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はじめに

国立環境研究所の微生物系統保存施設（NIESコレ

クション）では，環境研究に必要な藻類保存株の収

集・保存・提供を目的として 1983年に開設され，

2002年以降はナショナルバイオリソースプロジェク

トの藻類リソース中核機関として，囲内重要リソース

の集約，ライフサイエンスに重要なモデル生物，ゲノ

ム解析株，応用利用に有用な保存株等の収集とその付

加情報整備等にも取り組むことで，国内外の藻類研究

を推進する重要な役割を担ってきた．私自身は，長年

にわたり，藻類カルチャーコレクションの運営に携わ

りながら，藻類の多様性に関心をもちながら，分類学

的知識・技術をベースに，生態学や分子生物学的手法

を導入しながら，独自に自然界から分離・確立した培

養株，そして藻類カルチャーコレクションの保存株を

積極的に活用する研究に取り組んできた

藻類を含むさまざまな微生物のカルチャーコレク

ションでは，研究に使われた貴重な保存株を研究者か

ら受け入れて，定期的な植え継ぎ作業や生育・無菌検

査，凍結保存を行うとともに，ユーザーからの依頼に

応えて保存株を提供している．こうした業務活動に加

えて， NIESコレクションでは保存株の培養や凍結保

存条件の検討，保存株情報や文献， DNA情報等の付

E-mail: kawachi.masanobu@nies.go.jp 

加情報の整備，稀少・貴重な保存株の収集といった活

動を行っている．培養株を確立して，保存するのは，

研究者個人も行っていることだが，カルチャーコレク

ションでは，組織的に長期にわたって保存株を維持し

続け，ユ｝ザーに提供している．研究者が自身の研究

に使うために確立した株が，カルチャーコレクション

を通じて公開されることで，さまざまな研究に利用さ

れることになる．新種記載等，分類学的研究に使われ

た株も受け入れており，分類学や多様性研究に果たす

役割も大きい．カルチャーコレクションにおける微生

物の保存は，生物資源の生息域外保存の典型ともいえ

る．これに関連して，生物多様性条約に盛り込まれた

重要課題の一つ，遺伝資源の取得の機会およびその利

用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分（ABS）への

対応について圏内でも検討が進められているが，微生

物資源を管理する立場として，カルチャーコレクショ

ンの果たすべき役割は今後さらに拡大するものと考え

ている．

本稿の「微細藻類の系統分類研究に基づくデータ

ベース構築および研究基盤の高度化Jというタイトル

だが，これは NIESコレクションの保存株と施設を研

究基盤として系統分類やさまざまな関連研究に取り組

んできたこと，そしてコレクションを用いた研究成果

を保存株の付加情報として整備して，それらのデータ

ベース化やホームページ上での情報発信（http://mcc.
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藻類とその系統分類学的研究，多様性研究

藻類は「酸素発生型光合成Jを行うという特性でく

くられた生物で，水の中を主な生息場所として，水界

の基礎生産者として重要な役割を果たしている．これ

までに知られている藻類は，複数の異なる系統にまた

がっており（図 1），こうした進化 ・系統的な多様性を

背景に，細胞構造や生理，生化，遺伝学的に高い多様

性をもっ生物群として認知されている（図 2）.藻類以

外の「酸素発生型光合成jを行う生物として，コケ，

シダ，種子植物といったいわゆる陸上植物は，われわ

れにとってもっと身近で，地球上で大繁栄しているよ

うに見える．しかし水界に目を向けると，顕微鏡でし

か見ることのできない微細な藻類による CO2固定量，

バイオマス生産量は，陸上植物に匹敵する見積もりも

出されている．進化系統的に考えると，陸上植物は車

軸藻という緑色藻類の仲間から進化したことがわかっ

ているので，陸上植物も藻類の一部といえなくもない

だろう 藻類は，湖沼や沿岸，海洋といった普通の水

環境だけでなく，温泉，雪氷，高塩，乾燥地帯などの

さまざまな特殊環境にも生息する サンゴや地衣類で

知られる他生物との共生関係を営む藻類も数多く存在

する．地衣類は，菌類と藻類が共生することでできた

複合生物であるが，住居の壁や樹木表面など，われわ

れの身の回りのさまざまな基物表面を覆い，砂漠のよ

微細藻類研究と研究基盤の高度化

nies.go.jp）に取り組んできたことに由来する．また保

存株や施設を利用して，みずから研究を展開すること

で，研究材料としての藻類の特性や有用性をアピール

するとともに，研究の基盤として，いかに NIESコレ

クションが重要なのかをアピールし続けてきた 収

集 ・保存 ・提供という基本的なルーチンワークを継続

するのにとどまらずに，時代のニーズに応えてさまざ

まな付加情報を整備する．また研究プロジェクトを展

開と研究成果（プロジェクトで新たに確立した保存株

を含む）をコレクションにフィードパックするといっ

たコレクションの高度化に取り組んできた.NIESコ

レクションの抱える課題やさまざまな研究コミュニ

テイの関心，ライフサイ エンス研究の動向を見据え

て，コレクションを整備，発展的に運営することで，

将来も持続的に利用され続けることにつながるのだろ

う 一方で＼マンパワーや施設の容量といった制約の

下で，増え続ける保存株にどのように対処するのか，

基本的で重要なルーチンワークである保存と提供をお

ろそかにしては本末転倒といえるだろう．コレクショ

ンの運営には，長期的ビジョンとともに，そのときど

きの状況に合わせたバランス感覚が必要とされるだろ

うと考えている．
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真核性藻類の模式的な系統樹 （Baldauf,2003を基に改変）

