
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

■放線菌とは 

  １１．微生物遺伝資源の活用事例 －放線菌（抗生物質）－ 
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放線菌の機能 

参考： ウィキペディア ストレプトマイシン （http://ja.wikipedia.org/wiki/ストレプトマイシン） 
    東京都健康安全研究センター年報 （http://www.tokyo-eiken.go.jp/assets/SAGE/SAGE2003/kekkaku.pdf） 

 放線菌は、おもに土壌中に棲息する細
菌で、一部の種類は菌糸や胞子を形成
するなど、カビに類似する。その形状は
多種多様に及んでおり、微生物の多様
性を実感させる。 

生産
物質 
分析 

ストレプトマイシン 
（Meiji Seikaファルマ株式会社） 

多様な放線菌を分離培養 

 放線菌、特にストレプトマイセス属放
線菌は、様々な種類の抗生物質（微
生物の代謝物で、他の生物の活動を
抑える物質：ストレプトマイシンやクロ
ラムフェニコールなど）を生産する。 
 また、放線菌由来の 
抗がん剤や酵素、免 
疫抑制剤なども多数 
製品化されている。 

抗がん剤：マイトマイシン 
（協和発酵キリン株式会社） 

ストレプトマイシンの構造 

製 
品 
化 

日本の国民病と呼ばれて年間10万人以上が死亡した結核は、放線菌 
Streptomyces griseusの培養液から発見されたストレプトマイシンによ
る治療によって、死者数が激減した。 

治療法の確立 

② イノベーション・先端技術 

 放線菌による抗生物質の生産 

http://www.yunic-vet.jp/sysimg/itemlbox/itemlbox_2542.jpg�


ノーベル賞の受賞対象研究に活用 

 １２．微生物遺伝資源の活用事例  - ゲノム情報（好気性超好熱古細菌①）-  
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☆２００３年のノーベル化学賞は、米国ロックフェラー大学
のRoderick Mackinnon博士に授与された。 
受賞対象は、細胞膜チャンネルタンパク質の機能の原子レ
ベルでの解明。 
 
対象論文のひとつに 
Nature Vol.423,  No.6935,  Page33-41 (2003.05.01) 
「X-ray structure of a voltage-dependent K｀+´ channel」 
 （電位依存性K｀+´チャンネルのX線構造） 
があり、 Aeropyrum pernix K1のゲノム情報からタンパク質を発現させ、X線結
晶構造解析によりカリウムチャンネルの構造を明らかにしている。X線結晶構
造解析により、カリウムイオンがどのようにチャネルを通過するか、なぜカリウ
ムイオンより小さいナトリウムイオンがチャネルを通過できないかということが
突き止められた。 
 
（カリウムイオンチャネルはほとんどの細胞に存在し、カリウムイオンを選択的に通過させる。そ
れによって細胞の機能を維持している。） 

 

☆遺伝子はATGという塩基配列から始まること
が生物学の常識であった。 

Aeropyrum pernixは、過半数の遺伝子がTTGと
いう塩基配列から始まることが確認され、生命科
学の常識を覆す知見が得られた。 

■ Aeropyrum pernix K1 とは 

至適生育温度が90～95 ℃ 
の超好熱菌。生産される 
蛋白質や酵素は耐熱性を有する優れた特
徴があり、化学、食品、医薬品など産業分
野への応用が期待されている。 

× 生物学の常識に基づき決定した
遺伝子の開始点 

○ 正しい遺伝子の開始点 

ATGGTAGTAGGAGCTGT 

TTGGCGGATATGGTAGTAGGAGCTGT 
Aeropyrum pemix K1 Kイオンチャンネル PDB:1ORQ

正確なゲノム
情報を利用し

て実現 

鹿児島県十島村・小宝島
の浅海底熱水噴出域から
採取した超好熱菌。 

好気性超好熱古細菌ゲノム情
報の整備・提供 

② イノベーション・先端技術 



１３．微生物遺伝資源の活用事例 －ゲノム情報（好気性超好熱古細菌②）－ 
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☆遺伝子は『ATG』という塩基配列から始ま
ることが生物学の常識であった。 

