstract

Based on our results on the growth of marine bacterial strain, SMM-7 in nutrient broth medium with the high con-
centration （750 ppm） formaldehyde （FAD）, as presented in another paper, we inferred that this bacterial strain is capable of 
bioremediation in ocean. There is a possibility that the bacteria possess enzyme against the effect of FAD. In this study, we 
investigated the cellular location of such enzyme to understand the degradation pathway of FAD in the SMM-7 strain.

The SMM-7 strain was cultured in nutrient broth medium with FAD, the culture was centrifuged, and the cell 
supernatant and subnatant was recovered. The cell subnatant was treated with phosphate buffer （pH7.0） 3 times, and 
recovered after 3rd treatment. After treatment, the cell homogenate was centrifuged, supernatant was filtered through 
Millipore filter （0.45μm）, and the cell extract was recovered. Finally, 10 ppm FAD was added to cell supernatant, subnatant 
with phosphate buffer and cell extract, and conc0entration of FAD was measured using Nash method. Furthermore, heat 
treatment was applied to the cell supernatant and cell extract. Reduction of FAD was clearly noticed in cell extract. In contrast 
there was no reduction of FAD in the cell extract after applying the heat treatment. The results indicate 1） that SMM-7 strain 
might resist to FAD intracellularly 2） that the reduction effect of FAD in the cell could be due to enzyme.
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問題視する風潮が高まったことで2003年の薬事法改正によ
って食品用途の養殖漁業でホルマリンを使用することが禁
止された．現在は希釈海水，または過酸化水素製剤などの
代替薬品が検討されているが，価格の問題や寄生虫駆除能
力に課題がある（安部・桃山，2005；天社・桃山，
2006）．一方，アメリカや韓国などのアジアの一部では未
だに養殖魚に対しホルマリンが継続して使用されているケ
ースも存在する（Jung et al. , 2001）．
様々な用途で使用されたホルムアルデヒドは排水などに
残留し，直接，あるいは河川や地下水を通じて最終的に海
洋へ流出し，周辺海域の生態系を汚染する可能性が高い．
特に表層への汚染の場合，一次生産者に該当する植物プラ
ンクトンへの暴露が懸念される．現在報告されているホル
ムアルデヒドによる植物プランクトンへの影響に関する例
としては，珪藻類の Chaetoceros gracilisと Ntzschia sp.が
共に５ppmホルムアルデヒドの条件下では増殖が阻害さ
れている（鈴木・徳田，1997）．
現在国内は前述した薬事法改正でホルマリンの使用は認
められない．しかし，アメリカやカナダ，アジア諸国など
一部地域ではホルムアルデヒドの使用が継続されているこ
とから（Jung et al., 2001），今後も海洋域のホルムアルデ
ヒド除去に関して検討する必要がある．既存技術として物
理学，化学，生物学的除去が挙げられる．このうち，光触
媒（加藤，2009）などの物理的な処理，薬剤による化学的
な処理（山田ほか，1985）は，価格や耐久性，副産物の産
出とその処理などが課題として挙げられる．一方，生物学
的除去としては主に微生物の代謝を利用して汚染物質の除
去を図る試みで，低価格かつ環境への負担が低いことか
ら，今後の環境対策の一環として検討されている方法であ
る（経済産業省・環境省，2005）．
本研究室では，海水域におけるホルムアルデヒド汚染が
生物に与える影響と，ホルムアルデヒドを対象とした生物
学的除去に関して数年前から検討を行っており，その過程
で高濃度のホルムアルデヒドが存在した条件下で増殖可能
な海産性細菌 SMM-７株が単離された（未発表）．さら
に，750ppmのホルムアルデヒド条件下で，増殖が可能で
あることが報告されている（未発表）．一方，国内外を含
め，海水域で高濃度のホルムアルデヒドに分解能を有する
細菌はほとんど報告されていない．本株を詳細に調査する
ことで，今後の海水中のホルムアルデヒドを対象とする生
物学的除去に有用であると考えられる．
生物学的除去は有用な細菌を直接汚染地域に投与する方
法と，汚染地域に栄養を与えて該当地の微生物の活性を促
す方法の二つに大別される．生物学的除去では前者の方法
が有効策として期待される一方，使用地域の生態系撹乱を
引き起こす可能性や有害物質の産生性が懸念されており，
実施には慎重な判断が必要である（経済産業省・環境省，
2005）．SMM-７株は本研究室の石井ら（未発表）によっ
て単離され，単一株でホルムアルデヒドの除去に有効であ

