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日本微生物系統分類研究会（JSMS）33 年の歩み
─誕生から日本微生物資源学会（JSCC）との合流前夜まで─
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Growth of the Japan Society for Microbial Systematics (JSMS) 
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─From birth to the confluence of JSMS and Japan Society for Culture Collections (JSCC)─
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　This review highlights the major milestones in the growth of the Japan Society for Microbial Systematics (JSMS) over 
the past 33 years from its birth at Ubako Onsen in Hakone in October 1980 to its 33rd Annual Meeting at Takayama 
Green Hotel in Takayama in November 2013.  The history of JSMS was divided into four ages based on the name 
changes of the Society: “The Group Meeting of Chemotaxonomy of Microorganisms” Age (1980-1984), “The Society for 
Microbial Chemotaxonomy” Age (1985-1994), “The Society for Microbial Taxonomy” Age (1995-2002), and “The Japan 
Society for Microbial Systematics” Age (2003-2013).  With changes in the dynamics of science and the development of 
related methodologies, the core of discussions at the respective meetings changed from microbial chemotaxonomy in the 
1980s to microbial molecular taxonomy/systematics in the 1990s and 2000s.  In recent meetings, the theme “How to put 
the genome information to practical use in microbial systematics,” which reflects the Genomics Era, was repeatedly 
discussed.  During the past 33 years, the following were held: special lectures (34 talks, with 12 invited speakers from 
overseas; keynote lecture (1 talk); symposia (5 themes, 27 talks); mini-symposia (2 themes, 5 talks); theme-oriented 
discussions (16 themes, 26 talks); workshops (3 themes, 7 talks); oral presentations (278 talks; of these, all talks were 
presented in English at the 2nd meeting in 1981, 3rd meeting in 1983, 8th meeting in 1988, and 20th meeting in 2000), and 
poster presentations (76 titles).  Furthermore, 5 talks (with 3 invited speakers from overseas) at Symposium S-1 “Current 
advances in the species concept problems of microorganisms ―definitions, methodologies and practical applications” in 
the 10th International Conference on Culture Collections (ICCC-10) in Tsukuba on October 11, 2004, are included in  
JSMS’s contributions.  The aims and goals, including the raison d’etre, of JSMS, have been mentioned and briefly 
discussed in this review.  In addition, the author’s opinions or impressions regarding the past 33 years of the Society, 
including a few future perspectives, have been presented.
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はじめに
Systematists: 1) Discover and inventory species, 2) 

Make compar i sons among spec i e s and in fer 
phylogenet ic his tory, 3) Use phylogeny, and 
classifications derived from it, to integrate basic and 
applied biology, 4) Provide basic data underlying 
sus ta inable use o f b io log ica l d ivers i ty (The 
Committees of Systematics Agenda 2000, 1994).

本総説は，このたびの日本微生物系統分類研究会
（JSMS）と日本微生物資源学会（JSCC）の合流（江崎，
2014）にあたり，JSMS の誕生（1980 年 10 月，第 1
回微生物の化学分類の勉強会）から第 33 回年次大会

（2013 年 11 月，岐阜県高山市）までの 33 年間の足跡
を振り返り，「JSMS とは？」「JSMS が目指したもの
とは何か」の問に答える時，また今後の当学会ならび
に微生物系統分類学（Microbial Systematics）の将来
像を考える時の参考に資することを目的に執筆したも
のである．

JSMS は 1980 年誕生以来，「勉強会」の理念（すな
わち，1．微生物分類学にかかわる諸問題～たとえば
分類・同定の方法論・技法など～の自由闊達にして真
剣な議論，2．同分野の最新情報の提供・意見交換，3．
発表のスキル向上の場）を継承しつつ，その呼称は時
代と共に次のような変遷をたどった．
　 「微生物の化学分類の勉強会，第 1 回～ 3 回」（1980

年 10 月～ 1983 年 11 月）→
　 「微生物化学分類研究会，第 4 回～ 14 回」（1985 年

2 月～ 1994 年 12 月）→
　 「微生物分類研究会，第 15 回～ 22 回」（1995 年 10

月～ 2002 年 10 月）→
　 「日本微生物系統分類研究会，第 23 回～ 33 回」（2003

年 10 月～ 2013 年 11 月）
 ［なお，括弧内は研究会の開催年月を示す．］

毎回の研究会・年次大会は担当した世話人の裁量な
らびに独立採算の下で，開催日時・場所からプログラ
ムの内容から発表形式まで企画，実行されてきた．な
お，第 20 回（2000 年，創立 20 周年），第 25 回（2005
年，創立 25 周年）については，それぞれ実行委員会
などを組織して対処した．

筆者の視点から，33 年の足跡を整理して年表（付
表 1）に示した．この総説を執筆するにあたり，過去
33 回の研究会（年次大会）の演題などを類別・整理
すると，下記のとおりとなった．なお，発表者，演題
などの具体的な情報は JSMS ホームページ（後述）

中の「過去の講演題目」や 2 編の記念誌（後述）に収
載されている（表 1）．

研究会の呼称は，微生物分類学・微生物系統分類学
の時代背景と密接に関連している．そこで呼称の変遷
を時代区分として，以下それぞれの時代の主な出来事
や活動を振り返ってたどることにする．

「微生物の化学分類の勉強会」時代（1980 ～ 1984 年）
JSMS は 1980 年，神奈川県足柄下郡箱根町姥子温

泉所在の林野庁姥子保養所で産声を上げた．この勉強
会の呼びかけ人は，駒形和男教授（東京大学応用微生
物研究所第三研究部（分類・保存）； 通称，東大応微
研三研）．実現には，須藤恒二（農林水産省家畜衛生
試験場，後に日本獣医畜産大学教授），倉石　衍（東
京農工大学教授）両教授の多大の尽力があってのこと
だった（駒形，2000）．当該案内状（図 1，2）は，下
記総合研究の班員 12 名を中心に，約 30 名に郵送され
た．この「勉強会」は，この文面のとおり，昭和 53 年・
54 年度文部省科学研究費による総合研究「微生物の
化学分類に関する研究」（課題番号 336008，総額 7，
900 千円）の成果（駒形，1980）が引き金となって，
当該分野の研究をさらに発展させるために，件の林野
庁姥子保養所を会場として 10 月 9 日から 1 泊 2 日の
日程で開催された．当日参加された諸氏については，
図 3 の集合写真をご覧いただきたい．余談だが，筆者
は当時，三菱化成工業（株）総合研究所・主任研究員
から駒形教授主宰の東大応微研三研の助教授に着任直
後（10 月 1 日発令）ということもあって，懇親会終
了後，真夜中露天風呂に浸かり，夜空の満天の星を眺
めながら将来に思いを馳せたことを覚えている．勉強
会の最後に「今後のこと」について，これを契機に討
論を重視した，泊まりがけの勉強会を年に 1 回，主な
研究室持ち回りで開催することに意見が収斂した．

表 1
特別講演（1 記念講演を含む）：34 演題（海外＊12 名）
基調講演：  1 演題
シンポジウム：  5 テーマ，27 演題
ミニシンポジウム：  2 テーマ， 5 演題
テーマ別討論： 16 テーマ，26 演題
ワークショップ：  3 テーマ， 7 演題
一般講演（口頭発表）： 278 演題
ポスター発表： 76 演題
英語による一般発表： 第 2 回（1981），第 3 回（1983）， 

第 8 回（1988），第 20 回（2000）
ICCC-10 シンポジウム S-1（2004）： 5 演題（海外＊3 名）

＊海外：海外からの招待/招聘講演者
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図 2　第 1回微生物の化学分類の勉強会のプログラム

