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Ⅰ．微生物遺伝資源に関する現状認識 
１．これまでの取組  

（１）微生物遺伝資源とは 

① 微生物遺伝資源とは、微生物及びその遺伝子等である。その利用範囲は医

薬、化学、農業、食品、環境等様々な産業に広がっている。 
 
② 微生物は、顕微鏡でなければその構造が判別できない小さな生物の総称で、

地球上のあらゆる場所に棲息する。例えば、海底の熱水噴出孔付近、強酸性

環境の人間の胃、強アルカリ性環境の温泉、有機溶媒中等過酷な環境にも適

応し、生育することができる。 
なお、一説によれば、地球上に存在するといわれる約 300 万種の微生物の

うち実際に知られているのは 5％程度に過ぎない。7

 
 

③ 人類は古来様々な形で微生物と深く関わってきており、微生物が糖を発酵

することで作られるお酒は古代文明から存在している。 

また、アオカビが作り出す抗生物質のペニシリンは第２次世界大戦におけ

る多くの負傷者を感染症から救った。 

その一方で微生物の中には病原性を有するものがあり、有史以来、さまざ

まな感染症を引き起こすなど、人類の生活に多大な影響を与えてきた。 

 
④ 日本は、古くから、酒、味噌、醤油の醸造に代表される、微生物を利用し

た高い発酵技術を有している。 
現在、これら発酵産業の伝統的な育種等の手法を基盤とした技術（微生物

を利用したバイオプロセス）が、医薬品・化学品・食品等の生産、環境浄化

等に利用されている。 
 
 
 
 

                                                   
7 微生物の種数は、次の論文を引用 K-H Schleifer 著「Microbial Diversity: Facts, Problems 
and Prospects」, System. Appl. Microbiol. 27, 3-9 (2002) 

アオカビ 

図 18．世界初の抗生物質ペニシリン 
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（２）微生物遺伝資源整備の歴史的経緯 

①国際動向 
米国では、微生物遺伝資源を体系的に整備、提供する機関であるAmerican 

Type Culture Collection（ATCC）が 1925 年に設立された。また、欧州で

は、20 世紀前半からオランダのCBS8、ドイツのDSMZ9

また、近年では中国や韓国において整備が急ピッチで進んでいる。 

等の公的機関が微

生物遺伝資源の整備に取り組んでいる。 

 
②国内動向 

(a) 昭和 19 年 12 月に、当時の内閣技術院と武田薬品工業株式会社との共同

出資による「航空醗酵研究所」（のちの財団法人発酵研究所）が設立され

た。その目的は、微生物の整備、提供及び微生物を活用した航空用の燃料、

医薬品、食料の生産研究であった。 
(b) 現在、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）を始め、研究機関、

大学等が、事業目的、研究目的にのっとり、微生物遺伝資源を整備、提供

している。 
(c) NITE では、平成 23 年度末で約 80,000 の微生物遺伝資源を整備してい

る。米国の ATCC が約 70,000、欧州を代表するオランダの CBS が約

60,000、ドイツの DSMZ が約 21,000 であることと比較しても、NITE は、

整備された微生物遺伝資源の数において、世界でトップクラスの機関であ

る。 
 

（３）微生物遺伝資源をめぐる情勢変化 

①生物多様性条約による影響 
(a) 1993 年に発効した生物多様性条約（CBD）に基づき、これまで人類共

有の資源として自由に利用できた微生物をはじめとする遺伝資源 10

                                                   
8 CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast Collection 

につ

いて、各締約国は主権的な権利を有するとともに、遺伝資源の取得やその

利用についてはその国の国内法令に従うことが明示された。このため、遺

伝資源の取扱いが大きく変わり、国境を越えて遺伝資源を取得、利用する

ことが困難となってきた。 

9 DSMZ：Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 
Zellkulturen GmbH 
10 遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来し、現実の又は潜在的な

価値を有する素材である。 
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(b) CBDは、生物多様性の保全、その構成要素である生物及びその遺伝子等

の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生じる利益の公平かつ衡平な配分

の目的を達成するため、カルタヘナ議定書（2000 年採択）11及び名古屋

議定書（2010 年採択）12

これらの議定書によって、微生物の取扱いは、各締約国が遺伝子組換

え微生物の利用等を規制したり、遺伝資源を提供した国等と利用者の間

での利益分配の措置を講じたりする方向となっている。 

を採択している。 

(c) CBDの状況を踏まえ、NITEは、日本の事業者の海外由来微生物遺伝資

源利用を支援するため、CBDの原則 13

 

