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はじめに
大学院生の時代，初めて細菌分類学に触れた時，分

類学には 3 つの大切な要素があると教えられた．1 つ
は分類体系そのもの，2 つ目は命名規約，3 つ目は同
定法である．命名規約については，各種関連生物群の
命名規約との整合性を取ることを含めて，整備されて
きている．本誌にも最近の変更が解説されており（仲
田，2012），詳しくはそちらを参照して頂きたい．こ
こでは，分類体系と同定に関して触れてみたいと思う．

筆者は，発酵工業を行う企業の研究者として微生物，
特に細菌の分類同定に関わってきた．具体的には，有
用菌株の特許出願に関わる同定，有用活性のスクリー
ニング源としての菌株コレクションの作成，様々な規

制対応の必要性からの同定，あるいは製品や工程の汚
染菌株の同定等，様々な場面で微生物の“同定”であ
る．そのため，上述の 3 つの要素のうちの前 2 つ，分
類体系そのものと命名に深く関わることはなく，それ
ぞれの成果を“同定”を行う立場で利用させて頂いて
きた．

この 20 年ほどの間に，微生物同定のための手法は
飛躍的に進化した．その代表は，遺伝子配列に基づく
系統解析の手法の応用であろう．それまで間接的に評
価されてきた微生物間の遺伝距離が，一定のものさし
によって評価・比較ができるようになった．さらに，
PCR 法による遺伝子増幅とサイクルシークエンス法
による配列決定の簡便・迅速化によって，日常の作業
手段として菌株同定に十分に適用できる方法になって
きた．遺伝子を用いる方法以外にも，菌体成分等の機
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器分析に基盤を置く，いわゆる fingerprint 法が発達
してきた．主なものとしては，全菌体脂肪酸組成や
MALDI TOF-MS による菌体タンパク質の比較，
RFLP 等ゲノム情報を用いた方法等である．これら
fingerprint 法は，実用的には，解像度が高く，迅速
な方法であるため，診断のための特定菌の検出など迅
速性が求められる場面や群集構造の動態解析などでは
利用価値が高い方法である．しかし，それぞれの手法
において参照すべきデータベースを構築する必要があ
る点，直接系統距離をあらわすようなデータが得られ
るわけではないこと，等の欠点があり，その利用は限
定的である．

細菌の種の定義については，Ad Hoc committee の
報告として 1987 年に Wayne et al. によって，DNA/
DNA 交雑実験の再会合率あるいは再会合 DNA の Δ
Tm 値の基準が示され，以降細菌の種分類の gold 
standard として用いられてきている．さらに 16S 
rRNA 遺伝子配列の相同性が，同種の細菌菌株間では
少 な く と も 98.7％ 以 上 と い う 報 告 も さ れ て お り

（Stackebrandt & Ebers, 2006），同定のためのひとつ
の基準として用いられるようになってきた．また，各
分類群の記載には，近縁菌種との鑑別性状が記載され
るので，菌株の同定を行う立場から見ると，合理的で
きれいに整理された分類体系であるように思われた．
実際，対象とする菌株が，既存菌種に属して典型的な
表現形質を示す場合，迷うことなく同定を行うことが
でき，非常にありがたかった．

しかし，一方，培養可能であり，その性質を詳細に
調べられた微生物は，ほんの一部であり，自然界には
未知の微生物が数多く存在していること，また，それ
らの多くが，現在の技術では培養できないことは，広
く知られた事実である．そのため，それら未知の微生
物までを射程に入れた場合，現在の原核生物の分類体
系がうまく機能する保証はない．前述した細菌におけ
る種の定義（gold standard）は，経験的に決められ
ている．DNA/DNA 交雑値が 70％以上というのは，
ひとつの遺伝的にまとまった集団というものを規定す
ることはできるが（16S rDNA 類似度 98.7％以上でも
同様），その定義は，その種の多様性の限界を示して
いるのであって，なぜその細菌菌株群が種として認識
できるのか？ということに関しては，何の情報も与え
てくれない．今後，原核生物の分類体系を考えていく
上で，種分化がなぜ起こるのか，といった観点を入れ
ていくことは重要になっていくことと思われる．

微生物生態学からの提言
生命の基本情報である遺伝子配列を用いることで，

試料中に検出された微生物や環境中の微生物の認識・
識別の精度が飛躍的に向上した．また，特異的プライ
マーを用いた PCR による目的配列の増幅を行うこと
によって，検出感度も大きく向上したことから，培養
を経ずに目的とする微生物の検出・同定が行えるよう
になってきた．さらに標的配列特異的なプローブを用
いた in site ハイブリダイゼイションの手法により，
顕微鏡下で直接対象微生物を検出することも可能と
なっている．

