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はじめに
　2012 年 4 月に理化学研究所バイオリソースセン
ター（現バイオリソース研究センター）微生物材料開
発室（JCM）に奉職し，酵母類の菌株担当者を拝命し
て 9 年以上になる．実は，JCM には大学院生だった
2007 年から研修生としてお世話になっており，それか
ら数えるとカルチャーコレクションの業界に縁を得て
14 年となる．
　本稿では筆者の JCM 研修生時代を含めて，これま
での研究開発と品質管理業務の成果をまとめて紹介し
たい．学会誌の貴重な誌面を割いて大変恐縮だが，カ
ルチャーコレクションの実務者として直面している課
題と今後の展望を日本微生物資源学会の先生方と共有
し，本稿が議論のきっかけとなれば幸いである．

JCMにおける酵母コレクション
　まず，JCM における酵母コレクションの現状を簡
単に紹介したい．2021 年 8 月 31 日現在，JCM では約
2,650 株の酵母類を公開・提供している．その大まか
な内訳は，子嚢菌酵母 1,450 株，担子菌酵母 1,150 株，
酵母様藻類 20 株あまりである．有名な菌種を挙げれ
ば，Saccharomyces cerevisiae（子嚢菌酵母），Candida 
albicans（ 子 嚢 菌 酵 母 ），Cryptococcus neoformans

（担子菌酵母），Prototheca wickerhamii（酵母様藻
類）といったところだろうか．本稿の随所で「酵母」

ではなく「酵母類」と表現しているのは，純粋な酵母
ではない酵母様藻類が担当株に含まれているからであ
る．保有する酵母様藻類は Prototheca 属 1 属で，分子
系統的にはクロレラの仲間だが葉緑体を失って，酵母
と同じく主に単細胞で従属栄養により増殖する．寒天
培地上のコロニーは子嚢菌酵母と見紛うほどよく似て
おり，酵母分類の標準書である The Yeasts, A Taxo-
nomic Study 第 5 版（Kurtzman et al., 2011）の中でも
取り扱われている．かつて JCM では子嚢菌酵母，担
子菌酵母ごとに菌株担当の大まかな分担体制があった
らしいが，現在は Prototheca のような変わり種も含め
て筆者がコレクションの管理を一手に担っている．
　JCM で微生物系統保存事業が始まったのは 1981 年
で，JCM で作製された酵母の凍結乾燥アンプルは
1982 年のものが最も古く，作製からすでに 40 年近く
経過している菌株もある．経年数が大きいアンプルほ
ど菌の生残率が悪いかというとそうではなく，凍結乾
燥に耐性がある菌種かどうかが問題と考えられる．子
嚢菌酵母は全般に凍結乾燥での保存成績が良いが，た
とえば Lipomyces 属ではあまり適さない種が多いよ
うである．先人もこの点に気づいていたらしく，
Lipomyces 属菌で L 乾燥が選択されている菌株もあ
るが，L 乾燥のものを筆者が近年復元した限りほぼ例
外なく生残率が低い．保存当初は復元性に大きな問題
がなかったのかもしれないが，L 乾燥でも結局生残率
は落ちやすいと考えられる．また，担子菌酵母は子嚢
菌酵母に比べると全般に凍結乾燥との相性が悪いよう
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だが，近年実施した品質検査で生残率の低さのため不
合格となる菌株が少なくない．先に紹介した L 乾燥標
品と同様，標品作製時は検出できなかったらしい品質
上の問題が，近年の検査で頻繁に発見されている．ア
ンプルの経年劣化は免れないもので提供標品の差し替
えあるいは保存形態の変更が必要となり，手間ではあ
る．しかし，これらは菌株の保存事業を開始して 40 年
ほども経つからこそ観測できる現象で，次代の担当者
へしっかり引き継ぐべき貴重な知見である．
　凍結乾燥や L 乾燥による保存が適さない株は，凍結
チューブ中でグリセロールなどに浸漬し−80℃以下で
凍結保存することになる．その凍結チューブを保管す
るインフラとしてディープフリーザーあるいは液体窒
素タンクが必要になり，アンプルで標品を保管するよ
りもコストが掛かる．保存形態を選択（変更）した根
拠として，考慮した事情も併せて次代の担当者に伝わ
るようにするとよいのかもしれない．

