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カルチャーコレクションとの出会い
　子供の頃に見た図鑑で，私たちの体が小さな細胞で
できていることを知り，ワクワクした感覚を私は今も
覚えている．大学に入ると細胞学を学びたい！と細胞
学の研究室の扉を叩いた．そこで，「単細胞であって
も驚くほど多様で多機能性をもつのが藻類．細胞学す
るなら，藻類だ！」と堀　輝三教授に説いていただき，
早速先生の持ち株である単細胞性で遊泳するプラシノ
藻類の植え継ぎを習うことになった．兎にも角にも，
こうしてまず微細藻類の世界に入ることになった．
　1995 年の 4 月，日本藻類学会高知大会後に実家に
戻っていた私に電話が入った．「国立環境研究所の微
生物系統保存施設で微細藻類を培養するスタッフが急
遽足りなくなったので，手伝いに行けないか？」と堀
教授からであった．私にとっては教授公認でアルバイ
トができ，しかも微細藻類の勉強になるとは願ったり
叶ったりのお話．つくばに戻ってすぐに国立環境研究
所に向かい，微細藻類の植え継ぎや培地作成など，培
養業務を週に 2，3 回担当することとなった．毎朝行
われるミーティングでは，当時微生物系統保存施設の
室長でいらした渡邉　信先生から「カルチャーコレク
ションの重要さ」と「地道で妥協のない保存業務がコ
レクションを支えること」を教え込んでいただいた．

その後は大学院での指導教官でいらした宮村新一先生
にたいへんお世話になり，心配もお掛けしたかもしれ
ないが，「修業後は財団法人地球・人間環境フォーラ
ムに所属し，引き続き株保存実務を担当してほしい」
と渡邉　信先生からお誘いいただき，微生物系統保存
施設においてもらうこととなった．こうして，石の上
にも 3 年ならぬ，カルチャーコレクションでの 23 年
が始まることとなった．

藍藻シアノバクテリアの永久凍結移行
　国立環境研究所微生物系統保存施設（NIES コレク
ション）は，1983 年に当時の環境庁国立公害研究所に
開設され，赤潮やアオコなど環境問題にかかわる微細
藻類を中心に約 250 株の公開からスタートした．
　私が正式に NIES コレクションのメンバーになった
1996 年には，保存株数は約 700 株に達したが，全株は
継代培養で維持されていた．私は施設の管理や保存株
の継代培養をはじめとする基本業務を行いながら，長
期保存法の開発を目指して凍結保存法の検討を開始し
た．
　まず取り掛かったのは，原核性藻類のシアノバクテ
リア（図 1）を対象とした凍結保存である．微細藻類
の凍結保存には，プログラムフリーザーや Mr. Frosty
等を使用した緩速凍結法（毎分 1℃で－40℃まで冷却
を行い 15 分間保持）と液体窒素中での急速凍結法を
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組み合わせた二段階凍結法が有効である．先行研究
（渡辺ら，1984；Watanabe & Sawaguchi, 1995）等を
参考にして，凍結保護剤として最終濃度 3％ dimethyl 
sulfoxide（DMSO）を用いた二段階凍結法による凍結
実験をすべてのシアノバクテリア株 144 株（52 種）に
ついて行った．その結果，40℃ウォーターバス中で振
盪融解後に，136 株（49 種）で試験管培養での増殖を
確認することができた．また逆に，アナベナ（図 1B），
スピルリナ（図 1C）といった糸状体のシアノバクテリ
ア株では凍結が困難であることも示唆された．
　永久凍結移行が可能かどうかの判断材料として，培
養による増殖確認や生存率の調査が用いられてきた．
安定的な凍結保存に移行するための第一歩として，ま
ず 植 物 細 胞 で 使 わ れ て い た fluorescein diacetate