また，ゲノム解析技術を直接環境試料に適用するこ
とで，分離・培養等を経ることなく環境中の微生物群
衆の遺伝子情報を直接取得することが可能となった．
このような環境試料の遺伝子情報はメタゲノムと呼ば
れ，環境中には極めて多様な微生物が存在しているこ
とが示された．

このように大量の分子遺伝学的あるいは，分子生態
学的なデータが得られるようになってきた 2000 年代
中頃には，その多量の遺伝子配列データから微生物，
特に細菌の“種”というものや種分化のモデルについ
て の 考 察 が な さ れ て い る． そ の よ う な 議 論 は
Philosophical transactions of the Royal Society. B, 
Biological sciences volume 361 issue 1475 （2006）に
掲載されている一連の論文や Cohan & Perry（2007）
等で報告されている．

それらの議論が起こった背景には，細菌分類学にお
ける種定義のあいまいさがあるように思われる．前述
したように，現在の細菌分類学においては，“種”と
いうものの厳密な論理的定義は存在せず，種記載を行
う時に，同種と考えるべき範囲が示されているだけで
ある．いい換えると現在の細菌分類学においては，種
は進化の過程をある時点（現時点）で断面化し，それ
ぞれの生物群の間の関連性を論じ，グルーピングを
行っているということであろう．その際に“種”とい
う集団の範囲を規定する値（DNA/DNA 交雑値が
70％以上や 16S rDNA 類似度 98.7％以上）は一定の
値である．一方，それぞれの細菌種が実際にその棲息
場所において受けている選択圧は異なるであろうし，
突然変異率，集団のサイズ，世代時間も変動があるよ
うに思われる．極めて感覚的な話ではあるが，このよ
うに多様な状況下にある生物群に対して，一定の閾値
をもって分類の基準として良いものであろうか？と
いった疑問が出てくるのは理解できる．一方，進化の
過程そのものから，種分化の機構を見つけ出すことが
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できれば，より明確な種の定義が可能となり，環境中
の微生物群衆に対しても，それらの分類学的な面から
の解析できる可能性が出てくるとの考えが，これら
2000 年代中頃の試みや提案の意図であると思われる．

Hanage et al.（2006）はモデル配列群を用いて，中
立的な状況での経時的な genotype 形成に対する変異
と相同組換えの影響のシミュレーションを行い，その
結果，集団のサイズと相同組換え率によっては，中立
的な状況下でも個別の genotype 形成が見られること，
相同組換えの機構そのものは群集内の種内の均質化に
貢 献 し て い る こ と， を 示 し た． ま た，Falush et 
al.（2006） は 207 株 の Salmonella 属 菌 株 に お け る
multilocus sequence typing の結果を解析して，上記
の考え方が成り立つ可能性を示した．

さらに，Cohan & Perry（2007）は生態学な観点か
ら，ecotype-based systematics を提唱している．こ
の分類体系は，その生物の機能的及び生態学的な側面
に着目して，群集を分別し，それぞれに名前をつける
ことで，その生物の生理学，生化学，生態学的性質を
明らかにすることを目的にしている．そのため，すべ
ての生物を記載するということよりも，生態学的な位
置づけが明らかなものに対してアプローチすることを
提案している．

これらの提案や検討については，この時点では必ず
しも十分な結果が得られているわけではなく，さらな
るデータ収集や解析手法の開発の必要性が指摘されて
いた．

分子生態学の最近の進展と原核生物分類学への提案
上述した生態学からの細菌分類学に対する提案がな

されてからほぼ 10 年が経過しているが，分子生態学
に対する旺盛な興味は衰えることなく，むしろ増加し
てきている．それに伴い，ゲノム配列から有益な生物
学的情報を抽出するための，いわゆるバイオインフォ
マティクスの技術の発達や，遺伝子データベースに登
録されている配列数の急激な増加が見られた．その結
果，遺伝子データベースにおける未記載種の配列登録
は，膨大な数に上っている．2012 年時点の数字であ
るが，16S rDNA 配列データベースでは，98.7％の相
同性を種の切り分け規準とした場合，24 万種の多様
性に相当する配列データが登録されている．一方，同
時点で，有効に記載されている生物種は 1 万である．
さらに高次分類群になると，より記載されている比率
は下がり，29 の記載のある門に対して遺伝子レベル
での多様性（75.0％）は 1356（約 47 倍）が報告され

