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要旨 

 

 国際宇宙ステーション (International Space Station; ISS) は、長期の有人宇宙飛行の際に利用されてきた。

近年人工環境の微生物は人の健康に有害・有益な影響を与えると報告された。両者における関係性を鑑みる

と、宇宙飛行士の健康を支えるためには、まずISS内に存在する微生物の性質を理解することが重要であ

る。これまでの研究では、ISS内の細菌の分類学的組成が明らかにされてきた。しかし、ISS内で一般的に確

認されている細菌のライフスタイルについては不明な点が多い。微生物のゲノムの特徴 (ゲノムサイズや

GC含量など) は、系統関係とライフスタイル (好熱か共生かなど) と関連しているということが報告されて

いる。以上のような背景から、本研究では、ISSにおける微生物のライフスタイルに関する洞察を得ること

を目的として、公的データベースで利用可能な微生物の表現型 (増殖至適温度) とゲノム情報 (ゲノムサイ

ズとGC含量)  を解析した。本研究では、ISSで同定された細菌の分類群（属；ISS genera) をサーベイし、

公共データベースでゲノム配列が公開されている他の細菌の分類群（属；Other genera)と比較した。その結

果、Bacillus cereus (Firmicutes)を除き、細菌属と株の両方における解析でISS genera/ strais とOther genera/ 

strains のゲノムサイズとGC含量に差異は見られなかった。また増殖至適温度は、Other generaよりISS genera

の方が狭い値の範囲を示した。しかし統計検定によるとISS generaとOther generaとの間で増殖至適温度に差

は大きく見られなかった。以上によりISSにおける微生物は、GC含量・ゲノムサイズ に関連する（反映さ

れる）ライフスタイルに2群間で差がない可能性があり、低温・高温菌は少ないことが分かった。本研究は

さらなる共通点を明らかにするためには、より詳細な研究が必要であることを示唆した。 
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1 背景 

 目に見えない微生物とヒトとの関係は、近年健康

において重要な鍵となっている。互いを様々な方法

で利用し合う行為は、地球に生命が誕生した時から

行われており、微生物もまたヒトをはじめとする他

の生き物の体内、体外にて 命を繋いできた。微生

物研究が進められていくにあたり、ヒトと微生物の

有益有害の両方向をもって相互作用してい ること

が明らかになった。宇宙と微生物学という組み合わ

せは、近年宇宙医学の中で注目を浴びている。ヒト

は 1961 年の人類初有人宇宙船ウォストーク 1 号

の打上成功に続き、これまで宇宙進出を続けてきた。

近年では有人宇宙飛行は当たり前の事となり、 宇

宙開発における重要な手段となっている。このよう

な背景から、宇宙飛行士が宇宙空間に滞在する際に

使用する施設、国際宇宙ステーション(International 

space station  (ISS) ) における潜在的な可能性を、

科学を持って顕在化、表面化させることが重要視さ

れてきた。 

現在公開されている様々な分野の生物学的デー

タは、急激に増加しているため、研究者は仮説駆動

型の分析だけでなく、データ駆動型 (仮説生成型) 