に則った協定をアジア各国と締結

し、対等な立場でお互いの微生物遺伝資源を利用できるよう環境整備して

いる。 

②遺伝子組換え技術等に対する国民意識 
日本では、遺伝子組換え技術をはじめとするバイオテクノロジーに対する

社会からの信頼が必ずしも得られているわけではない。このため、例えば遺

伝子組換え微生物を利用した野外での土壌や地下水の汚染浄化の実用例は

まだ確認されていない。 
 
③国家戦略における位置付け 

第４期科学技術基本計画では、多様な利用者ニーズに応えるため、質の充

実の観点も踏まえた微生物遺伝資源を含む研究材料等の知的基盤整備を促

進することとしている。 
 
④微生物遺伝資源に対する国内規制の状況 

(a) ヒト、動物、植物等に対する病原性等を持つ微生物や微生物が生産する

物質は、感染症予防法、家畜伝染病予防法、植物防疫法、外国為替及び外

国貿易法（外為法）等に基づく規制対象となっている。 
(b) 遺伝子組換え微生物については、カルタヘナ法による規制対象となって

いる。また、土壌や地下水の生物を利用した汚染浄化技術（バイオレメデ

ィエーション）への微生物の利用についても、「微生物によるバイオレメ

ディエーション利用指針」として、事業者等による任意の取り組みである

が、安全性に関する審査が行われ、環境大臣・経済産業大臣による確認を

                                                   
11 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書 
12 遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議

定書 
13 遺伝資源に関する保有国の主権的権利を尊重し、遺伝資源を取得する際には相手国からの事

前の同意を取得し、遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を行うこと。 
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行う枠組みが設けられている。 
 
⑤ゲノム解析技術レベルの飛躍的向上 

(a) 塩基配列を解読するための塩基配列解析装置（シークエンサー）の性能

は、飛躍的に向上している。1 日に解読できる塩基数は 10 年前に比べ約

10 万倍、解析に要するコストは約 1 万分の 1 となった。 
国際的に、2001 年時点で 75 株しか解析・公開されていなかった微生物

の全ゲノム解析数は、2011 年に約 2,900 株に達し、2020 年には約 11,000
株に達すると予測されている。 

(b) 現在、米国や中国では、数十台～百台以上の高性能シークエンサーを活

用し、5,000 株から 10,000 株規模で微生物のゲノム解析を実施している。 
これに対し、日本では高性能シークエンサーが 10 台未満の小規模なゲ

ノム解析機関が整備されているにすぎず、完全に立ち遅れている。 
 
⑥微生物遺伝資源保存のための財源・人員確保の困難性 

(a) 財源、人員等のリソースの削減等に伴い、微生物遺伝資源の保存が困難

となったことから、これまでに財団法人発酵研究所が微生物遺伝資源の整

備、提供を終了したことをはじめ、研究機関、大学の研究室や保存施設に

おいて規模の縮小や閉鎖が行われている。 
(b) 微生物遺伝資源は一度失われると二度と復元することができないもの

であり、東日本大震災では設備の損傷、停電等により、一部の事業者が保

存していた微生物遺伝資源が消失した。 
 
 
 

図 19．微生物と私たちの生活の関わり 
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２．知的基盤の整備状況 

２－１ 微生物遺伝資源整備の全体像 

（１）微生物遺伝資源の整備対象 

微生物遺伝資源の整備対象は、体系的に整理された微生物そのものやその

遺伝子等（微生物遺伝資源）及び関連する分類情報、ゲノム情報等を体系的

に整理したデータベースである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）微生物遺伝資源の整備プロセス 

微生物遺伝資源の整備は、微生物の専門家が国内外の様々な環境中の土壌

や植物等から微生物を収集することから始まる。その後、分析機器等による

微生物の同定、長期安定な形態での保存、ゲノム情報の付加、遺伝子情報等

の解析、データベースへの登録を経て、広く一般に公開され、提供される。 
なお、NITE のような生物遺伝資源機関における微生物遺伝資源の収集は、

整備機関自らが行うものと、事業者から新規の微生物や有用な微生物が寄託

されることによる収集がある。 
また、特許の成立要件である発明の完成と技術の公開を保証するため、

図 20．微生物遺伝資源の整備対象 
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NITE は我が国唯一の特許微生物寄託機関として、発明に利用された微生物