Aeropyrum pernix は、過半数の遺伝子が
『TTG』という塩基配列から始まることが確認
され、生命科学の常識を覆す知見が得られ
た。 

■Aeropyrum pernix K1 とは 

鹿児島県十島村・小宝島の浅海底熱水噴
出域から採取した超好熱菌。 
至適生育温度が90～95 ℃の 
超好熱菌。 
 
生産される蛋白質や酵素は 
耐熱性を有する優れた特徴が 
あり、化学、食品、医薬品など 
産業分野への応用が期待される。 

ATG GTG TTG その他

Aeropyrum pernix K1 28% 20% 52% 0%

大　　腸　　菌 83% 14% 3% <1%
枯　　草　　菌 76% 22% 2% 0%

黄色ブドウ球菌 83% 7% 8% 2%
ピ　ロ　リ　菌 82% 10% 8% <1%

TTGGGAGCCGACTATCCGGGCCCCCTGGTTAGTATTGAGTGGCTCGAGGCCAATATCAAG 
AGGAGTGATGTCAAGGTTATCGAGGTCGACTACGACCCGGCTACAGCTTACTTCATAGGT 
CACATTCCCGGAGCACTCCTCATAGACTGGAAGAGGGATCTCAACAAATACCCGGAGAGA 
GACATTATCGACCCAGAGGGCTTCGAGAGGCTGATGTCGAGGCTTGGCGTAGAGAATGGG 
GACCACGTCATACTCTATGGGGACTACAACAACTGGTTCGCGGCTTTCGCCTACTGGGTC 
TTCAAGATGTACGGGCACCAGAGGGTAAGCCTCCTAGACGGGGGTAGGAGTAAGTGGATA 
GCCCTTGGGAAGCCGATGTCAAGACCCGCTACCAGAGAGCCGCCGCGTGCCGAGAGGGAG 
AGTAGATATAGAGTAGTTACGGTCGACAGCAGATACCGCGTTTTCTTCCTTGACATCCTT 
CGTAAGTTGAACGATCCCAACACGGTGCTAGTTGACGTTAGGAGCCCCGAGGAGTACCGG 
GGAGATATTACGGCACCGCCAGAGTATCCTGAGGAGCAGGCCCAGAGGGGAGGCCACATA 
CCCGGGGCCCTAAACATACCCTGGAAACAGGCAGTGAGAGATGACGGGAGCTTCAAATCG 
CCTGAGGAGCTGAGGAGCCTCTACGAGGATAGAGGTGTAACACCGGATAAGGAGGTTATA 
GTGTACTGCCGCATAGGCGAGAGAGCCTCACACACATGGTTCGTTCTCAAAGAGCTGCTG 
GGCTATCCCAACGTCGCAGTGTATGACGGGTCTTGGAGCGAGTGGGGCAACATGGTCAGG 
GCTCCCGTTAAGAAGGGGGACGAACCCTGA 

× 生物学の常識に基づき
決定した遺伝子の開始点と

遺伝子領域 

○ 正しい遺伝子の開始点と遺伝子領域 

主な微生物の遺伝子開始点の配列 

世界の学術紙のトップ２％のハイレベルな学術紙に論文を掲載
し、 

正確なゲノム情報を提供。 

世界中の研究機関が行っている遺伝子予測の精度向上に貢献。 
被引用件数３４ 関連記事１０  
「Mol. Cell. Proteomics 2010 9: 415-426.」, 「Bioinformatics 2009 25: 1843-1845」, 「Microbiology 2009 
155: 1758-1775.」 ,「Bioinformatics 2009 25: 123-125」. 「J Armengaud - Current opinion in 
microbiology, 2009 」 ・・・・・・・・  

生命科学の新常識を発見（「TTG」） 

好気性超好熱古細菌ゲノム情報の整備・提供 

② イノベーション・先端技術 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
【発酵】 
 独特の色彩により、発酵食品をつくる
微生物として古くから利用されてきた。 
【色素生産】 
 名前の通り紅色の色素を生産する。天
然着色料として利用される。 

