
公益財団法人発酵研究所 学会・研究部会助成 

 駒形和男先生追悼公開シンポジウム 

「新たな時代を拓く微生物分類学：現状と展望」 

要旨集 

日時：2023 年 3 月 6 日（月） 10:00-17:00 

開催：東京国際フォーラムホール D5および Zoom によるハイブリッド方式 

主催：日本微生物資源学会 

協賛：東京農業大学総合研究所研究会 応用微生物部会 



公益財団法人発酵研究所 学会・研究部会助成 駒形和男先生追悼公開シンポジウム実行委員会 

実行委員長 

田中尚人 東京農業大学生命科学部 

実行委員 

高島昌子 東京農業大学総合研究所 

青木敬太 東京農業大学総合研究所 

飯野隆夫 （国）理化学研究所バイオリソース研究センター 

石田達也 （株）明治研究本部 

伊藤 隆 （国）理化学研究所バイオリソース研究センター 

入澤友啓 東京農業大学農学部 

内野佳仁 （独）製品評価技術基盤機構 

乙黒美彩 山梨大学ワイン科学研究センター 

河地正伸 （国）国立環境研究所・生物多様性領域 

黒川祐菜 東京農業大学総合研究所 

小林裕樹 東京農業大学総合研究所 

坂本光央 （国）理化学研究所バイオリソース研究センター 

鈴木 誠 協和発酵バイオ（株） 

久富 敦 （国）理化学研究所バイオリソース研究センター 

矢口貴志 千葉大学真菌医学研究センター 



シンポジウム参加者・講演者の皆様へ

日時：2023年3月6日（月） 10:00-17:00
開催：ハイブリッド形式

会場：東京国際フォーラムホール D5
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
（https://www.t-i-forum.co.jp/） 

参加費：無料（参加登録が必要です）

主催：⽇本微⽣物資源学会 
協賛：東京農業⼤学総合研究所研究会 応⽤微⽣物部会 

受付：受付はロビーにて⾏います。クロークの準備はございません。会場内での貴重品などの保
管に各⾃ご留意をお願いします。  
会場内 Wi-Fi 接続：Wi-fi 接続⽤の ID とパスワードを⽤意します。  
昼⾷：会場内での飲⾷は可能です。東京国際フォーラム 1，2階にはレストランがあります。  
発表要領： 講演者は、パワーポイントファイルを USB で持参し、演台に設置している事務局の 
PC をご使⽤ください。 

＊ Zoom で聴講される⽅の講演に対する質問やご意⾒はチャットでお願いします。 

アクセスマップ
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公益財団法人発酵研究所 学会・研究部会助成 

駒形和男先生追悼公開シンポジウム 
「新たな時代を拓く微生物分類学：現状と展望」 

微生物分類学の研究は，人の生活や社会の発展と密接に関わりながら幾度もの変革を経て発達し

てきた歴史があります．表現性状として形態による分類，生理･生化学的性状から細胞成分分析に

基づく化学分類，DNA-DNA交雑実験等DNAに基づく分類，リボソームRNA遺伝子等の塩基配列に基づ

く系統分類など，その時代に適合した新しい分類指標を取り入れながら成長を遂げてきました．

そして現在は，科学や先端技術の進化と相まってゲノム情報が分類体系の構築において重要な役

割を担うようになり，指標となる表現性状の再評価とともに，マイクロバイオームなど未培養微

生物の分類との相乗的な連携も必要不可欠となってきています． 

そこで微生物系統分類部会を中心として日本微生物資源学会では，今このような大きな転換期に

ある微生物分類学の現状を改めて見つめ直し，新たな時代への展望を拓く公開シンポジウムを企

画致しました． 

日本の微生物分類学の第一人者であり，日本微生物資源学会の名誉会員でもある駒形和男先生が

さる2022年9月9日に逝去されました．そこで本シンポジウムは駒形先生を偲び、追悼の意を込め

まして開催致します．微生物分類学の現在地を再確認し、次代へ紡ぐ一日になればと思っており

ます．  

公開シンポジウム実行委員長 田中尚人 
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駒形和男先生 (1928 – 2022) 

 

出身地：新潟県南魚沼市（旧 南魚沼郡浦佐村） 

 

学 位： 

昭和35(1960)年 12月 農学博士（東京大学）本邦産シュードモナス属の分類学的研究 

 

学 歴： 

昭和20(1945)年 4月 盛岡農林専門学校農芸化学科入学 

昭和23(1948)年 3月 盛岡農林専門学校農芸化学科卒業 

 

職 歴： 

昭和23(1948)年 7月 東京大学農学部研究生 

昭和29(1954)年 2月 東京大学応用微生物研究所職員 

昭和33(1958)年 8月 文部技官 

昭和36(1961)年 4月 味の素株式会社入社 

昭和43(1968)年 9月 東京大学応用微生物研究所 助教授 

昭和53(1978)年 12月        同     教授 

昭和56(1981)年 10月 理化学研究所ライフサイエンス培養生物部長、 

 （併任）同ライフサイエンス研究情報室長 

昭和56(1981)年 11月 （併任）東京大学応用微生物研究所付属有用菌保存施設長 

平成元(1989)年 3月 東京大学 定年退官 

平成元(1989)年 3月 理化学研究所（併任）定年退職 

平成元(1989)年 4月 東京農業大学総合研究所 客員教授 

平成 4(1992)年 4月 東京農業大学農学部農芸化学科 教授 

平成11(1999)年 4月 東京農業大学応用生物科学部生物応用化学科 客員教授 

（平成16(2004)年 3月まで） 

昭和56(1981)年 日本微生物株保存連盟（現日本微生物資源学会）会長 

（昭和60(1985)年まで） 

受賞など： 

昭和43(1968)年 日本食品衛生学会賞 「冷凍食品の微生物に関する研究」 

昭和63(1988)年 日本農芸化学会功績賞 「微生物の化学分類に関する研究」 

昭和 63(1988)年 日本生物工学会･名誉会員 

平成元(1989)年 東京大学・名誉教授 

平成 2(1990)年 世界微生物株保存連盟・名誉委員 

平成 6(1994)年 国際微生物学会連合国際細菌分類命名委員会・終身委員 

平成10(1998)年 日本農芸化学会・有功会員 

平成11(1999)年 日本微生物資源学会・名誉会員 

平成11(1999)年  ファン・ニール国際賞 (国際微生物学会連合） 

平成18(2006)年 バーギー・メダル（米国・バーギー財団） 

平成26(2014)年 日本学士院エジンバラ公賞 

平成28(2016)年 瑞宝中綬章 

令和 4(2022)年 9月 9日 従四位 
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公益財団法人発酵研究所 学会・研究部会助成 
駒形和男先生追悼公開シンポジウム 