（FDA）染色法による簡便な生存率測定法が微細藻類
にも適用可能かどうかを検討した．FDA は生細胞内
に取り込まれると，細胞内エステラーゼによって加水
分解されて蛍光を発する．蛍光顕微鏡下で FDA の蛍
光を発する細胞を生細胞数として計数し，全細胞数で
割ることにより生存率を求めることができる．FDA
法は短時間に生存率を出すことが可能な測定法である
が，これまで使用してきた増殖率に基づく生存調査で
ある渡辺法（Watanabe & Sawaguchi, 1995）と相関が
あるかどうかを調べる必要があった．シアノバクテリ

ア Microcystis 5 株において渡辺法と FDA 染色法で
の生存率を比較した結果，正の相関性を得ることがで
きたため，シアノバクテリアでは，FDA 染色法を使
用して凍結結果を評価することにした．FDA 染色法
による生存率測定の結果では，99 株で 60％以上，30
株で 30－60％の生存率が得られた．
　Morris は長期凍結保存には 50％以上の生存率が望
ましいと記述している（Morris, 1976）．そして，渡辺
法の生存率 50％が FDA 染色法の約 60％に一致した
ため，FDA 染色法で 60％以上の生存率となった株は
凍結保存のみで長期保存が可能であるとの独自の判断
基準を定めた．その後，多くのシアノバクテリア株に
ついて永久凍結への移行を実行，継代培養を停止する
ことで業務の効率化を果たしてきた（Mori et al., 
2002；森，2007）（図 2）．

緑藻の永久凍結移行
　次に凍結移行のターゲットとしたのは，一般に細胞
密度が高く，低温や乾燥環境にも強く，実験的に扱い
やすい緑藻（図 3）である．緑藻 375 株（157 種）につ
いて DMSO 最終濃度 5％もしくは 10％を用いた二段
階凍結法による凍結保存実験を行い，147 株（81 種）
で凍結・解凍後の増殖を確認することができた．これ
により，緑藻の広い分類群で凍結保存の高い可能性が
示唆された．一方で，当施設の緑藻株の中でも占める
割合が大きいグループ，細胞が大きく液胞の発達する
ミカヅキモ（図 3C）や群体形成性緑藻のボルボックス

（図 3D）など，凍結が困難なグループの存在も明らか
となった．
　FDA 染色法による緑藻株の生存率測定では，たい
へん悩ましいことに，解凍後すぐに FDA 染色を行っ
た場合と，時間をおいて染色した場合とで測定値が異
なる結果となることもわかった．そこで，シアノバク
テリア 3 株（Micryocystis aeruginosa NIES-111, Syn︲
echococcus sp. NIES-2989, Spirulina subsalsa NIES-
527）と緑藻 3 株（Chlorella vulgaris NIES-227, Coelas︲
trum astroideum NIES-342, Scenedesmus acutus 
NIES-94）について，凍結・解凍後の生存率の経時変
化を FDA 染色法で詳しく調査したところ，シアノバ
クテリア株では生存率に変化は見られず一定であった
が，緑藻では解凍後に時間経過とともに低下して，約
6 時間後に安定することがわかった．なぜ，緑藻株で
は FDA 法による生存率が次第に低下するのか．おそ
らく，これは凍結・解凍されることで死んだ細胞で
あっても，しばらくの間はエステラーゼが活性を保っ

図 1　シアノバクテリアの光学顕微鏡写真
A：Microcys t i s aerug inosa（NIES -1084），B：
Dolichospermum spiroides（NIES-1905），C：Spirulina 
subsalsa（NIES-27），D：Nostoc sp.（NIES-2113），ス
ケールバー＝10 μm



─ 45 ─

Microb. Resour. Syst. Dec. 2019 Vol. 35,  No. 2

たまま残っており，蛍光を発するためと推測してい
る．そのため，緑藻や紅藻類では，解凍してから 6 時
間ほどの時間をおいてから FDA 染色を行って生存率
を評価することとした．

繰り返し凍結実験
　ところで，カルチャーコレクションでは安定的な保
存を目的としているが，凍結処理によって細胞に変異
が生じる可能性はないのだろうか？　そこで，凍結と
解凍を繰り返し行うことによって，凍結耐性をもつ細
胞が選択的に保存される可能性があるかどうかを実験
的に調べてみた．低生存率のシアノバクテリア 1 株