JCMにおける酵母の品質管理業務
　カルチャーコレクションにおける業務は多岐にわた
る．菌株担当は，微生物株の収集・保存とそれに伴う
品質管理といった，生の菌株を取り扱う現場の作業が
業務の中心となる．近年では ISO 9001 品質マネジメ
ントシステム（QMS）の認証を受け，標準化したプロ
セスのもとで業務を遂行しており，酵母株の保存業務
もこのプロセスに則って行っている．菌株の保存で
は，純粋性（意図しない菌種の混入がないこと），生残
性（保存標品から復元できること），同一性（取り違え
がないこと）の 3 点を確実にしなければならない．
　ISO 9001 QMS の下で標準化したプロセスに則った
品質管理業務が，製品の品質担保とブランド力の維持
に貢献しているのは確かであろう．しかし微生物の生
菌株の取り扱いには，手順書の記述に落とし込み難い

“コツ”のようなものが菌株ごとにある．手順書には各
プロセスの「最大公約数」的な共通部分の記述にとど
め，菌株ごとの業務内容や作業時の気づきは検査デー
タとして記録していくことになる．役に立つ情報をこ
の検査データでいかにわかりやすく次世代へ残すか
は，非常に重要であろう．
　菌株担当の業務は上述のような保存関連が仕事の根
幹だが，実際には非常に幅広い業務をこなすことが現
場で求められる．カルチャーコレクションにおいて
は，あらゆる業務が品質管理につながっているといっ
ても過言ではない．筆者は，多岐にわたる業務を「“守
り”の QC」と「“攻め”の QC」ととらえ，整備対象

とする多様な酵母ソースについてこれらを両立するこ
と常に意識して日々の業務を遂行してきた．JCM に
スタッフとして奉職して日が浅かった頃は，「業務」
と「研究開発」をあたかも二項対立の図式でとらえて
しまいがちだった．しかし，微生物資源学会で先生方
から薫陶を受けるにつれて，業務と研究開発のいずれ
も“守り”の QC と“攻め”の QC に当てはめれば，
対立ではなく並立の図式ととらえられるように思い
至った．
　“守り”の QC とは，端的にいえば品質事故を防ぐ業
務である．具体的には，オンラインカタログに記載す
る菌株の学名等の情報整備，菌株の受入検査・保存検
査・提供前検査，過去に保存された菌株の品質検査，
といった業務が“守り”の QC に当たる．
　“攻め”の QC とは，組織・リソース事業のプレゼン
スを強化する業務である．外部競争資金を活用した新
規リソースの開発やその関連研究，菌株の付随情報と
それらの検索機能の充実，ドラフトゲノム情報の整
備，MALDI-TOF MS データの整備を始めとする品
質管理業務の高度化，といった業務が“攻め”の QC
に当たる．
　筆者がこれまでに注力してきた“守り”の QC と

“攻め”の QC の実例について，以下に紹介したい．

1．“守り” の QC
1）コロニー画像の整備
　菌株を培養すると，寒天培地でさまざまなマクロコ
ロニーの形態を観察できる．日頃から生菌株を扱って
いると寒天培地上に現れるコロニーは見慣れたものだ
が，微生物株を普段から扱っていないユーザーにとっ
ては物珍しい光景かもしれない．微生物株の扱いに手
慣れた研究者でも，扱ったことがない菌種・菌群では
提供された菌株を正しく復元できているかやや不安に
思うこともあるだろう．JCM ではオンラインカタロ
グの菌株ごとのページに寒天培地上のコロニー画像や
グラム染色の検鏡像等を 2013 年から掲載し，参照で
きるようにした．酵母の場合，多くの菌株が寒天培地
で容易に培養でき，2021 年 8 月 31 日現在 1,242 点の
コロニー画像を掲載している．
　コロニー画像はユーザーにとって参考になるだけで
なく，品質管理上の重要な記録としても役立つ．品質
検査は菌株のロットごとに実施しているが，ロット間
で大きな違いはないかといった参考データとしても活
用できる．次項に紹介するコロニー多型の参照情報と
しても有用である．画像データは内部向けにも，対外



─ 33 ─

Microb. Resour. Syst. Dec. 2021 Vol. 37,  No. 2

的にも有用な参照情報として活用できる．
　JCM 以外でも，IFM や MAFF ではリソースの画
像を公開している．IFM では画像データをまとめた

「真菌・放線菌ギャラリー」のページを備えている
（http://www.pf.chiba-u.ac.jp/gallery.html#C）．MAFF
でも「微生物画像データベース」を公開し，菌株ごと
のカタログページと相互にリンクしている（Yamasaki 
et al., 2019; https://www.gene.affrc.go.jp/databases-
micro_images.php）．他のカルチャーコレクションで
の取り組みには学ぶところが多々あり，今後 JCM に
おけるリソース関連画像整備の参考にさせていただき
たい．