る可能性が示唆されているが，分解酵素の関与や局在性に
ついての調査はまだ行われていない．本株がホルムアルデ
ヒド分解酵素を有しているならば，これを特定，抽出して
利用化を図ることでより柔軟にホルムアルデヒド除去が可
能であると考えられる．そのためには，効率的にホルムア
ルデヒド分解酵素を抽出することが重要となる．そこで本
研究は効率の良い抽出方法の確立を目的として，細胞内外
での分解能について検討するため SMM-７株の培養に用
いた培養液と細胞内抽出液中のホルムアルデヒドの挙動を
観察した．

２．実験材料と方法

2-1　実験条件
本研究で用いた全ての培地や器具はあらかじめ乾熱滅菌

（170℃，150分間，SG600ヤマト科学株式会社）またはオ
ートクレーブ（121℃，1.2気圧，20分間，SS-235, TOMY）
を使用して滅菌した．また ,無菌的条件下の作業は ,クリ
ーンベンチ（CCV（株）日立アプライアンス）内で行っ
た．

2-2　実験材料
2-2-1　実験に用いた細菌および培養液について
本研究では純粋培養された．SMM-７株（以下 SMM-

７株）を実験材料とした．SMM-７株は，静岡県の清水区
巴川河口で単離された．採集方法は，採集地点で共洗いし
たポリ容器を使用して直に採水を行った．単離方法は，採
水した海水を10ppmホルムアルデヒドに調整し，減少傾
向を確認後，同じ海水を希釈しM9寒天培地に塗布し，寒
天上に発現したコロニーから純粋培養を行った．SMM-７
株の継代培養は有機栄養培地成分5.0g Trypton, 1.0g Yeast 
Extract, 30.0g NaClを蒸留水に溶解し，全量を１Lとした
ものを使用した（以後 ,有機栄養培地とした）．

2-2-2　リン酸緩衝溶液について
リン酸緩衝剤粉末（pH7.0）（和光製薬株式会社）を蒸
留水１Lに溶解したものを使用した．

2-3　SMM-７株の培養方法と試料採取
SMM-７株の培養はシリコ栓で栓をした滅菌済みの
50mL三角フラスコに有機栄養培地を25mL程度添加し，
その中に代用白金耳で寒天上の SMM-７株をかき取り接
種した．培養条件は温度27℃，暗黒条件下のインキュベー
ター内で140r.p.（旋回）に設定した振とう培養機で行っ
た．対数増殖後期に達した SMM-７株を０ppmホルムア
ルデヒドと100ppmホルムアルデヒドに調整した各有機栄
養培地で培養後，それぞれ一部を採取し，100mL三角フ
ラスコに50mLになるように分注した．このとき，SMM-

７株の細菌濁度は吸光分光光度計で測定し（V-360日本分
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光株式会社），一定の濁度（A550＝0.05）になるように調整
した．培養条件は，温度27℃，暗黒条件のインキュベータ
ー内の振とう培養機にて，140r.p.m（旋回）で振とう培養
した．
この方法で増殖した SMM-７株の細菌懸濁液を０ppm
ホルムアルデヒドと100ppmホルムアルデヒドに調整した
有機栄養培地と共に500ml三角フラスコに300mLになる
ように分注した。このときの細菌濁度の吸光度を一定の濁
度（A550＝0.05）になるように調整した．培養条件は，温
度27℃，暗黒条件のインキュベーター内の振とう培養機に
て，140r.p.m（旋回）で振とう培養した．細胞の濁度は培
養中の試料から，一定時間毎に無菌的にフィンピペット
（Finnpipette F1 シングルチャンネル，Thermo）を用いて
３～５mL採取し，吸光分光光度計により，波長550nmの
吸光度を測定し，その測定値を A550とした．ホルムアルデ
ヒド濃度測定は，採取した懸濁液を，ミリポアフィルター
（マイレクス─ GV フィルターユニット0.45μm，

MILLIPO-RE）にてろ過後，Nash法（Nash, 1953）に従っ
て行った．一定時間毎に採取した試料（約２mL）は，ミ
リポアフィルター（0.45μm）で濾過後，濾液の試料と同
量のアセチルアセトン溶液（150g酢酸アンモニウム，３
mL酢酸，２mLアセチルアセトンを蒸留水で１Lに調整
したもの）を混合し，60℃で10分間加温した後，氷水で冷
却した．得られた反応液は波長415nmの吸光度を測定し，
その測定値を A415とし，検出されるピーク面積から検量線
を作成して濃度判定を行った．