（Tolypothrix sp. NIES-515）と緑藻 4 株（Chlorococ︲
cum chlorococcoides NIES-155, Planctonema lauter︲
bornii NIES-514, Coelastrum reticulatum NIES-132, 
Pseudopediastrum alternans NIES-209）について，凍
結と解凍を繰り返す実験を最大 11 回行ったが，FDA
染色法による生存率に有意な変化は見られなかった．
このことから，繰り返し凍結保存することによって，
凍結耐性をもつ細胞が選択的に保存される可能性は低
いだろうということが示唆された．

多様な微細藻類株での凍結保存の検討
　NIES コレクションでは，2002 年にタイムカプセル
化事業が始まり，当時の笠井文絵室長に私たちの意見
も取り入れていただき新実験棟が完成した．増設され
た微生物系統保存施設には電子顕微鏡室をはじめ凍結
乾燥処理室や凍結保存室などの実験室が，新たな機
器・設備とともに整備され，藻類カルチャーコレク
ションとして世界に誇れる施設となった．ほぼ同じ時
期に当施設は，NBRP 藻類の中核機関となったこと

図 2　NIESコレクションでの保存株数と保存形態の推移

図 3　緑藻の光学顕微鏡写真
A：Chlorella vulgaris（NIES-642），B：Botryococcus 
braunii（NIES-836），C：Closterium ehrenbergii（NIES-
228），D：Volvox aureus（NIES-541），スケールバー＝
10 μm
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から，すべての分類群の株を網羅できるように，また
ライフサイエンスのさまざまな研究に使われてきた保
存株などを国内外の研究機関や研究者から収集するこ
とで，保存株数が大幅に増加していった．微細藻類は
大きく 10 門の藻類グループに分けられており，「これ
らの門レベルの系統的な違いは，たとえば動物と菌類
に見られる違い以上に異なる」ともいわれるほどきわ
めて多様性に富んでいる．そこで，次に他の幅広い分
類群の微細藻類株において凍結保存が可能かどうかの
検討を 2004 年から開始した．
　実験に用いた微細藻類には各植物門の代表的な種を
選定し，8 植物門，12 藻綱（灰色植物門・灰色藻，紅
色植物門・紅藻，クリプト植物門・クリプト藻，黄色
植物門・黄金色藻，ラフィド藻，珪藻，褐藻，黄緑藻，
ハプト植物門・ハプト藻，渦鞭毛植物門・渦鞭毛藻，
ユーグレナ植物門・ユーグレナ藻，クロララクニオン
植物門・クロララクニオン藻）から，色や形態，細胞
サイズなど，多様な 98 株を実験に用いた．凍結保護剤
として 5，10％ DMSO，10％メタノール，10％グリセ
ロールの 4 種類を使用し，二段階凍結法で凍結実験を
行った結果，凍結・解凍後に 11 藻綱 26 株で凍結解凍
後に細胞の増殖を確認することができた（図 4）．この
ことから，広い分類群で微細藻類の凍結保存が可能で
あることが示唆された．一方，赤潮形成藻であるラ
フィド藻や渦鞭毛藻のように凍結保存が非常に困難な

グループも存在することがわかった．また，4 つの凍
結保護剤の比較から，同じ藻綱内においても，種に
よって適した保護剤が異なることがわかった．保護剤
の種類と濃度が凍結保存の生存率の結果に大きく影響
することから，成功率を上げるためには，種や株ごと
に条件を検討する必要があることが示唆された．
　多様な微細藻類について網羅的に実験することで，
これまでに行ってきた生存率測定に関しての課題も見
えてきた．従来法として FDA 染色法を用いてきた
が，藻類種によって染色効率が大きく異なることがわ
かってきたため，より安定的な生存評価を行う手法に
ついても種々の方法を比較検討してみた．その結果，
すべての分類群で有効な方法として，48 穴プレート
を用いた複数の希釈段階で培養を行ったうえで，
MPN（最確数）法により生存率を算出する手法が，有
効であることが明らかになった．