2）コロニー多型と塩基配列多型の検査
　菌株の保存では，純粋性，生残性，同一性を担保し
なければならないと先述したが，酵母の多くの菌株で
比較的容易に検査ができるものの，一部で少し注意を
要する菌株がある．寒天培地上で「コロニー多型」を
生じる菌株と，DNA バーコード領域の塩基配列が綺
麗に解読できない「塩基配列多型」を生じる菌株であ
る．

　図 1 に示したのは寒天培地上のコロニー画像だが，
一見コンタミしているようにも見受けられる．しか
し，見た目に異質なシングルコロニーをピックアップ
して解読した塩基配列は一致し，菌種名も妥当である
ことが確認された．こういった場合はコロニー多型と
判断し，品質には問題なしと判定している．
　図 2 に示したのはある酵母株の寒天培地上のコロ
ニー画像と，シングルコロニー由来の複数の検体で解
読したサンガーシーケンスの波形である．一見ではコ
ンタミを疑うような波形だが，植え継いで解読を繰り
返しても同様の混合波形となる．こういった場合は塩
基配列多型と判断し，やはり品質に問題はないと判定
している．
　コロニー多型と塩基配列多型の菌株は，コンタミの
可能性を念頭において特に注意を払って検査しなけれ
ばならない．JCM の酵母株でこれまでに 36 株でコロ
ニー多型，23 株で塩基配列多型（LSU rRNA 遺伝子
D1/D2 領域での多型をカウント）が確認されている．
これまでの検査実績から，酵母株の約 2％でコロニー
多型または塩基配列多型が検出されたことになる．こ
ういった多型株の検査は通常の 3〜4 倍の労力が掛か

図 1　Colony polymorphism of JCM yeast strains grown on a YM agar plate
A, Candida albicans JCM 2085, 23℃ , 15 days; B, Ambrosiozyma oregonensis JCM 1797, 15℃, 11 days; 
C, Nadsonia fluvescens var. fluvescens JCM 10023, 17℃, 1 month; D, Sporobolomyces koalae JCM 15063, 
15℃, 11 days.
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るが，コンタミの可能性を否定するために欠かせない
検査である．

3）“守り”の QC の展開
　純粋性に関するリスクとしてコロニー多型と塩基配
列多型の事例を紹介したが，リソースは必ずしも単一
種の状態で保存されていなければならない，というわ
けではない．たとえば，細胞内共生バクテリアを保持
していることを特徴として寄託された菌類リソースで
は，それを維持した状態で菌株を保存すべきであろ
う．筆者が担当する酵母株ではまだそういった菌株の
寄託はないが，今後受け入れることは十分考えられ
る．複数種の微生物が混合したリソースでは検査項目
や OK/NG 判定を従来の定法とは変える必要があり，
コロニー多型や塩基配列多型について特に注意を要す
るだろう．
　“守り”の QC は，提供するリソースとして最低限要
求される純粋性，生残性，同一性を担保するための作
業であり，いわばオーソドックスな作業内容といえ
る．しかし，科学の発展に併せて，“守り”の QC でカ
バーすべき範疇は拡大していかねばならないかもしれ
ない．たとえば，近年急速に普及しているゲノム編集
技術を駆使して作出された微生物株を今後受け入れる
可能性も考えられる．そういった事例は JCM に限ら
ず他のカルチャーコレクションでも起こりうる．ゲノ
ム編集を含めて，先端技術を駆使した「新しいリソー
ス」の受け入れは学会全体でノウハウを共有し，業務
内容を議論してもよいのではないだろうか．

2．“攻め” の QC
1）新規酵母リソースの開発
　先述のとおり，筆者は学生の時分に研修生として
JCM でお世話になっていた．この頃から論文発表の
ために JCM へ菌株を寄託しており，研修生の時分は