-2一

図1



Microb. Resour. Syst. June 2018 Vol. 34 No. 1 

2C 

一一回 2G 2H 
図2 さまざまな系統の真核性藻類の光学顕微鏡写真

A：緑色植物Cosmarium(NIES 452), B：紅色植物Poゆhyridium(NIES 1035), C：灰色植物Cyanoρhara
(NIES-54 7) , D：ユーグレナ植物Euglena(NIES-286), E：渦鞭毛植物Peridinium(NIES 497), F : 

クロララクニオン植物 Chlorarachnion(NIES-624) . G 不等毛植物Epipyxis(NIES-1826). H：クリ
プト植物 Cryρtomonas(NIES 345）.括弧内は NIESコレクションの保存株番号，スケールパー ＝lOμm

うな乾燥地帯，高山帯，寒冷地のような過酷な環境に

もよく適応している．原核生物で葉緑体の元となった

シアノバクテリアやさまざまな大系統に点在する真核

生物を含む「藻類J，単細胞性から群体性，そして海藻

のように多細胞で複雑な体制と生活史をもっ「藻

類」！ こうした多種多様な「藻類」に魅せられて，

大学の卒業研究以来，藻類を研究材料として研究に取

り組んで、きた．自然界から培養株を確立して研究材料

として研究を行う，その際，必要に応じて，生化学的，

分子生物学的アプローチなど，他分野の研究手法を導

入しながら研究を行うという基本スタンスで取り組ん

できた．系統分類学的研究を行う際には，あえて新奇

な種類を狙って培養株を確立して研究を行うことも

あった（Kawachi& Inouye, 1993）.現在の職場，国立

環境研究所に来てからは，環境問題を引き起こすよう

なアオコ，赤潮形成藻をターゲットとした研究，コレ

クションを活用した研究，藻類の応用利用にかかわる

研究へとシフトしている．以下，これまでに私がかか

わってきた研究についていくつか紹介しておきたい．

3 

アオコ・赤潮形成藻類，そしてピコ植物プランクトン

の多様性研究

自然界で大量繁殖するアオコ・赤潮形成藻類（図

3A. B. C）や有毒性の藻類は，陸水および沿岸環境

において，大きな環境問題を引き起こすことがある．

大量繁殖する種のなかには，分類学的整理が必要なグ

ループや調査・研究を行う過程で新種であることが判

明するケースもある．従来の形態学的特徴に基づく分

類に加えて，遺伝子解析を導入することで，より詳細

かつ客観的な分子系統分類学的アプローチに基づく分

類学的研究，さらに多様性研究を行うことが可能とな

る また遺伝子解析の結果を基盤として，分子生物学

的技術を応用することで，モニタリング調査に役立て

ることも今後の重要な研究展開につながると考えてい

る．これまでに著名な赤潮形成藻であるシャットネラ

の分類から生活史，そして遺伝的多様性にかかわる研

究（Demuraet al., 2009, 2012, 2014），有毒性シアノバ

クテリアである Cylindrosρermoρsisの分布拡散にか

かわる研究（Zarenezhadet al .. 2012), TOF MSを利

用した Microcystisの迅速な多型解析に基づく研究
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(Sun et al .. 2016），地衣共生藻の遺伝的多様性解析に