「新たな時代を拓く微生物分類学：現状と展望」 
 

プログラム 
 
第 1 部 発酵研究所 学会･研究部会助成報告 (10:05～11:10) 
  座長：伊藤隆、河地正伸  
 
10:05～ ビデオによるショートトーク（発表順） ≪発表内容は p. 5をご参照ください。》 

 

酒井博之（創価大学） 
森雄吾・谷道琢朗・日高仁晴（千葉大学） 
青木敬太（東京農業大学） 
阿部晃大（茨城大学） 
丸岡直弥（東京工業大学） 

 

   
10:25～ 加藤真悟（理化学研究所） ≪発表内容は p. 5をご参照ください。》 
   
10:45～ 鈴木重勝（国立環境研究所） ≪発表内容は p. 5をご参照ください。》 
   

   

11:10～ 昼食  

   

 
第 2 部 日本微生物資源学会 微生物系統分類部会シンポジウム (12:30-16:30) 

「微生物分類学の今とこれから」 
 
12:30～ 駒形和男先⽣の微⽣物分類学におけるご業績 p. 6 
 鈴⽊健⼀朗（東京農業⼤学） 座長：辨野義己  
   
13:10～ 放線菌に学ぶ ‒Kitasatospora 属及び Patulibacter 属との出会い‒ p. 7 
 高橋洋子（北里大学） 座長：乙黒美彩  
   
13:50～ 難培養微生物の実態解明と分類上の課題について p. 8 
 鎌形洋⼀（産業技術総合研究所） 座長：飯野隆夫  
   
14:30～ 休憩  
   
14:45～ ゲノムシーケンスのさらなる⾼速化・低コスト化と微⽣物分類への影響 p. 9 
 岩崎渉（東京⼤学） 座長：鈴木誠  
   
15:20～ Polyphasic approach による Aspergillus 属の再分類 p. 10 
 ⽮⼝貴志（千葉⼤学） 座長：高島昌子  
   
15:55～ 微⽣物資源と系統分類学のこれから p. 11 

 ⼤熊盛也（理化学研究所） 座長：石田達也  
   
16:30～ 情報交換会（17 時まで、飲食なし）  
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シンポジウム「新たな時代を拓く微生物分類学：現状と展望」

第1部「発酵研究所 学会･研究部会助成報告」にあたって

日本微生物資源学会微生物系統分類部会 

日本微生物資源学会では，微生物分類学を志す若手

研究者および関連研究者の支援と人材育成，および，

微生物分類学分野の活性化を目的として，公益財団法

人発酵研究所 2021年度 学会・研究部会助成に申請し，

採択された．この助成の下，下記3つの活動を行うこと

ができた．本助成に心より感謝申し上げる．

①学会参加及び論文発表への助成：

当初，国際学会やシンポジウム等で「分離・分類・保

存」の研究を発表する正会員および学生会員へ，渡航

費や参加費等の経済的支援を行うことを目的とした

が，コロナ禍の影響は大きく，2022年度になりようや

く一部の学会でハイブリッド開催が実施されるように

なったものの，一般演題はオンライン発表の学会がま

だ多数を占める．そこで本助成では，論文投稿に対す

る助成を中心に，国内学会への参加にも支援の対象を

広げて行った（表1）．本シンポジウムの第一部で，ビ

デオや口頭による報告をご覧いただきたい．

②技術研修への支援：

本学会の特徴に，個人会員の他に機関会員が存在す

ることが挙げられる．機関会員では分類や保存の技術

に長けた研究技術者を多数擁することの強みを生か

し，初心者には導入的な，経験者にはレベルアップに

つながるような研修が実施されているため，このよう

な研修の補助を計画した．しかしコロナ禍により，各

機関においても対面の講習は行うことは難しくなり，

この傾向は今後も続くことも懸念される．そこで，研

修に使用できるビデオ作製の補助（1件），および機関

の活動に関するビデオ作製（4件）を行った． 

③シンポジウムの開催：

当初は国内外の優れた分類学関連研究者を招待し，国

際シンポジウムを行うことを計画したが，実際には国

をまたいだ移動は極めて難しくなった．また前述した

ように，従前は対面で行うのが普通であった大会での

シンポジウムなども，オンデマンドやオンラインの開

催が通常となった．これにより技術的に不慣れな面が

あり，従来の形式より費用がかさむため，発酵研究所

からの助成を有効に活用した．助成の下で，日本微生

物資源学会第27回大会（大会長：川口健太郎，農研機

構遺伝資源センター長）においてはオンデマンドシン

ポジウム「環境負荷低減に向けた農業・食品関連微生

物の分類とその応用」を開催した．また，第28回大会

（大会長：宮崎 智，東京理科大学薬学部教授）では

ハイブリッド形式で，「持続可能な微生物の利用と分

類」と題して公開シンポジウムを実施した．それぞれ

開催報告を学会誌に掲載しているので，ご参照いただ

きたい．

そして，本日の第2部が本助成によるシンポジウムの

第3回目となる．プログラムは 4ページをご覧いただき

たい．新たな時代を拓く微生物分類学をお考えいただ

く一助となれば幸いである．

《報告書》

石田達也，乙黒美彩，高島昌子，佐藤 衛．(大会主催

シンポジウム報告) 2021 年シンポジウム「環境負荷低

減に向けた農業・食品関連微生物の分類とその応

用」．Microb. Resour. Syst. 37: 72-75 (2021). 