凍結保存が困難である円石藻の凍結保存の検討
　2013 年になると，凍結・解凍後の生存率が 50％以
上と高く，安定的に凍結保存可能であるシアノバクテ
リア，単細胞性の緑藻や紅藻，絶滅危惧種の淡水産大
型紅藻を中心に凍結保存を進めた結果，保存株の 1/3
に相当する 1,036 株の凍結保存への移行を完了するこ
とができた（図 2）．毎年，約 100 株の新規寄託株を受
け入れている状況を踏まえて，「さらに多くの株で凍

図 4　多様な微細藻類株での凍結実験の結果
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結移行を進めること」を大きな課題として，低生存率
の保存株における安定的な凍結保存方法の確立と凍結
困難株の定量的な生存率推定について検討を進めた．
そこで凍結保存の困難な藻類グループの一つであるハ
プト藻類の円石藻について凍結実験を行うこととし
た．
　ハプト藻はハプト植物門に属する微細藻類で，鞭毛
に類似するハプトネマと呼ばれる構造を有すること，
そして有機質鱗片や炭酸カルシウムでできた特徴的な
細胞外被構造で細胞が覆われるといった特徴をもつ．
海洋を中心に豊富に生息し，炭素循環や硫黄循環に大
きく寄与する重要な植物プランクトンとしても知られ
ている．一方，細胞が壊れやすく培養困難な種も多く
含まれており，また長期の継代培養で生活史における
細胞ステージが変化したり，株によっては円石を形成
できなくなったりするなどの現象も認められているこ
とから，培養法の改善や凍結保存への移行が必要な藻
類グループといえる．円石を形成している状態の円石
藻 2 種，Emiliania huxleyi（NIES-837）（ 図 5A） と
Gephyrocapsa oceanica（NIES-838）（図 5B）を対象と
して，二段階凍結法で，最適な保護剤（DMSO，メタ
ノール，グリセロール）と濃度，海水塩濃度の影響，
冷却速度，凍結時の細胞密度の影響について調査を
行った．これ以外にも浸透圧調整のためのソルビトー
ルの添加と濃度等の条件検討を行った結果，最適な凍
結条件として，Emiliania huxleyi（NIES-837）では，
保護剤 10％ DMSO，0.5 M ソルビトール添加，冷却速
度－0.5℃/分，塩濃度 32‰，および 16‰であること，
そ し て Gephyrocapsa oceanica（NIES-838） で は，
10％ DMSO，0.5 M ソルビトール添加，冷却速度－1℃/
分，塩濃度 32‰において，それぞれ高い再現性で生存
を確認することができた．また，凍結時の細胞密度の
影響については，可能な限り高い細胞密度で凍結する
ほうが，結果的に生存率が高くなり，より効率的な凍
結保存ができることがわかった．
　数％程度の低い生存率を示す株では，FDA 染色法
による生存率測定の数値が高くても培養による復帰の
再現性が悪くなるといった問題が認められていた．そ
のため，上述の円石藻 2 株については希釈培養を行
い，MPN 法で生存率を測定した．細胞懸濁液を一定
量分取して，培地の入った 48 穴プレートに 1/10 ずつ
7 段階希釈となるように接種して，3 週間ほど培養を
行った後，細胞の増殖が見られた数と希釈倍率を基に
MPN 換算表から細胞密度を推定，さらにコントロー
ルと凍結後の細胞密度の割り算から，生存率を算出し

た．MPN 法を利用することで，実際の細胞増殖を基
に細胞密度と生存率の測定が可能となることから，低
生存率の株に対しても有効な手法となることが期待さ
れ た． 実 際， 凍 結 実 験 の 結 果，Emiliania huxleyi