むしろユーザーとしてカルチャーコレクション業界と
縁をいただいていた．この頃に JCM へ寄託した菌株
は 50 株ほどにもなる．菌株担当者として内側の業務
内容を知った今になってこの件を思い返すと，業務を
相当量増やしてしまったことが手に取るようにわか
り，やや複雑な心境である．このときに寄託したのは
森林の劇症型樹木病害，ブナ科樹木萎凋病（いわゆる
ナラ枯れ）を媒介するカシノナガキクイムシ Platypus 
quercivorus（以下，カシナガ）の巣内から分離した酵
母群である．カシナガは宿主樹木の樹幹内に穿孔して
そこを住処とする．穿孔した坑道（beetle gallery）壁
にはアンブロシア菌（ambrosia fungi）と呼ばれる共
生菌が繁殖し，それを食餌として繁殖するといわれて
きた．研究を開始した当時はその食餌菌が酵母らしい
ことはわかっていたが，その種名や分類群といったア
ンブロシア菌の“正体”ははっきりしていなかった．
その“正体”を含む酵母群が，JCM に寄託した約 50
株である．このうち，カシナガの主要共生菌を含む子
嚢菌酵母 6 種を新種として発表した（Endoh et al., 
2008a, b, c）．
　JCM に菌株担当者として奉職して以降，海外から
の留学生を JCM の研修生や研究生として受け入れ，
寄託された酵母株の特徴づけを共同研究で行う機会に
恵まれてきた．自分が研修生だった立場から研修生を
受け入れる立場になり，大学の研究室でお世話になっ
た先輩の「上から受けた恩は下に返せばええ」という
言葉が思い返される．
　JCM は特にタイ王国 Chulalongkorn 大学と縁があ
り，以前から研修生を受け入れ共同研究を行ってきた．
研究の詳細は当該文献を参照いただきたいが，製糖工
場で分離された新属新種の子嚢菌酵母（Jutakanoke et 
al., 2017），フンコロガシから分離された担子菌酵母

（Kunthiphun et al., 2016），マングローブ林から分離
された油脂産生能力のある酵母様藻類（Kunthiphun 

図 2　Chromatograms of nucleotide sequence obtained from three single colonies of Candida norvegica JCM 8897
Nucleotide sequences of D1/D2 region of large subunit rRNA gene were determined by Sanger-sequencing.
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et al., 2019a），マングローブ林から分離された担子菌
酵母（Kunthiphun et al., 2019b），といった新規酵母リ
ソースの開発に携わった．これらは JCM が保有する
酵母類の主要分類群である子嚢菌・担子菌・酵母様藻
類のすべてに該当し，新規リソースの開発を通じて業
務遂行のうえでも有用な経験を積むことができた．

2）菌種の生態探究
　新種記載は，その生き物を学術的に定義する正式な
手続きとして非常に重要であることはいうまでもな
い．微生物の場合，それぞれの分類群で一般に用いら
れる手法に則って特徴づけや新規性の証明，タイプ標
本等の指定を行えば新種を提唱できる．よって手続き
上は，生態が何ら解明されていなくとも標本や菌株が
あれば新種は提唱できてしまう．実際，誌上に発表さ
れている微生物の記載論文を読んでも生態の片鱗すら
わからない新種の報告は多々ある．こういった報告が
長年にわたって累積してきた結果，記載種数は増えて
いる一方で「その微生物の真の natural habitat が何
で，どれくらいの存在量でそこに棲息し，どういった
生活史をもっているか」といった生態情報が入手でき
る菌種は限られている．こういった菌種・菌株の付随
情報がないと，いくら既知種が増えて分子系統樹の枝
が茂っても，筆者にはあたかも“枯れ枝”のように見
えてしまう．
　微生物は微小さゆえに個体（細胞）の動向が把握し
にくく，生活史の全容や生存戦略の解明は容易ではな
い．また，自然界に棲息する微生物群集の大部分を未
培養（未知種）の微生物が占めていることも，個々の
微生物種の生態解明に大きな障壁になっていると考え
られる．群集の中で共存している微生物種間には資源
の競争やすみ分け等の何らかの関係性があるはずだ
が，群集の構成微生物種の大半がダークマターではそ
こで何が起きているのか解明は困難であろう．
　自然界での生態を探究するうえでこのような困難は
微生物学全般の宿命ともいえるが，酵母類は困難が比
較的少ない分類群といえる．酵母類は細菌と比べれば
細胞のサイズが大きく（短径で 3 μm 以上あるものが
大半），一般的な顕微鏡観察で細胞数をカウントしや
すい．加えて，一般に培養が容易であり，培養プレー
ト上に出現したコロニー数をコロニー形成単位（colo-
ny forming unit, CFU）として「培養可能な酵母類の
細胞数が少なくとも××存在する」（××は CFU と
希釈率等から計算できる）と存在量を数値化できる．
また，顕微鏡観察によりカウントした酵母様の細胞数