を出願者から受け入れ、特許寄託行政の一翼を担っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－２ 微生物遺伝資源の整備状況 

（１）NITE における微生物遺伝資源の整備実績 

① 第２期科学技術基本計画（平成 13 年 3 月 30 日閣議決定）において「計

量標準、生物遺伝資源等の知的基盤について 2010 年を目途に世界最高の水

準を目指すべく早急に整備を促進すること」が盛り込まれている。 
これを受け、NITE では 2010 年までに約 7 万の微生物遺伝資源を整備す

ることを目標として整備を実施してきたところ。 
 
②微生物遺伝資源の整備実績 

(a) NITEは、平成 14 年から微生物遺伝資源の整備に取り組み、整備対象と

なるNBRC株 14とスクリーニング株 15

(b) NBRC 株の提供実績は、平成 23 年度で 2,678 件、8,764 株である。事業

の合計で79,611株 を保存している

（平成 23 年度末実績）。整備された微生物遺伝資源の数としては世界トッ

プクラスである。また、NBRC株及びスクリーニング株について、分離源、

分類、培養条件等の基本情報を体系的に整理、公開している。 

                                                   
14 種レベルまでの同定、又は性状等の情報が付与されている微生物遺伝資源 
15 国内外の多様な環境から収集された、属レベルまでの同定の情報が付与されている微生

物遺伝資源 

図 21．生物遺伝資源機関の役割 
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者に幅広く公開、提供され、JIS 等に基づく製品試験や医薬品の品質管理、

食品、醸造、農業等の研究開発に利用されている。 
(c) スクリーニング株の提供実績は、平成23年度で50件、18,843株である。

主に、一度に大量の微生物を利用する医薬企業、食品企業、化学企業、大

学に提供され、微生物の生産する有用物質の探索等の研究開発に利用され

ている。 
 
③微生物ゲノム解析 

NITEは、平成 23年度末までに 46株の微生物の全ゲノム解析を実施した。

解析結果は、ゲノム情報等からなるデータベース（DOGAN）から公開して

おり、そのアクセス件数は年間約 350 万件程度である。 
NITE が持つゲノム解析能力は、カルタヘナ法の立入検査業務において収

去した試料から遺伝子組換え体を検出する技術としても活用されている。ま

た、国立感染症研究所と協力して新型インフルエンザのゲノム解析を行うな

ど社会的課題の解決に役立っている。 
 
 
 

 

 
 

図 22．微生物遺伝資源の整備実績 図 23．NBRC 株の提供実績 
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３． 微生物遺伝資源の活用事例 

（１）食品製造への貢献（紅麹菌） 

紅麹菌は、糸状菌の一種である紅麹黴（かび）であり、古くから日本を始め

中国や台湾で紅酒・老酒などの原料や桜餅の紅色色素として利用されている。 
最近では、培養物をカプセルに入れたサプリメントとしても製品化されてい

る。 
また、紅麹菌が生産する物質は、高コレステロール血症の治療薬として活用

されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）健康維持への貢献（乳酸菌） 

乳酸菌は、乳酸を生産する微生物であり、ヨーグルトやお茶などの発酵食品

の製造に使用されている。一部の乳酸菌は腸などの消化管内に常在して、病原

微生物から生体を守り、健康の維持に役立っている。 
乳酸菌が生産する GABA（ガンマアミノ酪酸）は、抗ストレス、リラック

ス、血圧上昇抑制、肝臓機能活性化といった様々な効果が知られているため、

サプリメント、飲料やドリンク剤、酒類、チョコレートなど幅広い製品に利用

されている。 
 

図 24．紅麹菌による食用色素の生産 図 25．乳酸菌による GABA の生産 
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（３）疾病治療への貢献（アオカビ） 

アオカビは、青色のカビであり、生産する物質から世界で初めての抗生物質

であるペニシリンが開発されたほか、血中コレステロール値を下げて心筋梗塞

を予防する薬も開発されている。 
また、ゴルゴンゾーラ等のチーズの製造に用いられている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）抗菌加工製品の品質確保への貢献（大腸菌） 

