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微生物ループと生食食物連鎖

ーその歴史的背景と近年の研究の展開について－

木暮一啓

東京大学海洋研究所海洋微生物部門

干164-8639東京都中野区南台 1-1ι1

日本プランクトン
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c The Plankton Society of Japan 1999 

Microbial loop and classical grazing food chain: Historical background and 
recent developments 

KAZUHIRO KOGURE 

Marine Mic:γobiology Di,vision, Oceα:n Reseα：rch Institute Univeγsity of Tokyo 
1-15-1, Minα＇.midai, Nakano Tokyo 164-8639, ］；ゅαれ

Abstract: Marine food web is consisted of two major paths, iム classicalgrazing food chain and microbial 

loop. The basic idea of the former path was presented by the end of last century when microscope had become 

commercially available and sampling methods had been established. The microbial loop, however, was pro-

posed in 1980s. This was based on observations using new the techniques, especially those for estimating bac-

terial biomass and production rates. It is now generally regarded that 30-50% of primary produced organic 

matter pass through microbial loop in aquatic environments. 

Since the proposal of microbial loop, several “new”groups of microorganisms have been found. Prochloro-
phyte was first recognized by using the ftow-cytometry in the late 1980s. These primary producers share the 

sizes of most marine bacteria, and presumably predators as well. Numerous numbers of viruses were also de-

scribed in the end of 1980s and are now regarded as an important agent that causes microbial death in aquatic 

environments 

On the other hand，五ndingsof “new particles" and bacterial outer membrane protein, porin, as dissolved pro-

tein in the ocean are stimulating new research area, that is the interaction between microbes and organic mat田

ter. Bacteria are important not only as degraders of organic matter, but also as one of the sources of organic 

pool in aquatic environments. 

Although these recent findings are not contradictory to the general concept of microbial loop and classical 

grazing food chain, they require a broad view integrating marine chemistry, microbial ecology and planktol-

ogy to gain a clear perspective of actual processes in aquatic environments. Interdisciplinary research among 

those groups will be indispensable for the advancement of this scienti五c凸eld.

1. はじめに 記述の中でも特に変更はされていない．生食食物連

鎖の概念はおよそ 100年前に浮かび l；がってきてい

ここでは，生食食物連鎖とは，植物プランクトン たが，後者のそれは1980年代の半ば頃確立され，実

による」次生産を出発点とする食物連鎖．微生物ル に1世紀近いずれがある．後述するように，どちら

ープとは，溶存態有機物を細菌群集が利用，増殖す も顕微鏡によって関連する生物のバイオマスが測定

ることを出発点とする食物連鎖と定義しておく．こ できるようになったことが大きなステップとなって

れは微生物ループが提案されたAzamet al. (1983）の いる．

論文に基づくが，最近Azam(1998）によって書かれた ここでは簡単にそれぞれの概念が確立するまでの
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背景を述べるとともに，微生物ループの概念がおお プランクトン研究に結びついた．つまり，ニシンな

よそ固まった80年代中盤以後，微生物ループに関す どの漁獲資源の変動やその生活史についての研究が

る知見がどのように広がってきたかを概観してみた 進むとともに，その餌としてのプランクトン資源の

重要性が認識されるようになった．

こうして20世紀の初めには生産力，食物網，動物

2.生食食物連鎖の概念の成立まで 呼吸などの言葉が使われるようになり，捕食一被捕

水界では，一部の沿岸域を除けば主に植物プラン

クトンが一次生産を行い 作られた有機物は動物に

順次捕食されてより大きな生物に移行していく．こ

の基本的な筋道は約100年ほど前に既に理解されて

いた

この理解までにはおおむね4つの要因があったと

思われる．第一に， 19世紀中頃までに光学会社が相

次いで設立され，顕微鏡が普及したことである．こ

れにより多くの生物学者が海水中の生物を実際に観

察し，プランクトン学の基礎が築かれた．第三に，

19世紀終わりまでにプランクトンネットが開発され，

さらにピペットや計数板 ろ過法などの技術が進み，

得られた試料を定量的に扱えるようになった．こう

してプランクトン群集の生物量と種組成の推定が可

能になった．第三に， 1872-76年のチャレンジャー航

海以後，船を用いた多くの観測が行われ，プランク

トンの記載とその分布，時空間的な変動についての

情報が集まった．第四に，人類の食料資源、の研究が

食関係を軸にした食物連鎖の概念はほぼできあがっ

た．北海のニシンが成長していく過程でどのような

食物を得ているかを図示したものがFig.1である．こ

れは1924年， Hardyによって発表されている．ここ

にはPeridiniumなどまで含めた多くの植物プランク

トンやサイズの異なる動物プランクトンが含まれて

おり，既に生食食物連鎖の骨格が明らかにされてい

たことが見てとれる．

ここに登場しないのが，細菌群集である．また原

生動物（ここでは一応従属栄養性単細胞動物プラン

クトンと定義）も出てこない．単純化して言えば，

細菌は小さすぎて見えず，また原生動物はその多く

が壊れやすくて見えなかった．見えないものは，生

態系の概念を作る際に無視されたか，あるいはよく

説明がつかない事例に対するブラックボックスとし

て“重宝”された．

Fig. 1. Feeding relations of the North Sea herring, Clupea harengus, during di宜erentstages of its life history (Hardy 