と，CFU から算出した存在量を比較することで難培
養性の菌種の多寡を大まかに評価できる．こういった
自然界における存在量は，菌種の生態を知るうえで重
要な手掛かりとなる．
　たとえば，筆者が JCM 研修生の頃に扱っていた森
林害虫カシナガの共生酵母の解明には，酵母の存在量
と分離頻度の数値データが大きく役に立った．カシナ
ガは宿主樹木の辺材部に坑道を掘り，材内に営巣す
る．前項で紹介したように，その坑道壁に存在する酵
母類とカシナガが共生しているらしいことはわかって
いたが，筆者が研究を開始した当時はどの種が共生酵
母なのか不明だった．そこで，カシナガ坑道の入り口
付近（樹皮直下）や繁殖に成功した坑道最奥部の蛹室
等から菌類を分離し，酵母の存在量と分離頻度を算出
した．その結果，コナラ Quercus serrata，ミズナラ 
Quercus crispula，コジイ Castanopsis cuspidata，ロー
レルガシ Quercus laurifolia，ヨーロッパナラ Quercus 
robur の 5 樹種ともカシナガの坑道奥部では，特定の
酵母 2 種が必ず分離され，それら酵母の存在量も非常
に多いことがわかった（Endoh et al., 2011）．坑道
1 mm 当たりの酵母の存在量は 100 万 CFU をはるか
に超えることもあり，そのうちの 80％以上を特定の酵
母 2 種が占めていた．カシナガの坑道は直径 2 mm 程
度の円筒形で，表面積にして 6 mm2 ほどの坑道壁に
100 万細胞をはるかに超える多数の酵母が棲息してい
たことになる．こういった存在量の数値データから，
カシナガの共生菌を特定することができた．
　このような存在量の計算は，酵母の他の棲息環境で
も可能である．たとえば，葉面酵母では植物葉単位面
積当たりの CFU，土壌酵母であれば土壌単位重量当
たりの CFU，といった数値を出すだけでも科学的に
有用なデータとなる．実際にこういった数値が算出さ
れており，優れた文献にまとめられているのでそちら
を参照されたい（Fonseca & Inácio, 2006）．しかし，
酵母の生態を考察するうえで基礎的なデータとなる存
在量を定量した研究は，わが国では少ない．自然環境
から酵母を分離すれば簡単に新種が見つかってしま
い，その記載に終始するのみの研究がこれまであまり
に多かった．前項 1）で紹介したこれまでの新規酵母
リソースの開発においても，（分離実験系の設計には
携わっていないが）生態を考察するという観点では不
十分である．菌種の分離源がはっきりしているだけで
存在量の数値データがなければ，検出した菌種がその
基質にたまたま存在していただけなのか，その基質で
圧倒的に優占していたのか，判別がつかない．自然環
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境における酵母生態の研究は，わが国でほとんど手付
かずの状態といっても過言ではなく，興味深い研究
テーマの宝庫であろう．

3）表現型の QC
　JCM のオンラインカタログには，当該菌株の分離
源や生理・生化学的性状，塩基配列データ等を記載し
た文献の情報を掲載している．これらは，菌株の寄託
者が発表した文献や，JCM から菌株を提供した研究
者による研究成果の文献情報を基に記載している．

「○○○の産生能力あり」や「抗生物質△△△耐性あ
り」といった菌株の表現型は，ユーザーにとって重要
な情報だが，JCM 独自に文献情報を検証したもので
はない．微生物菌株の機能は多岐にわたり，それらの
機能を網羅的に検証するのはあまりに労力が掛かり，
膨大な数の菌株を扱うカルチャーコレクションを運営
するうえで現実的ではない．しかし，手順をルーチン
化し集約的に実施できるのであれば，品質管理業務の
一環として「表現型の品質管理」もできる限り取り組
むべきと考えてきた．JCM における酵母リソースを
対象に実施してきた表現型の品質管理の実例を以下に
紹介する．
　JCM が提供する酵母リソースの利用目的の一つに，酵
母のアルコール発酵能力に関連したものが挙げられる．
発酵能力といえば子嚢菌酵母 Saccharomyces cerevisiae
が特に有名で，JCM の酵母リソースの中で提供本数
の上位に位置する菌種である．しかし提供本数が下位
の菌株まで目を向けると，Saccharomyces 属菌以外の
非常に幅広い菌種も，アルコール発酵能力に着目した
利用目的のユーザーへ提供している．すなわち，酵母
の発酵能力については菌種を問わずユーザーのニーズ
があると考えられる．この点に着想を得て，酵母のア
ルコール発酵能力から菌株を検索できるようなシステ
ムを導入することを企画した．現状の JCM オンライ
ンカタログでは，菌株ごとのページに特段の記述がな
い限りキーワード検索で特定の能力をもつ菌株をリス
トすることができない．たとえば，学名検索で「Sac-
charomyces cerevisiae」と入力すれば多数の株がヒッ
トするが，キーワード検索で「fermentation」と入力
しても発酵能力のある酵母株がヒットするわけではな
い．上述のシステムは，このような検索の問題点の解
決策になるものである．
　菌株には個性があり，菌株ごとに能力の有無や強弱
に違いがあるため，文献情報を参照して「この種はア
ルコール発酵能力あり」と一概には記述できない．こ

