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 実験研修  

 

細菌細胞グラム染色と硝酸呼吸活性測定 
-淀川底泥と口腔歯垢の異化的硝酸塩還元細菌を例に- 
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１．はじめに 

グラム染色は古典的手法であるが、試料の細

菌細胞を２群に染め分けて観察できる利点があ

る。病変組織中の細菌細胞を検出することがグ

ラム染色の当初の目的であったが、細胞壁の組

成により陽性菌と陰性菌が識別できることから、

純粋分離した菌株の同定に用いられるようにな

った。ところが、活性汚泥中で異常増殖してバ

ルキングを引き起こす糸状性細菌やスカミング

の原因となるノカルジア型放線菌の存在を現場

で培養せずに分別していくためにアイケルブー

ムら下水道技術者が再び古典的なグラム染色を

巧みにリバイバルさせてきたものと評価するこ

とができる。同様に、活性汚泥以外の混合試料

でも陽性菌と陰性菌を鑑別することで現場また

は集積培養した細菌群集の組成を概観すること

ができる。最近、臨床材料でもグラム染色後の

画像をスマホで鑑別できるアプリが開発されて

きた（グラム染色アトラス、グラレジなど）。本

稿では、高等学校向けの実験モジュールとして

環境及び臨床試料に準じ多様な試料をグラム染

色し、教材化する道を検討したので提案したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．グラム染色の歴史的な背景 

腐敗や発酵など、微生物が関与した現象は古

くから知られていたが、その過程に関与する微

生物の生態を観察できるようになったのは、光

学顕微鏡が発明されてからの出来事である。微

生物は生物学的な起源は古いが、人類の歴史の

中で遅れて登場してきたという特徴がある。 

 感染症も、微生物に起因していることが顕微

鏡で病原菌を確認することで突き止められた。

組織内に潜む細菌細胞を可視化するために各種

の染色液で染める技術が考案された。1884年に

ハンス・クリスチャン・グラムによって確立さ

れたグラム染色法も、その一つである。グラム

染色の画期的なのは、複合微生物からなる混合

試料を対象に陽性菌と陰性菌を２色に染め分け

て同時に観察する情報量の多さの点にある。 

 その上、この染色性の違いは細菌の細胞壁の

組成（陽性菌はペプチドグリカン層、陰性菌は

リポポリサッカライド層）を反映していること

が判明した。そのため、グラム染色は純粋分離

した菌株を２つのグループに分ける同定手法と

して重要な地位を得た。ただし、染色結果が安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図１ グラム染色の例（左：下水試料１）、右：臨床試料２）） 
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定するように、一夜培養（overnight culture）

程度の培養令の若い株を対象に染色することが

常法である。こうして、グラム染色は一連の同

定試験の中で陽性菌と陰性菌を鑑別する目的で

適用されることが半ば、常識化していった。 

 ところが、下水道分野でアイケルブームらが

活性汚泥を膨化させる現象（バルキング）を究

明する際、グラム染色をはじめとする染色技術

（ナイセル染色）を再び導入し、糸状性細菌の

タイプ分けを始めた。一般に、これらの原因微

生物の純粋培養は難しいので、オリジナルの混

合試料のまま染め分けるというグラム氏の創始

した原法に沿った方法論が復活したとも言える

のである（近年の臨床材料でも、同様である）。 

 

３．グラム染色の原理 

 19 世紀にドイツを中心に天然色素の研究が

盛んになり、それが後の化学工業の基礎になっ

た。収集した色素を用いて各種の細胞や組織を

染めていく技術が発達した。例えば、酢酸カー

ミンは染色体を染めるため細胞核の観察に用い

られる。マラカイトグリーンは、細菌細胞の内

生胞子を特異的に染めることで知られる。 

 細菌細胞は大きさが平均１μm と小さく透明

なため光学顕微鏡の光が透過してしまうので、

そのままでは観察することができない。細菌細

胞は染色することで初めて観察が可能となる。

ただし、細菌細胞を鮮明に観察するためには、

対物レンズを 100倍の油浸レンズで観察する必

要がある。 

 

 