河地正伸，飯野隆夫，石田達也，乙黒美彩，鈴木 

誠，高島昌子，矢口貴志．（大会主催シンポジウム報

告）2022 年シンポジウム「持続可能な微生物の利用と

分類」（公益財団法人発酵研究所 学会・研究部会助

成公開シンポジウム）．Microb. Resour. Syst. 38: 90-94 
(2022). 

表1 学会参加及び論文発表助成の記録 
助成番号 氏名（所属） 助成内容（論文タイトルなど）

SMS 2021-01 
論文発表

酒井博之（創価大学理工

学部共生創造理工学科）

Complete genome sequence of a novel Sulfolobales Archaeon strain HS-7 isolated from the Unzen hot spring 
in Japan. (Microbiol. Resour. Announc., 10 (38): e0058221) 

SMS 2021-02 
論文発表

鈴木重勝（国立環境研究

所） 
What happened before losses of photosynthesis in cryptophyte algae? (Mol. Bio. Evol., 39 (2): msac001) 

SMS 2022-01 
学会参加

森雄吾（千葉大真菌医学

研究センター） 
Revelation of the frequency of terbinafine-resistant Trichophyton clinical isolates and the mechanism of 
resistance. (Asian Mycological Congress 2021, Bangkok, Thailand) 

SMS 2022-02 
学会参加

谷道琢朗（千葉大真菌医

学研究センター） 
Effect of mitochondrial organic acid transporters on phenotype of Aspergillus tubingernsis. (Asian 
Mycological Congress 2021, Bangkok, Thailand) 

SMS 2022-03 
学会参加

日高仁晴（千葉大真菌医

学研究センター） 
Acquired drug resistance of Aspergillus viridinutans species complex in Japan. (Asian Mycological Congress 
2021, Bangkok, Thailand) 

SMS 2022-04 
学会参加

青木敬太（東京農業大学

総合研究所） 
Hyphal growth of Trichosporon asahii is accelerated by the addition of magnesium. (36th International 
Specialized Symposium of Yeasts, Vancouver, Canada) 

SMS 2022-05 
論文発表

加藤真悟（理研バイオリ

ソース研究センター）

Nanobdella aerobiophila gen. nov., sp. nov., a thermoacidophilic, obligate ectosymbiotic archaeon, and 
proposal of Nanobdellaceae fam. nov., Nanobdellales ord. nov. and Nanobdellia class. nov. (Int. J. Syst. Evol. 
Microbiol., 72 (8): 005489) 

SMS 2022-06 
学会参加

阿部晃大（茨城大理学

部） 
シロアリ腸内からの新規乳酸菌の分離と生理学的性質の解析.（日本微生物生態学会第35回大会、札
幌） 

SMS 2022-07 
論文発表

鈴木重勝（国立環境研究

所） 
Rapid transcriptomic and physiological changes in the freshwater pennate diatom Mayamaea pseudoterrestris 
in response to copper exposure. (DNA Res., 29 (6): dsac037) 

SMS 2022-08 
学会参加

丸岡直弥（東工大生命理

工学院） 
キゴキブリ腸内原生生物に共生する細菌の群集構造及び局在の解析.（日本微生物生態学会第35回大
会、札幌） 
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駒形和男先生の微生物分類学におけるご業績 
鈴木健一朗 

東京農業大学醸造科学科 

Professor Kazuo Komagata – His Contribution to Microbial Systematics 
Kenichiro Suzuki 

Department of Fermentation Sciences, Tokyo University of Agriculture 

駒形先生は微生物分類学の第一人者として，日本国内だ

けでなく，世界的な活動で多くの足跡を残されました．

本日のシンポジウムが駒形先生追悼ということで，ここ

にその業績の一部を紹介し，そのご業績を振り返りたい

と思います．駒形先生の業績は微生物分類学を始め，微

生物の系統保存事業と幅広くありますが，ここでは細菌

分類学を中心に話を進めさせていただきます． 

駒形先生が細菌の分類学に興味を持たれたのは，東京大

学農芸化学科の発酵学研究室で有馬啓先生の指導で微生

物による芳香族化合物の分解の研究をされたときと伺っ

ています．東京大学応用微生物研究所(以下応微研，現定

量生命科学研究所)に移られてから本格的に分類学の研究

を始められています．1960年代，駒形先生は稲もみや石

油から多様な細菌の分離を試みられ，その分類学的研究

によりさまざまな新種を発表されました．このときの分

離株の独自性はその後の化学分類を中心とした分類学的

研究で優れた材料となっています． 

その後，駒形先生は味の素中央研究所に転職され，グル

タミン酸生産菌の分類学的研究に携わります．当時，グ

ルタミン酸生産菌の分類学的研究の多くはグルタミン酸

生産菌とその近縁とされていた菌種に絞ったものであっ

たのに対し，駒形先生は対象を広く好気性のコリネフォ

ルム細菌に広げて研究されました．手法としては細胞分

裂様式，細胞壁ペプチドグリカンのジアミノ酸，DNAの

G+C含量，生理･生化学試験を用い，それらを総合して属

の概念を示されました(図) 1)．多相分類学(polyphasic

taxonomy)を適用した属の概念はその後のactinobacteriaの

分類に大きな影響を与え，この成果は国際的に駒形先生

が細菌分類学者として最も評価されている業績のひとつ

とされています．

その後，駒形先生は再び応微研に戻られ，分類学分野で

大学院生の指導をされるとともに，企業等の研究者とも

共同研究を実施し，分類学が応用微生物学にとっても重

要であることを示されました．

Yamada & Komagata によるコリネフォルム細菌の分類1) 

