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おわりに

湖沼における植物プランクトンの個体群動態を解析するため

には，通常の定期観測で得られる採水時の情報に加えて，短期

間の時間変化を反映した情報を得るために様々な工夫が必要と

なる．近年新たに開発されてきた様々な現場係留型のデータロ

ガー式観測機器を最大限に活用することにより，定期観測デー

タだけでは検出できなかった外部環境要因と個体群変動の関係

が見えてくるものと期待される．また植物プランクトンの計数

は検鏡により人力で行われているのが現状であるが，例えば

FluidlmagingTechnologies社製ＦｌｏｗＣＡＭのような半自動

計数機器などを活用することにより，種によっては頻度高い計

数も手軽に行えるようになることが期待される．室内培養実験

では非定常環境における植物プランクトン各種の生理特性につ

いての知見を蓄積していくことが重要になるであろう．
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はじめに

世界各地の富栄養化した湖沼では，ラン藻が大量に増殖し，

水を着色させる現象，いわゆるアオコが頻発しているその構

成種として代表的なMic70cysijUsaeγzlgi"osqの中には，ミクロ

シスチンという肝臓毒でかつ発癌プローモーター活`性を有する

環状ペプチド毒素を生産する細胞が存在することから水源の毒

化を引き起こす(Carmichaell995l1996年，ブラジル・カル

ァルでは，水源での本毒素の混入が原因で，５０人以上もの透析

患者が死亡するという事件が発生している(PouriaetaL

1998）したがって，消費者の水資源。水産資源への信頼を確

保するためには，有毒アオコヘの具体的な対薑策の構築が危急の

課題であるといえる．

筆者らは，有毒アオコの発生機構を明らかにすること目的と

して，ミクロシスチン合成酵素遺伝子を標的とする定量的

PCR法を用いた環境における有毒Mae7wgt7zosQ細胞の定量

的検出法を開発した．本稿では，本法を環境でのモニタリング

に適用することにより得た知見を紹介するとともに，その過程

で見出した本種に特異的に感染。溶菌するシアノファージにつ

いての生理・生態学的解析の現状を報告する．

遺伝子(microcystinsynthetasegene;？"cy)が明らかにされ

(Ｎｉｓｈｉｚａｗａｅｔａ1.1999,Ｎｉｓｈｉｚａｗａｅｔａ1.2000,TillettetaL

2000),本遺伝子を指標とした定量的ＰＣＲを行うことで有毒細

胞を定量的に検出することが可能となった．籾Ｃｙは，転写方向

が逆向きの２つの遺伝子クラスターからなり，１０個の遺伝子

("zcyA～ﾉ)から構成される．これらの遺伝子クラスターは，非

リボソーム型ペプチド生合成遺伝子とポリケチド生合成遺伝子

を含み，ユニークな特徴を示す(NishizawaetaLl999,Nishi-

zawaetaL200qTilletteta12000)．筆者らは，ミクロシスチ

ンを構成する〃メチルデヒドロアラニン(Mdha)の活性化領

域と考えられている腕cyAのＭ１領域をターゲットとして毒

産生能を有する皿αe'Wgi7ZOSa（以下,有毒タイプ）に特異的な

プライマーを開発した(YoshidaetaL2003)．本プライマーを

用いた定量ＰＣＲ法により，環境から採取した試水について有

毒タイプの密度を測定したところ，ELISA法により測定され

たミクロシスチン濃度との間に正の相関関係(γ2＝098)が認め

られ，本法が環境における有毒タイプの定量的検出に極めて有

効であることを示した(YoshidaetaL2003)．

有毒jVZc7ocgstjsの動態。個体群解析

有毒タイプの動態を明らかにするため，福井県三方湖におい

て上記手法を用いたモニタリングを行った．福井県三方湖にお

いて２００３年４月から２００４年１月にかけてサンプリングを

行った．試水から抽出したゲノムＤＮＡを鋳型として，定量

PCRを行った結果，８月４日，８月１９日および１０月７日の試

水から有毒細胞が検出され，その細胞密度はＬ３×103-1.0×

105細胞mL-lであり，直接計数による全Ｍａｃ,wgi7zosa細11包

に対する有毒細胞の数の比はそれぞれ0.01,0.37および２．３７

であった(YoshidaetaL2005)．一方，９月１０日と９月２６日

では検出限界以下であった．また，有毒細胞が検出された３サ

ンプルにおいて，ELISA測定によりミクロシスチンの存在が

認められた．

次に，環境水中における有毒リポタイプの現存量（比率）の

l6SrDNAクローンライブラリー解析による推定を試みた．ま

ず,Ｍａｃγ"gj7zosα分離株６１株について，１６Ｓ１ＤＮＡ変異部位

Mic7oczﾉstis属藍藻の分類と有毒株に対する特異的遺伝子マー

カー

Micγocysdtsは多数の球形細胞が集合し，粘質物で覆われた

群体を形成し，群体の形状と群体内での細胞の配置および細胞

の大きさなどに基づき，いくつかの形態種に分類がなされてき

た(OtsukaetaL2001)．しかしながら，l6SrDNA配列領域の

配列等を用いた系統関係が形態的差異を反映せず，また，形態

種間でのＤＮＡ－ＤＮＡ相同性は７０％以上であり，これまで形態

学的に別種とされる本属の種はＭａｃ?wgz"Csα－種とすること

が妥当であることが示された(KondoetaL2000,OtsukaetaL

2001）さらに，本種には，有毒細胞と無毒細胞の双方が混在す

るが，両者を明確に区別する形態マーカーあるいは分子マー

カーは存在せず(TillettetaL2001)，両者の生態学的挙動を個

別にモニタリングすることは不可能であった．

こうしたなか，白井らによってミクロシスチン生合成系酵素
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筆者らは，福井県三方湖と京都府広沢池においてブルーム後