2-4　各試料中に添加したホルムアルデヒドの挙動
2-4-1　 ０，100ppmホルムアルデヒド条件下で増殖させ

た SMM-７細胞抽出液におけるホルムアルデヒド
の挙動

2-3で示した方法で増殖した SMM-７株の細菌懸濁液を
滅菌済みの遠心管に約30～40mL入れ，遠心分離機で沈殿
物と培養液に分離した（４℃，3,040×g，10分間）．培養
液を廃棄した後，リン酸緩衝溶液を遠心管に30mL程度添
加し，試験管ミキサーでよく撹拌した後，再び遠心分離を
行った（４℃，3,040×g，10分間）．この操作を３回繰り
返して細胞の洗浄を行った．
洗浄後のリン酸緩衝溶液は廃棄し，沈殿物の入った遠心
管に新たにリン酸緩衝溶液を約10mL添加し，氷水で冷却
しながらホモジナイズ（Out put 6，DUTY 60）を行った．
細胞を破砕した後，遠心分離を行い細胞抽出液である上澄
みと沈殿物を分離した（４℃，3,040×g，10分間）．得ら
れた細胞抽出液は，ミリポアフィルター（0.45μm）にて
ろ過した後， 10ppmになるようにホルムアルデヒドを添加
した．その後，一定時間毎に溶液を約２mLずつ採取し
Nash法によりホルムアルデヒド濃度を測定した．
細菌濁度及びホルムアルデヒド濃度の測定は2-3に示し
たものと同様の方法で行った． 

2-4-2　 ０，100ppmホルムアルデヒド条件下で増殖させ
た SMM-７株の培養液におけるホルムアルデヒド
の挙動

2-3と同様の操作で増殖した SMM-７株の細胞を滅菌済
みの遠心管に約30～40mL入れ，遠心分離機で細胞と培養
液に分離した（４℃，3,040×g，10分間）．上澄み液はミ
リポアフィルター（0.45μm）にて濾過した後，10ppmに
なるようにホルムアルデヒドを添加した．その後，一定時
間毎に溶液を約２mLずつ採取し Nash法によりホルムア
ルデヒド濃度を測定した． 
細菌濁度及びホルムアルデヒド濃度の測定は2-3に示し

たものと同様の方法で行った．

2-4-3　 ０，100ppmホルムアルデヒド条件下で増殖させ
た SMM-７株の洗浄に用いたリン酸緩衝溶液にお
けるホルムアルデヒドの挙動

2-4に示したものと同様の方法で増殖した SMM-７株の
細胞を滅菌済みの遠心管に入れ，遠心分離機で細胞と培養
液に分離した（４℃，3,040×g，10分間）．上澄み液を廃
棄後，リン酸緩衝溶液を遠心管に添加し，試験管ミキサー
で撹拌後，再び遠心分離を行った（４℃，3,040×g，10分
間）．この操作を３回繰り返して細胞の洗浄を行った．
細胞の洗浄で使用したリン酸緩衝溶液の３回目を無菌的

にミリポアフィルター（0.45μm）にて濾過し，これをリ
ン酸洗浄液とした。リン酸洗浄液に10ppmになるように
ホルムアルデヒドを添加し，一定時間毎に約２mLずつ採
取し Nash法によりホルムアルデヒド濃度を測定した．
細菌濁度及びホルムアルデヒド濃度の測定は2-3に示し

たものと同様の方法で行った．

2-5　 加熱処理による各試料中のホルムアルデヒドの挙動
への影響

2-5-1　 加熱処理をした100ppmホルムアルデヒド条件下
で増殖させた SMM-７細胞抽出液中のホルムアル
デヒドの挙動

2-4-1と同様の操作で得られた SMM-７細胞抽出液を二
等分し，そのうちの一方を湯煎により加温した（60℃，10
分間）．その後，加熱処理と未処理の抽出液へ10ppmにな
るようにホルムアルデヒドを添加し，一定時間毎に約２
mLずつ採取し Nash法によりホルムアルデヒド濃度を測
定した．
ホルムアルデヒド濃度の測定は2-3に示したものと同様

の方法で行った．

2-5-2　 加熱処理をした100ppmホルムアルデヒド条件下
で増殖させた SMM-７株の培養液中のホルムアル
デヒドの挙動

2-4-2と同様の方法で得た培養液を二等分し，そのうち
の一方を湯煎により加温した（60℃，10分間）．その後，
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加熱処理と未処理の溶液へ10ppmになるようにホルムア
ルデヒドを添加し，一定時間毎に約２mLずつ採取し
Nash法によりホルムアルデヒド濃度を測定した．
ホルムアルデヒド濃度の測定は2-3に示したものと同様
の方法で行った．
なお，2-4から2-5までの実験操作は，Fig. 1にフローチ
ャートで示した．