図 3　第 1回微生物の化学分類の勉強会（林野庁姥子保養所）

図 1　第 1回微生物の化学分類の勉強会（林野庁姥子保養所）の案内状
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このような方針の下に，第 2 回（図 4）は半年後の
1981 年，後藤昭二教授（山梨大学）のお世話で山梨
県勝沼町ぶどうの丘センターで，第 3 回（図 5）は
1983 年，山梨県河口湖町船津三ノ段の地方共済組合
富士保養所富士桜荘でそれぞれ開かれた（駒形，2000
参照）．前者の勉強会には，藪内英子教授のお世話で，
当時来日中の C. W. Moss 博士（Centers for Disease 
Control, USA）を招いて，“General chemotaxonomy 
in microbiology ─A marriage of chemistry and 
microbiology: Past, present, and future” の演題で講
演が行われた．他方，第 3 回の勉強会では，東大応微
研三研に JSPS 招聘研究員として滞在中の M. Kocur 
博士（Czechoslovak Collection of Microorganisms, 
Czechoslovakia）が“Current view on the present 
classification of gram-positive, catalase positive 

cocci” の演題で特別講演をされた．両博士の講演なら
びに懇親会などでの意見交換や交流は参加者にいろい
ろな刺激を与えた．第 2，3 回勉強会で特筆すべきは，
発表者全員（14 名）が英語で発表，討論したことで
ある．例えば，鈴木健一朗氏（東大・応微研・院生）
は“Cellular fatty acid composition in coryneform 
bacteria” の演題で発表した．これは英語による発表
のスキルアップを図るためで，前述のこの「勉強会」
の趣旨（目的）の一つとも合致するものだった．

そして，第 2 回と第 3 回の間の 1982 年 6 月，前述
の科学研究費・総合研究「微生物の化学分類に関する
研究」の成果として，「微生物の化学分類実験法」（駒
形編，1982； 駒形，2000）が学会出版センターから
上梓された（図 6）．本書は当時，微生物化学分類学
の最先端の実験手引書として広く斯界に大きな影響を

図 4　第 2回微生物の化学分類の勉強会（勝沼町ぶどうの丘センター）
最前列中央に C. W. Moss 博士

図 5　第 3回微生物の化学分類の勉強会（富士桜荘）
2 列目中央付近に M. Kocur 博士



─ 27 ─

Microb. Resour. Syst. June 2015 Vol. 31,  No. 1

及ぼした．もしもこの時代に本書の英語版が出版され，
国際発信されていたならば，グローバルなインパクト
があったことは想像に難くない．

「微生物化学分類研究会」時代（1985 ～ 1994 年）
第 4 回の勉強会は「化学分類研究会」の呼称の下，

薮内英子教授（岐阜大学医学部）のお世話で，岐阜県
高山市高山グリーンホテルを会場に，1985 年冬場の 2 
月開催された（なお，記録によると，この研究会には

「微生物」の 3 文字は付いていない．発表は 9 日の 1
日のみで，翌朝朝食後解散したように記憶している）．
そして，第 5 回以降，第 22 回（2002 年）まで「微生物」
を付けた呼称が使われた．「微生物化学分類研究会」
時代のテーマは発表演題の一覧（JSMS ホームページ，

「過去の講演題目」の項目参照）が物語るように，キー
ワードで示せば，細胞糖組成，酵素の電気泳動パター
ン，菌体脂肪酸組成，呼吸鎖キノン系，DNA 塩基組成，
DNA-DNA 類似度などで，生命現象に不可欠の細胞
構成成分を分析，比較する分類手法や分類形質として
の議論が中心だった．微生物化学分類学の全盛期に
あったことが窺える．研究会のもっとも輝いていた時
代だった，といっても大げさではないだろう．

この時代の中で，また研究会の中で，現代分子系統
分類学の先陣を切るような発表があったのは第 5 回

（1985 年）の研究会だったといってよい．朴　勇河氏
（東大・応微研・院生）「5S-rRNA の分子進化による

コリネフォルム細菌の分類学的研究」，小柳津広志博
士（富山大・教養）「rRNA 塩基配列決定の迅速化」，
堀　寛博士（名古屋大・理）「5S-rRNA と微生物の進
化」の 3 題の発表があった．細菌や広く微生物の分類・
系統解析に分子情報が導入され，その後発表される分
子データに注目が集まった．細菌の分子系統解析につ
いて，標的遺伝子が 5S から 16S rRNA へ舵を切った
のは第 9 回（1989 年）で，高桑　進博士（京都女子大・
生物）ら「16S rRNA シーケンスに基づく非好熱イオ
ウ細菌の系統分類」，塚本久美子博士（東大・海洋研）

「16S リボソーム RNA 部分塩基配列による Vibrio 科
細菌の分類」の 2 つの発表からだった，と思う．一方，
菌類についてみると，続く第 10 回の一般講演の中で，
張　志銘氏（東大・応微研・院生）「Phylogenetic 
relationships among Aspergillus taxa determined 
from the partial sequences of 18S ribosomal RNA」，
山田雄三教授（静岡大・農）「18S および 26S rRNA 
の部分塩基配列に基づく酵母の分子系統分類」の 2 
題が先駆けといってよい．第 8 回（1988 年）では，
一般講演の発表・質疑応答はすべて英語で行われた．
江崎孝行博士（岐阜大・医）から，新しく開発したア
イソトープを使わないビオチン標識 DNA を使ったマ
イクロプレート・交雑法が紹介されたのも，この時の
一般講演だった．また，この研究会に招待した Jozef 
De Ley 教授（Laboratory of Microbiology, Ghent 
University, Belgium）が「Evolution of bacteria」と
題する特別講演を行った（駒形，2000）．また，発表
の中に分子系統樹を用いた系統解析データが増加した
ことから，第 11 回（1991 年）の時，長谷川政美教授（文
部省・統計数理研究所）による「分子系統学の方法」，
とくに最尤法（Maximum likelihood method; ML 法）
を用いた分子系統樹推定法の特別講演が行われた．第
13 回（1993 年）では，理化学研究所微生物系統保存
施設（JCM）のお世話で招待した Karel Kersters 教
授（Laboratory of Microbiology, Ghent University, 
Belgium）が「Classification and identification of 
microorganisms by computer-assisted protein 
electrophoretic fingerprinting」と題する特別講演を
行った（駒形，2000）．
「微生物化学分類研究会」としての最後の研究会（第

14 回，1994 年）は，山田雄三教授（静岡大・農）の
お世話で，伊東市ヤクルト本社研修所で開催された．
第 9，10 回（前述）に登場した「分子系統」の発表が
順次増えたこともあり，この研究会を最後に，呼称か
ら「化学」の 2 文字が削除され，広く微生物分類学が

図 6　 「微生物の化学分類実験法」（学
会出版センター，1982年，1刷）
の表紙
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直面する諸問題について議論する場へ，と変容した．
そして，研究会を世話人 3 名による「トロイカ方式」
で運営することになった．

「微生物分類研究会」時代（1995 ～ 2002 年）
「微生物分類研究会」と改称した最初の研究会（第

15 回，1995 年）は，過去 3 回（1983，1985，1986 年）
の開催地，山梨県河口湖町の富士桜荘で開かれた．因
みに，この時の特別講演は，それぞれの最前線で活躍
中の日米 2 人の研究者．一人は，菌類採集の目的で空
路， 中 国 海 南 島 へ 向 か う 途 中 立 ち 寄 っ た Rytas 
Vilgalys 准 教 授（Department  of  Botany,  Duke 
University, USA）．Vilgalys 博士は「Understanding 
spec iat ion in fungi : molecular phylogenet ic 
approaches」の演題で，分子系統解析の切り口から
菌類の地理的分布や種分化のさまざま様相にアプロー
チして得られた最新データの発表だった．もう一人は，
三中信宏主任研究官（農業環境技術研究所）．三中博
士は「分子情報を用いた系統解析」の演題の下，分子
データにいくつかの分子系統推定の方法論（分岐学 
cladistics を含む）について，それぞれの特徴や問題
点を論じた．夜の夕食会や二次会などで，両氏と胸襟
を開いた議論ができた．

また，1998 年 10 月，前述の富士桜荘で開催の第 18
回研究会の特別講演では，近隣結合法（neighbor-
joining method; NJ 法）を根井正利教授（Texas 

University at Houston）と共同で 1987 年，考案・開
発した齋藤成也助教授（国立遺伝学研究所）だった．
齋藤博士は「分子系統学から遺伝子進化学への展開」
と題する講演を行い，二次会などでの懇談を通じて，
系統解析法や系統樹構築法の原理や評価への理解を深
めるよい機会となった．

研究会も回を重ねて，2000 年 10 月東京大学山上会
館（本郷キャンパス）で，創立 20 周年記念研究会（テー
マ：“Microbial Systematics, Today and Tomorrow”