1924). 
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3. 細菌学の流れ

A. 医学細菌学と食品微生物学への傾斜

細菌学はプランクトン学と同様‘顕微鏡がその始

まりだったが，その後の発展のプロセスは随分遣う

ものになった．細菌学以外の生物の多くは．普通自

然の中から採取されて観察や実験的研究が繰り返さ

れ，それらの構造的，生理的特徴，分類的，あるい

は生態的位置づけなどが明らかにされてきた． 品方

細菌学は天然との接点を探るような方向はたどらず，

人間生活との接点が最大の学問的関心事になった．

具体的には，病原細菌学と食品細菌学である. 19世

紀に入って伝染病の多くが細菌によることがわかり，

さらにそれを扱うテクニックが確立され，多くの細

菌学者は病気という人類の敵を克服するために全力

を投じた．一方，細菌の生理代謝機能や性質がわか

るにつれ，その能力をいかして様々な発酵食品を作

ることができるようになった．単純に言えば，悪い

細菌を医学が相手にし 良い細菌を発酵学や食品に

関わる研究分野が相子にした．良くも悪くもない菌，

つまり天然の大部分の菌は無視され，これらを相子

にした学問が育つ土壌がなかった．つまり細菌学者

には“Naturalist”はいなかった．

こうした側面は現在でも海洋を相手にした研究に

色濃く反映されている．日本で“海洋微生物”を扱

う殆どの研究者は，魚、病 水産食品．有用微生物や

生理活性物質の探索などを主目的としており，残念

ながら海洋での基礎過程の解明を目指している人は

極めてまれである．

B. Toolとしての細菌

細菌が脚光を浴びたもう一つ別の側面は，生命現

象の解析のtoolとしてである．分子生物学の教科書

を開くと，遺伝学の歴史の記述の中に，必ず材料牛．

物の歴史が登場する．最初はメンデルが使った豆科

柏物，これに代わってショウジョウパエ，次いで人・

腸菌，その後がパクテリオファージ．）｜頃に世代時間

が短くなり，生物としての構造が単純化し，遺伝子

も傾くなって扱い易いものへと代わっていった．こ

のように大腸菌を生物の占種というよりは材料生物

として見る傾向は今だに続いている．たとえば現在

のl高校の教科書を開くと 扱われているほとんどの

牛．物は動物か植物で，細菌についての記述は殆どな

い．むろん大腸菌がどんな生物かについての説明も

ない．しかし大腸菌を使った遺伝子クローニングの

技術については書かれている（二肖堂，生物II,1995 

年版）．細菌が天然に広く生息し，食物連鎖や物質循

環に多大な貢献をしている生物であるという認識は

どうやら高校の教科書を編纂している方々にも殆ど

ないようである．

c.研究室と自然との草離

さらに，自然の中の細菌に目が向けられなかった

大きな理由がもう aつある．それは実験室で扱われ

てきた細菌と天然との細菌のサイズや生理状態に大

きな遣いがあり，細菌学者が長く“錯覚”してきた

ということで、ある．

天然水界中の細菌は培養されているものよりはる

かに小さい. 1細胞あたりの体積では1桁程度，炭素

量でもそれに近いくらいの違いがある．これだけ小

さいと，普通の顕微鏡で、は位相差を使ってもうまく

見えない．実験室レベルの大きさを想定している人

にとっては「なんだ海には細菌はいないじゃないか」

ということになる．

もう一つの錯覚は，そこに細菌がいるならば培養

ができるはずだ，と多くの細菌学者が考えてきたこ

とである．細菌学では培養のために通常寒天平板培

地を使う．しかし天然の菌の大部分は低栄養条件な

どのストレス下におかれているため，いわゆる Vi-

able but nonculturable state (VNC)の状態にあり，生き

ているにもかかわらずこのような培地ヒにコロニー

を作ってはくれない（木暮 1997). 1970年代の後干

に至るまで，かなりの研究者が寒天培地にこだわっ

たため，やっぱり細菌はいないじゃないか．と判断

された．

やや長々と細菌学の歴史について見てきた．要す

るに水界中の細菌群集の動態や機能に目が向けられ，

実際の解析が始まったのはごく最近ということであ

る．

4.微生物ループの提案

Azamら（1983）により提案された微生物ループの

概念の基本は， 1974年にジョージア大学のPomeroy

が発表した“TheOcean’S Food Web, A Changing Para-

digm，，という論文に凝縮されている．この論文の巾

でPomeroyは①海洋の有機物の質や量，②微生物に

よるその利用と呼吸 ③微生物を捕食する生物の重
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要性，などについて考察した後，珪藻ーコベポーダ