基づく大気汚染診断（Ohmuraet al., 2006）といった

研究に取り組んできた．本稿では，西日本の閉鎖海域

を中心に夏期に大量発生して，養殖魚に甚大な被害を

与え，有害藻として最も問題視されてきたシャットネ

ラ（図 3C）の 3種（Chattonella marina, C. antiqua, 

C. ovata）の分類学的研究とその遺伝子解析の結果を

基盤として行った関連研究について紹介したい．

微生物系統保存施設で長年保存されてきたシャット

ネラ株および独自に日本沿岸各地から収集した株を含

む合計104株について，独自に開発したマイクロサテ

ライトマーカー（Demuraet al., 2007）と他の複数遺

伝子（ITS,rbcL, COI）を併用した遺伝的解析，そし

てFlowCAMというイメージ解析装置による定量的

な形態データの比較解析を行った．マイクロサテライ

トマーカーで3種はいずれも増幅すること，複数遺伝

子の分子系統解析から， 3種は大まかには3クレード

に分かれるものの，おのおののクレードに別種の株が

混在することから，遺伝的に非常に近い関係にあるこ

とが示されたのに加えて，形態学的に 3種の中間的な

形態を示す培養株が存在することなどから，遺伝的に

形態的に分化途上にあるが，同一種として扱うべき段

階にあることが強く示唆され， 3種を変種扱いとする

ことを提案した（Demuraet al., 2009）.世界各地でも

シャットネラの被害が拡大するなか，シャットネラ 3

種に関する分類学的指針を与えた本論文は，海洋学，

水産学等の分野にも大きなインパクトを与え，さまざ

まな論文，報告書で引用されつつある．

こうした詳細な DNA解析で得られた結果を他の研

究にも適用することが可能で，生活史研究やモニタリ

ング研究等に応用することができる．たとえば前述の

シャットネラは，養殖漁業に甚大な被害を与え続けて

おり，その対策を考えるうえでも生活史の研究が必要

とされてきたが，有性生殖（接合）の有無や核相など

いまだに不明な点が残されている．マイクロサテライ

トマーカーは，共優性マーカーでもあり，ヘテロ接合

体かホモ接合体かを判別できる．ヘテロ接合体を検出

できれば，間接的に接合の有無を実証できることか

ら，シャットネラ 287株の栄養細胞について解析を試

みた．その結果， 99.7%に当たる 286株が2倍体ヘテ

ロ接合体であることが判明した．また栄養細胞をスト

レス条件下におくことで誘導された小型細胞39細胞

についても，細胞分離，シングルセルゲノム増幅，

マーカー解析を行った結果，小型細胞には栄養細胞と

同じ2倍体ヘテロ接合体（22細胞）のほかに l倍体と

河地正伸

推定される細胞（17細胞）の 2タイプが存在すること

が判明した．以上より，シャットネラには接合ステー

ジがあること，そして小型細胞には 1倍体の，おそら

く配偶子が含まれていることが強く示唆された（De-

mura et al., 2012). 

話は少し変わるが，環境省の推進費において，

2004-2009年度の間，大型船舶パラスト水を介した海

洋生物の越境移動の問題に取り組んだことがある（図

3D）.コンテナ船や石炭運搬船といった大型船舶で

は，積載物の積み込み，荷下ろしの際に，重量調整と

して，船舶内のパラストタンク内に港湾内の海水を取

り込んだり排水したりする．重しの代わりとして使わ

れる海水はパラスト水とも呼ばれるが，港湾など，沿

岸域に生息するシャットネラのような有害藻や他の海

洋生物がパラスト水とともに 輸送され分布拡大する

ことで問題視されており，国際海事機関（IMO）で，

パラスト水管理条約が提案され，つい最近， 2016年に

発効されることになった．パラストタンク内のパラス

ト水中の生物量は希薄になっているため，微小プラン

クトンを検出するのは困難を極める．そこで DNAを

用いて細胞の希薄なサンプルから高感度のモニタリン

グを行うことを目的として，シャットネラや他の有害

種を対象として種特異的で定量的に検出可能な DNA

マーカーの設計に取り組んだ．これをパラスト水のモ

ニタリングに適用することで，日本沿岸由来の有害種

がオーストラリアに移送される定量的なモニタリング

データを取ることに成功した．こうした一連の研究で

は，分類学的に精査された藻類コレクション保存株

が，特に種特異的な DNAマーカーを設計してその有

効性を確認する際に，非常に有用で，精度の高い研究

を展開するうえで重要な役割を果たしていたことを強

調しておきたい．

-4-

この他， JSTの戦略的国際共同プログラムにおけ

る日仏研究交流や CREST，そして内閣府の戦略的イ

ノベーション創造プログラム（SIP）等において，海

洋環境の重要な基礎生産者であるが，未知未培養性の

種が多く，多様性の実体は明らかでないピコ植物プラ

ンクトンや外洋性植物プランクトンを主な対象とした

多様性研究，モニタリング研究，生態毒性試験等の研

究を展開してきた．このなかで，たとえば凍結保存し

た環境試料について，フローサイトメトリでピコプラ

ンクトンの細胞分取を行い， DNA解析，形態観察，

培養を行う一連の手法開発にも取り組んできた

(Kawachi et al., 2016）.特にピコ植物プランクトンに

関しては，さまざまな海洋環境試料について，メタゲ
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図3 A：アオコ状態の湖沼，B：代表的なアオコ形成藻Microcystis,C：シャ ットネラ， D：パラスト水を排出している大
型輸送船舶， E：ボトリオコッカス（左：ナイルレッド染色像，群体を形成している細胞の回りにオイルが蓄積され
ている）

ノム解析等を進めながら，日仏共同研究を展開しつつ

(Lepere et al., 2011），ピコ植物プランクトンの多様性

の実体解明や自然環境における動態解析に迫る研究を

展開している（Kataokaet al., 2017）.また一連の研究

プロジェクトを通して， FlowCAMによる画像解析装

置，リアルタイム PCR法による定量的 DNA解析や

次世代シーケンサーを用いたゲノム解析やメタ DNA

ノfーコーデイング解析等の技術および解析手法，そし

て主要機器類を整備することができ，現在でも NIES

コレクションのゲノム情報の整備や湖沼・海洋のモニ

タリング研究等に利用されている．

藻類バイオマスにかかわる基盤的研究

近年，藻類バイオマスへの関心が大きく高まり，さ

まざまな研究プロジェクトが行われているが，その火

付け役となったのは， 2004年に国立環境研究所で始

まった環境省の地球温暖化対策技術開発事業「微細藻

類を利用したエネルギ一再生技術開発（研究代表：渡

遁信教授）」なのかもしれない その後，私が関係す

るだけでも CREST,SIPといったさまざまなプロ

ジェク トが立ち上がっていくなかで，藻類の多様性に

関する理解 ・知識をベースに，より増殖が早く，オイ

ル産生能力の高い培養株の探索と培養株の確立に取り

組む一方で，その多様性研究，増殖特性に関する研究，

代謝系に関する研究等を行ってきた．なかでも Bot-

ryococcus braunii （ボ トリオコ ッカス） という淡水産

群体性の緑藻は，細胞外のコロニーマトリックスにオ

イルを蓄積する（図 3E）ことで注目を浴びている．こ

のオイルは直鎖アルケンやトリテルペンなどの炭化水

素からなり，化石燃料の代替として利用可能である．

数百に及ぶボトリオコッカス培養株のスクリーニング

から，選抜され「アスリート株Jとも呼ばれるように

なった株は，つくば国際総合戦略特区で、藻類バイオマ

スエネルギーの研究材料として，大量培養系の構築や
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EST解析，ゲノム解析等の幅広い研究材料として現