「微生物系統分類学，今日と明日」が開催された（図 7）．
実行については，事前に設置した実行委員会，アドバー
サリー・ボード，プログラム委員会，出版委員会がそ
れぞれ担当した（各委員会メンバーについては「微生
物分類研究会 20 周年記念誌」参照）．プログラムは，
駒 形 和 男 教 授（ 東 京 農 大 ） に よ る「Microbial  
Systematics  ─Today  and Tomorrow」と題する，
英語による基調講演にはじまり，一般講演として，10
名の日本人演者がすべて英語で発表・質疑応答が行わ
れた．この時は海外から，菌類，藻類，細菌の各微生
物群から 1 名を実行委員会委員の属する研究室のお世
話で招聘し，特別講演（下記）をお願いした．約 120
名の参加者を得て，実り多い，記念の研究会となった．

Prof . Hansjorg Pri l l inger（Univers ität für 
Bodenkultur, Austria）: “Molecular phylogeny 
and systematics of the fungi with special 
reference to the Asco- and Basidiomycota” 

図 7　微生物分類研究会 20周年記念研究会（2000年 10月，東京大学山上会館）
育徳園心字池（通称三四郎池）のほとりで
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Dr. Rosmarie Rippka（Pasteur Institute, France）:
“Cyanobacteria: In search of an international 
identity card” 

Dr. Peter A. R. Vandamme（Laboratory of 
Microbiology, Ghent University, Belgium）:

“Po lyphas i c t axonomy in prac t i s e : the 
Burkhorderia cepacia challenge”

当日，後述の記念誌「微生物分類研究会 20 周年記
念誌，日本の微生物分類学　この 20 年」が参加者に
配付された．講演後の懇親会（図 8）は，鏡割りの清
酒で乾杯の後，あちこちに歓談の輪ができ，創立 20
年を盛大に祝った．余談だが，「記念誌」の出版は当
初の予算を 20 万円ほど超過し，後日醵金（「微生物分
類研究会活動基金」の名目で）を募って赤字分を補て
んした．手元の資料によると，醵金（1 口，5 千円）
の総額は，個人 21 名，企業 1 社から，合計 54 口，27
万円．当時の実行委員長（筆者）として，改めてご寛
容と温かいご支援に心から謝意を表したい．

創立 20 周年直後の第 21 回（2001 年）では，参加
者に広く発表の機会をとの趣旨から，一般講演 18 題
に加えて，ポスター発表 13 題が組まれた．さらに，
George M. Garrity 教授（Editor-in-Chief of Bergey’s 
Manual, Michigan State University, East Lansing, 
USA）が特別講演“The roadmap to the new edition 
of Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology”（同
要旨は当日配付された）を行い，“Bergey’s Manual” 
の基本的な編集方針ならびに同書第 2 版を中心に解説
された．また，会務報告の中で，創立 20 周年を機に
本研究会の在り方や運営方法などについての検討を，

江崎孝行，関　達治，杉山純多，内村 泰の 4 世話人
に委ねられた．1年かけて検討した結論は，下記「改組・
改称趣意書」に集約された．

改組・改称趣意書（2002 年 9月）（抜粋）
「～略～．いろいろな角度から討議の結果，本研究

会が今後更に発展するためには，これまでの研究会の
理念や活動を基盤に，最低限の組織化・体制化を行う
必要性があるとの結論に達しました．具体的には本研
究会を発展的に改称し，新しい名称「日本微生物系統
分 類 研 究 会（Japan  Society  for  Microbial 
Systematics）」のもとで早急に再編し，会則・役員・
予算などを整備することです．「微生物化学分類研究
会」・「微生物分類研究会」がこれまで果たしてきた役
割とインパクトを考えたとき，今回の改組・改称は今
世紀（ゲノム生物学・生物多様性の科学の時代）を生
き抜くための，また本研究会が担っている役割を果た
す方策の一つと考えます．つきましては，下記の 4 名
の世話人を含む 14 名が発起人となり，平成 14 年 9 月
27，28 両日開催予定の第 22 回研究会（東京農業大学
農学部厚木キャンパス，厚木市船子）において，「微
生物分類研究会」から「日本微生物系統分類研究会」
への改組・改称をお諮りすることになりました．～略
～．発起人一同（世話人4名を含む14名の氏名は略す）」

続く第 22 回（2002 年）では，会務報告に於いて，
上記配付資料「改組・改称趣意書」（全文は JSMS ホー
ムページに収載されている）について諮られ，「日本
微生物系統分類研究会（英名：Japan Society for 
Microbial Systematics，略称 JSMS）」へ改組・改称し，
会員・役員制，会費制を導入して，必要最小限の組織
化を図ることが承認された．同時にこれを反映した「日
本微生物系統分類研究会会則」（全文については同ホー
ムページ参照）も採択され，2002 年 9 月 27 日付で制定，
施行された．ここに，大方の研究会メンバーの賛同を
得て，微生物分類学（Microbial Taxonomy）から微
生物系分類学（Microbial Systematics）へ，と新しい
ページを開いた．

「日本微生物系統分類研究会」時代（2003 ～ 2013 年）
第 23 回（2003 年）以降，第 33 回（2013 年）まで，

「日本微生物系統分類研究会」の呼称の下，年次大会
が毎年，世話人を中心とする企画・運営により開催さ
れてきた（付表 1 参照）．この間，2004 年 10 月には
後述の ICCC-10（第 10 回世界微生物株保存会議，つ

図 8　 微生物分類研究会 20周年記念研究会の懇親会での
鏡割り（ 右 から，駒 形 和 男・出 版 委 員 長，H.  
Prillinger 博士，R. Rippka 博士，筆者（実行委員長），
渡邊　信・実行副委員長，P. A. R. Vandamme 博士）



杉山純多日本微生物系統分類研究会 33 年の歩み

─ 30 ─

くば国際会議場）に研究会として参画した（後述）．
第 23 回年次大会（2003 年）では，一般講演 15 題，
ポスター発表 10 題，シンポジウム「微生物株/コンソー
シアの系統解析・同定技術に関する最近の動向

（“Current topics on phylogenetic identification and 
cha rac t e r i z a t i on o f m i c r ob i a l s t r a i n s and 
consortia”）」 6 題 に 加 え て，Peter N. Green 博 士

（NCIMB Limited, Aberdeen, UK）による特別講演
「Thirty years in the life of a culture collection 
curator ─the winds of change」があった．

2005 年には，東京大学弥生講堂・一条ホールで，
創立 25 周年記念年次大会（関　達治実行委員会委員
長）が開催された．プログラムは，論点を絞った「テー
マ別討論」の下で，次の 3 題が組まれ，討論を主眼と
する発表があった．

Ⅰ．ゲノム情報の系統分類への展開：佐藤　元博士
（製品評価技術基盤機構バイオテクノロジー本部）「機
能性タンパク質遺伝子に基づく系統樹とその評価」

Ⅱ．分子系統分類の盲点：田辺雄彦博士（国立環境
研究所）「ゲノム可塑性はバクテリアの分子系統分類
にインパクトを及ぼしうるか？」

Ⅲ．簡易・迅速同定法の新展開：江崎孝行教授（岐
阜大学医学部）「細菌及びカビの簡易・迅速同定法の
新展開」

さらに，黒川　顕助教授（奈良先端科学技術大学院
大学）により「比較ゲノム解析から見えてきたバクテ
リアの適応戦略」の演題で特別講演が，また駒形和男
教 授 に よ る「 細 菌 分 類 学 と Bergey’s Manual of 
Systematic Bacteriology」の演題で Bergey medal 受
賞記念講演が行われた．

第 27 回（2007 年）では，微生物（バクテリア，アー

キア，原正生物，真核藻類，菌類）の大きな系統と高
次分類体系再編の動向を中心とするシンポジウム（5
演題）が組まれた．この時の総会で，江崎孝行会長（岐
阜大学），鈴木健一朗幹事長（製品評価技術基盤機構）
の新任が承認され，以降，研究会として新しい執行部
体制で臨むこととなった．

第 30 回年次大会（創立 30 周年記念シンポジウム）
を挟んで，第 29 回（2009 年），第 31 回（2011 年）の
両年次大会のセッション/シンポジウムでは，ゲノム
時代の微生物系統分類学は如何にして（全）ゲノム情
報を活用するかを論じる講演が企画され，外部の第一
線研究者も交えて最先端の話題提供があった．

そして，2010 年，創立 30 周年記念シンポジウム
「Microbial Systematics ─Past, Present and Future
─」（微生物分類学の過去，現在，未来）が学士会館
で開催された（図 9）．特別講演者として，海外から
著名なお二人を招聘した．原核微生物から James T. 
Staley 教授（University of Washington, USA）が