大腸菌は、環境中に存在する細菌の主要な種の一つであり、その中には食中

毒の原因となるなどヒトへの病原性を持つものもある。 
一方、JIS に定められている抗菌加工製品の性能評価試験の検定菌として利

用されており、まな板、便座、空気清浄機など幅広い製品の品質確保に貢献し

ている。 
 

（５）冬季五輪への貢献（氷核活性細菌） 

氷核活性細菌は、水を凍りやすくする能力を有している。このため、1988
年カルガリー冬季オリンピックでは、水滴を-2℃付近という通常より高い温度

で、過冷却なしに凍結させることができるという利点を活かし、人工造雪剤と

して利用された。 
 

図 27．JIS の抗菌性能評価への利用 図 26．世界初の抗生物質 

※「知的基盤の活用事例集」（別冊）を参照 
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４．ユーザーニーズの分析・活用 

（１）ユーザーニーズの現状認識 

① NBRC 株を利用するユーザーは、企業及び大学等の公的機関である。企

業では医薬、食品、化学、化粧品といった業種の利用が多く、研究開発部門、

品質管理部門、試験・検査部門で利用されている。また、公的機関では大学、

独法、地方公設試の利用が多い。 
 
② NBRC 株の主な利用目的は、研究開発及び品質管理である。 

研究開発では、例えば、抗生物質や酵素等を生産する微生物を探索するこ

とを目的として、また、ユーザーが新たに分離した微生物が病原菌ではない

かどうかやこれまでの微生物より物質の生産性が高いかどうかを確認する

ための比較対象として利用されている。 
品質管理では、製品の性能や品質を確保するため、JIS や日本薬局方に定

められた抗菌試験や保存効力試験等を実施するために利用されている。 
 

③ これまでの 10 年間では、独法、公設試等の公的機関での利用が増えてい

る一方、企業での利用が頭打ちになっている。これは、医薬企業において微

生物を利用した研究開発が縮小傾向にあること、整備された微生物遺伝資源

に付加されている情報が少なく、ゲノム情報を利用する新たなユーザーニー

ズに対応できていないことなどが主な原因と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 28．NBRC 株ユーザーの内訳 
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（２）整備、利用促進に係る新たなユーザーニーズ 

知的基盤ヒアリングによるユーザーニーズ調査では、微生物のリスク評価、

わかりやすく使いやすい情報提供のための情報付加、データベースの統合整備

等の要望があった。 
 
①今後の整備の方向性 
 これまでに整備したものを引き続き充実させることが重要。 
 産業利用において基準や指標となる微生物は公的な機関がきちんと品

質を管理し、恒久的に保存するべき。 
 微生物遺伝資源の一元管理と震災等に備えたリスク管理が必要。 

②微生物のリスクや法規制に関する情報の整備 
 微生物の病原性評価や機能性向上にゲノム情報を活用すべき。 
 微生物の学名が決められていない場合には、病原菌との区別ができない。 
 海外における微生物に関する規制情報を整備、提供すべき。 

③生物多様性条約への対応 
 生物多様性条約の発効により海外の生物資源の取得が困難となってい

る。 
 規制当局間のネットワークを構築し、各国における国内法規制の状況に

ついて整備・提供すべき。 
 生物多様性条約については、大学等研究機関の理解を深めるような啓発

が必要。 
④情報付加 
 多くの微生物が整備されているが、一方でたくさんありすぎて何を基準

に選んで良いかわからない。 
 塩基配列情報と遺伝子の機能に関する情報をリンクすると、機能別に検

索できるので利用しやすい。 
⑤利用促進及び普及 
 どんなデータがどこにあるのかわかりづらい、微生物一つをとってもい

ろいろなところにデータが分散している。 
 数多く整備されているデータベースについて、何が自分の目的にあって

いるのかわからない。データベースを十分に活用できているのかわから

ない。 
 知的基盤をすべて公開するのではなく、国内に対する先行利益も考慮す

べき。 
 遺伝子組換え技術に対する国民理解が進んでいない。 
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Ⅱ．整備の重点化及び今後の具体的方策  