在も利用されている．本稿では，ボトリオコッカスの

選抜株の一つについて行った増殖特性に関する研究と

多様’性解析の研究成果について簡単に紹介しておく ．

ボトリオコッカスの無菌株（RaceB）を用いて，鉄

およびグルコースがその形態に及ぼす影響について，

増殖やオイル生産との関連性とともに培養特性に関す

る調査を行った細胞サイズは，鉄制限下よりも鉄

リッチの条件で，明瞭に大きくなった．また細胞形状

は，鉄リッチ条件で，楕円形なのに対して，鉄制限下

では円錐形となった．鉄リッチ条件では，細胞同士が

緊密につながってより大型のコロニーを形成するのに

対して，鉄制限下では，細胞はまばらで，コロニーサ

イズもより小さくなった．鉄リッチな条件にグルコー

スを添加した条件では，細胞サイズとコロニーサイズ

はさらに大きくなった 増殖は，鉄リッチにグルコー

スを添加した条件で最も早く，次いで鉄リッチ条件，

そして鉄制限の条件の順となった．炭化水素量も同様

に，鉄リッチ条件下で増える結果となった 鉄とグル

コースの有無により，細胞形状や細胞外オイルの量は

影響を受け，結果としてコロニーのサイズや形状が変

化することが推測された （Tanoiet al., 2014). 

またわれわれはボトリオコッカスの多様性解析研究

として， 日本各地から分離された 31のボトリオコ ッ

カス株の分子系統解析を行い，炭化水素のタイプとの

関連性について調査を行った 国際塩基配列データ

ベースに登録されている 18SrRNA遺伝子の配列

データとともに，系統解析を行った結果，高いブーツ

ストラップ値で主要な 3つのグループ（クレード I,

II, III） と4つのサブクレード （II1. II 2, III 1, 

III 2）を認識できた．ガスクロマトグラフィー質量分

析による独自の分析から， 9種類の炭化水素が検出さ

れ，それらは大きく 4タイプ（既知の RaceA. B, L 

の3っと仮に RaceSと名づけた炭素数の少ない ep-
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oxy-n-alkaneや飽和 n-alkane）に区分できたクレー