1970年代には世界的に細胞成分を分類指標とする化学分

類学が盛んに研究されました．化学分類学的指標として

は細胞壁ペプチドグリカン，イソプレノイドキノン，菌

体脂肪酸が一般的です．これらの多様性を示す論文が数

多く発表されましたが，これらの指標についても駒形先

生は主導的な役割を果たされました．キノンを酢酸菌の

生理学的な側面から研究されていた山田雄三先生による

コリネフォルム細菌のメナキノン分子種の多様性の研

究，内田欣哉先生の細胞壁のムラミン酸のN-アセチル基

のグリコリル化の研究の分類学的意義を世界に先駆けて

示されたのは駒形先生による菌株の選定と分類学的考察

の力が大きかったと考えられます．また，イソプレノイ

ドキノンの定量分析，DNAのG+C含量の決定にHPLCを導

入したことは精度が高く，研究室間のデータの比較の信

頼性向上に大きく貢献しました．

また，系統分類学の重要性を早くから認識され，5S

rRNAの塩基配列を積極的に導入しました．当時5S rRNA

は塩基配列が決定できましたが，塩基数が少ないことが

難点で，その後16S rRNAに取って代わられましたが，5S

rRNAの解析でMicrobacteriaceae科を提案し，系統分類に

よる高次分類群の提案の先導となりました．その後は16S

rRNAの時代となりますが，系統解析と，表現性状として

化学分類学的性状が組み合わせられた多相分類学が属の

記載として有効に用いられています．

駒形先生の分類学的研究の特徴は，多相分類学にもとづ

く方法の適用とともに，さまざまな細菌群を研究対象と

していたことです．Actinobacteria，Bacillus属，乳酸菌な

どのグラム陽性細菌，Pseudomonasおよび関連のグラム陰

性好気性細菌，メタノール資化性細菌，酢酸菌と多岐に

わたっています．その結果，常に広い視野を持って分類

学的考察を加えることができたといえるでしょう．

1989年に東京農業大学に移られてからは，分類学的研究

は酢酸菌に絞られ，新たに細菌の生理的特性について研

究されました．このテーマも分類学的背景に基づき，細

菌の特徴づけに貢献しています．

駒形先生は東大応微研時代から，分離株の同定の相談を

数多く受けてこられました．それに加え，研究材料の選

定にも適切な助言をされ，その結果先行研究と比較して

独自性の高い成果を出された例なども多くあります．こ

のように，微生物を扱う上で分類学の重要性を示され，

その地位を高めてこられました．現在16S rRNA遺伝子に

よる系統分類学が原核生物全体の分類体系を構築し，微

生物研究者にとって分類学は身近な存在となったといえ

ます．しかし，多くの細菌で全ゲノム解析が行われるよ

うになり，16S rRNA遺伝子による分類体系にも再評価の

時代が来たといえます．再びやってきた過渡期を迎え，

今までの駒形先生の歩んできた道は大いに私たちの参考

になるものと思います．私たちは今までに駒形先生の積

み上げられた成果をもとにさらに分類学を前進させてい

かなければならないと考えます．

1)Yamada & Komagata (1972) J Gen Appl. Microbiol 18, 417
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放線菌に学ぶ —Kitasatospora 属及びPatulibacter 属との出会い— 
高橋洋子 

北里大学大村智記念研究所 

Isolation and identification of two actinomycete genera, Kitasatospora and Patulibacter 
Yoko Takahashi  

Omura Satoshi Memorial Institute, Kitasato University 

北里大学 大村智記念研究所の創薬グループでは，新規

化合物の探索のための微生物資源として，さまざまな方

法で放線菌を分離してきた. 一方，これらの菌株の中から

いくつかの新規分類群の放線菌を発見して新科，新属，

新種を提唱してきた.本報告では，Kitasatospora 属及び

Patulibacter 属について，その発見に至る経緯と分類学的

性状及び未知微生物との出会いを報告する. 