 
（１）環境、エネルギー、資源等様々な制約を乗り越え、日本が持続可能な成

長を進めるためには、工業プロセスや環境・エネルギー分野でのバイオテ

クノロジーの利用を促進し、循環型産業システム 16

今後も、持続可能な社会に貢献するバイオテクノロジーを基盤とした多様

なものづくりや環境対応といったニーズがますます高まると考えられる。 

の実現に貢献すること

が重要である。 

このため、これらのニーズを支える研究開発基盤、イノベーション・イン

フラ、ものづくり基盤として微生物遺伝資源を幅広く整備することが引き続

き不可欠であり、国が恒久的に整備していくことが重要である。 
諸外国においても、国が資金を拠出し、こうした基盤整備を着実に行って

いるところである。 
 

（２）微生物遺伝資源分野における整備の重点課題は、次の３分野とする。 
①微生物リスクへの対応 
②微生物遺伝資源の情報付加への対応 
③生物多様性条約への対応 

 
（３）また、世界トップクラスの微生物遺伝資源機関となった NITE のバイオ

テクノロジーセンター（NBRC）において微生物遺伝資源を引き続き整備

することとし、国内外から信頼されるナショナルセンターとしての体制・

機能強化を図ることとする。 
 

（４）併せて、これまでの情報提供、データベースのあり方を見直し、「わかり

やすく使いやすい、ユーザーの視点に立った知的基盤」の利用促進方策を

実施する。 
 

                                                   
16天然資源の消費を抑制し、生産・消費過程で発生する不要物を再利用しながら環境への

負荷を最小化すること。 
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Ⅱ－１．整備実施方策 

１ 微生物リスクへの対応 

１－１ 問題点 

（１）微生物に関する規制では、法規制適用の有無や法規制を遵守した利用で

あるかの確認を行うこととなっている。微生物を産業利用する事業者は、

ヒト等の生物への病原性 17

また、一部事業者は、微生物を取扱う側の安全確保や周辺住民との関係を

考慮し、利用する微生物の病原性等のリスクを自主基準に沿って評価するこ

とに取組んでいる。 

・有害性、周辺環境への影響について、微生物

のリスク評価を行い、安全確認を行う。 

 
（２）しかし、現在、国内外ともに病原性や毒素産生 18

また、規制等の制定、緩和など国や自治体が行政上の施策を講じるための

十分なデータが蓄積されているとはいえないケースもあり、今後期待される

新たなバイオ技術の発展に十分に対応できない懸念が生じている。新たな科

学的知見が得られることにより従来の基準を見直していくなど、リスク評価

に関するデータを常に蓄積していくことが必要となっている。 

、分類に関する研究・

文献情報、法規制情報が分散しており、かつ、事業者が自ら行う評価に必

要なデータは利用される形で十分に整備されていない。 

 
（３）事業者は、利用する微生物には一体どのくらいのリスクがあるか、その

リスクはどのように評価すればよいかといった判断基準を示して欲しい、

との要望を有している。 
 
 

１－２ 今後の具体的方策 

（１）微生物リスク評価に関する情報基盤の整備 

微生物リスク評価情報基盤は、産学官が連携し、長期的な視点から取り組む

                                                   
17微生物が動植物に感染した結果、当該動植物に病気を起こさせる性質のこと。 
18動植物に対し有害な何らかの反応を起こさせる（例えば中毒症状）毒物等を微生物が作り出す

こと。 
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べき国家整備分野に位置付け、データベースの整備及び微生物リスク評価手法

の開発を実施する。 
微生物リスク評価情報基盤を利用するユーザーは医薬品や食品企業の研究

開発部門、大学や公的研究機関等が想定される。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）具体的な整備内容 

①微生物リスク評価情報データベースの整備 
微生物のリスク評価情報を一元的に検索できるデータベースを整備する。

これにより、ワンストップで必要な情報が検索可能となる。 
 

(a) 分類のための指標遺伝子の整備 
微生物の分類に関する情報は、微生物の病原性のリスクを分類するバイ

オセーフティレベル（BSL）19

このため、微生物を分類する新たな手法開発を行うための指標遺伝子の

情報を整備する。 

を判断するうえで重要である。現在広く採

用されている分類手法では、産業にとって有用な機能を有する微生物と病

原性がある微生物と区別できず、事業者が利用を断念することもある。 

 
(b) ゲノム情報を利用した病原性・毒素関連遺伝子情報の整備 

微生物の病原性や毒素産生等に関する情報は、微生物のバイオレメディ

                                                   
19 微生物・病原体等の危険性を４段階のリスクグループ（BSL1、2、3、4）に分類したもの。 

図 29．微生物リスク評価に関する情報基盤整備の全体像 
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エーションへの利用や遺伝子組換え微生物の利用におけるリスク評価等