図２ 市販のグラム染色液（ニッスイ） 

 左：ビクトリア・ブルー、中：脱色液、 

 右：サフラニン（または、フクシン） 

 グラム染色は、グラム陽性菌とグラム陰性菌

を鑑別する二重染色法で、原核生物である細菌

界を大きく２つのグループに分ける際の基準と

なる。細菌の細胞壁は、ペプチドグリカン層を

持つ陽性菌は一度、青紫系のクリスタルバイオ

レットで染色されるとアルコールで脱色されな

くなる。一方、リポポリサッカロイド層を持つ

陰性菌は脱色後に他の赤系の染色液（フクシン

またはサフラニン）で染色して可視化させる。 

 臨床検査用のグラム染色キット「フェイバーG

セット」（日水製薬、東京）が流通しており、

陽性菌がビクトリア・ブルーで青く染まる処方

なので原法よりコントラストに優れて、操作も

簡便である。 

 なお、染色液（特に、調製用原液）は一般に

変質せず、中には長く貯蔵された古い液体の方

が染色性が良い場合がしばしばある。ここで推

奨する「フェイバーG セット」には目安として

使用期限が刻印されているが、有効期限が切れ

た後も支障なく使い続けることができることを

確認している。 

 スライドガラスに試料をとり、風乾させた後、

火炎固定したものを染色液の説明書に従って、

グラム染色を行った。乾燥させた標本の上に直

に油浸オイルをたらし、カバーガラスをしない

ままで検鏡する。 

 

４．油浸（位相差）レンズの必要性 

 生物（光学）顕微鏡は、ベースとなる鏡基で

ある。良心的なメーカでは、基本となる鏡基が

あれば、専用のレンズに変更し、装置を付加す

れば比較的軽い経済的な負担で、上位の機種へ

アップグレードができる。例えば、基本鏡基に

位相差装置を追加すれば「位相差顕微鏡」にす

ることができる。 

 一般に、微生物（単細胞生物）の大きさは細

菌が 1μm程度かゾウリムシで 150×40μm程度

と微小であるため、顕微鏡の光源の光は透過し

てしまう。しかも細胞の原形質と媒体である水

との屈折率に違いが少ないため葉緑体のように

色を持たない微生物は透けてしまうため、観察

しにくい。位相差装置を使えば、細胞の密度の

差を明暗のコントラストに変換されるので、単

細胞生物でも明瞭に観察できるようになる。 
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 細菌細胞くらい小さい粒子になると、見えな

い水分子が衝突して微細粒子が不規則に振動す

る、いわゆるブラウン運動が観察できる。運動

性を持つ細菌は、このような振幅を超えて移動

する様子が位相差顕微鏡では確認することがで

きる。位相差用の対物レンズを装着したままで

も染色した標本を、透過光で観察できる。 

 

５．グラム染色の操作 

 以下のようなプロトコルである： 

１）菌液または混合試料（底泥、歯垢など）の

懸濁液を薄めにスライドガラスに塗布する。 

２）放置して風乾（自然乾燥）させる。 

３）ガス・バーナー（アルコールランプも可）

の火炎の中を３往復させる（固着のため）。 

４）Ａ液（ビクトリア・ブルー；青）をスライ

ドガラス上に盛りつけるように注ぐ。約１分間

放置する。 

５） Ａ液を廃棄し、スライドガラスを裏返して、

裏側から細く絞った水道水のかけ、洗い流す。 

６）Ｂ液（脱色液：黄色）を菌の塗布面に繰り

返し、注ぐ。青が緑に変色して残るようであれ

ば、流し去るように注ぐ。 

７）同様に、ガラス面の液を廃棄し、裏側から

流水で洗い流す。傾けてなるべく水を切る。 

８）Ｃ液（サフラニンまたはフクシン；赤）を

たっぷりガラス面に繰り返し注ぎ、５分間ほど

放置する。同様に、裏面から水道水ですすぐ。 

９）水を切った後、放置して自然乾燥させる。 

10) 油浸オイルを標本面に（気泡を生じないよ

う）垂らし、100倍の油浸レンズで検鏡する。 

 