「Bergey’s Manual Trust and bacterial and archaeal 
systematics」の演題で，真核微生物から Cletus P. 
Kurtzman 博士（National Center for Agricultural 
Utilization Research, USDA, USA）が「Impact of 
molecular systematics on The Yeasts, a taxonomic 
study, 5th edition（2011）」の演題で講演した．この
分野で活躍している第一線の日本人研究者 5 名も含め
て，微生物分類学/微生物系統分類学の最近の進歩や
動向の一端が紹介された．講演後，Staley 教授，
Kurtzman 博士を交えて，創立 30 周年を祝った． 

続く第 31 回（2011 年）ならびに第 32 回（2012 年）
年次大会のシンポジウムでは，「ゲノム時代の微生物
系統分類学―全ゲノム情報を活用した新しい分類体系

図 9　創立 30周年記念シンポジウム（2010年 12月，学士会館）
最前列中央，右：J. T. Staley 教授，左：C. P. Kurtzman 博士
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の構築に向けて―」，「微生物学研究における系統分類
学の役割と貢献」がそれぞれ企画され，他分野からの
招待演者も加わり，有益な研究会であった．

JSMS としての最後の年次大会（第 33 回，2013 年）
は岐阜県高山市の高山グリーンホテルで開催された

（図 10）．初日午後，ミニシンポジウム「日本微生物
系統分類研究会の歩みと未来へ」が企画され，鈴木健
一朗（幹事長）座長の司会で，筆者が「日本微生物系
統分類研究会 33 年の歩み」，江崎孝行会長が「分類学
に魅せられた日々」の演題で講演を行った．両講演の
後，鈴木座長のリードで総合討論「日本微生物系統分
類研究会の将来へ向けた活動」で研究会の存在意義な
ど総括の討論が行われた．続く総会で，幹事会の総意
として「JSMS を解散し，JSCC と合流する」の議案
について議長（江崎会長）から趣旨説明の後，審議を
経て，会則 21 条に準ずる採決に基づき承認された．
翌日午前には，シンポジウム「全ゲノム情報を使った
系統分類手法の利用とその分類学的意味」（3 題）の後，
南澤　究教授（東北大学大学院生命科学研究科）から

「 植 物 共 生 微 生 物 の 多 様 性 と 生 態 機 能 を 探 る：
Bradyrhizobium 属細菌の共生進化と温室効果ガスを
操る根圏微生物」と題する特別講演があった．続いて，
一般講演 9 題の発表があって，30 年を越える JSMS
としての活動の幕を閉じた．

第 10 回世界微生物株保存会議（2004 年 10 月，つく
ば）への寄与

第 10 回 世 界 微 生 物 株 保 存 会 議（The 10th 
International Congress for Culture Collections; ICCC-
10）は 2004 年 10 月，つくば国際会議場で開催された．
JSMS は ICCC-10 実行委員会との共催の下，シンポジ
ウム S-1“Current advances in the species concept 
prob lems o f microorgan i sms ─Def in i t i ons , 
methodologies and practical applications”「微生物の

種の問題における最近の進歩：定義，方法，そして実際」
（Conveners: J. Sugiyama & E. Stackebrandt）を企画，
担当した．主な目的は，微生物の種概念問題をいろい
ろな切り口からアプローチすることにあった．このシ
ンポジウムは会議プログラムの中で好位置にあったこ
と，著名な世界的リーダーを含む第一線の国内外研究
者による講演ということもあって立ち見の聴講者がで
るほどだった．因みに，各シンポジストの演題は下記
のとおり．

1. Dr. Ramon Rosselló-Móra（Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats, Spain）: “Theory and practice of 
the species concepts”

2. Dr. Erko Stackebrandt（DSMZ, Germany）: “A 
molecular glimpse into the taxon “Species””

3. Prof. Akira Hiraishi（Department of Ecological 
Engineering, Toyohashi University of Technology, 
Japan）: “A new alternative to genomic DNA-DNA 
relatedness for species identification of bacteria”

4. Assoc. Prof. David M. Geiser（Department of 
P l an t Pa tho l ogy , The Pennsy l van i a S t a t e 
University）:“Practical fungal species recognition 
using molecular phylogenetics”

5. Dr. Fumie Kasai（Environmental Biology 
Division, National Institute for Environmental 
Studies, Japan）: “Delineating “species” in eukaryotic 
microalgae”

なお，このシンポジウムについての所感などの詳細
は，共同コンビーナーの杉山（2004）執筆の小文を参
照されたい．1980 ～ 1990 年代，研究会としてではな
いが，国内で開催された微生物学分野の 2 つの国際会
議，す な わ ち 第 3 回 国 際 菌 学 会 議（The 3rd 
International Mycological Congress（IMC-3），1983
年 8 月 28 日～ 9 月 3 日，東京，京王プラザホテル新宿）
と第 15 回国際微生物学会議（IUMS Congresses:  

図 10　第 33回年次大会（2013年 11月，高山グリーンホテル）
最前列の右から 3 人目：特別講演者の南澤　究教授
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Bacteriology & Mycology ─Osaka, Japan─ 1990，
1990 年 8 月 16 ～ 22 日，大阪，大阪商工会議所，ホ
テルニューオータニ大阪ほか）では，数名の研究会メ
ンバーがプログラム委員会委員，シンポジウム・コン
ビーナー，同講演者などとしてかかわったことも指摘
し て お き た い． 例 え ば，IMC-3 の シ ン ポ ジ ウ ム

“Chemotaxonomy of yeasts and other fungi”
（Conveners : H . Kura i sh i & K . Komagata），
“Pleomorphic fungi: the diversity and its taxonomic 
implications”（Convener: J. Sugiyama）, IUMS-1990
のシンポジウム S-38“Reconciliation of semantide-
based phylogenetic taxonomy and phenotype-based 
systematics”（Organizers : L. G. Wayne & K. 
Komagata），S-39“Systematics of aerobic and 
anaerobic gram positive cocci”（Organizers: K. H. 
Schleifer & T. Ezaki），S-40 “Current trends in 
fungal systematics”（Organizers: D. L. Hawksworth 
& J. Sugiyama）．

「記念誌」2編の刊行
本研究会の活動の歴史は 2 つの記念誌，すなわち「微

生物分類研究会 20 周年記念誌，日本の微生物分類学
この 20 年」（同記念事業出版委員会編，2000 年 10 月，
163 pp.; 図 11）と「日本の微生物系統分類学の動向 ［平
成 13 年（2001）～平成 17 年（2005）］＜その 1＞」（創
立 25 周年記念誌編集委員会編，2007 年 11 月，55 pp.;  
図 12）に記録されている．前者は 24 名，後者は 8 名
の執筆協力を得て，それぞれ刊行された．両記念誌に
は研究会メンバーの研究業績を中心に，総説風に執筆
されている．両記念誌を通読すれば当研究会の歴史的
な流れとともに研究会の特徴や存在意義（raison  
d’être）を容易に理解できよう．内容の詳細はそれぞ
れの記念誌に譲る．なお，将来的には，これら 2 つの

「記念誌」の電子化（pdf 版の作成）が望まれる．

ホームページの開設とニュースレターの刊行：情報発
信に向けて

ホームページの開設・ニュースレター創刊（図 13）
にあたり，筆者は当時，会長として，次のようなメッ
セージを発信した．
「本研究会は上述のような新たな方針 ［研究会会則］

の下で組織・運営され，会員向けサービスの一環とし
て，本研究会のインターネットホームページの設置と
ニュースレターの刊行を企画いたしました．まずは前
者の立ち上げが急務と考え，平石　明幹事（豊橋技術

科学大学）の下，当研究会のインターネットホームペー
ジを国立情報学研究所内のサーバーに開設いたしまし
た（URL: http//wwwsoc.nii.ac.jp/jsms/）．このホー
ムページから，会員の皆様へ各種会合や研究助成等の
案内，会務報告，その他さまざま情報を適時発信して
おります．そしてこのたび本研究会ニュースレターの
創刊によって，遅れ馳せながら後者の企画がここに実
現したことになります，本ニュースレターは同誌編集