で必要となる。 
しかし、病原性や毒素産生に着目した情報が体系的に整備されていない

ことから、微生物の病原性等を評価する基盤として、これらの情報を整備

する。 
 

(c) 微生物に関する国内外法規制等の情報整備 
微生物を利用する場合はその目的や用途に応じて、感染症予防法、植物

防疫法、家畜伝染病予防法、外為法など複数の規制法を検索し参照する必

要がある。現在、事業者は、これらの規制法の間に相互リンクがないため、

個別に確認する負担が生じている。 
このため、微生物に関する各種法規性等を横断的に把握できるよう情報

を体系的に整備する。 
 
②微生物の産業利用におけるリスク評価手法の開発 

微生物の産業利用におけるリスク評価手法については、関連する法律・指

針の主旨に従い、ユーザーの意見や有識者の知見・技術を活用し開発する。

そうした評価手法開発と連携して必要なデータベースの開発を実施し、機能

改善を図る。 
 

（３）整備による波及効果 

①事業者・行政への波及効果 
微生物リスク評価情報基盤の整備によって、事業者は微生物を産業利用す

る際のリスク評価が容易になる。 
また、行政当局は法規制を行う際の政策判断の検討材料として活用できる。 

 
②国民の理解の促進 

遺伝子組換え技術をはじめとするバイオテクノロジーに漠然とした不安

を抱く国民も多く、バイオテクノロジーやその技術によって生み出される製

品の安全性については、社会からの信頼が必ずしも得られているわけではな

い。 
したがって、リスク評価手法の開発、科学的知見の整備を一つの契機とし

て、事業者による自主管理が促進され、行政における規制の基準等が新たな

科学的知見に照らして常に点検がなされることを通じて、遺伝子組換え技術

を始めとするバイオテクノロジーに対する国民の理解を促進させる。 
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２ 微生物遺伝資源の情報付加への対応 

２－１ 問題点 

（１）NITE は、平成 23 年度末までに約 80,000 の微生物遺伝資源の整備を行

い、世界トップクラスの微生物遺伝資源機関となった。 
しかし、国内における微生物遺伝資源の利用件数は年間 5,000 件前後で頭

打ちとなっており、整備された微生物遺伝資源が十分に活かされているとは

いえない状況である。 
 
（２）高性能シークエンサーによってゲノム情報の取得が容易になったことに

より、微生物の有用機能探索の研究は、「微生物」を出発点にするものだけ

ではなく、「遺伝子情報、タンパク質の発現情報等」のゲノム情報を基に得

られる情報を出発点とする研究も盛んに行われており、微生物の持つ遺伝

子がどのような物質を生産するのかという機能に関する情報整備のニーズ

が発生している。 
 
（３）今後は、これまで基本情報とされてきた分離源や分類等の情報のみなら

ず、整備した微生物遺伝資源にどのような機能があるかといった情報を新

たな基本情報として整備することが求められている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 30．微生物資源学会所属機関（23 機関）に

よる国内への提供実績 
（件数） 
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２－２ 今後の具体的方策 