ドIはRaceAと一致，クレード IIはRaceBと一致，

クレード IIIには RaceLとその誘導体そして RaceS 

が含まれていた．またクレード IIIのサブクレードク

レード III1には RaceLの株が，サブクレード III2 

には RaceSの株が含まれており，それらは高いブー

ツストラップ値で支持されていた．ボトリオコッカス

の系統的関係は，それぞれに独特な炭化水素合成系の

分布とよく一致することが示された．一方，各クレー

ドの 18SrRNA遺伝子配列の最大相違率の比較から，

ボトリオコツカスの各クレードでは，他の緑藻種にお

ける種の相違に相当するレベルでの種分化が起きてい

ることが示された．ボトリオコッカスの種の多様性の

高さと分類における炭化水素のタイプなどの生化学的

な特徴の有用性が示唆された．こうした研究から，

Botryococcus brauniiという Iつの種が，分子系統学

的に大きく 3つのグループに分かれ，炭化水素の合成

経路の違いや炭化水素のタイプが系統と密接に関連す

ることを世界に先駆けて明らかにすることができた

(Kawachi et al., 2012）.ボトリオコッカスでは，遺伝

的，生化学的な違いばかりでなく，株ごとに増殖速度，

至適な温度や pH等の生理特性にも大きな違いが認め

られている．実用化に向けたさまざまな取り組みのな

かで，目的に合った培養株を収集，選抜する工程はき

わめて重要なものとなっているが， 1つの種が包含す

る多様性への理解を深めることで，実験材料として，

より優れ，より扱いやすい保存株が自然界にはまだま

だ存在することを確信できた．また 18SrRNA等のク

レードに特異的な遺伝子マーカーを活用することで，

効率良く目的に適った株を選抜するといったことも可

能になってきた．

藻類コレクションを活用した研究

藻類コレクションを活用した研究は枚挙にいとまが

ないし，前述の藻類バイオマスやアオコ・赤潮研究で

も藻類コレクションは重要な役割を果たしてきた．こ

こでは， USAの著名な藻類コレクションの 1つCCMP

(Culture Collection of Marine Phytoplankton，現在の

NCMA）のRobertA Andersen氏と共同で行った所

属不明株に関する DNA解析から， 4新属 4新種と既

知種1種からなる新規な分類群を発見し，形態情報，

生理生化学的データ解析と併せて，新綱ピンギオ藻綱

を設立した研究（Kawachiet al., 2002），そして円石藻

の生活史における細胞ステージの移行条件を解明した

研究（Noelet al., 2004）の 2つを紹介しておきたい．

i可地正伸

新たに発見された藻類のなかには，既知の藻類には

ない興味深い特性や現象が見つかることがある. 2002 

年に新綱として設立したピンギオ藻綱（Pinguiophyce-

ae）は， 5属5種が知られるだけだが，いずれも高度

不飽和脂肪酸の EPA(eicosapentanoic acid）の含量

が高いという共通の特徴が認められている．新しい生

物の発見は，今後も続くことになるだろうしこうし

た研究の動向に注意を払い，利用者ニーズや社会的要

請に応えて，新奇で多様な保存株を整備，拡充できる

コレクションはその分野を牽引する大きな力となるに

ちがいない．本研究では Glossomastixchrysoρlasta, 

Phaeomonasρarva, Pinguiochrysisρ1yriformis, Pin 

guiococcusρ，yrenodosusそして PolY,ρodochrysisteis-

seriの5つの種で構成される新綱ピンギオ藻綱の設立

を提唱した（Kawachiet al., 2002). PolJ,podochrysis 

以外はすべて新属新種であり，個々の形態に関する詳

細は，個別の論文として報告した上記5種の 18S

rRNA遺伝子と rbcL遺伝子の系統解析，光合成色素

分析，脂肪酸組成の結果を関連分類群とともに示すと

ともに，個々の研究で報告された形態的特徴について

取り上げ，その総合的な比較・検討から，これら 5種

は葉緑体やミトコンドリアなど他の不等毛植物と共通

の一般的細胞特徴が見出される一方で，形態的に単純

化したバクテリアサイズの種，さまざまなタイプの細

胞外被構造の存在，マスチゴネマを欠いた鞭毛細胞を

形成する種なと形態的にきわめて多様性に富むグ

ループとして認識された主要な光合成色素は，いず

れも共通であり，不等毛植物の一員であることを示唆

した．不等毛植物における本綱構成種の独自性は，高

含有の高度不飽和脂肪酸と分子系統解析の結果から示

された高度不飽和脂肪酸は全脂肪酸の 41-67%に達

し既知の餌料藻の値（10-30%）を上回る特徴的な値

であることが判明した．特に EPA含量は高く， 23.5-

56.0%に達した．さらに，他の藻類群において細胞内

膜系の流動性関与が示唆されている 16:3(n-4）や 18:3

(n-3）といった不飽和脂肪酸が，本藻群ではほとんど

存在しないなど，特徴的な脂肪酸組成を有することで

まとめられる藻類群といえた．これに加えて 18S

rDNAとrbcLおのおのの系統解析の結果は基本的に

一致しており，既存の不等毛植物の系統群（綱レベル）

から独立して，単系統群としてまとまることが示され

た以上の形態分類，化学分類，分子系統分類といっ

た分類学的手法に基づく総合的な解析結果から，本藻

類群は不等毛植物における新規分類群であるという結

論を導くことができ，新綱ピンギオ藻綱の設立を提唱
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した．藻類で新綱レベルの高次分類群の設立は，日本

人研究者としては初めてではないだろうか．本論文に

より， 2002年度日本藻類学会論文賞をいただいた．

藻類では菌類と同様に，核相の異なる細胞相の存在

が知られている．長年コレクションにおいて保存株を

継代していくうちに，いつの間にか別の細胞相に置き

換わってしまうこともある．多くの藻類では，細胞相

の移行条件は不明なため，移行後も特別な措置は取ら

れていない．ハプト植物門のなかで，炭酸カルシウム

でできた円石と呼ばれる細胞外被構造をもっグループ

は円石藻と呼ばれている．外洋環境を中心に海洋に広

く生息しており，炭素循環や硫黄循環に大きく関与し

てきた海洋性植物プランクトンとしても知られてい

る．この円石藻の種では，ホロコッコリス世代（炭酸

カルシウムの単結晶でできた円石をもっ世代）とヘテ

ロコッコリス世代（異なるタイプ，パーツの炭酸カル

シウム結晶が組み合ってできた円石をもっ世代）の 2

つの世代が，生活史のなかで切り替わることが知られ

ている．ただしこれは大部分が自然界のサンプルで観

察されているだけで，その意義やプロセス，メカニズ

ム等の詳細は不明で、あった．また分類学的には，いま

だにホロとヘテロコッコリス世代の対応関係が不明な

種が多く，各世代で別々の種として記載されてきた名

称がいまだに使われている．われわれの研究グループ

では，円石藻の一種 Catyρtrosρhaerasphaeroideaの保

存株を用いて，世代聞の双方向的な誘導を実験的にコ

ントロールすることに世界でも初めて成功し光学顕

微鏡および走査型電子顕微鏡等によりその移行プロセ

スを詳細に観察するなど，生活史の全貌について明ら

かにすることができた（Noelet al., 2004）.ホロコッコ

リス世代からヘテロコッコリス世代への移行は，ビタ

ミン類と微量金属元素を付加した培地で 40日程度培

養することで誘導され，逆の移行は暗条件下で 30-60

分ほどの低温処理を行った細胞をビタミン類と微量金

属元素をフリーにした培地で培養することで誘導され

た本研究の培養実験は，栄養塩類，ビタミン類，微

量金属元素を厳密にコントロールした条件下で行わ

れ，世代交代の誘導に適した新たな培地の開発も研究

成果のーっとなった．円石藻の 2つの世代の聞には，

鞭毛の有無，円石等細胞外被構造のタイプといった細

胞形態と機能の面での相違だけでなく，栄養要求性や

生理的特性にまで相違が認められている．こうした相

違から，ホロコッコリス世代はより外洋環境に適応

し，ヘテロコッコリス世代はより沿岸環境に適応して

いることが示唆されており，さらに各世代間への移行
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に必要な誘導条件の内容もこれを支持していた本研