1. 新属Kitasatospora setae KM-6054T との出会い

Kitasatospora 属は，寒天培地上で培養したコロニーの形

態はStreptomyces属と同様に気菌糸に長い胞子の連鎖を形

成する. しかし，化学分類の重要な指標の一つである細胞

壁ジアミノ酸としてLL-ジアミノピメリン酸（DAP）と

meso-DAP の両方を含んでいる. それまで報告された属

は，どちらか一方を含むものであり，これを特徴として

K. setae KM-6054T を基準種として新属を提唱した(1982

年). 2つのDAP異性体を含むため，コンタミネーションも

疑われたが，寒天培地上に生育したコロニーの胞子はLL

型を，栄養菌糸はmeso型を含むことを示し，KM-6054Tは

純粋な株であることが証明された．

液体培養における形態変化とDAP異性体の関係を図に示

した.細胞壁にLL-DAPを含む胞子からmeso-DAPをもつ菌

糸が伸長する．その後，この菌糸がLL-DAPをもつ胞子を

新たに形成し，ここからさらにmeso-DAPを含む菌糸が伸

長するというサイクルを繰り返す. 化学組成分析に用いた

菌体は，この定常期，すなわち，菌糸と胞子の両方が混

在した状態であった．

1992年にStreptomyces属の定義がLL-とmeso-DAPの両方

を含む場合もあると変更され，本属がStreptomyces属に移

行されたが，1997 年には16S rDNAの塩基配列解析によっ

て，単独の属として復活した． 現在，承認名41種が記載

されている．このような変遷の中でも，本属の特徴とK． 

setae KM-6054T   の形態分化の過程や細胞の化学組成が否

定されたことはなかった１）. 本属の発見は化学分類指標

に新たな解釈を加えた．

図 K. setae KM-6054Tの液体培養における形態とDAP異

性体の経時変化 

2. Patulibacter minatonensis KV-614T との出会い

自然環境と実験室環境には計り知れない隔たりがある．

環境中に生息している微生物種の多くは未だ分離できて

いないと言われている． 寒天培地を用いて微生物の分離

を行っていると，分離プレート上に様々なコロニーが出

現してくる． その中に，同じコロニーが多数出現してく

ることがある． これらの菌株の代謝産物が他の菌株に何

らかの影響を与えることはないだろうかと考え，これら

の培養液を分離用寒天培地に添加してみた． 無添加では

出現しない菌株が多数得られ，この菌株増加物質がスー

パーオキシドジスムターゼ(SOD)であることが示唆された
2)． 分離に用いたグルコース・ペプトン寒天培地が活性

酸素（O2
-）を発生していることが分かった． 市販のSOD 

及びカタラーゼとの同時添加でも，無添加に比べてコロ

ニー数が増加した．この方法で分離した菌株のなかか

ら，KV-614T は，16S rDNA 塩基配列によるBlast検索で

は，土壌からクローンのみ検出されている，いわゆる

uncultured 16S rDNA 塩基配列や，通常の寒天培地を200

倍に希釈した培地で3ヶ月培養で得られた菌株に高い相同

性を示した． 詳細に調べた結果，新属新種として

Patulibacter minatonensis KV-614Tを提唱した． 本菌株は

G+C 含量が72 mol% で，長い鞭毛を有する桿菌で, Class

Actinobacteria, Order Solirubrobactelales に分類され，新科

Patulibacteraceaeも提唱した3)．

環境中の分布を調べるために，特異プライマーを設計し

て PCR 試験を行ったところ72%(31/43 土壌試料)に目的バ

ンドが検出され，同様の菌株が環境中に広く存在するこ

とがわかった．また，陽性を示した試料を用いた分離培

養の結果，生きて存在していることが確認された4) ．こ

の一連の研究から1科，3属，8種の新分類群を提唱した．

この方法によって，知られていなかった微生物に巡り合

うことができたが，環境中でのこれら微生物の営みは不

明である．

分類は，人間がなんらかの指標を設けて生物を仕分けす

る作業といえる． その指標に当てはまらないものは必ず

存在する． 放線菌も，原核生物であるが複雑な形態分化

を示す境界線上にある微生物群であると言える． また，

形態観察は寒天培養で行うが，培養条件によってはその

菌株の持っている特徴を示さないこともある． これに客

観性を付与するために化学分類が導入されたが，解析は

液体培養菌体を用いて行う． そして，現在は遺伝子の塩

基配列解析による分類が優勢となり多くの新分類群が誕

生している． 急速に増加するゲノム情報により，ややも

すると表現性状の観察や記載が手薄になってはいないだ

ろうか． ゲノムと表現形の双方による，生物種の特徴を

より反映した分類学的な指標を期待する． 

駒形和男先生；「微生物の姿，形をよく観察し，全体像

を捉えなさい」 

（参考文献） 

1)Takahashi Y. (2017) J. Antibiot., 70: 506-513.

2)Takahashi Y.et. al. (2003) J. Gen. Appl. Microbiol., 49:

263-266.

3)Takahashi, Y. et. al. (2006) Int. J. Syst. Evol. Microbiol.,

56: 401-406.

4)Seki T. et. al. (2015) J. Antibiot., 68: 763-766
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難培養微生物の実態解明と分類上の課題について 
鎌形洋一 

産業技術総合研究所 

Exploring yet-to-be cultured microbes and recent microbial taxonomy 
Yoichi Kamagata 