（NIES-837）で 7.2％，Gephyrocapsa oceanica（NIES-
838）で 0.2％となり，0.2％という低生存率の数値で
あっても再現性良く蘇生，増殖することを確認でき
た．生存検査の精度を向上させることで，低生存率の
株であっても，凍結保存への移行は十分可能であると
考えられた．MPN 法は，低生存率の保存株を凍結保
存に移行するための判断基準となりうると考え，以上
の結果を基に，NIES コレクションにおける凍結保存
移行への判断基準の見直しを行い，十分な細胞密度を
確保したうえで，希釈培養時の MPN 法による生存率
として，0.1％以上を永久凍結保存への移行条件とし
て新たに設定することとなった．他の円石藻類 30 株
についても凍結実験を行い，16 株について永久凍結
保存への移行を進めることができたほか，これまで凍
結保存が困難とされていた他のグループについても，
同様に，永久凍結保存への移行を進めている．

長期安定的な培養が困難である珪藻での凍結保存の検
討
　2015 年には，プラシノ藻や原生動物の凍結移行を完

図 5　円石藻
A：Emiliania huxleyi（NIES-837），B：Gephyrocapsa 
oceanica（NIES-838），C：Emiliania huxleyi の電子顕
微鏡写真，D：Gephyrocapsa oceanica の電子顕微鏡写
真，スケールバー＝10 μm
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了し，全保存株の 35％を凍結保存することができた
（図 2）．しかし，逆に見るとまだまだ 65％を占める，
2,258 株は植え継ぎによる継代培養で維持されていた．
毎週 400 株ほどの植え継ぎが必要であり，毎週培養株
2,000 株の生育チェックも必要となる．また植え継ぎ
に必要となる培地は 90 種類以上にもなり，たいへん
な労力が費やされている状況であった．
　そんななか，コレクションでは毎年 10 株ほど死滅
株が出ていた．当施設が設立後から 32 年の間に残念
ながら死滅してしまった藻類株（大部分が継代培養保
存株）は 254 株に達する．その内，5 割が渦鞭毛藻，2
割が珪藻で占められていた．継代培養保存中に死滅し
やすい藻類の筆頭グループの渦鞭毛藻は，赤潮を形成
し，貝毒の原因となる有毒性種も存在する．細胞が比
較的大型で，鞭毛をもつために，凍結時にダメージを
受けやすく，有効な凍結保存法はまだ見つけられてい
ない．一方，珪藻では，2004 年の実験結果でも，解凍
後の増殖が確認された株が存在していたため，次に凍
結移行を進める対象とした．
　珪藻（図 6）は珪藻土でも知られているが，海水・
陸水のどちらの環境にも最も多く生息している藻類グ
ループであり，地球上の光合成の 1/4 を担っていると
もいわれている．環境の指標生物や生体毒性試験とし
ての利用，また養殖用の餌料としても利用されてお
り，分譲依頼の多いグループの一つでもある．珪藻の
大きな特徴は，細胞が珪酸質（ガラス質）の固い殻で
覆われていて，その殻はお弁当箱のような形になって
いる．2 分裂で増殖する際に，細胞の内側に新しい殻
を作るため，分裂が繰り返されることで徐々に細胞が
小さくなる．こうした無性的な分裂で細胞サイズが限
界まで小さくなると，自然界では有性生殖を行うこと
で増大胞子形成を経て，元の大きな細胞に戻る．しか
しコレクションではクローン株を扱っており，実験的
な有性生殖の誘導は困難である．珪藻は自然界から単