を出発点とする食物連鎖は全体のごく一部で， j容存

態有機物を細菌が利用することから出発するルート

が主な流れとなるはずだ，との主張をしている．そ

の後約 10年の聞に二つの重要な方法論的開発があ

り，この主張が裏付けられ Azamらによる提案へと

繋がってきた．

二つの方法論とは，蛍光顕微鏡による細菌の全菌

数計数法（Hobbieet al. 1977）と，チミジンを用いた

生産速度の測定法（Fuhrman& Azam 1980, 1982）で

ある．ここではこれらの方法およびその理解のため

に，細蘭の同化効率について簡潔に述べる．なお，

関連する内容について 本号で長沼が記述している

ので，参考にされたい．

A. 細菌バイオマスの測定

全菌数計数法とは，海水試料を固定後，アクリジ

ンオレンジやDAPIなどの蛍光色素で染色し， Nude-

pore filterにてろ過した後に，蛍光顕微鏡下で計数す

る方法である（Hobbieet al. 1977）.これにより，お

おむね106/ml程度の菌が広くかっコンスタントに海

洋に分布することがわかった．これは従来の寒天平

板培地による計数値より数桁大きい．また，蛍光顕

微鏡による方法に菌体の炭素量への変換法を組み合

わせることにより（例えば， Leeand Fuhrman 1987), 

細菌体の炭素量は植物プランクトンのそれに匹敵あ

るいは凌駕することが明らかになった（Simonet al. 

1992）.このバイオマスの大きさと細菌固有の高い＇ t

物活性はその生態的機能を充分に予想させるものだ

った．

B.細菌の同化効率

殆どの海洋細菌は有機態炭素を炭素源，エネルギ

ー源の両方に使っている．つまり取り込んだ有機物

を全て体成分に変えて増殖するわけにはいかず，そ

の11貴は利用基質のC/N比あるいは利用可能な窒素源

濃度に依存する（Bjornsen1986, Kroer 1993, Middelboe 

& Sondergaard 1993). 

さて，特定の同化効率の値を仮定すれば，新たに

増加した菌体の炭素量からもともとこの細菌群集が

取り込んだ有機物の総量を逆算することができる．

c.細菌生産速度の測定

細菌の現存量が従来の推定値よりはるかに多いこ

とがわかったことから 次いでそれがどのくらいの

速度で増えているのかが問題になった．ここで生産

量ということばを使うが，これはある海域である時

間に新たに生産される菌の量を示す．つまり既にあ

った菌体量に新たに上乗せされる量である．これは

通常使われる増殖速度とは異なることに注意された

い. 1980年，放射性同位元素でラベルしたチミジン

を用いる方法が提案され 以後広く使われるように

なった（Fuhrman& Azam 1980, 1982，木暮 1994）.こ

の方法では新たに合成される DNAの量が求まり，そ

の量から新たに生産される菌量が計算される．さら

に， 1985年にはラベルしたロイシンがタンパクに移

行する速度から生産速度を見積る方法も提案され

(Kirchman et al. 1985），多くの海域でデータが取られ

た．その結果， 」次生産の20%程度に相当する細菌

生産が水中で，さらに鉛直的に水柱を考慮すると

30%程度の細菌生産が行われていることが明らかに

なった（Coleet al. 1988). 

さて，同化効率が仮に40%だったとすると．一次

生産の20%に相当する細菌生産を行うには，あらか

じめ・次乍産の50%に相当する量の有機物が取り込

まれていたことになる．このような考え方から，水

界中の一次生産の3仏50%に相当する有機物が細菌群

集を経由していることが明らかになり，細菌群集の

生態的役割が無視できないことがわかった．

のかなりの部分をエネルギー源として使い，通常最 5. その後の発展

終的に炭酸ガスとして拾てる．取り込まれた全有機

態炭素のうち，体成分となる部分の割合は同化効率 微生物ループの概念図をFig.2に示す．その後の研

と呼ばれる．同化効率の大きさは従来50-60%程度と 究によってこのループの定性的，定量的意義が次第

仮定されていたが， 1990年前後より検討が進んだ． に明らかになり＇ 80年代終わり頃までにはもはやそ

現在の認識は，①lr:i］化効率は時空間的に大きくばら の存在を無視して海洋午態系の食物連鎖を語ること

っき，特定の値を常に当てはめるのには問題がある． はできなくなろた．つまり Fig.1にあるような，微＇ t

②しかし強引に平均を取るとおおむね30--40%程度と 物を含まない食物連鎖のイメージは完全に意味を失

なり，従来仮定されていたよりかなり小さい．③こ った
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生食食物連鎖

動物プランクトン 魚

徹中物ループ

Fig. 2. General scheme of grazing food chain and microbial loop in aquatic environments (slightly modified from Beero 

1986). 