のことから，酵母のアルコール発酵能力から菌株を検
索できるようなシステムを構築するためには，まず菌
株ごとに「表現型の品質管理」の試験を実施してデー
タを蓄積する必要があった．先述の“守り”の QC を
進める過程で必ず保存菌株を復元するため，この際に
可能な範囲で発酵試験などを進めることとした（公開
菌株だけでも 2,600 株以上あり，これらすべてについ
てあらゆる表現型を実際の試験で確かめていくのは現
在でもなお気の遠くなる話である）．
　蓄積したデータをとりまとめ，JCM の鈴　幸二氏の
協力を得て「菌株の特性に基づいた酵母株一覧（Yeast 
strains with specific characteristics）」（https://www.
jcm.riken.jp/cgi-bin/jcm/function?KEY=YEAST）を
2014 年に HP 上に公開した（図 3）．このページで任意
の項目にチェックを入れるとその能力をもつ JCM 酵
母株のリストが生成され，国産株，基準株，ゲノム解
読株がソートできる仕様となっている．菌株リストの
ページは菌株ごとのオンラインカタログのページと相
互にリンクしており，JCM 番号で単体の菌株を検索
したユーザーもオンラインカタログから菌株リストの
ページにたどり着ける．当該ページの公開後も収載す
るデータや項目を増やし，現在では約 500 株・1,400
件の表現型データを収載している．現在のバージョン
では 10 種の糖類の発酵能力と，8 種の資化性状能力
等から菌株をリストできるようになっているが，ユー
ザーのニーズを考慮しつつ今後もデータを蓄積して，
検索できる表現型の項目を順次追加していきたい．
　表現型の品質管理は，文献情報で知られている酵母
の能力を実験的に検証するもので，基本的にはルーチ
ン化した「追試」に終始する．しかし，近年の実験作
業の中で思わぬ副産物があった．酵母の発酵能力につ
いて，糖の種類ごとに発酵性を検証するうちになぜか
フルクトース（果糖）に関するデータがほとんどない
ことに気づき，JCM が保有する子嚢菌酵母約 350 株
について網羅的にフルクトースの発酵能力を試験して
みた．その結果，グルコースの発酵能力があるほぼす
べての菌株でフルクトースの発酵能力もあり，ごく一
部の菌種では特徴的なフルクトース嗜好性（fructophily）
を示すことがわかった（Endoh et al., 2021; https://
www.riken.jp/press/2021/20210405_1/index.html）．
実験に用いたすべての酵母株がフルクトースの資化能
力を有しており，フルクトースがグルコースと同等に
子嚢菌酵母にとって好適な炭素源であることがわかっ
た．自然界に豊富に存在するうえ，食品としても非常
に身近なフルクトースの発酵性という基礎的な知見が
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欠落していたことは驚きであった．古い文献を調査し
たところ，1950 年頃に「グルコースを発酵する酵母は
フルクトースも発酵する」という説が提唱され，「ゆ
えにフルクトースの発酵性は検証不要」→「酵母分類
の標準書 The Yeasts, A Taxonomic Study において
試験項目として記述されず」→「フルクトース不在の
まま酵母の生理・生化学的性状試験法が定着し今にい
たる」と，酵母の発酵試験法確立の歴史的な経緯が背
景にあるらしいと推察された．1985 年頃に日本人の
研究者らによってこの説が一度検証されたようだが

（Konno et al., 1985），詳細なデータが記載されていな
い．今回の論文発表によって，フルクトースの発酵性
に関してどの株を用いてどのような検証結果を得た
か，世に残すことができた．研究としてはあまりに地
味だが，研究基盤を整備したという観点では一定の成
果と考えたい．JCM において表現型の品質管理を進
め，個々の菌株のデータと向き合ううちにこういった

温故知新の発見がこれからもあるかもしれない．

4）ゲノム情報の整備
　近年，高速 DNA シーケンサーが急速に普及し，筆
者が大学の研究室に足を踏み入れた 15 年ほど前とも
比べものにならないほどに，微生物のドラフトゲノム
解読は身近になった．Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 誌
ではバクテリアの新種記載を行う際，原則全ゲノムを
解読しショットガンショートリード等を登録すること
が求められるようになったことが状況の変化を端的に
表わしているといえるだろう．バクテリアではゲノム
解読が急速に進んでいる一方で，酵母を含む真菌では
ゲノム情報の整備が遅れている．真核生物である真菌
は，原核生物のバクテリアに比べてゲノムサイズが大
きく，より多大なリード量が必要になるといったこと
がゲノム情報の整備が遅れている一因と考えられる．
　遅れている真菌のゲノム情報を増強するため，文科