離され，培養株として確立された直後は増殖がたいへ
ん速い．しかし多くの種は継代培養が続くと細胞が小
さくなり，やがて死滅してしまう．このため，珪藻は
継代培養の困難な微細藻の代表格ともいえ，凍結保存
の検討が急務であった．
　まず，珪藻の凍結条件を検討する予備実験として，
網羅的に珪藻株の凍結を行った．実験に用いたのは 26
属 79 株の珪藻で中心目 27 株，羽状目 52 株である．凍
結保護剤は DMSO 最終濃度 5％として実験を行った
結果，22 属 31 種 60 株で増殖が確認された．
　解凍後の増殖結果について，分類群や生息場所等で
比較してみた結果，進化的には下等であると考えられ
ている中心目よりも羽状目で凍結保存が容易である傾
向が認められた．また淡水産と海産との違いについて
は，凍結結果に大きな差異は認められなかった．実験
株を細胞容積の観点から凍結結果を比較してみたとこ
ろ，細胞の容積がきわめて大きい珪藻 2 属では凍結が
困難であることが示唆された．大型の珪藻は細胞内の
液胞が大きく，凍結ダメージを受けやすいと考えられ
た．
　次に，属内で凍結が成功した株と失敗した株が混
ざっている Cyclotella 属に注目して詳しく比較を行っ
た．
　Cyclotella meneghiniana（ タ イ コ ケ イ ソ ウ ）（ 図
6C）の継代培養保存年数の異なる 6 株の凍結結果で
は，細胞サイズが大きく，そして新しい株では凍結解
凍後に増殖が見られた．一方，長年の継代培養で細胞
が小さくなり，そして奇形化が認められた株（図 6D）
では，低い生存率あるいは凍結保存ができないという
結果となった．以上の結果から，珪藻の凍結保存は，
培養株として確立した後，可能な限りすみやかに凍結
保存を行うことが望ましいことが示唆された．また珪
藻は殻の形態が分類形質に使用されることもあり，奇
形化の前になるべく早く凍結保存に移行することが重

図 6　珪藻
A：Skeletonema japonicum（NIES-2841），B：Gomphonema angustatum（NIES-620），C：Cyclotella meneghiniana（NIES-
2363）の電子顕微鏡写真，D：Cyclotella meneghiniana（NIES-803）の電子顕微鏡写真．細胞の奇形化が見られる．スケー
ルバー＝10 μm
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要であるといえた．

現在とこれから
　現在は，新たに寄託された株のなかで凍結保存でき
る株はすみやかに凍結移行するとともに，1 株でも多
くの株について安定的な凍結保存への移行が可能とな
るように，生存率を上げるための凍結条件の検討に取
り組んでいる．その結果として，現時点（2019 年 9 月）
で全保存株数の 38％に当たる 1,496 株を永久凍結保存
に移行するにいたった（図 2，7）．
　今後の目標は，全保有株の 50％を凍結移行すること
である．毎年のように寄託株を受け入れていて，凍結
困難な株の占める割合が増え続けるなかで容易に達成
できる目標値ではないのは重々承知しているが，種や
株ごとの凍結条件の検討を地道に進めていくしか道は
ないであろう．
　生存率を上げるための新たな取り組みとして，蘇生
時の回復培養条件の検討も考えている．光合成活性や
光酸化によるストレスから細胞を守るため，凍結解凍
後に暗所処理を行うことは，生存率の低い株に有効で
あることが，最近わかってきた．今後，光や温度条件
を実験的に調査することで，回復培養条件の最適化を
図ってゆきたいと考えている．
　また，現在はまだ試験段階であるが，液体窒素や
ディープフリーザーがなくても安定的かつ簡便な保存
が可能な L-乾燥保存についても検討を進めたいと考
えている．坂根ら（1996）の方法に従い，予備的に，
保護培地 SM10 を用いた L-乾燥実験を行った結果，
11 株中 4 株のシアノバクテリア株について，良好な蘇
生結果が得られている．今後，生存率を上げるための
条件検討や対象分類群を拡大するなどして，NIES コ

レクションにおける実際的な運用（海外利用者への長
距離輸送への活用等）につなげていきたいと考えてい
る．
　NIES コレクションでは年間 1,000 株以上の分譲を
行っており，基礎から環境研究，そして応用利用まで，
広範囲の分野で利用され続けている．利用者の成果論
文は年間 100 報を超えるようになった．今後もさまざ
まな研究分野で，NIES コレクションが利用され続け
るように，コレクションの抱えるさまざまな課題と向
き合い，私にできることをコツコツと進められたら本
望である．
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