微生物を利用したものづくりや環境対応に向けた研究開発を支援するため、

イノベーション・インフラとして、これまで整備した微生物遺伝資源にゲノム

情報等を付加し、機能検索可能なデータベースを整備する。 
 
（１）産業有用な遺伝子情報の優先的な整備 

① 日本は微生物を用いたバイオプロセスによるアミノ酸、食品、医薬品中間

体、ビタミン類等の生産において国際的にも高い競争力を持っている。 
今後も競争力を維持し、微生物を活用したものづくりや環境対応を支える

基盤として、微生物遺伝資源に対して加速的にゲノム解析を行う。 
 

② ユーザーニーズを踏まえ、物質変換に関する酵素遺伝子、生理活性物質を

生産する二次代謝遺伝子、石油代替物質の生産に係る遺伝子等の産業有用な

遺伝子情報を優先的に整備することで遺伝子機能に係る情報を充実させる。 
 

③ ゲノム解析、ゲノム情報に基づいた遺伝子情報の推定、タンパク質発現解

析等の情報付加を実施するための様々な取り組みには、多くのリソースが必

要であり、単独の機関で多くの情報付加を行うことは困難である。 
大学、独法、研究開発コンソーシア等の外部機関と連携して実施すること

で、必要なリソースの確保を目指す。 
 

（２）ユーザーニーズを踏まえた微生物遺伝資源の整備 

① ユーザーが要望する機能から、該当する微生物やその機能遺伝子、または

その機能を持つ可能性のある候補が簡易に検索可能なシステムを構築し、提

供する。 
 

② 整備側のリソースが制限されているため、今後整備する微生物遺伝資源や

機能情報の付加は、ユーザーニーズを踏まえた整備課題を優先的に実施する。 
具体的には、PDCA サイクルを稼働し、ユーザーへの定期的なヒアリング

やアンケートを通じた満足度調査やニーズの把握によって整備した内容を

評価するとともに把握したニーズは速やかに微生物遺伝資源の整備や情報

提供に反映させる。 
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３ 生物多様性条約への対応 

３－１ 問題点 

（１）1993 年に発効した生物多様性条約（CBD）により、海外の遺伝資源の取

得はその国の国内法令に従うこととされ、事業者による海外微生物探索は

大きな制約を受け、事業から撤退する事業者もでてきた。 
そのため、NITE は、2003 年からインドネシア、ベトナム、モンゴル、

タイなどのアジア各国との協力関係を構築し、CBD の原則に沿った微生物

遺伝資源の産業界等での利用促進に対応してきたところである。 
 
（２）2010 年の第 10 回締約国会議（COP10）での名古屋議定書の採択により、

各締約国は必要な措置（アクセスに関する国内法等）を検討している。こ

れまで国内法を整備する国が少ない状況であるが、開発途上国を中心に、

遺伝資源の取得やその利用に関して厳しい法的措置を講じる可能性がある。 
 
（３）今後、各国の国内法等の整備が進展したときに、NITE がこれまで構築し

た枠組みを安定して運営できるよう、NITE が協力関係を構築しているアジ

ア各国における法規制措置等の進捗状況を注視しつつ、適切な対応を図る

ことが必要である。 
 
（４）企業は、相手国の制度や遺伝資源の取得手続きがわからないため事前に

これらの情報を知りたい、一企業が相手国政府と交渉することには限界が

あるので国の支援を受けたい、との要望を有している。 
 

３－２ 今後の具体的方策 

これまで NITE が取り組んできたアジア各国との協力関係を強化すること

で、引き続き、海外の微生物遺伝資源を利用しようとする企業等の事業者への

支援を継続する。 
 

（１）アジア各国との関係強化 

① これまで NITE は、インドネシア、韓国、タイ、中国、ブルネイ、ベト

ナム、モンゴルとの協力関係を構築し、技術支援や微生物遺伝資源機関の設

立支援を行ってきた。引き続き、協力関係の実施を通じて、微生物遺伝資源

を用いた産業利用や人材育成等の成果を着実に挙げることなどにより、当該
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協力関係がCBDの下において有効なモデルケースであるという評価を得て

いくことが必要である。 
 

② 中長期的な観点で、これまで協力関係を構築していない国においても順次

現地研究機関等への支援を実施し、技術力等の底上げを図る。 
具体的には、共同事業等を通じた微生物遺伝資源の整備に関する技術移転

を行い、当該国の微生物遺伝資源を恒久的に保存できるよう支援を行う。ま

た、CBD の精神に則った仕組みにより、産業界が円滑に微生物遺伝資源を

取得、利用できるよう環境整備を行う。 
 

（２）多国間連携の推進 

① NITE は、韓国、中国、インドネシアなど 12 か国による「微生物遺伝資

源の保全と持続可能な利用のためのアジア・コンソーシアム（ACM）」を主

導して、アジア各国の微生物遺伝資源機関等とのネットワークを形成してい

る。 
引き続き、ネットワークの拡大や機関同士の協力を強化するとともに、生

物遺伝資源へのアクセスに関する規制制定の動きなどの情報交換を行う。 
 
② 微生物遺伝資源整備に関してアジアよりも長い歴史を有し、すでに微生物

遺伝資源機関同士のネットワークが形成され、多様な活動を行っている欧州

の微生物遺伝資源機関やそのネットワークと連携を強化する。 
 

（３）各国の法規制情報等の収集・整備 

当面は、各国の法規制等がどのようなものとなるのか注視していく必要があ

る。アジアを中心に、各締約国において今後整備するアクセスに関する国内法

などの規制情報を収集する。 
短期的には、生物多様性条約締約国会議や名古屋議定書政府間委員会等に出

席して情報収集に努めるほか、アジア地域おける協力関係のネットワークを活

用し、各国の情報を随時収集・蓄積する。 
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４．世界トップクラスの微生物遺伝資源機関の維持・向上 