■紅麹菌とは 

モナスカス・ピローサス(Monascus pilosus) 
NBRC4520など 

  １４．微生物遺伝資源の活用事例 －紅麹菌（食品）－ 

紅麹の有用機能の開発 

参考：ドクトルアウンの気になる健康情報 （http://www.naoru.com/benikouji.htm）、AKIRA ENDO （http://www.endoakira.com/research.shtml） 

○紅酢や台湾の豆腐ようなどの原料として、各種発酵食品の原料
として、紅色色素として（主成分アンカフラビン及びモナスコルブリ
ン）食品に添加されている。また、各種効能が確認されているため、
サプリメントとしても製品化されている。 

 紅麹菌とは、糸状菌の
一種である紅麹黴である。 
 日本を始め古くから中
国・台湾で紅酒・老酒など
の原料、色素として利用
されている。近年では、こ
の菌が生産する成分など
も注目を集めている。  

他の原料と発酵 

紅酢などの発酵食品 

サプリメント 食品添加物 
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紅麹菌による食用色素の生産 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 



 
 
 
 

■麹菌とは 

      

 １５．微生物遺伝資源の活用事例  －麹菌（化粧品）－ 
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 わが国の発酵産業界 
で最も広く利用されて 
いる糸状菌であり、 
酒、味噌、醤油等の 
製造に利用されている。 
 
 
 また、各種の酵素を含むタンパク質の供給
源、宿主としての利用、生分解性プラスチック
やバイオマスの分解と再資源化など、様々な
バイオテクノロジー産業の分野でも活用が期
待されている。 
 

・コウジ酸の発見（1900年）以降、麹を扱う職人の手が白く滑らかであること 
 から、盛んに研究が始まった。 
・優れた美白効果をもつコウジ酸であるが、化粧品への配合は発現量の増
加が必要であり、商品化のために研究開発を行った。 

・麹菌のゲノムには12,074個の遺伝子が含 
 まれている。 
 
・麹菌の近縁種3種のゲノム情報の比較から 
 アミノ酸または糖の取り込みに係る遺伝子 
 が特異的に増強されており、麹菌が発酵に 
 とって理想的な微生物であることが裏付け 
 られた。 
 
・優れた美白効果を持つコウジ酸の合成に 
 関連する遺伝子を推定。 

 

・コウジ酸美白剤は（株）コーセーから発売。 
http://plaza.rakuten.co.jp/bio21/diary/201101120000/ 
  
・特許出願２０１０－６４９６５ 出願日:２０１０年３月１９日 
・特許公開２０１０－２４６５３２ 公開日:２０１０年１１月４日 

麹菌ゲノムからコウジ酸合成 
に必須な遺伝子を同定 

コウジ酸合成遺伝子 
を多重化 

コウジ酸の生産に向けた研究 

商品化 

コウジ酸合成遺伝子 

コウジ酸合成遺伝子 コウジ酸合成遺伝子 コウジ酸合成遺伝子 

・麹菌ゲノムからコウジ酸合成に必須な遺伝子を同定 
して、発現量を増やすことで製品化につなげた。 
 

麹菌による美白成分コウジ酸の大量生産 

麹菌ゲノム情報の整備・提供 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 



  

 
 

■トリコデルマ菌とは 

１６．微生物遺伝資源の活用事例 －トリコデルマ菌（繊維製品の質感向上）－ 

トリコデルマ菌の有用機能
の開発 

参考：特許電子図書館（ http://www2.ipdl.inpit.go.jp/begin/BE_DETAIL_MAIN.cgi?sType=1&sMenu=1&sBpos=1&sPos=1&sColor=1&sFile=TimeDir_10/mainstr1337303407644.mst&sTime=1337303421 ） 
洛東化成株式会社 （ http://www.rakuto-kasei.co.jp/works/fiber.html ） 

ツチアオカビ  Trichoderma sp. 