図 12　 日本微生物系統分類研究会創
立 25周年記念誌「日本の微生
物系統分類学の動向」の表紙

図 11　 微生物分類研究会 20周年記
念誌「日本の微生物分類学 
この 20年」の表紙



─ 33 ─

Microb. Resour. Syst. June 2015 Vol. 31,  No. 1

委員会の高島昌子委員長（理化学研究所），河地正伸
委員（国立環境研究所），内野佳仁委員（製品評価技
術基盤機構）の企画・編集になるものです．国内のみ
ならず世界の微生物系統分類学研究分野の動向や最新
情報，総説・解説記事を中心に編集してまいります．
是非，このすばらしい，刺激に満ちた情報源を，ホー
ムページ同様ご活用願えれば誠に幸いです」と記した．

ホームページ（HP）は 2003 年 4 月から開設し，試
験運用を経て，6 月から正式に公開した．初代の HP
担当者は，平石　明幹事（豊橋技術科学大学）．その後， 
2008 年 4 月から鈴木修司ホームページ技術担当幹事

（テクノスルガ・ラボ）・筆者（監事）を経て，2012
年には望月　淳 HP 技術担当幹事（同）・筆者（同）
に引き継がれた．一方，ニュースレターについては， 
Vol. 2（No. 2）2007 から新たに鈴木　誠委員（協和
発酵工業）が加わり，4 名体制で終刊（Vol. 6, No. 1，
2013 年 6 月発行）までの編集作業が行われた．なお，
全ニュースレターが pdf 版として閲覧できる（本年 4
月以降の早い時期に日本微生物資源学会ホームページ
へ合流することになっている）．

「将来計画委員会答申書」をめぐる問題
第 26 回（2006 年）年次大会・総会では，当研究会

の理念や将来に向けての方向性，組織の在り方等を検
討するための「将来計画委員会」（関　達治幹事長 ［委
員長］，江崎孝行幹事，岡田早苗監事，川崎浩子幹事［事

務局担当］，高島昌子幹事の各委員）の設置が承認さ
れた．なお，当時会長職にあった筆者は，2 回の会議
にオブザーバーとして同席した．2 回の討議（2007 年
1 月 13 日，3 月 17 日）の結果，「答申書」が同年 7 月
19 日づけで会長宛に提出された．同答申書の「（2）
研究会の方向性・あり方について」の項で，基本理念
として「本会は，学会ではなく研究会であるとの基本
理念に基づき，会員相互が協力して微生物系統分類学
に関する情報を交換し，若手人材に後見する場である
という，発足当時の会のあり方を堅持すべきである．
また，大会の発表は，議論材料の提供であることを周
知し，系統分類学の諸問題について広く議論する場に
する．更に，最近著しい分類体系ならびに手法の変遷
を考慮し，本会を新しい情報を発信するためのプラッ
トホームと位置づける．また，他学会の活動理念との
重複を避けるとともに，必要に応じて協力体制を取る
ことに務める」と明記されている．この「答申書」の
中に，新たな航海へ向けての指針がパッケージとして
提示された．なお，「答申書」の全文は，日本微生物
系統分類研究会ニュースレター Vol. 2, No. 1（August 
2007），pp. 1-2 に公表されている．

おわりに─所感に代えて
このたびの JSMS と JSCC との合流にあたり JSMS

の 33 年間の来し方を振り返る時，筆者自身の人生と
も重なる部分が多々あって，実に感慨深いものがある．
箱根・姥子温泉での研究会の誕生から一昨年の高山グ
リーンホテルでの第 33 回年次大会までの 4 つの時代

（潮流）（前述）に身をおき，何らかのかたちでかかわ
り，体験できたことに感謝している．とくに第 22 回

（2002 年）の時，研究会の運営形態をそれまでの世話
人 3 名による「トロイカ方式」から「役員・会員制」
の導入と「日本微生物系統分類研究会 Japan Society 
for Microbial Systematics」への名称変更，組織化に
伴う「会則」制定を実行したことは大きな決断だった．
筆者が初代会長に推挙され，関　達治教授（大阪大学
生物工学国際交流センター）に幹事長職をお願いし，
このコンビで 3 期 6 年（2002–2007 年）務めさせてい
ただいた．この間，平成 15 年に研究会のホームペー
ジを情報・システム研究機構国立情報学研究所内の
サーバー内に立ち上げ，また編集委員会を組織して
2006 年末には念願の「日本微生物系統分類研究会
ニュースレター」の創刊号を刊行することができた．
これにより内外に向けて本研究会の情報発信の環境が
整備された． 

図 13　 日本微生物系統分類研究会・
ニュースレター創刊号（Vol. 1, 
No. 1, 2006年 12月）の表紙
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他方，「将来計画委員会答申書をめぐる問題」で経
緯を述べたとおり，答申が採択されたものの，当該ラ
インに沿った顕著な進展はみられなかったように感じ
ている．主な原因として，今世紀に入ってから微生物
分類学・系統分類学分野の指導者の定年に関係する継
承問題やそれに伴う研究室閉鎖，会員の高齢化と減少，
若手研究者のポスト不足に起因する他分野への転向，
企業研究者の職場での別部門への移動などによる，と
筆者は分析している．また，限られた遺伝子（例えば，
バクテリアの 16S rRNA，菌類の核 LSU rRNA D1/
D2, ITS）の塩基配列決定のみに依存するような分類
手法の蔓延も一因として挙げられよう．自戒を込めて
いえば，ゲノム時代に相応しい分類ないしは系統分類
の方法論や技法の開発，分類形質の評価など，すなわ
ち微生物系統分類学の新しい地平を切り拓くことに必
ずしも成功したとはいえない側面があるように思う．
今後の積極的な挑戦に，期待するところ大である．

そのような中，JSMS 創立 30 周年記念シンポジウ
ムの翌年に当たる，2011 年 5 月 19–23 日，中国・北
京で設立大会が開かれた“Bergey’s International 
Society for Microbial Systematics”（略称 BISMiS）
は特筆に値する．会則の“Goals” の前段に次のよう
に記されている．
“The purpose of the society is to promote 

excellent research in microbial systematics as well 
a s e nhanc e g l o b a l c ommun i c a t i o n among 
taxonomists who study the Bacteria and Archaea. 
The society will also serve internationally as an 
advocate for research e f for ts on microb ia l 
systematics and diversity.”（BISMiS ホームページ； 
Staley, 2010）．

これにより微生物，とくにバクテリア（Domain 
Bacteria）とアーキア（Domain Archaea）の系統分
類学分野の国際学会が出現したことになる．因みに，
昨年英国スコットランド・エジンバラで開催された国
際 会 議（BISMiS-2014） の 主 テ ー マ は，“Defining 
Microbial Diversity in the Genomic Era”だった．今
後，合流後の日本微生物資源学会（JSMRS）・微生物
系統分類部会が，BISMiS の国内の中核的な受け皿と
して機能することが期待されよう．

筆者は，JSMS と JSCC の合流話について当初必ず
しも賛意を表明していたわけではなかった．当時，前
述の「将来計画委員会」を設置・諮問し，2007 年「答
申書」を受領した立場にあったので，合流話はどちら
かというと，「内向き」との印象をもっていた．しかし，

江崎孝行前会長，鈴木健一朗前幹事長の情勢分析のレ
クチャーを受けるうちに，JSMS を解散し，JSCC と
合流することは「挑戦」であり，「冒険」してみようか，
と「外向き」に捉えるようになった．そのような心の
整理をした上で，高山グリーンホテル（岐阜県高山市）
の第 33 回年次大会でのミニシンポジウムの第一演者
を務め（前述），事前の幹事会ならびに総会に臨み，
合流の議案に賛成した．帰路，名古屋行の JR 高山線
に乗り込み，駅弁で缶入りウイスキー水割りをやりな
がら，30 年ほど前の第 4 回研究会（高山市，高山グリー
ンホテル）（前述）を回想したり，車窓から移りゆく
晩秋の景色をゆったりと眺めながら，終点の名古屋駅
に到着する頃には，何やら肩が軽くなっていたような
気がした．

JSMS 33 年の歴史（足跡）を後から振り返って，
このたびの JSMS と JSCC の合流は「よかった」，「失っ
たもの以上のものを得た」と思えるよう，今後の前進，
発展を心から期待して筆を置く． 
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付表 1　日本微生物系統分類研究会（JSMS）年表（杉山純多文責・編集）