図３ ガスバーナーと染色用トレイ 

   （カセットコンロ用ボンベ利用） 

６．硝酸呼吸の簡易アッセイ 

 今回、集積培養液として、①淀川・十三干潟

底泥（Ｍ）、②歯垢プラーク（Ｐ）、③糞便性

大腸菌群（Ｆ）、④納豆菌（Ｎ）を試供する。

補足的に、発酵性食品として⑤ぬか床、⑥紅茶

キノコ（コンブチャ）も提供する。中でも歯垢

は誰でもが保持している常在性の細菌群集で、

かつグラム陽性菌と陰性菌がバランス良く構成

されているので、いつでも試験用の標準試料が

身近にあると考えて良い。上記の①～④で優占

するフローラ（菌叢）は、異化的硝酸塩の還元

作用（硝酸呼吸とも呼ぶ）が見られる。 

 

 

図４ ロータリーシェイカーによる集積培養 

 

上記の集積培養液（粗培養液）へ、亜硝酸イオ

ンの検出試薬（溶液１と２を各 0.5mLずつ）を

加え、発色操作を行う。硝酸呼吸（硝酸塩を亜

硝酸塩へ還元）培養後の亜硝酸イオンの濃度の

濃淡、集積培養液を 2mL容のエッペンドルフ 

 

図５ 卓上遠心分離器（13,000rpmが可能） 

チューブへ移し、遠心分離（13,300rpm、５分） 
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した後の上清をガラスセルへ移し、波長 543nm

の吸光度（Abs）を測定し、一夜培養後の（培養

前をゼロと仮定して）増加量（吸光度の読み 0.1

の増分を１ユニットとする）を求め、試料ごと

の特性を比較する（別添テキスト３）を参照）。 

 

７．硝酸塩還元に関与する微生物像 

 微生物、特に細菌（バクテリア、アーキア）

はどこにでも分布している。環境条件が整った

時に、その機能が発現すると見た方が正しい。

これは、オランダの Baas Backingが唱えた説が

2000以降、遺伝子解析データがデータベース化

される中で分離源を問わず微生物が随所に分布

することが再確認されて再び蘇った像である。 

 例えば、大腸菌（E.coli）は温血動物の消化

管内に常在し、硝酸塩還元能を有する。それは

一般に試験管内（in vitro）で発現する活性だ

と受け止められてきたが、同じ代謝経路が環境

中でも後に発見されている。特に、大腸菌では

亜硝酸はアンモニアまで異化的に還元が進行す

る（DNRA、または nitrate ammonification）。 

この代謝を世界で最初に報告したのは、日本の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江上不二夫門下生の佐藤了らである（1961年, 

再発見は Coleの 1978年まで遅れた）。試験管

内だけではなく同じ反応が自然界でも起こって

いることに着目したのは、英国の研究者（Cole & 

Brown, 1980 年）であった。Stolp(1988)の教科

書で修正されるまで、窒素循環図は不備だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ Baas Backing（1895-1963 年）の微生物分布の普遍性に関する論考の見直し（2006年）4) 

 

図７ 硝酸塩のアンモニア化は硝化の逆反応 

（脱窒は窒素固定の逆反応）5) 
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遺伝子配列情報は EMBL/GenBank/DDBJ ３大

拠点で共有化され、同じ配列データをもつ菌株

やクローンがどのような試料中に分布している

か、いかに脈絡がなくても判明するようになっ

た。例えば、下水処理場の放流口付近の底泥か

らとウシのルーメン（コブ胃）から nrfA遺伝子

の塩基配列の報告があったとしたら、共通点が

あることが示唆され、片や放流水中の硝酸塩が

アンモニアまで戻されることを、片や土壌から

牧草へ移行してウシの胃に取り込まれた硝酸塩

が亜硝酸を経てアンモニアへ解毒された可能性

を示唆している（竹内・竹内、1991）６）。 

ただし、亜硝酸イオンは中間代謝産物である

ため、亜鉛など酵素阻害剤で次への還元反応を

阻止する必要がある（図８）。なお、自然界で

はシャンプーに含まれる痒み防止剤の亜鉛がコ

ンポストで亜鉛含量が高まると、家畜が亜硝酸

を取り込み、中毒症状を起こす原因になり得る。 

 