酵素
の 

抽出 

製
品
化 

セルラーゼ液体酵素剤 
エンチロン S-KTL 

(洛東化生工業株式会社) 

使用 

・綿・麻・レーヨン等のセル
ロース系素材の表面を溶かし
て、毛羽取り 
・繊維を緩くして柔軟剤が入り
やすくなり、柔らかな質感に 

※セルラーゼの機能を高めるポリペプチド（微生物由来、特許出願２０
１０－１２２３８８ ）なども開発されている。セルラーゼ使用時に添

加する。 

・繊維が軽くなる 

 糸状菌で、木
材の分解など
を行っている
菌の一種。高
セルロース分
解能（セルラー
ゼを多く生産）
をもつことで有
名。 

【セルロース分解酵素】  
 セルラーゼとは、植物の細胞壁等
の成分であるセルロースを分解する
酵素であり、トリコデルマ属ほか多数
の微生物によって生産される。洗剤
の汚れ除去、食品加工や繊維の加
工などに利用される。 

バイオウォッシュ 

風合い改善 
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繊維製品の風合い改善に活用 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

http://www.rakuto-kasei.co.jp/index.html�


 
 
 
 

■麹菌とは 

  １７．微生物遺伝資源の活用事例 －麹菌（宿主利用による物質生産）－ 
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・麹菌のゲノムには12,074個の遺伝子が含 
 まれています。 
 
・麹菌はもとも酵素などのタンパク質を分泌 
 する能力が高く、麹菌の近縁種3種のゲノ 
 ム情報の比較から、アミノ酸または糖の取 
 り込みに係る遺伝子が特異的に増強され 
 ており、麹菌が発酵にとって理想的な微生 
 物であることが裏付けられました。 
 
・この性質を利用すると、物質生産を行う宿 
 主として適していることがわかりました。 

・海藻由来の多糖類を分解して得られる「キシロオリゴ糖」は、抗ガンの生理
活性を持つことが報告されています。 
『Nature』（Vol.464、908-912ページ、2010年) 
 
・清酒麹菌を活用し、ガン細胞を死滅へ誘導する糖を海藻から生産
http://www.gekkeikan.co.jp/company/news/201009_01.html 

・超好熱菌ゲノム
からキシラナー
ゼ遺伝子を同定 

・キシラナーゼ遺伝子 
を麹菌に導入・至適化 

キシラナーゼ遺伝子 

キシラナーゼ遺伝子 

麹菌のタンパク質分泌能力の高さを利用し、 
キシラナーゼの大量生産技術の開発に成功。 

麹菌 

大量生産
が可能に 

 わが国の発酵産業界 
で最も広く利用されて 
いる糸状菌であり、 
酒、味噌、醤油等の 
製造に利用されている。 
 
 
 また、各種の酵素を含むタンパク質の供給
源、宿主としての利用、生分解性プラスチック
やバイオマスの分解と再資源化など、様々な
バイオテクノロジー産業の分野でも活用が期
待されている。 
 

キシラナーゼ大量生産技術開発に成功 

麹菌を宿主として利用 

ボトルネック 
しかしながら、 
・原核生物を宿主に用いた生産は少量
で産業利用には発現量が極わずか。 

麹菌ゲノム情報の整備・提供 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 



  

 
 

■麹菌 

  １８．微生物遺伝資源の活用事例 －麹菌による食品生産－ 
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麹菌の機能 

参考： ウィキペディア  ニホンコウジカビ （ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%93 ） 
    木村屋糀店 （ http://www.koujiyasan.jp/kouji.htm ）,  糀屋本店（http://www.saikikoujiya.com/fs/kouji/c/shiokouji） 
           第一三共ヘルスケア 製品情報 （ http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/products/details/takadia/index.jsp ） 
    マルコメ （ http://www.marukome.co.jp/product/miso/zeppin/index.html ） 
    キッコーマン（ http://www.kikkoman.co.jp/products/） 
     