しかし約15年前に微生物ループが提案された頃の

生物海洋学と今のそれとはまた違う段階にある．結

果としてピコプランクトンの世界は多くの“登場人

物”を加えて随分にぎやかになり，微生物ループと

プランクトン食物連鎖との明瞭な境界は定めにくく

なった．

ここではスペースの関係から，関連する話題につ

いて要点のみをかいつまんで述べる．

A.細菌が食われる速度

微生物ループが実際に有機態炭素の循環に寄与し

ているならば，細菌は捕食され，その有機物が上位

の動物に移行していかなければならない．多くの海

域での細菌数が意外なほどにコンスタント（106ml一1)

なのは有機物の供給があって増殖を支えるとともに，

“増えた分は食われているため’＼と考えられた．つ

まりいわゆる TopDown的なコントロールが働いて

106に落ち着いていることになる．

しかし，細菌捕食速度の方法論が検討され，実際

に定量的知見が得られてきたのは80年代中頃からで

ある．方法としては おおむね以下にまとめられる．

培養系での観察

Anderson & Fenchel 1985 

ビーズを用いた方法

Borsheim 1984 

大腸菌が作る“minicell”と呼ばれる粒子の利用

Wikner et al. 1986 

放射性同位元素でラベルした菌の利用

Hollibaugh et al. 1981 

FLB (Fluorescent Labeled Bacteria）の利用

Sherr et al. 1988 

この中で最も普及しているのは，最後のFLBであ

る．これは菌を加熱して殺した後に蛍光色素で染め，

試料海水に一定の割合で加え 食われて捕食者の体

内に貯ってp く速度を顕微鏡下で見積もる．しかし

FLBを含め，いずれについても方法論的な問題が常

に指摘されてきた（Gonzalezet al 1993). 

細菌を食う側の最有力候補は，従属栄養性（つま

り光合成色素を持たな L＼）の鞭毛虫（HNF:Het-

erotrophic Nanofiagellates）である．主な根拠はそのサ

イズが細菌の数倍から一桁程度上で，細菌を捕食し

やすい範囲にあること，さらに細菌との分布の相関

である．分布例として 淡水および海洋の有光層か

らのデータをまとめたもの（Sanderset al. 1992）をFig.

3に示す．図中，縦軸は従属栄養性のナノプランクト

ン，横軸が細菌数である．両者はおおむね相関して

おり，その聞にはほぼ1:103の聞きがある．ここから

両者がかなり緊密な関係にあることが直感的にわか
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Fig. 3. Bacterial abundance vs. HNAN (Heterotrophic 

nanoplankton) abundance for 600 samples from a variety 

of planktonic ecosystems (Sanders et al. 1992). Lines rep-
resent ratios of 102: 1, 103: 1 and 104: 1 bacteria: HNAN. 

る．実際，これまでの多くの定量的データは，細菌

生産速度の25%から 100%強に相当する部分がHNF

によって捕食されていることを示してきた．つまり，

細菌体の有機物は確かに食物連鎖の起点となってい

るのだ．

さて，上記の数字が100%ならば増える分は丁度食

われることになり話はきれいだが，必ずしもそこに

落ち着かない．これは先に述べた方法論的な問題に

るよるが，それだけではない.Fig. 3に見られるぱら

つきは， HNFによるTopDown的なコントロールだけ

では細菌数を説明できないことを示唆している．

その理由には以ドのようなものがあるだろう．

1.日wが特定の細菌（例えばより大きい菌，鞭毛

を持つ菌）を選択的に捕食している．あるいは

細菌以外のものを捕食している．

2. 細菌の生産と HNFの捕食に時空間的なずれが

ある．

3. HNF以外の生物，例えば繊毛虫などが細菌を捕

食している．

4.細菌の現存量は捕食よりもむしろ有機物供給速

度で規定されている．つまり BottomUp 

Controlがより重要である．

上に述べた店法論の精度と，時空間に応じた梅次

的な要因のからまりを考えると．これらの可能性を

総合的かつ厳密にチェックしていくのは容易ではな

い．ただ， 80年代後半に見つかった；つの“生物群”

を見てみると，細菌 HNF系だけではない別の要凶

が働いていることがわかる．これについて以下に述

べてみよう．

なお，細菌が原生動物などに食われた後，その有

機物が実際捕食を通じて上位のtrophiclevelまで移行

していくのだろうか という疑問が出され，これが

“Link or Sink，，という論争に発展した．これについて

は本号中で，越川が詳細に論じている．

B.原核緑藻（Prochlorophytes）の発見

これについては本号中で古谷が論じているのでご

く簡単に述べる．この一群は1988年にフローサイト

メータによって見つかった（Chisholmet al. 1988）.そ

のサイズは0.51.0μmで細菌のそれと重なり，通常の

クロロフィルaとは異なったDivinyl型のものを持つ

(Veldhuis & Kraay 1990）.例えば，ノ、ヮイ沖の観測点

ALOHAでは，通常の方法で細菌と計数されるピコプ

ランクトンのうち， 30%は実は原核緑藻で， lml中

に105のオーダーにまで達することがわかった

(Campbell et al. 1994）.熱帯貧栄養海域では全植物プ

ランクトンに対するバイオマスおよび光合成の相対

的寄与も大きい．この生物群の発見は，従来従属栄

養細菌がその大部分を占めていると考えられていた

lμm以下の生物群の群集構成の概念を変えることに

なった（Campbell& Vaulot 1993). 