究で開発された新しい培地， MNK培地は，それまで

培養の難しいとされてきた外洋性円石藻など，さまざ

まな海洋性植物プランクトンの培養を可能とする汎用

性の高い培地として，現在，世界的にも広く使われて

いる．なお本論文により， 2004年に国際藻類学会誌の

論文賞である LuigiProvasoli Awardを日本で初めて

受賞することができた．

保存株の付加情報整備

カルチャーコレクションの役割は，研究基盤として

重要な保存株の収集，保存，提供を行うことで，関連

研究分野の発展，ひいては社会に貢献することにあ

る．こうした基本的な役割に加えて，さまざまな研究

分野で利用されている保存株について，利用者目線で

付加情報の整備を行うことも重要なことだろう．藻類

コレクションの場合，伝統的に形態分類に基づいて種

同定が行われてきた保存株が多く含まれている．しか

し近年の分子系統学的研究に基づいて，分類体系の整

理が行われることで，種名の改訂，なかには目や綱と

いった高次分類群レベルでの変更が必要となるケース

も増えている. NIESコレクションでは，こうした分

類情報の変更について，文献等の情報収集や有識者へ

のヒアリングを行い，変更内容を精査したうえで，必

要に応じて，すみやかに保存株の分類名を変更してき

た．また形態的な特徴に乏しく，種同定の困難なグ

ループなどを優先的な対象として，分類情報の確から

しさを保証するための作業として独自に DNAパー

コーデイング情報（18SrDNA. 16S rDNA配列等）

の取得を行い，保存株の付加情報として整備し

DDBJ等の国際塩基配列データベースへの登録を行っ

たうえで NIESコレクションのホームページ上で公開

してきた．将来的には，すべての保存株について，

DNAパーコーデイング情報を整備していく必要があ

るだろうと考えている．なお遺伝子情報が整備されて

いる保存株では，保存株情報に掲載されているアク

セッション番号をクリックするだけでNCBIへのリン

クページに移動することができるようになっている．
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保存株のなかには，長年の継代培養の過程で，世代

交代が生じて別ステージの細胞が混在したり，形態異

常が起きたりすることもある．また他種がコンタミ

ネーションして，元の種に置き換わるといったことが

発生するリスクについても配慮しておく必要があるだ

ろう．こうしたリスクを回避するために，保存株を提

供する際には，光学顕微鏡による形態観察等の検査を
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行ってきたまた保存株の付加情報として，光学顕微

鏡，電子顕微鏡による細胞観察画像や動画，そして試

験管内での生育状況の写真などについても整備を進め

ており，ホームページ上の保存株情報からいつでも閲

覧・参照できるようになっている. DNAバーコード

情報と同様，こうした細胞状態を示す画像等の情報に

ついても，すべての保存株を対象として整備していく

予定であり， NIESコレクションの重要なルーチン

ワークとなっている．コレクションの品質管理や分類

学的信頼性を担保することになる DNAバーコード情

報の整備それ自体が重要な作業であるが，特定分類群

を対象として DNAバーコード情報を整備，分類学的

な検討を行うことで研究成果として論文報告するとと

もに（Yumotoet al., 2013），コレクションの付加情報

として，ホームページ上で利用者に提供している．

最近では，国際的な生物多様性データベースである

GBIF （地球規模生物多様性情報共有DB）への藻類保

存株の地理情報登録も進めている．毎年 50～100の

ベースで保存株の登録を進めており， 2018年4月の

段階で878件が登録されている．こちらも全保存株を

対象としており，今後登録数が増えるに従って，さま

ざまな用途でデータベースが活用されることを期待し

ている（図4A, GBIF内の NIESコレクションのペー

ジ： http://www.gbif.org/ dataset/ c26bed28-lac2-

4c07-al8e-c80lf3fl88cl). 

各保存株情報には，研究に利用され，研究成果とし

て取りまとめられた論文が，文献情報としてリスト化

されている．論文で使われた他の保存株番号や

PubMedそして DOI情報もリンク付きで整備されて

おり，容易にアクセスすることが可能となっている．

こうした成果論文の情報ソースは，利用者に定期的に

（年3回程度）連絡して情報収集するとともに，

Google Scholar等の文献検索で能動的に把握するよう

河地正伸

にしている．

ゲノム情報が整備された保存株は，さまざまな研究

目的で利用されることにもつながり，結果として提供

数を増やすことに大きく貢献している．これまで一度

も利用されなかった株であっても，ゲノム情報が整備

されることで，利用され始めることになる．保存株の

付加情報としてのゲノム情報の整備は，コレクション

にとっても重要なミッションとして取り組む必要があ

ると考えており，近年のゲノム解析に掛かるコストの

低減もそれを後押ししてくれている（Shimuraet al., 

2017; Yamaguchi et al., 2018). 2016年には，課題名

「NIESコレクションのシアノバクテリアのゲノム情

報整備」が，NBRPゲノム情報等整備プログラムで採

択された（代表：広瀬備・豊橋技術科学大学）．豊橋

技術科学大，遺伝研，国立環境研究所が連携して取り

組むことで，ゲノムサイズが大きく，高精度なゲノム

情報の整備が世界的に遅れているヘテロシスト形成グ

ループの 31株のゲノム解析を， l年足らずのうちに，

効率良く終了することができ，ゲノム情報をデータベー

スCyanoBaseにて公開した（http://genome.microbedb.

jp/cyanobase). 