1980 年（昭和 55 年）「微生物の化学分類の勉強会」
1980.10.9–10 第 1 回：神奈川県足柄下郡箱根町姥子温泉林野庁姥子保養所

世話人：東大・応微研 駒形和男［内田欣也，加藤清昭］
一般演題：7 題

1981 年（昭和 56 年）
1981.4.17–18  第 2 回：山梨県勝沼町ぶどうの丘センター

世話人：東大・応微研 駒形和男［後藤昭二，藪内英子，杉山純多］
一般演題：6 題
特別講演： C. W. Moss（CDC, USA）「General chemotaxonomy in microbiology ─A marriage of chemistry 

and microbiology: Past, present, and future」
1983 年（昭和 58 年）
1983.11.12–13 第 3 回：山梨県河口湖町富士桜荘

世話人：東大・応微研 駒形和男［杉山純多］
一般演題：8 題
特別講演： M. Kocur（Czechoslovak Collection of Microorganisms, Czechoslovakia）「Current view on the 

present classification of gram-positive, catalase positive cocci」
1985 年（昭和 60 年）「（微生物）化学分類研究会」（「微生物」については，本文 p. 27 左段参照）
1985.2.9 第 4 回：高山市高山グリーンホテル

世話人： 岐阜大・医 藪内英子［江崎孝行］
 一般講演：9 題 
特別講演：矢野郁也（新潟大・医・細菌）

「ミコール酸の分子種組成による Mycobacterium およびその関連細菌の化学分類」
1985.10.11 「微生物化学分類研究会」

第 5 回：山梨県河口湖町富士桜荘
世話人：理研・JCM 金子太吉
一般講演：9 題

1986 年（昭和 61 年）
1986.10.8 第 6 回：山梨県河口湖富士桜荘

世話人：東大・応微研 駒形和男［杉山純多］
参加者：79 名（宿泊 55 名）
一般講演：6 題
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特別講演：藪内英子（岐阜大・医）「医学細菌における簡易同定キットついて」
1987 年（昭和 62 年） 
1987.11.27 第 7 回：伊東市ヤクルト本社研修センター

世話人：静岡大・農 山田雄三 
一般講演：8 題 
特別講演：森脇和郎（国立遺伝研）「ハツカネズミ亜種分類の遺伝学に基づく再検討」

1988 年（昭和 63 年）
1988.11.25 第 8 回：熱海市湯河原厚生年金会館

世話人：東京農工大・農 倉石　衍［片山葉子］ 
一般講演：9 題 
特別講演： Jozef De Ley（Lab. of Microbiology,  Ghent Univ., Belgium）「Evolution of bacteria」 

1989 年（平成元年）
1989.12.1 第 9 回：神戸市舞子ビラ

世話人：（財）発酵研 飯島貞二［長谷川　徹］ 
参加者：97 名
一般講演：13 題 
特別講演：駒形和男（東京農大・農）「化学分類学との出会い」 

1990 年（平成 2 年） 
1990.11.28 第 10 回：茨城県大洗町ホテルかもめ荘

世話人：東大・応微研 山里一英
一般講演：13 題
ワークショップ：「微生物分類学へのコンピューターの利用」 
菅原秀明，玉岡　迅 1，塚本久美子 2，山本啓之 3，片山葉子 4（理研・ライフサイエンス情報室，1 理研・微
生物，2 東大・海洋研，3 岐阜大・微生物，4 農工大・環境・資源）

1991 年（平成 3 年）
1991.11.15–16 第 11 回：熱海市 MOA 瑞雲会館

世話人：理研・JCM 金子太吉［岡田早苗］ 
参加者：99 名
一般講演：9 題
特別講演：長谷川政美（文部省・統計数理研究所）「分子系統学の方法」　

1992 年（平成 4 年）
1992.11.20 第 12 回：大阪市大阪ガーデンパレス

世話人：大阪市大・医 矢野郁也
参加者：71 名
一般講演：10 題
特別講演：藪内英子（大阪市大・医，愛知医大）「細菌分類の鍵としての菌体脂質・脂肪酸組成」

1993 年（平成 5 年）
1993.11.25–26 第 13 回：和光市理研・鈴木梅太郎記念ホール

世話人：理研・JCM 中瀬　崇
一般講演：12 題
特別講演： K. Kersters（Lab. of Microbiology, Univ. of Gent, Belgium）「Classification and identification of 

microorganisms by computer-assisted protein electrophoretic fingerprinting」
シンポジウム： 「微生物の同定─各分野の現状」（1）平松啓一（順天堂大・医），（2）山本啓之（岐阜大・医），

（3）古賀洋介（産業医大），（4）西村和子（千葉大・真核微生物）
1994 年（平成 6 年）
1994.12.9 第 14 回：伊東市ヤクルト本社研修センター

テーマ：微生物の分類における表現形質と遺伝形質のマッチング
世話人：静岡大・農 山田雄三
参加者：82 名
一般講演：8 題

1995 年（平成 7 年）　「微生物分類研究会」
1995.10.6–7 第 15 回：山梨県富士河口湖町富士桜荘

世話人：東大・分生研 杉山純多［横田　明］
参加者：74 名（宿泊 72 名）
一般講演：8 題

付表 1　続き
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特別講演：（1） Rytas Vilgalys（Dept. Botany, Duke Univ., USA） 
「Understanding speciation in fungi: molecular phylogenetic approaches」

　　　　　　　　　　　   （2）三中信宏（農水産省・農業環境技術研究所）「分子情報を用いた系統解析」
1996 年（平成 8 年）
1996.11.15–16 第 16 回：京都市京都府勤労者研修センター コミュニティ嵯峨野

世話人：（財）発酵研 竹内昌男［波多野和徳］
参加者：72 名（宿泊 60 名）
一般講演：12 題
特別講演：山本　敏（海洋バイオテクノロジー研・釜石研）「gyrB 遺伝子による細菌の系統分類に関する研
究」

1997 年（平成 9 年）
1997.11.7–8 第 17 回：土浦市サンレイク土浦

世話人：国立環境研 渡邊　信［広木幹也］
参加者：80 名（宿泊 41 名）
一般講演：11 題
特別講演：井上　勲（筑波大・生物科学研）「藻類 ：五界説のはざま」 

1998 年（平成 10 年）
1998.10.30–31 第 18 回：山梨県富士河口湖町富士桜荘

世話人：東大・分生研 杉山純多［横田　明］ 
参加者：91 名（宿泊 86 名）
一般講演：12 題，ポスター発表：14 題
特別講演：齋藤成也（国立遺伝研）「分子系統学から遺伝子進化学への展開」

1999 年（平成 11 年）
1999.10.29–30 第 19 回：大阪市コスモスクエア国際交流センター

世話人：大阪大・生物工学国際交流センター 関　達治［川崎浩子］
参加者：91 名（宿泊 86 名）
一般講演：9 題，ポスター発表：7 題
招待講演：駒形和男（東京農大・応生・微生物）「Delft school と細菌分類学」
特別講演：（1） 江崎孝行（岐阜大・医・微生物） 

「細菌の迅速同定法 ：マイクロアレイ法と迅速シークエンス法を使った同定方法」
　　　　　　　　　　　   （2） 信太　治（ヒゲタ醤油（株）・研究開発部）「好気性有胞子細菌の新しい分類体系と 16S 

rRNA 遺伝子および酵素遺伝子の細菌分類学への応用」
2000 年（平成 12 年）
2000.10.27 微生物分類研究会 20 周年記念誌「日本の微生物分類学　この 20 年」

編集： 出版委員会（駒形和男［委員長］，関　達治［副委員長］，横田　明，中瀬　崇，杉山純多，渡邊　
信），163 ページの刊行

2000.10.27–28 第 20 回（創立 20 周年記念，シンポジウム形式）
テーマ： The 20th Annual Meeting on Microbial Systematics ─ Microbial Systematics, Today and 

Tomorrow
東京都文京区東京大学山上会館（本郷構内）
実行委員長：NCIMB Japan 杉山純多，同副委員長：国立環境研 渡邊　信，東大・分生研 横田　明
参加者：118 名（懇親会 86 名）
一般講演：11 題
基調講演： Kazuo Komagata（Tokyo University of Agriculture） 

「Microbial Systematics ─Today and Tomorrow」
特別講演：（1） Hansjorg Prillinger（Universität für Bodenkultur, Austria）「Molecular phylogeny and sys-

tematics of the fungi with special reference to the Asco- and Basidiomycota」
　　　　　　　　　　　   （2） Rosmarie Rippka（Pasteur Institute, France） 