原核緑藻のサイズや分布が細菌のそれと重なる以

上，細菌を捕食する悶Fがこれらの原絞緑藻を捕食

するのは当然だろう（Sherr& Sherr 1994）.つまり

HNFは，微生物ループと古典的な生食食物連鎖の両

者の重なりの上にある．それぞれの相対的寄与を定

量化するのは難しいため， 0.2-2μmのピコプランク

トンから出発とするものを微生物ループの定義とし

た方が考え易い，という主張も出てくる．今回のシ

ンポジウムの際にも，これをふまえて微生物ループ

の概念についての疑問が出されたが，前述したよう

に， Azam(1998）は従来の概念を特に変更してはいな

い．日本独自の定義を作るのは問題なので，やはり

溶存態有機物を細菌群集が利用して出発するものを

微生物ループと考えておくべきだろう．

c.ウイルスの発見

従来からウイルスが生物かそうでないかという議
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論があるが，それにはここでは触れないことにする．

後述するように，ウイルスは海洋の有機物代謝上は

無視できない存在になっている．その機能は非生物

的代謝とは比較にならない程大きいため，ここでは

“物質代謝的視点”から，生物としておく．

筆者がまだ大学院生だった頃， Torrella& Morita 

(1979）が“Evidenceby electron micrographs for a high 

incidence of bacteriophageー”という論文を発表した．

沿岸の海水を 0.2μmのフィルターで濃縮，固定し，

電子顕微鏡で観察したところ，沿岸域では104/ml程

度のウイルス様粒子が見えた，という内容で，非常

に驚かされた記憶がある．この論文は10年間“無視”

されたが， 1989年になってノルウェーのグループが

水界中の多量のウイルスを“再発見”した後（Bergh

et al. 1989），俄然ウイルス研究ブームが巻き起こっ

た

最近は，これらのウイルス様粒子は核酸に特異的

な蛍光色素で染色後，蛍光顕微鏡で計数されている

(Hennes & Suttle 1995 Noble & Fuhrman 1998）.その

形態からウイルスと判断される粒子は，沿岸では

lmlあたり 106大外洋表層でも 10日程度は存在する．

つまり細菌数より常に一桁程度高い．また，鉛i宜的

にも急速に減少することはない．細菌数に対する相

対比は深さに応じてむしろ増加する（Haraet al. 

1996）.これは，細菌の致死要肉としてのウイルスの

重要性は深度に応じて増加することを意味するのか

もしれない．そのサイズ分布は一般に30-60nmのも

のが多く， lOOnmより大きいものはまれである．つ

まり大部分はO.lμmある L刈ま0.2μmの孔径のフィル

ターを通過する．また 外洋に向かうにつれより小

さくなる傾向がある．

ウイルスのホストとしては，従属栄養細菌，ラン

色細菌，真核性の動植物プランクトンおよび大型動

植物などが可能だが，外洋を含めた空間的な分布を

考えると，細菌および植物プランクトンの可能性が

最も高いと見られる．

HNFなどによる捕食とウイルスの感染の一番の遣

いは，特異性である. HNFが特定のサイズのものを

おおむね非特異的に食うのに対し，ウイルスは相子

を選ぶ．広い海の中で，感染可能なホストに出会わ

ない限り，自分のコピーを増やすことはできない．

出会わなければpずれ有機物の固まりの」つとして

分解されてしまうだろう．では，細雨の死滅要！大｜と

してウイルスはどの程度重要なのだろうか．

その定量的議論のため，以下のような子法が使わ

れてきた．

ある細菌がウイルスに感染してから，実際にウイ

ルスを放出するまでには A 定の時間がかかる．この

一連のプロセス中で，成熟したウイルス粒 fができ

てくるのはその最終段階である．つまり，観察した

荷のうち 1%の菌体内にウイルス様粒子が見えたと

すれば，ウイルスに感染しているのはこの 1%だけ

ではない．既に感染し，ウイルス粒子の生合成を行

ないつつある菌がはるかに多く存在する. Proctor & 

Fuhrman (1990）は，外洋を含めたいくつかの海域で，

おおむね34%の菌体内にウイルス様粒子を見出し

た．この数字から，天然水界中の数卜%の菌はウイ

ルスに感染しているだろうと推定した．その他の方

法論も組み合わせたその後の検討から，現在では数

十九から半分以上の菌が毎日ウイルスに感染し，死

滅しているのではないかと考えられている（Proctor

1998). 