の分析を行うことができるようになっている。複雑

で大規模な生物学的データを扱うためには、生物統

計学や生命科学と情報学を融合した分野であるバ

イオインフォマティクスが不可欠である。また微生

物のゲノム情報は、その系統的な位置だけでなく、

その微生物がどのようなライフスタイル (増殖至

適温度、酸素 要求性など) に適応しているかを示

すものでもある。遠く離れた系統の微生物であって

も、生活様式が似ている微生物は、ゲノム/プロテ

オミクス的には似たような形質を示すことがある。

一方、近縁の微生物は、異なる生態系に順応するこ

とで、ゲノムの多様性を示すことがある。 例えば 

Musto らは、増殖至適温度が原核生物のゲノム GC 

含量に影響を与える要因の一つであることを明ら

かにした。その上、好気性、微好気性の原核生物で

はこの説が有効であるのに対し、嫌気性の原核生物

では有効ではないことも明らかにした。したがって

バイオインフォマティクス を用いて、宇宙飛行士

が宇宙空間に滞在する際に使用する施設、国際宇宙

ステーション  (International space station 



(ISS) ) における微生物の特徴を解明することを

明らかにすることは、宇宙飛行士の健康をサポート

する上で大いに役立つ情報となり得る。しかしこれ

まで ISS における微生物の分類学的情報以外の特

徴 (増殖至適温度、酸素要求性などライフスタイル

に 関する情報) についてはほとんど研究されてこ

なかった。 以上より本研究では、ISS における微

生物のライフスタイルに関する洞察を得るために、

ISS で同定された微生物分類群と他の微生物分類

群との間のライフスタイル的特徴を比較した。微生

物学的特徴として、2 つのゲノムの情報 (ゲノムサ

イズと GC 含量:ゲノム上における G と C の相対

存在量)、および 1 つの表現型 (増殖至適温度) に

着目し両群間で比較を行った。 
 

2 対象と手法 

本研究では、ISSで同定された細菌の分類群 

(属:ISS genera)をサーベイし、公共データベースで

ゲノム配列が公開されている他の細菌の分類群 

(属:Other genera) と比較した。公共データベースは
National Center for Biotechnology Information 

(https://www。ncbi。nlm。nih。gov/)を用いた。デー

タ解析は R version 4.0.2を用いて 実施した  

(https://www。R-project。org/) 。データの可視化に

は、'tidyverse'パッケージ (バージョン1.3.0) に

含まれる'ggplot2'パッケージ (バージョン3.3.2) 

を使用した。「属」とは原核生物を分類する上での、

階級名の 1 つ である。 

 

3 結果と考察 

統計検定によると ISS genera と Other genera の 

0.1 %水準で有意な差は見られた。しかし効果を考

慮すると 2 群のゲノムサイズと GC 含量に差は

大きく見られなかった(ゲノムサイズ:Wilcoxon 

rank sum test : p-value = 1.67e-05、効果量:Cliff's 

Delta = 0.11 with 95 % confidence interval = 0.06 - 

0.16) (GC 含量:Wilcoxon rank sum test : p-value = 

0.01909)(図 1,2)。 また増殖至適温度は、Other 

genera より ISS genera の方が狭い 値の範囲を示し

た(図 3)。 しかし統計検定によると 2 群の間で

増殖至適温度に差は大きく見られなかった (増殖

至 適温度:Wilcoxon rank sum test: p-value=1.373e-

05、効果量:Cliff’s Delta = -0.21 with 95 % 

confidence interval = -0.28 から-0.13) 。  

 Mustoらは、増殖至適温度が原核生物のゲノム 

GC含量に影響を与える要因の一つであることを明

らかにした。その上、好気性、微好気性の原核生物

ではこの説が有効であるのに対し、嫌気性の原核生

物では有効ではないことも明らかにした。このこと

から本解析による結果は、ゲノムサイズや GC含量

に反映されるライフスタイル (自由生活性か共生

か、増殖至適温度、酸素要求性など) は、ISS の微

生物と他の微生物との間で差がない可能性が考え

られた。 また極限環境微生物 (増殖至適温度が両

極端である好熱菌や好冷菌) は、ヒト居住空間とし

ての ISS 環境に集積しない可能性が考えられた。 

 

 
図1：ISS genera と Other genera のゲノムサイズを示すヒス 

トグラム 

ISS で同定された細菌属:ISS genera(上図)とその他の細菌属: 

Other genera(下図)に属する細菌のゲノムサイズに関する度数 

分布を示すヒストグラム。縦軸がゲノム数、横軸がゲノムサイズ 

の相対度数。 

 

 
図2：ISS genera と Other genera における GC 含量を示すヒ 

ストグラム 

ISS genera(上図)と Other genera(下図)に属する細菌の GC 含 

量に関する度数分布を示すヒストグラム。縦軸がゲノム数、横軸 

が GC 含量の相対度数。 
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図3：ISS genera と Other genera における増殖至適温度の分布

を示すヒストグラム 

ISS genera(上図)と Other genera(下図)に属する細菌の増殖 至適

温度に関する度数分布を示すヒストグラム。縦軸がゲノム 数、

横軸が増殖至適温度の平均値。 
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