ている（Konstantinidis & Rosselló-Móra, 2015）．
これらの発展の原動力は，配列決定技術や大量配列

を扱うための情報処理技術の進展等によって，遺伝子
配列決定にかかるコストが大幅に低下したことやその
迅速化にある．さらに，今後実用化されてくる第 3 世
代シークエンサーが現れると，さらなる圧倒的なコス
トダウンと効率化がもたらされることになる．このよ
うな時代においては，菌株の全ゲノムシークエンスも
汎用的な技術となってくるであろう．このような背景
から，昨年から今年にかけて，再度，分子生態学の分
野から原核生物分類学に対する提言が多数なされてい
る．以下に，そのいくつかを紹介したいと思う．

Konstantinidis & Rosselló-Móra は，Candidatus 
taxa の現状と将来展望について論じ，Candidatus 
taxa に対して正式な分類階級を与えることを提案し
ている．環境中に確認されている微生物のうち，大多
数を占める培養されていない微生物に対しては，現在
の細菌命名規約では正式な分類階級は与えられない
が，暫定的な仮のカテゴリーとして Candidatas とい
うステータスが与えられる（Murray & Stackebrandt, 
1995）．現在，約 360 の Candidatus taxa が記載され
ている．実際に記載されている Candidatus taxa は，
巨大なサイズをもつ硝酸酸化細菌である Candidatus 
Thiomargarita joergensenii や 磁 性 体 を も つ
Candidatus Magnetobacterium bavaricum，鉱山地下
水に棲息する化学合成無機独立栄養で硫酸還元能をも
つ 真 正 細 菌 で あ る Candidatus Desulforudis 
audaxviator のように，何らかの特徴的な形質や生態
学的な地位をもち，それぞれを明確に認識できるもの
に限られている．しかし，環境中に見出される未培養
の微生物の多くでは，それぞれを見分けることができ
る明確な形質を見出すことは困難であるため，そのよ
うな，大多数の微生物に対して Candidatus taxa を与
えることはできない．この点が，Candidatus taxa を
分類体系の単位として用いることの欠点であるが，
average nucleotide identity（ANI）や genome-to 
genome distance （GGD）といったゲノム情報の比較
解析ツールや各種オミックスツールの利用がその解決
策となる可能性が示されている．そして，Candidatus 
taxa の命名上の混乱を避けることと，体系的な情報
蓄積を行うために，Candidatus taxonomic unit の記
載上のルールを整備する必要性が Konstantinidis & 
Rosselló-Móra によって指摘されている．具体的には，
質の高いゲノム配列情報の添付（少なくともカバー率
95％以上），そのゲノム配列のタイプマテリアル化，
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メタゲノムデータに基づいて Candidatus taxonomic 
unit を提案する場合には，環境中での優占度，形態的
特徴やゲノムのインフォマティクス解析から得られる
代謝的特徴の記載を行うこと，が提唱されている．

上述したKonstantinidis & Rosselló-Móraの提案は，
Candidatus taxa に 対 し て の 規 準 作 り で あ り，
Candidatus taxa を細菌命名規約上の正式な分類群と
して認めることを提唱しているわけではない．一方，
Whitman（2015）は，細菌命名規約の規則を改訂して，
ゲノム配列をタイプマテリアルとできるようにするこ
とを提案している．ゲノム配列をタイプマテリアルと
して扱うことが可能になれば，未培養の Candidatus 
taxa についてもタイプ標本を設定することができ，
細菌命名規約の中で管理できるようになる，という提
案である．

ま た，Thompson  et  al.（2015）は，Archives  of 
Microbiology に投稿した opinion paper の中で，微生
物分類学へのより積極的なゲノム情報の利用を提唱し
ている．具体的には，現在，新たな細菌種を記載しよ
う と す る 場 合 必 要 と な る DNA/DNA 交 雑 実 験，
rDNA 配列類似度，DNA の GC 含量，化学組成と表
現形質上の鑑別性状の情報を得る手段として，ゲノム
情報を用いるべきである，との内容である．DNA/
DNA 交雑実験や GC 含量については，実験的に測定
するよりもゲノム情報を直接利用した方が迅速かつ正
確である．しかしながら，現状はゲノム情報を全面的
に利用できるような場合であっても，DNA/DNA 交
雑実験等の実施を要求されてしまう．また，代謝上の
性質についても，ゲノムインフォマティクスの手法

（genotype-to-phenotype strategy）を用いることで，
広範囲で包括的な情報を利用できること，他の微生物
群との比較が簡便にできること，生息域での生態学的
な地位に関する考察ができること，実際に代謝反応を
調べるよりも圧倒的に安価で迅速である等から，ゲノ
ム情報を利用することを提案している．このゲノム微
生物分類学を有効なものにするためには，今後，ゲノ
ム配列情報の比較や系統関係の推定のためのツール，
ゲノム情報から代謝上の特徴を抽出するためのツール
を早急に整備すること，また，それらのツールを利用
して得られる，ゲノム微生物分類学情報を集積し，新
たな生物群との比較や同定に利用できるようなデータ
ベースを構築することの必要性が提起されている．