図 3　Webpage of ʻYeast strains with specific characteristics
A strain list of Japanese origin-yeast strains sorted by the abilities of fermenting sucrose and maltose is shown.
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省が主導するナショナルバイオリソースプロジェクト
（NBRP）ゲノム情報等整備プログラムに課題「NBRP
一般微生物の多様な真核微生物のゲノム情報整備」

（2014 年度実施）を提案した．本課題では JCM が保有
する酵母株を中心に，菌株の培養と DNA 粗抽出を
JCM で行い，高速 DNA シーケンシング・アセンブ
リ・遺伝子領域予測とアノテーションを理研・ライフ
サイエンス技術基盤研究センター（CLST）で行うと
いう実施体制をとった．課題が採択された 2014 年度
中にシーケンスを実施し，2015 年度内にデータを公
開するというきわめてタイトな作業スケジュールだっ
たが，CLST との分業体制が非常に有効に機能し，
2016 年 3 月には酵母を中心とした 100 株以上のドラ
フトゲノムデータを公開した（https://www.riken.jp/
press/2016/20160301_2/）．JCM の HP にページを新
設 し（https://www.jcm.riken.jp/cgi-bin/nbrp/nbrp_
list.cgi），アセンブリ結果のコンティグ数，スキャ
フォールド数，GC 含量等をまとめているとともに，
元データのショットガンリードや構築したコンティグ
のダウンロードサイトにもリンクしている．
　ドラフトゲノム解読の対象とした菌株の寄託者や共
同研究者の協力を得て，ドラフトゲノムの特徴付けや，
ゲノムデータを利用した研究論文がこれまで多数発表
されている．この中にはナラ枯れの病原菌 Raffaelea 
quercivora（Masuya et al., 2016）や，農作物を犯す植
物病原菌の新規分類群 Pilasporangium apinafurcum

（Uzuhashi et al., 2017）のドラフトゲノム公開，葉緑
体を欠く“白い”微細藻類 Prototheca 属菌が葉緑体を
失う進化過程をゲノム情報から追究した研究（Suzuki 
et al., 2018），300 種以上のサッカロミケス亜門 Sac-
charomycotina 子嚢菌酵母のゲノムを解析し網羅的な
分子系統解析とゲノムの特徴付けを行った研究（Shen 
et al., 2018）などが含まれる．ゲノム情報整備により
得られた上述の成果からも，微生物菌株のゲノム情報
に対するニーズは明らかである．可能であれば，カル
チャーコレクションが主導してゲノム情報を整備して
いくようなプロジェクトの実施が望まれる．
　ドラフトゲノムの解読は現在も費用面でややハード
ルが高いが，サンガーシーケンス法とさほど変わらな
い費用と労力で微生物株の全ゲノムを解読できる日も
近いかもしれない．従来，菌株の同一性は少数の
DNA バーコード領域の塩基配列の相同性によって検
証されているが，近い将来，ゲノム情報全体を用いた
菌株同一性の判定が主流になっていてもおかしくはな
い．本項で紹介した NBRP ゲノム情報等整備プログ

ラムの課題では，100 株あまりの真菌のドラフトゲノ
ムを解読して微生物リソースの研究基盤整備に貢献で
きた．しかし近い将来，「あの頃はこの規模感で十分
大変だった」と懐かしむ自分の姿を，今でも想像でき
てしまう．
　ゲノム情報は学術研究における活用の幅が広く，菌
株付随情報として非常に強力である．菌株の基礎デー
タとして，ゲノム情報の重要性は今後も増していくだ
ろう．カルチャーコレクションの菌株担当者には，ゲ
ノム解読が当たり前になる「ゲノム情報時代」の菌株
寄託やユーザーからの問い合わせ対応に備えて，ゲノ
ミクスやバイオインフォマティクスの知識涵養が求め
られるだろう．

5）MALDI-TOF MS による品質管理
　DNA バーコード領域の塩基配列の解読（DNA シー
ケンス）とその相同性検索は，微生物の種同定を補助
する強力なツールとして 1990 年代以降に急速に普及
し，微生物分類に携わる研究者のほとんどが今なお