「Cyanobacteria: In search of an international identity card」
　　　　　　　　　　　   （3） Peter A. R. Vandamme（Universiteit Gent, Belgium） 

「Polyphasic taxonomy in practise: the Burkhorderia cepacia challenge」
2001 年（平成 13 年）
2001.10.26–27 第 21 回：愛知県蒲郡市三谷温泉ホテル明山荘

世話人：岐阜大・医 江崎孝行
参加者：81 名（宿泊 58 名）
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一般講演：18 題，ポスター発表：13 題
特別講演： George M. Garrity（Editor-in-Chief, Bergey’s Manual; Michigan State University, USA; Speaker） 

& Timothy G. Lilburn（Bioinformatic Section, American Type Culture Collection, Manassas, USA） 
「The roadmap to the new edition of Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology」

2002 年（平成 14 年）
2002.9.27–28 第 22 回：厚木市東京農業大学厚木キャンパス

世話人：東京農大・応生 内村　泰
参加者：81 名
会務報告（総会）（27 日）： 第 22 回研究会に先立ち，「改組・改称趣意書」（発起人 14 名，うち世話人 4 名に

よ る ） 配 布 し， 現 在 の「 日 本 微 生 物 系 統 分 類 研 究 会（Japan Society for 
Microbial Systematics）」への改組・改名，同会の「会則」（平成 14年9月27日制
定，施行），役員制（会長 1 名，幹事長 1 名，幹事若干名，監査 2 名）・会費制

（通常会員年：2 千円，賛助会員：一口 2 万円）導入を承認．平成 14，15 年度役
員・事務局（第 1 期）発足，遡って承認．上記「改組・改称趣意書」は，研究会
ホームページに掲載

年次大会： 一般講演：14 題
　　　　　特別講演： 深津武馬（産業技術総合研究所生物遺伝子資源）「共生微生物による宿主昆虫の生殖

操作：進化的相互作用，遺伝子転移，分子構造から応用利用まで」
2003 年（平成 15 年）　「日本微生物系統分類研究会」（以降この名称で活動）
2003.4  研究会のホームページ（以下「JSMS HP」という．http://wwwsoc.nii.jp/jsms/）を国立情報学研究所サー

バーに開設，試験運用を経て，6 月から正式運用（担当幹事：平石　明）
2003.10.17–18 第 23 回：静岡市清水三保東海大学社会教育センター三保研修館

共同世話人：NCIMB Japan 杉山純多，豊橋技科大 平石  明
参加者：82 名
総会：議事録は，JSMS HP に掲載．平成 16，17 年度役員・事務局（第 2 期）総会にて承認
年次大会： 一般講演：15 題，ポスター発表：10 題
　　　　　特別講演： Peter M. Green（NCIMB, Aberdeen, UK） 

「Thirty years in the life of a culture collection curator ─the winds of change」 
（講演全文：「日本微生物系統分類研究会ニュースレター　1（1）：1–6（2006）に収載）

2004 年（平成 16 年） 
2004.10.11 第 10 回世界微生物株保存会議，つくば国際会議場（つくばエポカル）

The 10th International Congress for Culture Collections (ICCC-10), Tsukuba International Congress Center 
(Epochal Tsukuba), Tsukuba, Japan
Co-organized with the ICCC-10 Program Committee
Symposium S-1“ Current advances in the species concept problems of microorganisms ─Definitions, meth-

odologies and practical applications” (Co-organized with ICCC-10 Program Committee)
Conveners: J. Sugiyama (NCIMB Japan, Japan) & E. Stackebrandt (DSMZ, Germany)
Speakers and Titles of Talks：
(1)  Ramon Rosselló-Móra (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, Spain) 

“Theory and practice of the species concepts” 
Chair: Erko Stackebrandt (DSMZ, Germany)

(2)  Erko Stackebrandt (DSMZ, Germany) 
“A molecular glimpse into the taxon“Species” 
Chair: Tatsuji Seki (Osaka University, Japan)

(3)  Akira Hiraishi (Department of Ecological Engineering, Toyohashi University of Technology, Japan) 
“A new alternative to genomic DNA-DNA relatedness for species identification of bacteria” 
Chair: Erko Stackebrandt (DSMZ, Germany)

(4)  David M. Geiser (Department of Plant Pathology, The Pennsylvania State University) 
“Practical fungal species recognition using molecular phylogenetics” 
Chair: Junta Sugiyama (NCIMB Japan, Japan)

(5)  Fumie Kasai (Environmental Biology Division, National Institute for Environmental Studies, Japan) 
“Delineating“species” in eukaryotic microalgae” 
Chair: Junta Sugiyama (NCIMB Japan, Japan)

2004.11.26–27 第 24 回：伊東市ヤクルト伊東研修センター
世話人：（独）理研・JCM 辨野義己
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参加者：62 名
総会：議事録は，JSMS HP に掲載
年次大会：一般講演：12 題
　　　　　特別講演：（1） Tae-Kwang Oh（21st Century Frontier Microbial Genomics and Applications 

Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology） 
「Applications of microbial genomes in Korea」

　　　　　　　　　　　　　　　　   （2） 倉光成紀（大阪大学大学院理学研究科 ； 理研・ストラクチュローム） 
 「微生物丸ごと一匹のタンパク質解析の展開」

2005 年（平成 17 年）
2005.11.18 第 25 回（創立 25 周年記念）東京都文京区東京大学弥生講堂

実行委員長：大阪大・国際交流センター 関　達治
総会：平成 18，19 年度役員・事務局（第 3 期）総会にて承認，議事録は，JSMS HP に掲載
年次大会：参加者：89 名，総会，ポスター発表：16 題

テーマ別討論 Ⅰ： ゲノム情報の系統分類への展開 
佐藤　元（（独）製品評価技術基盤機構バイオテクノロジー本部）

テーマ別討論 Ⅱ： 分子系統分類の盲点 
田辺雄彦（（独）国立環境研究所）

テーマ別討論 Ⅲ： 簡易・迅速同定法の新展開  
江崎孝行（岐阜大学医学部）

特別講演： 黒川　顕（奈良先端科学技術大学院大学）「比較ゲノム解析から見えてきたバクテリ
アの適応戦略」

Bergey medal 受賞記念講演：駒形和男（東京大学名誉教授）
　　　　  「細菌分類学と Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology」

2006 年（平成 18 年）
2006.11.10 第 26 回：岐阜市ホテルパーク・コンベンションホール

世話人：岐阜大・医 江崎孝行
参加者：60 名（宿泊 47 名）
総会：議事録は，JSMS HP に掲載．将来計画委員会（委員：関　達治幹事長［委員長］，江崎孝行幹事，岡
田早苗監事，川崎浩子幹事［事務局担当］，高島昌子幹事）の設置を承認．諮問項目は，（1）次期会長候補の
人選，（2）研究会の方向性とあり方，（3）研究会の運営，（4）会則の検討
年次大会：一般講演：12 題
　　　　　ワークショップ： 「上位系統分類と機能の融合に向けて」 

（1）江崎孝行（岐阜大学大学院医学系研究科病原体制御学） 
（2）磯山純子（大阪大学生物工学国際交流センター）

2006.12.25  「日本微生物系統分類研究会ニュースレター」創刊号（Vol. 1, No. 1，2006），編集：ニュースレター編集委員
会（高島昌子［委員長］，河地正伸委員，内野佳仁委員），A4 版，10 ページの発行

2007 年（平成 19 年）
2007.7.19 「将来計画委員会答申書 」（平成 19 年 7 月 19 日付）が関委員長から杉山会長に提出された．
2007.8.31  「日本微生物系統分類研究会ニュースレター」Vol. 2, No. 1, 2007，6 ページの発行． 

上述の「答申書」の全文が掲載された（pp. 1–2）．
2007.11.16  日本微生物系統分類研究会創立 25 周年記念誌「日本の微生物系統分類学の動向（その一）」 

編集：記念誌編集委員会（岡田早苗［委員長］，中瀬　崇，辨野義己，渡邊　信），55 ページの刊行
2007.11.16–17 第 27 回：山梨県富士河口湖町富士桜荘

世話人：テクノスルガ・ラボ 杉山純多
参加者：68 名（宿泊 58 名）
総会：平成 20，21 年度役員・事務局（第 4 期）承認，議事録は，JSMS HP に掲載
年次大会：一般講演：6 題，ポスター発表：8 題