これは当初の漠然とした予想よりかなり高い．さ

らにFuhrman& Noble (1995）は，原生動物による捕食

とウイルスによる死滅の相対的寄与を見積り、沿岸

域ではそれがほぼ同じくらいだと述べている．この

知見が一般的だとすれば，前述したように， HNFと

細菌の分布は必ずしも TopDown的なきれいな関係を

ぷさないことも納得される．なお，植物プランクト

ンについては，ブルームの終了時に高い割合でウイ

ルスが細胞内に見出される場合のあることが報告さ

れている（Bratbaket al. 1993) . 

ではウイルスの存在は微生物ループにどう影響す

るのだろうか．ウイルスによって細菌が殺されると，

その菌体成分はウイルス自体と非生物体の溶存態有

機物になる．ウイルスが次のホストを見つけられず，

最終的に分解，あるいは捕食されてしまうとすれば．

これも非生物態溶仔態有機物の－部である．いずれ

にせよ，これらの有機物は比較的代謝されやすい高

分子と考えられるので，最終的に他の細菌に利用さ

れるだろう．つまりウイルスは綱同一溶存態有機物

プール問での有機物のやりとりを増加させ．結果的

に菌体由来の有機物が微午：物ループを通じて上位の

栄養段階に移行することを閉止する． －方，細菌以

外の真核性の動植物プランクトンがウイルスによっ

て死滅した場合．本来プランクトン食物連鎖に乗る

べきだった布機物を溶存態有機物プールに移行させ

る．このように，ホストが何であろうと，ウイルス
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は細菌を含めたプランクトン群集の溶存態への移行

を早める．

こうしたウイルスによる微生物の死滅と有機物の

挙動をViralLoopと呼ぶ場合もある．しかしウイルス

の機能白体は上記のように，生食食物連鎖と微生物

ループおよび溶存態有機物プールとの関わりで理解

することができるし，そこから逸脱したものではな

い．筆者としてはいたずらに用語を増やすのは避け

たいと思う．ウイルスについてはまだ研究課題がた

くさん残されている．とりわけその致死要因として

の意義および物質代謝の加速効果を定量的に把握す

ることが重要であろう．

D. 細菌群集の中身

微生物ループ研究の一つのゴールは，どのような

有機物をどのような細菌がどのような速度と同化効

率で分解しているのかを明らかにすることである．

このためには細菌の群集構造と各個体群の機能，代

謝されるべき有機物の質と量を知る必要がある．今

のところ，この全てを知ることは到底できない．し

かし， 90年代に入り，細菌の群集構造，有機物の中

身については新たな知見が得られてきた．

一般動植物プランクトンと異なり，細菌は形態的

な特徴が乏しいために顕微鏡観察からだけではその

同定はできない．そこで，培養，分離した菌の生理

生化学的性状から分類することになるが，既に述べ

たように天然水界中の細菌の大部分は通常の方法で

は培養ができない．培養法が実際の蘭をはるかに過

小評価しているのははっきりしている（木暮 1994,

1997）.ではどうやって培養できない菌の組成を調べ

るのか．これには近年発展してきた分子生物学的子

法が使われている．基本的な考えん－は，特定の種の

存在を特定の遺伝子の塩基配列として認識する．こ

の特定の遺伝子としては 16SrRNAをコードする遺

伝子（16SrDNA）が最も広く使われる．この遺伝子

の変異はおおむね種のそれに対応しており，この遺

伝子の塩基配列に基づいて作った系統樹は種のそれ

を反映していると見なされている（Olsenet al. 1994). 

現在，細菌学の分野では16SrDNAは系統解析の標準

的分子とされており，分類的な位置づけを知るには

ほぼ絶対に必要な情報となっている．既に3,000楕を

越える配列がデータベース化され．アクセスも脊易

である．

この分子を使って海洋細雨の群集構造を矢［！るため

には，まず海水を濃縮して細菌フラクションを集め，

遺伝子を抽出して，この遺伝子をPCRによって増幅

し，その塩基配予iJを読んでデータベースとつきあわ

せる（Giovannoniet al. 1990）.既知のどれかの菌に相

当すればそれで種が特定化できるし，一致する菌が

なくともどの菌群に近いかがわかる．この方法によ

り，海洋から得られる 16SrRNAの塩基配列のかなり

がこれまでに記述されていない種であること，その

うちの一部は例えば大西洋 太平洋に共通して見ら

れる普遍的な配列であること，などがわかってきた

(Fuhrman et al. 1993). 