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 

【未培養微生物・難培養性微生物の研究】 

微生物の多くが培養できない・出来ていないことを多

くの研究者が掲げるようになったことから，このことを

1% culturability paradigmと名付けた研究者もいる．こう

した微生物のことをしばしば「難培養性微生物」と呼ぶ

が，実際のところ「未培養微生物」あるいは「未知微生

物」などの用語とともに正確な定義がなされているわけ

ではない (1, 2, 3)．培養のthroughputを何らかの方法で極

限まで上げることができれば，通常の培地や培養条件で

も分離培養できる微生物が増えることは容易に想像でき

る．そうした微生物は「未培養微生物」あるいは「未知

微生物」という定義こそが相応しいと言えるが，一方

で，旧来の手法やthroughputで分離培養できなければ，

それはやはり「難培養性微生物」ということもできるだ

ろう．このように培養に至っていない微生物の呼び方に

は大きな幅があることは分かって頂けると思う． 

演者はこれまでに多くの共同研究者とともに様々な

「難培養性微生物」の培養化に取り組んできた．難培養

性微生物は結果的に培養できて初めて「なぜそれが難培

養であったか」が説明できる．その説明が合理的にで

き，同様の微生物が同様の考えや手法に基づいて分離培

養できるようになった段階でそれらの微生物群はもはや

難培養性微生物でなくなる．本講演では特に1) 培地の構

成や作成手法そのものに培養の重要な解決手法が隠され

ていること， 2) 共生や寄生と称される現象は本質的に

培養にとって大きな壁となるとともに，培養化の鍵とな

ること，3) 微生物細胞には培養が可能か否かを決定づけ

る種々の生理状態が存在すること，などを中心に俯瞰し

たい． 

【急増する微生物の種数と名前】 

微生物学研究者の分離培養に対する地道な取り組みの

一方で，21世紀初頭から微生物学の世界は大きく変容し

た．ゲノム情報を中心とする大規模データサイエンスに

移行したと言って良い．この間，上述の「未知微生物」

「未培養微生物」の数は半導体におけるMooreの法則の

ように年を追うごとに増えていった． 

「未知・未培養微生物の数」が増えたという表現は不

正確で，現実には 1) 培養しなくてもゲノムだけが高速

に読めるようになり，アセンブル技術が向上したことに

よって精度の高いゲノム配列が得られるようになったこ

と，2) 分離培養され実体が明らかとなっている微生物の

命名と同じように，ゲノムという配列情報にも名前をつ

けることが当たり前となったこと，が矢継ぎ早に起きた

結果としてその数が急増していった，と言うのが正し

い．さらにゲノム情報をもとにした命名でも，ひとたび

名前がつけば，その名前が一人歩きを始め，多くがわか

っているかのような印象を与えるのも事実である． 

本稿を執筆している現段階で，Genome Taxonomy Data 

Base (GTDB)を見ると原核生物のphylum数は166，class

数は477，order数は1,571，family数は4,070，genus数は

4,070，species数は65,703となる．この数のもとになって

いるのは高精度に読まれたメタゲノムデータをもとにし

たMAGs（metagenome-assembled genomes）と一細胞を

物理的に分取してゲノム増幅したsingle-amplified genome 

(SAGs)，そして微生物菌株をもとにしたゲノムである．

このうち，phylum（門）全体の70%が未培養門，family

（科）全体の80%が未培養科，species（種）についても

80%が未培養種と未命名種である（下図）． 

Genome Taxonomy Database release 07-RS207より 

【新たな微生物命名・分類プラットフォームの台頭】 

このような状況は，培養された微生物を International 

Code of Nomenclature of Prokaryotes (ICNP)に基づいて分

類，同定，命名するというこれまでのルールが根幹から

揺らいでいることを意味している．旧来の立場に立つ研

究者から見るとこの変化は容認しがたいものと映るだろ

う．ただ，それが候補名（candidatus）という仮称に留

まるのであれば，まだその矛先を緩めるかもしれない．

しかし，近年，ICNPとゲノム情報を元にした命名法を

統合したSeqCodeの提案 (4) がなされるに至り，にわか

に大きな議論と混乱が起こりつつある．こうした状況も

踏まえた現在の微生物学の現状についても概観したい． 

1) Martiny: High proportions of bacteria are culturable

across major biomes. ISME J. 13: 2125-2128 (2019).

2) Steen et al: High proportions of bacteria and archaea

across most biomes remain uncultured. ISME J. 13: 3126-

3130 (2019).

3) Martiny: The ‘1% culturability paradigm’ needs to be

carefully defined. ISME J. 14: 10-11 (2020).

4) Hedlund et al: SeqCode: a nomenclatural code for

prokaryotes described from sequence data. Nature

Microbiology 7: 1702-1708 (2022).
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ゲノムシーケンスのさらなる高速化・低コスト化と微生物分類への影響 
岩崎渉 

東京大学 

High-speed and low-cost genome sequencing and their effects on microbial systematics 
Wataru Iwasaki 

The University of Tokyo 

 

 

新規微生物ゲノムを読む．環境サンプルに対してショ

ットガンメタゲノム解析を実行する．PacBioやOxford 

Nanoporeなどのロングリードシーケンス技術を活用す

る．そして，Metagenome-Assembled GenomeやSingle-

Amplified Genomeを構築する． 

いま，私たちの目の前に広がる微生物配列データの世

界は，爆発的な速度で拡張を続けている．「バイオイ

ンフォマティクス」という言葉は，ヒトゲノム計画が

進んでいた1990年代には，おおよそ，現在使われてい

る意味で定着した（当時は「ヒト・ゲノム計画」とヒ

トとゲノムの間に中点を打った表記を用いていたこと

を思い出す方もいるだろう）．それから20年以上を経

た現在，大規模プロジェクトに限らず，生物学系の

個々の研究室において行なわれる日常的な研究におい

ても，バイオインフォマティクスは必須のキーワード

となった．こうした大きな流れは現在も定常状態に達

することがなく，2023年現在でもシーケンス技術の急

速なロングリード化・高速化・低コスト化が進んでい

る．例えば，薄膜フィルム上の反応による蛍光試薬の

極微少量化など，近い将来にシーケンスコストを現状

の10分の1から100分の1にさらに低下することを予感さ

せる技術も報告されつつある． 

 

これら大量のゲノム情報は，微生物分類にも多くの影

響を与えるだろう．微生物ゲノムは，微生物の生存・

生理・生態を支える，客観的で確かな実体である．そ

れに対して，特に生物学的種概念などを適用しにくい

微生物においては，種やより高次の分類は，究極的に

は人類が生物の多様性を主観的に理解・認識するため

に導入されるものである． 

 

この，いわば客観と主観のバランスをどう取るか，と

いうテーマは，もちろん，これまでも長く課題として

存在していたものである．しかしながら，ゲノム情報

の爆発的な増加を背景に，今後はさらに問題の質が変

わってくることが予想される． 

 

まず第一に，Metagenome Assembled Genomeなど，ゲ

ノム情報のみが利用可能な微生物の扱いの問題がすで

に顕著になってきている．Genome Taxonomy Database

等が進めるゲノム情報に基づいた系統分類や，国際原

核生物命名規約（International Code of Nomenclature of 

Prokaryotes）とは別に未培養微生物を命名しようとす

るSeqCode等が最近の動きとしてあげられるだろう． 

 

第二に，種の境界の定義の問題があげられる．特に原

核生物では，DNA-DNA ハイブリダイゼーションや，

Average Nucleotide Identity による操作的な定義が用い

られており，そうした方向性は今後は一層加速するだ

ろう．しかし，そうした操作的な定義は客観的に用い

やすい一方で，それが人類にとっての利便性を保証す

るという保証は無い．人類にとって利用しやすい種概

念ということを考えたとき，ゲノムから読み取れる機

能情報や進化時間に関する情報等を補助的に用いるこ

とも今後は検討していく価値があるだろう． 

 

第三に，より高次の分類へのゲノム情報の利用の問題

がある．上記の種の境界の定義の問題とも関連する

が，それとはむしろ逆に，高次分類については今後は

より客観的な定義が求められていく，という流れが想

定されるだろう． 

 

第四に，ハイブリッドゲノムを持つ微生物（特に真核

微生物）など，ハイブリッド種と通常種の境目の問題

がある．ゲノム交雑で生じた種は，遺伝子の大量欠失

などゲノムが不安定化した時期を経て，新たなゲノム

を持つ生物種へと変わっていくことになる．そのゲノ

ム進化のプロセス自体には明確な境目は無い．しか

し，人為的に境目を定義することも必要とされてくる

だろう． 

 