「基本中の基本」として利用している手法だろう．
DNA シーケンスは非常に便利な手法だが，解読完了
までにやや時間と手間が掛かり，培養物の菌種を即座
に知りたい場面では難点である．この難点を解決する
のが，マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時
間型質量分析（MALDI-TOF MS）で，拠点病院等の
臨床の現場や食品分析の現場で普及が進んでいる．手
法の詳細については，日本微生物資源学会誌第 35 巻 2
号（2019 年）から始まった連載特集「MALDI-TOF 
MS による微生物同定法」に詳しいのでそちらを参照
いただきたい．
　うまくいけば，MALDI-TOF MS により微生物株
の種をわずか数分のうちに推定できてしまう．しかし
塩基配列の相同性検索と同様，レファレンスデータが
なければ MALDI-TOF MS で菌種を判定することは
できない．手法が一般に普及し始めてまだ 5-10 年程
度という背景もあるが，臨床の現場で活用されること
を想定し，整備されているレファレンスデータが病原
菌種に偏っているということは本手法の大きな課題で
ある．加えて，海外産の菌株を中心にレファレンス
データが整備されているため，本来同定できるはずの
菌種でも日本産の菌株を検査すると「同定精度が低
い」あるいは「同定不能」と判定されてしまうことが
多々あるという問題もある．
　このような問題を解決するため，NBRP 基盤技術
整備プログラムに課題「広範な微生物種の迅速同定を
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可能にする MALDI-TOF MS レファレンスデータの
整備」（2020-2021 年度実施）を提案したところ幸いに
して採択され，MS データ取得を実施している最中で
ある．本課題では理研（JCM）・千葉大（IFM）・岐阜
大（GCMR）が連携し，病原微生物・非病原微生物の
別を問わず合計 1,700 株の微生物株の MS データを取
得し，レファレンス MS ライブラリの整備・公開を目
指している．これによって，MALDI-TOF MS によっ
て同定できる菌種が飛躍的に増加するとともに，カル
チャーコレクションにおける品質管理業務にも役立つ
ものと考えられる．たとえば，これまで DNA シーケ
ンス頼みだった同一性検査の一部を MALDI-TOF 
MS に代えることで，品質管理業務の効率化にもつな
がるだろう．
　現在は NBRP の枠組みで予算を獲得しているため，
3 つのカルチャーコレクションでプロジェクトを実施
しているが，本質的にはあらゆるカルチャーコレク
ションが連携してレファレンスデータの整備に取り組
むべきである．日本微生物資源学会で培ったつながり
を活かして連携し，より網羅的なレファレンスデータ
を整備して測定のノウハウとともに共有すれば，われ
われの大きなミッションである菌株の品質管理業務を
カルチャーコレクション全体で高度化することにもつ
ながる．NBRP での本課題実施を契機に，連携が広ま
ることに期待したい．

6）“攻め”の QC の展開
　“守り”の QC によってリソースの品質が確かであ
ることは大前提となるが，筆者はこれまで「すべての
菌株が生態・表現型・ゲノムの 3 要素の情報を備える
菌株コレクションの実現」を究極の目標と考え，“攻
め”の QC に取り組んできた．これを実現するのはき
わめて困難ではあるが，“守り”の QC ばかりではコ
レクションの対外的なアピールポイントが不足しかね
ない．多岐にわたる業務をこなしながら，できる限り

“攻め”の QC にも注力し，コレクションの強みを新た
に構築していく必要があるだろう．

菌株担当者としての今後のリソース業務
　近年 JCM では微生物株の寄託数・提供数が増加し
ている一方で，菌株担当のスタッフ数は減少した．筆
者が JCM 研修生として理研・和光事業所へ通ってい
た 15 年近く前に比べると（当時は業務内容をほとん
ど知らなかったが），個々の業務量は明らかに増大し
ていると思われる．特に菌株に関する規制が増え，業

務の随所で留意しなければならないチェックポイント
は劇的に増えたのではないか．JCM における菌株の
寄託・提供の受付は窓口が一本化されるなど，事務作
業は効率化されている．業務遂行が効率化し組織運営
も洗練されてきたのは確かだが，それを上回る業務幅
の拡大と量の増大のため，恒常的に人手不足である．
このままでは，残念ながらコスト vs ベネフィットを
考慮して業務の「選択と集中」を検討せざるをえない
のではないか．場合によっては，菌株の寄託数を一部
制限するような，苦渋の選択を迫られるかもしれな
い．
　筆者が担当する酵母リソースについては，過去に寄
託された菌株の品質検査を始めとする“守り”の QC
を優先してきたため，“攻め”の QC，特に新規の研究
開発に割く時間は大幅に絞ってきた．感覚的には，こ
れまで“守り”と“攻め”が 7：3 くらいの比重だった
が，JCM 酵母コレクションのプレゼンスを高めるた
めには“攻め”に一層注力し，3：7 ほどの比重にすべ
きではないかと考えている．これまでに取り組んでき
た業務をさらに進めていくことで，JCM 酵母コレク
ションの信頼とプレゼンス向上に一層努めたい．
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