今後はこのような群集構造全体を明らかにするア

プローチに加え，①特定の菌を特異的に認識する遺

伝子プローブを使い 特定の動態を追いかける（De-

Long et al. 1989, Nishimura et al. 1995），②特定の機能

遺伝子や， mRNAなどを標的とし，特定の機能を持

つ蘭を検出する（Hodsonet al. 1995, Tani et al. 1998) , 

などの方向性が考えられる．後者のアプローチが特

定の有機物代謝に結びつけば，物質循環に係わる細

菌の動態を明らかにしていくことが可能だろう．

E. 有機物の中身

海には－体どんな有機物があるのか，これは技術

的に非常に同難な問いかけである．個別の有機物を

とってみるとそれぞれがpMから nMのオーダーだ

し．分析上，塩が邪魔をする．では全体量の把握は

どうか．有機態炭素全量の測定法については80年代

の終わりから方法論的な議論がまきおこった（Sug-

imura & Suzuki 1988) .その議論に決着が着き，多く

の研究者の納得が得られる精度の高いデータが取ら

れ始めたのはごく最近のことである（Sharpet al. 

1995) .それによれば，溶存態有機炭素（DOC:Dis-

solved Organic Carbon）の量は，外洋表層で 60-

70mMC，深層では3540mMC程度で、ある．この値は

結果的には従来言われてきたおおよそ 1mgC/lという

値に近い（Sharp1997). 

これまでの食物連鎖の研究では，有機物の質や量

についてあまり考えることはなかった．しかし，

DOC測定法の確立と，以ドに述べるようないくつか

の発見が続き，有機物と微生物との相互作用に関す

る新たな学問分野が生まれようとしている．最近の

いくつかの注目すべき事実を簡単に列挙する．なお，

海洋の溶存態有機物については本号中で小川がまと

めているので参照されたい．
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Z新しい微小粒－：（－

j容存態有機物と懸濁態有機物との遠いは特定のフ

ィルター（例えばWhatmanGF/F, fl径約0.7μm）を

通過するかどうかで決められてきた．つまりこの定

義はあくまで操作上のものである．実際大部分の海

洋細菌は菌体という粒子を形成しているのに，この

定義によって“溶存態有機物”に含まれてしまう．

Koike et al. (1990）は， j容存態有機物に含まれる粒子

の存在を具体的に示した最初の論文と言える．電気

抵抗値から粒子の数と体積をモニターする機器(El-

zone Particle Counter）を用い，外洋表層域でも細菌数

より 12桁高い数の（107-8/ml程度）粒子が存在する

ことがわかった．その後．電子顕微鏡観察によって

このような粒子の存在が確認されると共に（Wells

and Goldberg 1991)，様々な染色法がE夫，考案され

て今まで見えなかった粒子の存在が明らかになって

きた（Alldredgeet al. 1993, Long and Azam 1996, Mosta 

jir et al. 1995, Yamasaki et al. 1998）.これらの観察によ

り， i容存態有機物は“溶けているもの”という暖昧

な表現から一歩抜け出し，連続的な大きさと化学的

性質を持った粒子であることがはっきりしてきた．

Koike et al. (1990）の論文のもう一つの意義は， 5μm

以ドの細菌捕食者の存在がこれらの粒子の生成に関

っていることを示したことである．つまり細菌はこ

れらの粒子の起源として有力候補である．その後，

Shibata et al. (1997）はウイルスが細菌に感染し，溶菌

する際にやはり微小粒子が生成することを実験的に

示した．

②緩分解件有機物

アミノ椴やグルコースなどを海水中に落とすと，

数時間単位で利用されてしまう．つまり代謝回転が

非常に早い．これらの有機物は易分解性 (labile）と

呼ばれるが，全有機物に市めるそのフラクションは

微々たるものである．殆どの有機物の代謝同転時間

ははるかに長い．放射性同位元素を聞いた年代測定

によると，太平洋および大西洋の深層水中の溶存態

有機物の平均年齢は4000-6000年である（Baueret al. 