シンポジウム： 「微生物系統分類学の最近の進歩～微生物の大きな系統とその体系的枠組みを中心
に～」 

（1）江崎孝行（岐阜大学大学院医科学系研究科病原体制御学分野） 
（2）伊藤　隆（（独）理化学研究所 BRC-JCM） 
（3）橋本哲男（筑波大学大学院生命環境科学研究科構造生物学専攻） 
（4）野崎久義（東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻） 
（5）杉山純多（㈱テクノスルガ・ラボ東京事務所）

特別講演： 新村洋一（東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科）「呼吸鎖を欠く微生
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物の好気的・嫌気的生育」
2007.12.26 「日本微生物系統分類研究会ニュースレター」Vol. 2, No. 2, 2007，12 ページの発行
2008 年（平成 20 年）
2008.9.26 第 28 回：東京都世田谷区東京農業大学グリーンアカデミー・ホール

世話人：東京農大・応生 内村　泰・岡田早苗
参加者：68 名
総会：議事録は，JSMS HP に掲載
年次大会：ポスター発表：8 題

ミニシンポジウム： 「微生物と色」
（1） 花田　智（産業技術総合研究所生物機能工学研究部門・生物資源情報基盤研究グ

ループ）
（2）吉井幸恵（福井大学高エネルギー医学研究センター分子イメージング部門） 
（3）矢口貴志（千葉大学真菌医学研究センター病原真菌研究部門）

特別講演： （1）石川森夫（東京農業大学応用生物科学部）「海洋乳酸菌の分離と系統分類」 
（2）徳増征二（筑波大学菅平高原実験センター）「菌類の地理的分布と種分化」

2008.9.19 「日本微生物系統分類研究会ニュースレター」Vol. 3, No. 1, 2008，11 ページの発行
2009 年（平成 21 年）
2009.11.10 「日本微生物系統分類研究会ニュースレター」Vol. 4, No. 1, 2009，8 ページの発行
2009.11.12–13 第 29 回：木更津市かずさアカデミアホール

世話人代表：（独）製品評価技術基盤機構 鈴木健一朗
参加者：88 名
総会：平成 22，23 年度役員・事務局（第 5 期）総会にて承認．議事録は，JSMS HP に掲載
年次大会：セッション 1：一般講演［1］4 題
　　　　　セッション 2：テーマ「難培養微生物に挑む」 4 題
　　　　　セッション 3：テーマ「ゲノムから探る微生物像＜原核生物＞」 4 題
　　　　　セッション 4：一般講演［2］6 題
　　　　　セッション 5：テーマ「ゲノムから探る微生物像＜真核生物＞」 3 題

2010 年（平成 22 年）
2010.12.9 第 30 回：創立 30 周年記念シンポジウム：東京都千代田区学士会館

世話人：（独）製品評価技術基盤機構 鈴木健一朗［川崎浩子］
参加者：68 名
総会：議事録は，JSMS HP に掲載
年次大会：Symposium:“Microbial Systematics ─Past, Present and Future─”　

　Session I: Prokaryotes:
　　　　　（1） Takayuki Ezaki（Department of Microbiology, Gifu University Graduate School 

of Medicine, Japan）
　　　　　（2）Ken-ichiro Suzuki（NITE-Biological Resource Center, Japan）
　　　　　（3） Yoichi Kamagata1, 2 and Satoshi Hanada1（1National Institute of Advanced 

Industrial Science and Technology, 2Hokkaido University, Japan）
　Session II: Eukaryotes
　　　　　（1） Yousuke Degawa（Sugadaira Montane Research Center, University of 

Tsukuba, Japan）
　　　　　（2）Kentaro Hosaka（National Museum of Nature and Science, Japan）
Special Lecture（1）:  James T. Staley（University of Washington, USA） 

“Bergey’s Manual Trust and bacterial and archaeal systematics in the 
21st century”

Special Lecture（2）:  Cletus P. Kurtzman（National Center for Agricultural Utilization 
Research, ARS, USDA, USA）“Impact of molecular systematics on The 
yeasts, a taxonomic study, 5th edition（2011）”

2010.12.31 「日本微生物系統分類研究会ニュースレター」Vol. 5, No. 1, 2010，7 ページの発行
2011 年（平成 23 年）
2011.11.25 第 31 回：和光市理研・鈴木梅太郎記念ホール

共同世話人：（独）理研・JCM 大熊盛也，（株）テクノスルガ・ラボ 望月　淳
参加者：69 名
総会：平成 24，25 年度役員・事務局（第 6 期）承認，議事録は，JSMS HP に掲載

付表 1　続き



─ 41 ─

Microb. Resour. Syst. June 2015 Vol. 31,  No. 1

年次大会： シンポジウム 
「ゲノム時代の微生物系統分類学─全ゲノム情報を活用した新しい分類体系の構築に向けて─」 
（1）江崎孝行（岐阜大学大学院医学系研究科） 
（2）伊藤　隆（理化学研究所バイオリソースセンター） 
（3）稲垣祐司（筑波大学計算科学研究センター・同大学院生命環境科学研究科（系）） 
（4）小池英明（産業技術総合研究所生物プロセス研究部門） 
（5）内山郁夫（岡崎基礎生物学研究所ゲノム情報研究室・情報管理解析室）

2012 年（平成 24 年）
2012.3.31 国立情報学研究所学協会情報発信サービス（ホームページ構築・提供支援）の終了
2012.6.29 アルファメールダイレクトと有料契約し，運用開始（ドメイン名：jsms1980.jp）
2012.11.16 第 32 回：つくば市（独）産業技術総合研究所・共用講堂大会議室

世話人：（独）産業技術総合研究所 花田　智
参加者：73 名
総会：議事録は，JSMS HP に掲載
年次大会： シンポジウム「微生物学研究における系統分類学の役割と貢献」 

進行：花田　智（（独）産業技術総合研究所） 
（1）森　浩二（NITE・NBRC） 
（2）吉澤　晋（東京大学） 
（3）岩崎　渉（東京大学） 
（4）春田　伸（首都大学東京） 
（5）総合討論：「微生物研究における系統分類学者の役割と貢献」

2013 年（平成 25 年）
2013.6.7 「日本微生物系統分類研究会ニュースレター」Vol. 6, No. 1, 2013，4 ページの発行
2013.8.20 会員数：個人会員 89 名，賛助会員 1 社
2013.11.14–15  第 33 回：岐阜県高山市西之一色町高山グリーンホテル

世話人：岐阜大・医 江崎孝行［福永　肇］
参加者：47 名（宿泊 40 名）
総会（14 日）： 出席者 27 名．議案「JSMSの解散，JSCCとの合併」が事前の幹事会の議を経て，江崎会長

から趣旨説明，審議の後，会則 第 21 条に準じて採決され，承認された．議事録は，JSMS 
HP に掲載

年次大会：一般講演：9 題
　　　　　シンポジウム I： 「日本微生物系統分類研究会の歩みと未来へ」 

  （1）杉山純多（テクノスルガ・ラボ千葉分室） 
  （2）江崎孝行（岐阜大学） 
  （3）日本微生物系統分類研究会の将来へ向けた活動（総合議論）

　　　　　シンポジウム II： 「全ゲノム情報を使った系統分類手法の利用とその分類学的意味」 
（1）内山郁夫（基礎生物学研究所，ゲノム情報研究室） 
（2）藤田信之（製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター） 
（3）林　将大（岐阜大学ゲノムセンター）

　　　　　特別講演： 南澤　究（東北大学大学院生命科学研究科）：「植物共生微生物の多様性と生態機能を
探る：Bradyrhizobium 属細菌の共生進化と温室効果ガスを操る根圏微生物」

2014 年（平成 26 年）
2014.12.31 JSMS は，日本微生物資源学会に合流し，組織は解散（江崎，2014）＊

2015 年（平成 27 年）
2015.4.1 JSMS は，日本微生物資源学会に正式に合流（江崎，2014）＊

＊江崎孝行 2014．日本微生物系統分類研究会との合流について．日本微生物資源学会誌　30：179.
本付表は，第 33 回日本微生物系統分類研究会年次大会のミニシンポジウム「日本微生物系統分類研究会の歩みと未来」の
講演の際，配付したバージョンをアップデートしたものである．世話人の［ ］ 内は協力者を示す．参加者に関する情報は，
筆者の手元に残っているデータについてのみ表記した．
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