期を中心に表層水を採取し，ポアサイズ0.2,ｕｍフィルターで

濾過後，有毒株であるＭａｃ"zgf"osaNIES298株に添加する

ことで，シアノファージの分離を試みた．その結果，本宿主を

溶菌するファージ４株を分離。クローン化することに世界で

初めて成功した(YoshidaetaL2006)．分離したシアノファー

ジ４株のうち，１株（Ｍａ－ＬＭＭＯ１：MjcγoCysijisQerzJgmosa-

LakeMikataMyoviridaeOlの||隅）を代表株とし，詳細な解析

を行った．Ｍａ－ＬＭＭＯ１は多角形の頭部と収縮性の尾部を有

し，感染細胞の電顕観察により宿主細胞内での複製が確認され

た．本ファージの感染後６～１２時間以内に，ｌ細胞から５０～

170感染単位の娘ウイルスが放出されるものと推定された．ま

た本ファージの宿主特異性はきわめて高く，これまでの試験に

供した７属７種計１８株Ｗ:αeγⅣgi〃ｏｓａ１１株を含む）の淡水

産藻類のうち，Mac7wgj7zosczNIES298株に対してのみ殺藻性

を示した(YoshidaetaL2006)．

の塩基配列およびミクロシスチンの有無に基づく株のタイピン

グを行った．その結果，有毒株は６種類のリポタイプに群別さ

れた(YoshidaetaL2005)．ただし，系統タイプと毒の有無は

必ずしも－致せず，有毒株と無毒株が混在するリボタイプも認

められた．このタイピングの結果に基づき，クローンライブラ

リー解析を行ったところ，有毒株を含むリポタイプ（有毒リポ

タイプ）が占める害|I合が高くなる時期は，定量ＰＣＲにより得

られる有毒タイプの割合が高くなる時期と一致した(Yoshida

etaL2005)．

上述の結果を総合すると，１つのＭａｃγzJgj"osQによるブ

ルームは多様な個体群から構成されており，時間的にその構成

群集は変化しているものと推察された．有毒タイプが－１１寺的に

大きく減少する現象が，有毒タイプを含む個体群と無毒タイプ

からなる個体群の変動によってもたらされると考えられた

(YoshidaetaL2005)．

これらの結果は，多様なＭａｃ'wgj?zosqの個体群が環境中の

物理化学的条件に対してそれぞれ異なる増殖生理を有している

可能性，あるいは特定の個体群を消滅させる特異的な因子が存

在する可能性が考えられる．前者について，有毒細Ｉ包数の割合

と硝酸の間に正の相関関係(γ＝0.53,Ｐ＜0.05,?z＝14)が得られ

たことから，水中の硝酸量の増加が群集内の有毒タイプの生育

を促進する環境要因の１つであると推察している(Yoshidaet

aL2007)．このように，ブルームを構成するＭ“?wgj"Csα個

体群は，環境中の硝酸をはじめ，物理化学的条件に対してそれ

ぞれ異なる増殖生理を有している可能性が高いこれらの仮説

については，今後，代表的な個体群から複数の株を選択し，そ

れらについて詳細な増殖生理試験を行い検証する必要がある．

一方，ブルームを構成するＭａｃγZzgi7zosα個体群を特異的に死

滅に導く因子として，筆者らは，シアノファージに着目した．

有毒”c7ocUstjs感染性シアノファージの動態

すでに，Ｍａ－ＬＭＭＯ１ゲノムの全塩基配列の決定にも成功し

ている．本ゲノムは，162,ｌＯ９ｂｐの環状２本鎖ＤＮＡとして

アセンブルされ約１８０個のＯＲＦと２個のtRNA遺伝子が

コードされていると予測された．BLASTＸを用いて相同性解

析を行った結果，その７５％はデータベース上の配列に対して

ヒットせず,Ｔ４ファージ（大腸菌感染性ファージ）をはじめ詳

細なゲノム解析がなされているミオウイルスの中でも，既知の

ファージとは大きく異なるファージであることが推察された

(YoshidaetaL2006)．これを裏付けるデータとして，ミオウイ

ルス科に特徴的な鞘構造タンパク質(gp91)について系統解析

を行ったところ，既知のファージのいずれとも近縁性を示さな

かった．

そこで，本領域を標的としたリアルタイムＰＣＲ法を構築す

ることで，環境水中における標的配列を持つファージ（Ｍａ‐