1992）.これらの代謝されにくい有機物は難分解性

(refractory）と呼ばれ，易分解性有機物と比較すると

その代謝刷転速度には6-7桁にもおよぶ極端な違い

がある．民近，これらの両者のいわば中間にあたる，

「緩分解＇~f：」（semi-labile 訳語は木暮 1997 による）の

有機物の作在が注[Jされてきた．これらは例えば数

週間から数ヶ月，あるいはせいぜい一年程度で代謝

され，その蓄積，分布，代謝が特徴的な季節変異を

示す（Carlsonet al. 1994) . 上記の微小粒子との関わ

りは非常に興味深い．

③j容存態ポリンタンパク

五noueet al. (1995）は，極域から熱帯域にまでおよ

ぶ広い海域で，溶存態のタンパクの分布を調べ，そ

の電気泳動像から，特定のサイズを持つタンパクが

普遍的に見られることを発見した．その一つである

48kDaのタンパクのアミノ酸配列を調べたところ，

Pseudomonoas aeruginosa （緑膿菌）の外膜のチャン

ネルタンパクである Porinに一致するという驚くべき

結果を得た．さらにSuzukiet al. (1997）はこのタンパ

クに対する抗体およびListonellα仰 ：guillarumのポリン

タンパクに対する抗体を用い これらの抗体に反応

する溶存態タンパクおよび細菌群集が作在すること

から，その起源となっている細菌が確かに分布して

いる，との結論を得た．

ポリンタンパクの発見は その起源がどのような

細菌群なのか，細菌の死に様とどう関係するのか，

どうしてこれらの特定のタンパクが残るのか，どの

くらいの速さで代謝されているのか，などなど，多

くの海洋化学，海洋微生物生態学に関わる疑問を提

起している．そのかなりは上記の微小粒子の起源に

関する疑問に重なる．いずれも溶存態有機物として

の細菌体の重要性を示唆している．

ごく最近，溶存態有機物の窒素成分の分析からこ

の示唆を支持する知見が得られてきた．細菌の膜成

分の aつにペプチドグリカンという細菌固有の物質

がある．海洋に広く分布するグラム陰性細菌の場合

外膜の内側に位置し，形態維持などに重要な働きを

している．このペプチドグリカンにはD体のアミノ

酸がいくつか含まれる．地球上の生物はL体のアミ

ノ酸を選んで進化してきたため，もし海洋から D体

がかなり含まれるとなると 細菌のペプチドグリカ

ンがその起源として有力になる. McCarthy et al. 

(1997, 1998）は溶存態有機物中のアミノ酸のD/L比を

測定し，アラニン，アスパラギン酸，グルタミン酸，

セリンがとりわけ高い値を示すことから，その起源

として細菌のペプチドグリカンが重要であることを

示した．ただし，ペプチドグリカンの測定自体はま

だ行われていない．

従来有機物と微午物との関係は“有機物をどう微

生物が分解するか”という言葉で語られるのが常だ

った．しかし上に書いてきた課題は“細菌がどのよ
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うに死に，その有機物がどう残存していくのか”と

いう疑問が中心である．つまり今や有機物と微午．物

との関係は－方通行ではなく，“有機物プールと微生

物（とりわけ細菌）との相互作用”という捉え方の

ほうがふさわしい．現在，この分野では宇つの発見

が次の研究課題を引き起こし，これに全く関係のな

いと思われていた知見が大きな意味を持ってくるよ

うなことが次々に起こっている．以前は海洋化学に

あまり縁のなかった筆者も極端に亘えば興奮と驚き

の連続である．そこに日本人研究者も大きく貢献し

ている．引き続き日本から何か独創的で新しい研究

を展開していけないものかと考えさせられる．

6. おわりに

微生物ルーフO(f)概念がAzamによって提出されて

から 15年あまり経つ．この間の研究から，微宅物ル

ープが海洋生態系で無関できない存在であることが

はっきりした．同時に海洋微生物群集が従来与・えら

れていたよりもはるかに多様な世界であることがわ

かってきた．微生物ループを細菌一鞭毛虫で，また

生食食物連鎖を珪藻ーコペポーダで代表させて対比

できるほど単純ではないことも明らかである．つま

り，微生物ループ v.s.古典的生食食物連鎖というの

はわかり易いテーゼであるが このテーゼにあまり

こだわりすぎると実際に海洋で起こっている袴雑か

っ動的なプロセスを客観的に評価することができな

くなってくる．最終的に明らかにすべきなのは，よ

り小さな時空間レベルで，どのような有機物がどの

ように作られ，それが食物連鎖と生物作用を通じて

どのように転換していくかを正確に記~し，それを

コントロールするメカニズムを明らかにすることに

つきる．

もしこの原稿を最後まで読んでドさった ｝jがいた

としたら，ずいぶん」貫性に欠けた読みにくい総論

だったと感じられるだろう．それは，原核緑藻．ウ

イルス，微小和f，ポリンなどの面白い発見が次々

と続き，それぞれが1初の予想以上に大きな新たな

学問分野を作りつつあることの裏返しでもある．つ

まり微牛物ループの研究は生物海洋学に急速な広が

りをもたらしている．この広がりは，約100年以上

も前に初めて海のプランクトンが記載され，プラン

クトン学が確立されていったt貞の状況にも匹敵する

のではなかろうか．

ただしその頃と今の状況には大きく異なるだろう

と思われることがー点ある．当時のプランクトン学

の発展には寺門とする生物群について何でも知って

いる“Authority”が現れ，その分野の研究を進める

ことが最も千1宇効かつ重要だったと思われる． しかし

今の生物海洋学はそうした“Authority”の集まりだ

けでは推進，発展させることはできない．少なくと

も海洋化学，海洋微生物学 海洋プランクトン学を

広く見渡すことができ，海洋という場と有機物，そ

してそこに生息する様々な生物群集の相互作用の全

体像を認識している“Developer”（もちろん研究者）

が必要だ．少々おおげさに百えば，そのような健全

な“Developer”が育ち，縦横に活躍して学際的な研

究をリードしていける状況が生まれれば日本の生物

海洋学にも大きな発展の可能性があるだろう．小さ

な“Authority”の集まりのままでは期待薄，と断i-1°

するのは丙い過ぎだろうか．
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