 麹菌による日本の伝統食品や医薬品の生産 

 菌糸の先端から様々な酵素を生
産・放出し、培地である蒸米や蒸
麦においてデンプンをブドウ糖に、
タンパク質をアミノ酸に分解する性
質が強い。 

Aspergillus oryzae 

 麹菌とは、糸状菌の一種である麹黴
である。日本において古くから味噌、
醤油、酒、鰹節などの発酵を利用した
食品（発酵食品） 
の製造に利用さ 
れている。 
 また、2006年に 
日本醸造大会で 
国菌に認定されて 
いる。 

  米、米ぬか、麦、大豆に、食品発酵に有用な麹菌などの微
生物を増殖させたものが麹（こうじ）と呼ばれ、味噌、醤油、酒、
塩麹などの製造に利用される。 
 また本菌が生成するデンプン分解酵素・ジアスターゼは健
胃・消化薬として医薬品に配合されている。 
   

原料に繁殖 

酵
素
を

抽
出 

ジアスターゼ配合消化酵素剤 

麹菌 

他
の

原
料と 

発
酵 

麹 

味噌 

醤油 酒 

塩麹 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

http://www.kikkoman.co.jp/products/�


 
 
 
 
 
 
 
 

      

  １９．微生物遺伝資源の活用事例 －麹菌－ 
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■麹菌とは 

      

デフェリフェリクシン 

わが国の発酵産業界 
で最も広く利用されて 
いる糸状菌であり、 
酒、味噌、醤油等の 
製造に利用されている。 
 
 
また、各種の酵素を含むタンパク質の供給
源、宿主としての利用、生分解性プラスチック
やバイオマスの分解と再資源化など、様々な
バイオテクノロジー産業の分野でも活用が期
待されている。 
 

・麹菌は、「デフェリフェリクシン」を生産す
る。 
 
・デフェリフェリクシンは、鉄と結合することに
より、清酒を赤橙色に着色させることがあ
り、清酒業界においては、不必要な物質で
あった。 
 
・しかし、デフェリフェリクシンは抗炎症・抗酸
化、美白作用等、様々な機能を持っている。 

大量生産に成功！ 

生産性が 
１０００倍に！ 

培養方法の開発 

菌の育種 

医薬品や機能性食品、化粧品の素材など幅広い用
途への活用が期待される 

医薬品 機能性食品 化粧品 

参考：月桂冠ＨＰ（http://www.gekkeikan.co.jp/company/news/201203_04.html） 

※写真はイメージです。 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

デフェリフェリクシンの大量生産 



  
  

  

■酵母とは 

 ２０．微生物遺伝資源の活用事例 －酵母（コエンザイムQ10）－ 

コエンザイムQ10 
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 酵母は、単細胞性の菌類の総称であ
り、古くからパンやワインの生産に使わ
れている。 

 ミトコンドリアや原核生物の細胞膜に
存在する電子伝達体の1つ、ユビキノン
（コエンザイムQ10）には抗酸化作用が
あるが、体内での合成は20代がピーク
で、加齢と共に衰える。 

ユビキノンの構造（側鎖数10がコエンザイムQ10） 

 コエンザイムQ10は、生体のエネルギー産生に不可欠であるとともに、
最も大切な抗酸化物質として、機能性健康食品や化粧品などで広く利用
されている。 
 その製造は、植物から抽出したコエンザイムを化学的に加工する方法
と酵母やバクテリアによる発酵法があり、とくに発酵法では天然型（シス
型）のコエンザイムQ10のみを生産できる。コエンザイムQ10の世界的な
生産シェアは、日本企業がほぼ100%を占めている。 

化粧品（株式会社DHC） 

サプリメント（株式会社カネカ） 

参考： 日本コエンザイムQ協会（http://www.coenzymeq-jp.com/index.html） 
     ウィキペディア ユビキノン（http://ja.wikipedia.org/wiki/ユビキノン） 

Schizosaccharomyces pombe 

Saitoella sp. 

酵母やバクテリアの培養 
コエンザイムQ10の精製 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

コエンザイムQ10の活用事例 
 