３．結果と考察

現在，様々なホルムアルデヒド分解菌が報告され，分解
酵素の分離，同定が行われている（Kondo et al., 2008）．
これまでの細菌類のホルムアルデヒド分解酵素は細胞内代
謝で合成，機能するものが多く報告されている．その機能
システムは，生体内でホルムアルデヒドとは別の基質によ
り機能し，その代謝過程で生成された中間代謝物であるホ
ルムアルデヒドを分解除去するものである．つまり，この
反応系は細胞内で機能し，通常細胞外のホルムアルデヒド
に誘導されるのではない．一方，本研究の実験材料である
海産性グラム陰性細菌 SMM-７株は高濃度のホルムアル
デヒドに適応することから（未発表），前述した反応系以
外に，高濃度ホルムアルデヒドを速やかに分解除去する別
の誘導システムを有しているのか，その詳細な機能は分か
っていない．そこで SMM-７細胞の破砕で得られる細胞
抽出液と細胞抽出の操作過程で得られる各画分を用いてホ
ルムアルデヒドの減少の有無から検討することにした．そ
の結果，各試料によって減少率に差が観察され，特に細胞
抽出液でホルムアルデヒドの顕著な減少が観察された .ま
た，ホルムアルデヒドで馴化した SMM-７株から得られ
た試料では，ホルムアルデヒドの減少速度が異なることが
確認された（Table.1）．

まず，０と100ppmホルムアルデヒドの条件下で培養し
た SMM-７株の細胞抽出液に添加したホルムアルデヒド
は，それぞれ10時間後及び３時間後にほぼ100％消失し
た．この結果は，SMM-７株に本質的にホルムアルデヒド
を減少させる要因が細胞内に存在することを示唆してい
る．また，10ppmホルムアルデヒドの減少率と速度を比
較したとき，100ppmホルムアルデヒドで馴化させた
SMM-７株が通常の SMM-７株（０ppm）よりもホルム
アルデヒドの急激な減少を示した．特に，開始後１時間以
内の減少率ではその差が約６倍となった（Fig. 2）．この結
果は，SMM-７株がホルムアルデヒドの添加を起因として
ホルムアルデヒドの減少に関わる物質が誘導的に合成され
たためと考えられる．本株は100ppmホルムアルデヒド条
件下で前培養によって馴化させ，最終的に750ppmホルム
アルデヒドまで細胞の増殖が確認されている（未発表）．
このことからも，ホルムアルデヒドによるストレスから細
胞内で誘導的に合成されたホルムアルデヒドを減少させる
物質の関与が示唆された．

一方，100ppmホルムアルデヒド条件下で増殖させた

Fig. 1   Flowchar t of the measurement of formaldehyde at 
obtained SMM-7 extract, cultured medium, and used 
phosphate buffer stroke.

Table 1   List of reduction of the formaldehyde （FAD） in SMM-7 
sample.

 Symbols:  （◎）Very good reduction of the FAD, （○）Good 
reduction of the FAD, （▲）A few reduction of 
the FAD, and （─） No reduce of the FAD or no 
data.

Condition of 
culture 

Cell extract Supernatant Rinse phosphate 
bufferHeat Non heat Heat Non heat 

0ppm FAD ─ ○ ─ ▲ ─
100ppm FAD ▲ ◎ ▲ ○ ─

Fig. 2   Formaldehyde reduction rate on SMM-7 cell extract.
  Symbols: （■）0ppm formaldehyde, （●） 100ppm formald-

ehyde and （▲） phosphate buffer（control）.
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SMM-７細胞抽出液を加熱処理したとき，添加量の約25％
の減少が開始から１時間後に観察されたが，３時間以降は
ほとんど減少が観察されなかった（Fig. 3）．しかし，加熱
処理を行わなかった SMM-７株の細胞抽出液は Fig. 2の結
果と同様に３時間後にほぼ完全に消失した．この結果か
ら，細胞抽出液中のホルムアルデヒドの減少に関わる物質
が，加熱処理を行うことによって物質変性が起こったため
に，ホルムアルデヒドの減少が抑制されたと考えられる．