ＬＭＭＯ１タイプファージ）の定量的検出を試みた(Takashima

etal2007)．京都府広沢池試水より回収したファージ画分より

抽出したＤＮＡに対し同系を適用した結果，ピーク時には

9.7×105粒子mL-IのＭａＬＭＭＯ１タイプファージ粒子が検

出された．さらに，各サンプリング時期におけるその出現の有

無がＭａｃγZJgj7ZOSaの出現の有無と一致したことから，ＭａＣ－

７"gj〃Csαの動態にＭａ－ＬＭＭＯｌタイプファージが影響を与え

ている可能性を示唆するものであった．

一方，リアルタイムＰＣＲ法により106粒子ｍＬ－ｌもの高密

度でＭａ－ＬＭＭＯ１タイプファージが検出される環境水を用い

ても，Ｍａｃγz4gi7zosqNIES298株を宿主とした溶菌試験では溶

菌が起らないという現象が観察された(Ｔａｋａｓｈｉｍａｅｔａ1.

20071したがって，「環境には宿主テファージの組み合わせが

有毒〃Zc7ocUstisに感染するシアノファージ

１９８０年代末，ベルゲン大学のグループにより，湖沼および

沿岸海域において浮遊ウイルス様粒子密度が107～108粒子／

ｍＬに達するとの観察事例が報告された(BerghetaLl989）

後に，沿岸海洋性赤潮プランクトン個体群の消滅(赤潮の消息）

ならびに海産ラン藻群集の個体群変動には，それぞれウイルス

およびファージ感染が関与している可能性が指摘され(Mann

200aNagasakietaL2004)，水圏におけるウイルス。ファー

ジの生態学的役割に大きな注目が集まっている．Ｍａｃγ鴫i＿

"Csαブルームにおける細胞数の減少時にも，MaC7Wgi7zosQに

対するＰＦＵ（PlaqueFormingUnit:プレート上に生えた宿主

を溶菌して透明斑を形成する因子）が特異的に増加するという

現象が報告されてきた(ManageetaL1999）しかしながら，

Ｍａｅ７ｗｇｊ７Ｚｏｓａに感染するシアノファージの分離。解析事例は

皆無であった．
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無限に存在し，ある特定の宿主を用いて環境のファージを定量

した場合，その値は常に過小評価をしている」(Mann2003)こ

とを念頭に置き，ファージ側の宿主特異性および宿主側の

ファージ感受性のバリエーションを詳細に研究していく必要が

ある。さらに，ファージ感染サイクルを経て放出された娘

ファージの多くが感染能を失っている可能性も考えられること

から，培養系を用いて，種々の溶菌条件下における感染刀価と

リアルタイムＰＣＲ法によるファージ密度測定値を比較し，次

の感染サイクルにどの程度の割合の娘ファージが寄与している

かを推定することが必要となる．
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おわりに

筆者らは，Mac7zJgi"Csαのブルームが多様な個体群から構

成されていることを示してきた．さらに，各個体群が互いに異

なる増殖生理を有しているとともに，多様な宿主域を有する

ファージ群集との間での生態学相互作用により，現場のブルー

ムを構成する個体群組成に変動が生じているものと考えてい

るリアルタイムＰＣＲ法は，増幅産物の検出されるサイクル

数からもとの試料中に存在した標的遺伝子のコピー数を推定す

る技術であることから，得られる定量値を鵜呑みにすることな

く，慎重に解釈することが肝要である．しかしながら，高感

度。迅速かつ簡便さから，現場データの大量取得を容易にする

ものであり，水圏環境中での巨大な生物学的イベントであるア

オコの動態を高精度に追跡調査するうえで，本手法はきわめて

有用であるといえる今後，リアルタイムＰＣＲ法により”M

aerzJgz"Csα・シアノファージの環境動態に関する解析規模（期

間，観測点数）を拡大し，データを蓄積することで，Ｍ:αcγ"gz‐

"osQの生態学的挙動が明確化されるものと期待している．
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