第五に，ゲノムデータ以外の形質データ（例えば生息

環境データや，表現型データ）の利用の問題がある．

ゲノムデータに比べて，微生物の形質データの蓄積は

まだ進行中といった段階ではあるが，徐々にデータが

蓄積されつつある．こういったデータの複合的な利用

も，今後は想定していかなければならない． 

 

本講演では，微生物ゲノムのバイオインフォマティク

ス解析を行っている立場から，こうした論点について

問題提起を行わせていただく． 
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Polyphasic approach による Aspergillus 属の再分類 

矢口貴志 

千葉大学真菌医学研究センター 

Re-classification on the genus Aspergillus based on polyphasic approach 
Takashi Yaguchi 

Medical Mycology Research Center, Chiba University 

 

 

Aspergillus 属は世界各地の土壌，空中，穀物をはじめ

とする食品など生活環境から高頻度に分離され

Penicillium 属と並んで最も普遍的な真菌の 1 つである．

その中には，ヒト，動物に日和見感染，もしくは呼吸

器系のアレルギー性疾患の原因となるなど医療上問題

となる菌種がある．また，マイコトキシン（カビ毒）

の産生や，食品の事故原因菌として食品衛生上問題と

なる菌種がある． 

その分類は，Raper & Fennell  (1965) により伝統的な形

態学に基づく手法で 18 group に分類されていたが，そ

の後，Gams et al. (1985) がその概念を引き継ぎ，6 亜属 

(subgenus)，18 節 (section) に分類した．この分類体系は

長く支持されてきたが，2000 年代に入り形態性状に

様々な機能遺伝子の塩基配列による分子系統解析デー

タを加えた多相的な (polyphasic) 解析が実施されるよう

になった．Peterson (2008) は 5.8S, 28S rRNA，RPB2 遺

伝子を使用して Gams et al. の分類の検証を行い，Ornati 

亜属が Aspergillus 属外に位置すること，Versicolores 節

が Nidulantes 節内に含まれること，他の節は単系統と

して認められることを示した．さらに  Houbraken & 

Samson (2011) は，RPB1，RPB2，Tsr1，Cct8 遺伝子を

用いて分子系統解析を行った結果，Aspergillus 属全体

が Phialosimplex 属， Polypaecilum 属を含めて単系統に

なり，4  亜属，17  節（Cremei 節は所属する亜属不明）

を提示した．Gams et al. の分類との大きな違いは，大

きな棍棒型の頂のうが特徴である  Clavati 亜属が 

Fumigati 亜属と統合され，形態的にはこれまで

Aspergillus 属とは考えられていなかった Phialosimplex 

属，Polypaecilum 属が Aspergillus 属に組み入れられた

ことである． 

さらに 2014 年以降，Houbraken et al. によりRaperi 節, 

Silvati 節, Bispori 節が，Jurjevic´ et al. により Petersonii 

節，Robusti 節，Tanneri 節が，Hubka et al. によりJani 

節が，Chen et al. によりCavernicolus 節が，Kocsubé et 

al. によりCremei 亜属, Polypaecilum 亜属が次々と提案さ

れた．さらに ，Houbraken et al. (2020) による系統解析

では Vargarum 節が提案され，現在，6 亜属，27 節とな

っている（表1）． 

我々の研究グループでは，以下に述べる節より下位の

分類の再検討を実施してきた． 

アスペルギルス症の主原因菌であるA. fumigatus を含

む Fumigati 節においては，アゾールなどの抗真菌剤に

対し，これまで形態的に A. fumigatus と同定された菌株

の一部は，A. lentulus，A. udagawae などと分子系統的

に別種として認識し，その薬剤感受性の違いから原因

菌の正確な同定が必要とされている．さらに，A. 

viridinutans 種複合体 (species complex) を，多種合体モ

デ ル  (multispecies coalescent model) に よ り ， A. 

viridinutans s.s. の他，A. udagawae，A. felis などに細分

化し，さらに交配試験により形成した子嚢胞子の表面

構造，大きさで検証した1)． 

また，Nigri 列  (series) においては，276 株において 

benA，CaM，RPB2 遺伝子の塩基配列を用いて，4 つの 

single-locus method (GMYC，bGMYC，PTP，bPTP) と1 

つの multilocus method (STACEY) を含む多系統合体モ

デルで，14 種を 6 種に，同様に，Versicolores 列におい

ても 17 種を 4 種に統合することを提唱した2, 3)． 
 
1) Hubka et al., Persoonia 41: 142-174, 2018. 

2) Bian et al., Stud Mycol. 102: 95–132, 2022. 

3) Sklenář et al, Stud Mycol. 102: 53-93, 2022. 

 

 

 

表 1. Aspergillus の亜属, 節 の変遷 

Gams et al. 

(1985) 

Houbraken & Samson   

(2011) 

Houbraken et al. 

(2020) 

Aspergillus 亜属 Aspergillus 亜属 Aspergillus 亜属 
 Aspergillus 節  Aspergillus 節  Aspergillus 節 
 Restricti 節  Restricti 節  Restricti 節 

Circumdati 亜属 Circumdati 亜属 Circumdati 亜属 
 Candidi 節  Candidi 節  Candidi 節 
 Circumdati 節  Circumdati 節  Circumdati 節 
 Cremei 節  Flavi 節  Flavi 節 
 Flavi 節  Flavipedes 節  Flavipedes 節 
 Nigri 節  Nigri 節  Jani 節 
 Sparsi 節  Terrei 節  Nigri 節 
 Wentii 節 Fumigati 亜属  Petersonii 節 

Clavati 亜属  Cervini 節  Robusti 節 
 Clavati 節  Clavati 節  Tanneri 節 

Fumigati 亜属  Fumigati 節  Terrei 節 
 Cervini 節 Nidulantes 亜属 Cremei 亜属 
 Fumigati 節  Aeni 節  Cremei 節 

Ornati 亜属  Ochraceorosei 節 Fumigati 亜属 
 Ornati 節  Nidulantes 節  Cervini 節 

Nidulantes 亜属  Sparsi 節  Clavati 節 
 Flavipedes 節  Usti 節  Fumigati 節 
 Nidulantes 節    Vargarum 節 
 Terrei 節 （亜属不明） Nidulantes 亜属 
 Usti  節  Cremei 節  Aeni 節 
 Versicolores節  