ところで，ゲノム解析を行うには，保存株がクロー

ナルでしかも無菌であることが望ましいのはいうまで

もない．現在の NIESコレクションの無菌株の占める

割合は約 20%であるが，この割合を効率的に増やして

いくことが，今後の課題となっている．藻類保存株を

用いた研究の多くが，バクテリア混在下で行われてき

たこと，保存株によっては無菌状態とすることで増殖

が不安定になったり，場合によっては死滅したりする

事例もある また種によっては，多糖で細胞が覆われ

ていて，細胞表面に強固に付着しているバクテリアを

取り除くことが物理的に困難なこと，抗生物質や化学

物質（次亜塩素酸等）による耐性が低く，化学的な除

‘ ・・即 』 ，．島 町・・・ ~ 48 NIES微生絢系揖保存線官理スケラュ ラ－ SOTAK

Microbial Culture Collection, National Institute for 
Environmental Studies 

均一一m…畑山四｝山一四 一凶一一...
……一一一一 一……附一一一一一一 … 笥 ゅ 曲目奄！凶 －
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図4 A GBIF内のページ， B:SOTAK管理画面，C：生育チェックの様子
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菌作業の困難な場合のあることなどが無菌化を阻む障

壁となっている．話が少し脱線してしまったが，将来

にわたり，コンスタントにゲノム解析を進めるために

も，またゲノム解析だけでなく，安定的な保存や再現

性の高い実験を行ううえでも，保存株の無菌化は積極

的に取り組むべき作業のーっとなっている．残念なが

ら，効率良く無菌株を増やすための画期的な方法は今

のところ存在しない．われわれがこれまでに行ってき

たのは，いろいろな抗生物質や次亜塩素酸による処

理，超音波処理による多糖類や細胞表面に付着したバ

クテリアの除去，フローサイトメトリによる細胞ソー

テイング等，従来の手法について，単独あるいは組み

合わせて行うことで，種々の保存株の無菌化にケース

パイケースで対応してきた．たとえばであるが数時間

から 1日くらいの時間で複数抗生物質の処理を行い，

バクテリア数を減らした後に，フローサイトメトリや

マイクロピペットによる細胞分離を行うといった方法

は無菌化に有効かもしれない．無菌化には成功しで

も，増殖能が低下して死滅してしまう保存株に関して

は，バクテリア由来の何らかの栄養素を培地に補強す

るといったことを検討する必要があるかもしれないと

考えている．現在，こうした無菌化の困難な保存株に

ついて，バクテリア混在下でのメタトランスクリプ

トーム解析を行っており，必須栄養素に関する手掛か

りが得られ始めている．こうした情報は培地改良の手

掛かりとなるに違いないと期待している．

コレクション管理のためのデータベース

NIESコレクションでは，進化系統的にきわめて多

様な藻類プラスアルファの生物群を保存・管理してい

る．そのなかには，容易に凍結保存可能な保存株もあ

れば，継代培養でしか維持できない，脆弱な種の保存

株も含まれている．現在， NIESコレクションの全保

存株の 3,900株の 1,400が凍結保存， 2,500株が継代培

養保存されている．利用者のリクエストに応じて保存

株を提供する際，凍結保存株であっても解凍後に培養

を行い，良好に増殖する状態にしてから提供してい

る．保存株の培養は継代培養保存，凍結保存のいずれ

でも不可欠の作業である．凍結保存株の管理用データ

ベースでは，凍結保存期日，作業者，保存条件，生存

率，チューブ本数（残数），保管場所，パックアップ保

存状況等の情報が一元管理されている．いったん，凍

結保存された株は，基本的に生存率は変化しないこと

を前提としており，データベース上の管理としては，

新たな凍結保存株に関する情報入力と凍結保存チュー

Vol. 34 No. 1 

ブの残数管理ということになる．

一方，継代培養保存株の管理用データベースに関し

ては，より複雑な仕様となっており， NIESコレク

ションの植え継ぎにかかわる作業，管理の効率化を図

るために，さまざまな工夫が凝らされている．この管

理データベースの主な機能としては，植え継ぎスケ

ジュールの管理と週ーで定期的に行っている生育

チェックの結果のデータベース化である（図4B）.ス

ケジ、ユール管理は，保存株ごとに設定された植え継ぎ

間隔と最新植え継ぎ日から計算された切迫度に基づい

て植え継ぎ優先順位が自動的に設定され，この情報を

植え継ぎ担当者の PCやタブレットで共有している．

たとえば担当者Aが植え継ぎ作業当日に 30株の植え

継ぎを行う予定を入力すると植え継ぎに必要な培地の

種類と本数，植え継ぎ対象株の保管場所，株ごとの植

え継ぎテクニック（撹持してから植え継ぐ，付着部分

を植え継ぐ，上澄みを植え継ぐなど）がリスト表示さ

れ，その情報を基に植え継ぎが行われる．また必要に

応じて植え継ぎの際に株の生育状況を確認可能であ

る．こうした担当者Aの植え継ぎ予定や植え継ぎ後

の情報はリアルタイムで他の担当者にも共有される．

また生育チェックの際（図4C）には，タブレット端末

上で容易に生育状況を入力でき，株情報や植え継ぎ履

歴，過去の状況も即座に参照することができる．生育

チェックの結果として，異常の認められた株はすぐに

リスト化され，関係者で情報共有され，顕微鏡による

詳細なチェックや再度の植え継ぎ等の作業が行われて

いる．植え継ぎと生育チェックに必要な情報が一元的

に管理され，関係者でリアルタイムに情報の更新と共

有が行われることで，効率的に作業が行えるようなシ

ステムとなっている．このシステムに盛り込まれたさ

まざまな機能や工夫は， NIESコレクションの作業現

場から上がってきたさまざまな声，意見がプログラム

にすみやかに反映され，現場ですぐにプログラムの実

行性が確認され，作業をさらに効率的なものとするた

めの新たなアイデイア，試みが提案されるといった体

制の下で作り上げられてきた．市販のソフトウエアで

は対応できるものでなく，すべてのプログラミングは

国立環境研究所の竹中明夫氏による.NIESコレク

ションのきめ細やかな作業に特化したこのプログラム

は， SOTAKという愛称で親しみを込めて呼ばれてお

り（藻（So)＋竹中（Tak）の造語），将来にわたり

NIESコレクションの最も重要なルーチンワークを支

え続けていくことだろう．
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おわりに～世界一多様な藻類コレクションを目指し