次に，０と100ppmホルムアルデヒド条件下で増殖させ
た SMM-７株の培養液でホルムアルデヒドの減少率を比
較したとき（Fig. 4），先の Fig. 2の細胞抽出液同様に減少
幅に大きな差が観察され，計測開始から10時間後に約40％
もの差が生じた．しかし，Fig. 5の100ppmホルムアルデ
ヒド条件下で増殖させた SMM-７株培養液に加熱処理を
行った時，Fig. 4の培養液（０ppm）中のホルムアルデヒ
ドの減少とに差は観察されなかったため，培養液によるホ
ルムアルデヒドの減少は培養液成分への吸着等の可能性が
考えられる．または，一部の死滅した細胞より漏出した物
質による減少が考えられる． 
更に，０と100ppmホルムアルデヒド条件下で増殖させ
た SMM-７株の洗浄に使用されたリン酸緩衝溶液による
10ppmホルムアルデヒドの減少を調査したが，両試料と
もホルムアルデヒドの減少は観察されなかった（Table.1）． 
以上の結果より，SMM-７株はその細胞抽出液でホルム
アルデヒドが減少し，且つ加熱処理でその減少率に影響が
生じることが確認された．ゆえに，SMM-７株の細胞内に
はホルムアルデヒドの減少に関与する物質が存在し，この
物質は Kondo et al., （2008）の情報と合わせるとホルムア

ルデヒド分解酵素である可能性が示唆される．さらに，０
ppmホルムアルデヒドで前培養した SMM-７株の細胞抽
出液においても即座にホルムアルデヒドが減少したことか
ら，SMM-７株は本質的に細胞内に存在するホルムアルデ
ヒド分解酵素の合成経路の他に，更に細胞外に存在する高
濃度のホルムアルデヒドに適応するため誘導的に分解酵素
が合成されたと推測される．過去の報告では，ホルムアル
デヒド分解菌の採取・単離を目的として様々な培地を用い

Fig. 3   Reduction rate of 10ppm formaldehyde in SMM-7 cell 
extract after non heat or heat-treatment （60℃, 10min）.

  Symbols: （■） Non heat-treated SMM-7 cell extract, （□） 
heat-treated SMM-7 cell extract and （▲） phosphate 
buffer （control）.

Fig. 4   Reduction rate of 10ppm formaldehyde in SMM-7 
cultured nutrient broth medium.

  Symbols: （■） 0ppm formaldehyde, （●）100ppm formald-
ehyde and （▲） phosphate buffer （control）.

Fig. 5   Reduction rate of 10ppm formaldehyde in SMM-7 
cultured nutrient broth medium after non heat or heat-
treatment.

  Symbols: （■） Heat-treated SMM-7 cultured nutrient 
medium, （●） non heat-treated SMM-7 cultured nutrient 
medium, and （▲） phosphate.
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て実験を行った際に，培地によってホルムアルデヒドの分
解能に差が生じることから，培地組成が細菌のホルムアル
デヒド分解能を左右する可能性が指摘されている（森川，
2001）．従って，培地条件を考慮した上で前培養を行った
SMM-７株を用いることで，今後更なる誘導性の分解酵素
の産出率向上が期待できると考えられる．
バイオレメディエーションにおけるリスクの一つに ,微
生物の人的投下による生態系撹乱が挙げられる．さらに ,
汚染物質が極めて高濃度である，または高塩分等の物理
的・化学的な抑制が働く場合は ,微生物による除去が困難
になるケースも考えられる（宮下，2000）．対応策とし
て，細菌からの分解酵素を適用することで環境に負荷を与
えずに汚染物質の除去が可能と考えられる．また，酵素が
持つ基質特異性によってホルムアルデヒドしか反応せず，
さらに生体と異なり栄養の添加等も不必要のため，生態系
への悪影響が軽減できる． 
バイオレメディエーションは，汚染地域の環境的要因に
よって効果が大きく変化すると推測されるため，生物学的
除去を行う際には対象種に関する詳細な情報を調査する必
要がある．今後はホルムアルデヒドの減少に関わる分解酵
素の特定，発現量に関与する要因，生育条件等に関して，
より詳細な調査を検討していく必要がある．
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要　　旨

高濃度ホルムアルデヒド (FAD)で増殖可能な海産性細菌 . SMM-７株を有機栄養培地で培養後，遠心を行い，細胞と培
養液に分け共に回収した．細胞はリン酸緩衝溶液で洗浄してからホモジナイズと遠心を行い，上澄みを細胞抽出液とし
た．この時，３回目に使用したリン酸緩衝溶液のみ回収した．抽出液，培養液，リン酸緩衝溶液に10ppmFADを添加後，
Nash法で FAD濃度を測定した .  また，加熱処理した各試料中の FADについても検討した．その結果，抽出液で顕著に
減少したが，加温した時その FAD減少が抑制された．以上より，SMM-７株の FAD分解経路は細胞内由来であり，ま
た，SMM-７株内に存在する FAD減少に関与する物質は酵素である可能性が示唆された．