上記で提案されているような微生物分類体系の大転
換というのは困難なことのように思われる．しかし，

16s rDNA 配列登録数の増加速度と新規分類群発見確
率から推定した原核微生物種の数が 5×105 から 2×
106 となること（Yarza et al., 2014），また，それらの
原核微生物種のほんの一部しか培養できないことを考
えると，分離株の培養を伴った手法を基盤とする
polyphasic taxonomy のアプローチでは，自然界の原
核微生物界の全体像を明らかにすることは不可能であ
ると思われる．現在，新たに記載される原核生物の種
は年間 600 程度である．仮に自然界に存在するすべて
の原核生物が培養できたとしても，現在のペースでは
すべての原核生物の記載を行うには，千年世紀に近い
時間がかかってしまう．一方，これまでどの程度の数
になるかの予想もつかなかった原核生物の種数が，
107 を超えないと予想されたことは，ゲノム微生物分
類の手法であれば，原核微生物全体の分類体系を構築
しうる可能性を感じさせる．実際，第 3 世代のシーク
エンサーが稼働してくると，比較的サイズの小さい細
菌のゲノムの配列決定のコストは数セント，要する時
間は数時間になるとのことである．DNA 抽出やライ
ブラリーの準備とバイオインフォマティクスに必要な
付加的なコストと時間を考慮する必要はあるが，コス
トや手間がゲノム情報を微生物分類に利用することに
とっての障害にはならないであろう．

一方で，Thompson et al. は，ゲノム微生物分類学
にしろ，他の新たなアプローチを取るにしろ，新しい
原核生物の種の概念を構築するのには時間がかかるで
あろうと予想している．拙速は避け，微生物分類学者
だけでなく，生態学者，進化学者あるいは情報処理学
者等，新たな分野からの参画者を迎え，十分に議論を
尽くし，論理的にも実践の上でも有効かつ妥当な原核
生物の種の概念と分類体系を作る必要があることが強
調されている．

終わりに
大変雑駁な話で，申し訳ない限りではあるが，最後

に，微生物を産業利用する企業の立場から，少し述べ
させていただきたい．

筆者は，“はじめに”でも書いたように，微生物の
同定という業務に多く関わってきた．入社した時期が，
ちょうどDNA/DNA交雑実験がgold standardとなっ
てきた時期に重なっていたため，この手技を社内に導
入すること，さらに簡便な方法へ改良することに大き
な労力と時間を費やした．Thompson et al.も指摘し
ていることであるが，DNA/DNA 交雑実験は極めて
特殊な手法であり，非常に多くの手間がかかる．振返っ
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てみると，筆者も十分に使えるようなプロトコルを整
えるのに数年はかかっていた．一方，この方法を用い
て“同定”あるいは“新種記載”を行った菌株数は，
おそらく 100 前後であろう．より簡便でより正確な方
法で同じ評価ができるのであれば，その方法を分類学
のスタンダードとしてどんどん採用していくべきだと
考える．

微生物の産業利用においても，群集としての微生物
利用や微生物叢解析情報の利用等が行われるように
なってきている．排水の微生物処理やバイオレメディ
エイションがその代表的な例であろう．また，約 60
兆の細胞からなるヒトの腸内で 100 兆を超える細菌が
構成している腸内細菌叢と宿主であるヒトの健康状態
の関連性の研究が活発に行われており，その成果が今
後，応用に向かうものと思われる．

このような技術が産業上応用される際には，その製
品あるいはサービスの知的財産権確保や製品品質保証
をする上で，細菌叢の評価を行う必要が出てくること
が考えられる．構成微生物の分類学的情報は，そのよ
うな微生物叢評価の基盤情報となるであろう．また，
それら産業上の応用に対する規制の枠組み作りや規制
を実施するためにも必要な情報となるものと思われ
る．このような観点からいうと，微生物の産業応用の
現場では，その微生物が培養できる，できないに関わ
らず，関与する微生物の分類体系が合理的で信頼でき
るということは，極めて実際的な要求事項である．微
生物の産業利用を推進していく立場としては，これか
らゲノム情報を有効に利用し尽くすことで大きく発展
していく微生物分類学が，新たに興隆してくるであろ
う微生物利用産業の科学的基盤となることを大いに期
待したいと思う．
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