て～

世界には大小さまざまな規模の藻類コレクションが

存在する．そのなかで2,000株以上の保存株を保有す

るコレクションとして， USAのNCMA（旧 CCMP)

とUTEX，ヨーロッパの CCAP, RCC, SAG，そして

われわれの NIESコレクションがある. NCMAは海

産の微細藻類， UTEXは陸水産の藻類， RCCは海産

ピコプランクトンといった特色をもっ. NIESコレク

ションの場合，設立当初は赤潮やアオコなど環境問題

にかかわる微細藻類コレクションであった．その後，

絶滅の危機に瀕している淡水産大型藻類，生態毒性試

験株，他のコレクションには存在しない新規分類群や

新種記載に用いられた分類学上重要な保存株，光合成

研究や細胞分裂のモデル生物，藻類と近縁な無色プロ

テイスト，水産養殖の餌料藻，有用物質を産生する藻

類などなど，多岐にわたる保存株が維持されている．

これは 2002年から始まったナショナルバイオリソー

ス（NBRP）への参画によるところが大きい. NBRP 

における藻類リソース中核機関としての活動を通じ

て，環境研究主体のコレクションから，ライフサイエ

ンスや応用利用に重要な保存株も整備されるように

なったのである．世界的にも高い研究レベルにある国

内のさまざまな分野の藻類研究コミュニティと連携，

そして国内の藻類リソースの集約，保存株のさまざま

な付加情報の整備といった NBRPの活動を通して現

在の NIESコレクションがある．

地球上で最も多様に分化，繁栄している生物は，多

細胞化して複雑な組織が作られ，大型化していった陸

上植物と後生動物といえるだろう． しかし元をたどれ

ば，陸上植物は車軸藻という藻類の仲間から，そして

後生動物は単細胞性の襟鞭毛虫の仲間から派生したグ

ループで，真核生物全体の多様性から見ると，徹生物

のごく一部の系統から多様化したということになる．

地球上の生物の多様性を真に理解するには，もっと藻

類や微生物の世界にも目を向けるべきだろう．真核生

物全体の系統樹のなかで，藻類は無色プロテイストの

枝のなかに点在している（図 1）.藻類の多様性や進

化，そして微生物の食物網等の生態的役割について研

究するうえで，こうした無色プロテイストの保存株は

貴重といえるのだが，培養に有機物や餌となる生物が

必要で、，少々藻類保存株の保存とは勝手が異なるのだ

が，当施設ではきちんと保存されている．真核生物全

体を網羅する多様なコレクションの整備は，藻類コレ

クションでしか行えないことだろう．最も古い藻類コ

河地正伸

レクションの一つ英国の CCAPとNIESのコレク

ション内容を簡単に比べてみると， NIES公開株は 52

綱825種 2,785株に対して， CCAPは23綱 1,309種

2,809株であり（2017年時点），株数はほぼ同じであ

る. NIESコレクションは高次分類群の数では勝るも

のの，種数は少ないことがわかる. NIESコレクショ

ンの場合，一つの種当たりの株数が多い計算となり，

事実，アオコ・赤潮形成藻の種では，その傾向が特に

強い．必要に応じて，こうした株の整理も進めつつ，

利用者や研究コミュニテイからの意見・要望に耳を傾

けて，研究に必要とされているより多くの種類を対象

として，保存株を今後も拡充・収集する必要があるだ

ろう．そしてコレクションを活用する研究プロジェク

トを，われわれ自身も展開することで， NIESコレク

ションの独自性を保ちながら，世界一多様な藻類コレ

クションを目指していきたいと考えている．
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を作り上げて頂いた竹中さんに深く感謝します．また

事業・施設の円滑な運営に事務の方々，藤井さん，堀

さんの協力，誠意あるていねいな対応は大きな力と

なっています．連携大学院教官として面倒を見ること
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きました縁あって同じ研究室でさまざまな研究・プ

ロジェクトにご対応いただいてきた大村さん，田野井
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さん，志村さん，片岡さん，坪井さん，そして現在一

緒に研究を行っている大田さん，鈴木さん，松崎さん

に感謝の意を表するとともに，今後のご活躍を祈念し

ています．また NIESコレクション，学会，さまざま

な研究プロジェクト等を通じて，国内外，研究所内外

の研究者と知り合うことができ，多くの共同研究へと

発展させることができました共同研究者の方々，

NIESコレクションを支えてくださった歴代のユニッ

ト長，山野センター長， NBRP運営委員会メンバーや

微生物系統保存株評価委員会メンバー，研究所内外の

NIESコレクション関係者の方々のお力添えにも深く

感謝申し上げます．今後も，微力ながら， NIESコレ

クション，そして日本微生物資源学会のさらなる発展
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