図８ E.coliの異化的硝酸還元の過程 

  アンモニア化は亜鉛（Zn）で阻害される。 

（Clarke et al., 2008）7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 硝酸塩のアンモニア化（DNRA）と脱窒とは、

共通の基質となる亜硝酸塩を巡って、二叉分岐

となるので、競合する関係にある（図９）。 

デンマークの窒素循環研究者 Sorensen（1978）
8)と日本の Koikeと Hattori（1978）9)は、同時

に同じ研究テーマを違った手法で研究し、論文

を同じ雑誌（AEM）の同一号に隣り合わせで掲載

するという偶然が起こった（東大海洋研の方が

先に受理されたので掲載ページで先行した）。 

 筆者は学生時代に硫黄循環（硫酸還元菌）を

研究対象としていたが、この事実は深く印象に

残った。一連の生物地球化学的な研究に対し、

それを担う微生物の探究を進めたのは英国の微

生物学者だけであった。2000年、筆者が渡英し

た頃、英国で３拠点あった研究室が代替わりで

１箇所だけしか留学先候補地がなくなっていた。

そこで Essex大学の分子微生物研究室で先行し

ている硝酸還元-脱窒系の機能遺伝子（napA, 

narG, nirS/nirK, norB, nosZ）から練習し、最

後に残った nrfA 遺伝子はプライマ設計からス

タートをすることになった。全部で７つからな

る機能遺伝子のうち６個は既にプライマが考案

され、最後に残された唯一の未開の地が nrfA

であった。公表されているシークエンスデータ

は高々5、6個だけ。誰が先鞭をつけても不自然

ではない過酷な状態での筆者の PhD研究だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図９ 硝酸塩からの脱窒または異化的アンモニア化に寄与する機能遺伝子群 5) 
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図 10 英国、Essex大学の人々 

（左：1999年、分子微生物研究室開設当初のスターティングメンバー 

  右：2004年；著者の指導教員２名 Birmingham大学の Cole教授夫妻） 

  ※筆者らと Cole夫妻の nrfAプライマ開発は同時進行で並走していた。 

 

  図 11 拙著論文（自然環境で nrfA遺伝子を記述した世界発の研究例として記載した）10) 
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 硝酸塩の異化的還元は反芻動物のルーメンの

中でも進行し得るが、人体の中でも進行するこ

とがごく最近になって、分ってきた。それは、

ヒトの口腔内に形成される歯垢（プラーク）で

ある。食物中の硝酸塩は、上部消化管から吸収

され唾液として口腔内に分泌される。歯垢内の

微生物フローラ（放線菌）によって硝酸還元さ

れて生成した亜硝酸塩は齲歯の原因となる酸産

生菌に対し抑制的に作用することが判明した
11）。また、血液中に取り込まれた亜硝酸塩は、

心臓・血管系の疾病や高血圧症を防止する働き

をしていることを示唆する結果が得られている

（日本細菌学会）12）。 

 歯垢（プラーク）はバイオフィルム状の細菌

群集の集塊であるが、唾液中に含まれるカルシ

ウムイオンを沈着することで、約２日間で歯石

へと変化する（特に、舌下腺の付近で顕著）。

本来、バイオフィルムや歯石は酸や細かな傷か

ら歯を守る働きがあったが、過度の歯垢の着生

は歯周病の原因にもなりので注意が肝要である。

なお、歯垢の常在菌にはグラム陽性の分岐する

放線菌（Actinomyces 属）がいるためグラム陽性

の基準株が必要な場合、歯垢を採取すれば良い。 

 歯垢を形成するプロセスに類似した現象が、

琉球地方の海岸でビーチロックと呼ばれる細菌

が関与する石灰岩の形成作用に見られる 13）。 

 このように現在の微生物像としては、特定の

細菌群が特定の生息環境だけに限定されるもの

ではないと考えた方が妥当な傾向にある。 

 

 

 

図 12 ビーチロックの例 

（ウレアーゼ活性を持つ細菌が関与） 
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