Polypaecilum & 

Phialosimplex 

 Bispori 節 
    Cavernicolus 節 
     Ochraceorosei 節 
     Nidulantes 節 
     Raperi 節 
     Silvati 節 
     Sparsi 節 
     Usti 節 
    Polypaecilum 亜属 

          Polypaecilum 節 
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微生物資源と系統分類学のこれから 
大熊盛也 

理化学研究所バイオリソース研究センター微生物材料開発室 

Perspectives on Microbial Resources and Systematics 
Moriya Ohkuma 

RIKEN BioResource Research Center, Japan Collection of Microorganisms (JCM) 

 

 

ライフサイエンスやバイオテクノロジー分野の研究に

おいて，微生物の果たす役割は大きく，基礎から応用

まで様々な研究や技術開発の発展に寄与してきた．昨

今では，メタゲノム解析に代表されるように，培養を

介することなく自然界の微生物についての研究が精力

的になされており，環境や生態系での役割や動植物と

の共生など，微生物そのものを対象とする研究分野以

外の研究者にも微生物の重要性が認識されるようにな

った．我々人類と地球環境の抱える課題の解決や持続

的発展のための研究にも，微生物の関連した研究は，

今後もますます盛んになると考えられる． 

 

微生物の主な特徴は多機能性であり，微生物の種多様

性がこの多機能性をもたらしていると言えよう．様々

に異なる機能やユニークな活性をもつ微生物をスクリ

ーニングし，培養して研究を展開することが微生物の

研究の原動力のひとつであったように思われる．微生

物の種多様性自体は，遺伝子配列やゲノム情報といっ

た培養を介することなく得られる情報で把握すること

は可能であるが，そのような情報が容易に得られるよ

うになった今でも，生きた微生物，分離培養された微

生物に対する重要性は変わらず，むしろ高まっている

と考えている．ゲノム情報から推定される機能や代謝

は実体のある生きた微生物で検証・確認すべきもので

あり，既知の機能を配列の相同性から推定することは

できるが，新しい機能の解明には生きた微生物の研究

材料を用いることが必須であろう．環境応答や機能発

現の機構，他の生物との相互作用などのより詳しい研

究や現象の理解にも培養された微生物が利用できるか

どうかは，研究の質も得られる成果も格段の差が生じ

ると考えられる．研究基盤として微生物の研究材料を

利用可能に整備するリソースセンター等は，微生物の

関連した研究を支える役割が期待され，期待に応える

ために活動をしている．有用な研究材料だけではなく，

微生物の資源を確保・保全するという役割も同時に果

たしている． 

 

培養を介さない自然界の微生物の解析により，我々の

微生物の種多様性に対する考えは大きく変革した．原

核生物に限った議論でも，約40門の細菌・アーキアが

これまでに分離培養されて国際的に学名が承認されて

いるが，実際は，暫定名を付されたものだけでも約180

門にもわたるはるかに多様な微生物が存在する．その

存在はゲノム・遺伝子配列上では認識されているが，

未だ分離培養されたものがない，いわゆる未培養系統

群であり，微生物ダークマターとも呼ばれて，微生物

の真の多様性や多機能性を理解する上で大きな課題で

ある．今後の研究が待たれるところであるが，研究材

料として利活用するためには，分離培養されることが

必要であることは言うまでもない． 

 

系統分類学は，生物を系統に基づいて体系的に整理す

る学術分野であり，種多様性が顕著な微生物では極め

て重要で，微生物学の根幹をなすといえる．さらに，

上述のような微生物の未開拓の資源を今後対象として

いく生命科学の大きなフロンテイアとも言える研究と

密接に関連している．実際，発展の著しいアジア地域

では，新しい微生物の分離や新種の記載など，微生物

資源や系統分類学についての関心は高く，極めて活発

である．微生物の新種の報告も年々増加しており，そ

れら新種の基準株を確保・保存し，利用可能に整備す

ることが系統分類学のみならず，多くの学術研究分野

から求められている． 

 

微生物保存機関やリソースセンターはそのための役割

を歴史的に果たしており，利活用による研究の発展へ

の貢献という目的に重点をシフトしつつ，研究コミュ

ニテイの要望に応える努力をしてきた．駒形和男先生

をはじめ，多くの系統分類学分野の先達が研究を実施

してきた場であり，現在でも基準株等の整備に見られ

るように系統分類学と常に寄り添ってきた存在でもあ

る．多様な種の微生物を扱い，培養して保存する技術

が必要で，従事するスタッフは高い専門性と技術を有

している．その技術は新しい微生物の分離や培養にも

大きな利点となり，未培養の系統の微生物の分離培養

と系統分類学的研究への寄与が期待される．アジアの

ハブとしての国際貢献も視野に，我が国の研究を支え

るためには，研究ニーズに応える品揃え，確実な同定

と研究材料としての品質，性状やゲノム情報など微生

物に付随する情報の整備，知財や国を超えての移転の

問題など，リソースセンター等の機関が対応すべき課

題は多々あり，しかも高いレベルでの活動がその目的

を果たすために求められている．人的資源・予算は限

られており，効率的な業務もめざさなければならない

が，一機関でできることは限られている．微生物資源

学会や文部科学省のナショナルバイオリソースプロジ

ェクトはこれら機関の連携や支援の活動を行なってお

り，さらに連携を深め，厚い支援を受けることが必要

と思われる．加えて，それらの機関で整備された研究

材料を利用する研究者のコミュニテイからの理解を深

め，連携や協働を進めることで，有用な研究材料の整

備と微生物資源や系統分類学分野の発展に貢献するこ

とをめざすべきである．そうすることによって，研究

コミュニテイにとってかけがえのない存在となり，信

頼される機関として継続的な運営も可能になると思わ

れる． 
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