これまで 10 年間の整備により、NITE は世界トップクラスの微生物遺伝資

源機関となった。一方で中国や韓国においても微生物遺伝資源の整備に集中的

な投資が行われており、欧米や日本を猛追している。 

今後もトップクラスであり続けるためには、常に向上を意識しなければなら

ならず、現状に満足していればすぐに後続に追い越されてしまう。 

NITE は、「産業有用」微生物遺伝資源の整備を目的とし、微生物遺伝資源

の整備のみならず、ゲノム解析等の情報付加、特許微生物寄託、海外微生物遺

伝資源利用のための環境整備等様々な機能を有している。諸外国では科学、医

療、農業等の観点から微生物遺伝資源の整備を行うところが多く、「産業有用」

という競争力強化、新規市場創出といった出口イメージを持った観点は、他国

では例を見ない日本の強みであり、特徴である。 

今後も、これらの強み・特徴をいかすことでイノベーション・インフラの整

備、ものづくり基盤技術の充実・強化の支援、国民の安全・安心確保等に貢献

し、諸外国が参考とする成功事例として世界トップクラスの微生物遺伝資源機

関であり続けることを目指す。 

 

（１）微生物遺伝資源の充実 

① 今後もバイオ産業が競争力を維持し、微生物を活用したものづくりや環境

対応を実現するためには、産業利用する上で基準や指標となる微生物遺伝資

源、より優れた機能を有する微生物遺伝資源の整備が不可欠である。引き続

き、微生物遺伝資源の整備を実施し、ゲノム情報等と併せて世界トップクラ

スの整備レベルの維持・向上を目指す。 
 
② 日本列島は南北に長く、亜熱帯から亜寒帯までの様々な気候帯に属してい

ることから、多種多様な生物が数多く棲息し、地球上でも生物の種類が特に

豊かな地域とされている。このため、生物多様性の保全の観点も踏まえ、特

に日本に棲息する微生物を収集し、微生物遺伝資源として整備、提供するこ

とを重視する。 
 

③ また、NBRC 株は毎年多くの論文や学会発表に引用されていることから、

これら第三者が行った研究成果に関する情報を知的基盤として取り込むこ

とで、より一層微生物遺伝資源に関する情報付加を充実させる。 
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（２）ユーザーニーズを踏まえた微生物遺伝資源の整備（再掲） 

整備側のリソースが制限されているため、今後整備する微生物遺伝資源や機

能情報の付加は、ユーザーニーズを踏まえた整備課題を優先的に実施する。 
具体的には、PDCA サイクルを稼働し、ユーザーへの定期的なヒアリング

やアンケートを通じた満足度調査やニーズの把握によって整備した内容を評

価するとともに把握したニーズは速やかに微生物遺伝資源の整備や情報提供

に反映させる。 
 

（３）微生物遺伝資源の恒久的な保存体制の整備 

①分散・散逸される研究材料等のリスク管理 
微生物遺伝資源を保存する機関の中には、自身の研究目的のため一時的に

研究材料として保存するケースが多く、研究の終了、担当教官の退官により、

恒久的に保存できる保証はない。例えば、財団法人発酵研究所、更に大学の

研究室や民間研究所の規模の縮小や閉鎖によって微生物遺伝資源を移管す

る事態が起こっている。 
このため、国による委託事業や企業、大学等の個々の機関により整備され

た微生物遺伝資源が維持の困難等により滅失する恐れのある場合に微生物

遺伝資源機関による保存を支援するなど、国として、安全かつ恒久的に微生

物遺伝資源を保存・管理できる体制を整備する。 
 
②保存技術の開発 

現在、微生物遺伝資源は、多くの機関で超低温冷凍庫や液体窒素による保

存を行っているものが多い。しかし、いずれの方法も設備の導入や維持管理

のコストが高く、超低温冷凍庫での保存は停電や機器の故障、また、液体窒

素での保存は災害等で液体窒素自体が供給されなくなるというリスクを常

に抱えている。今後も数多くの微生物遺伝資源の整備を実施する上では、超

低温冷凍庫や液体窒素に頼らず、かつ、長期安定的に保存できる技術の開発

が必要不可欠である。 
このような技術開発が成功すれば、電力等のインフラが脆弱な一部のアジ

ア各国においても展開可能であり、より多くの微生物遺伝資源の整備に貢献

できる。 
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Ⅱ－２．利用促進方策 

（１）わかりやすく使いやすい情報提供 

①検索機能の充実 
グリーンイノベーションやライフイノベーションを支える基盤として、

「微生物」と「情報」を一体的に整備する。具体的には、整備した微生物遺

伝資源の遺伝子の機能に係る情報検索機能を充実させ、ユーザーが機能面か

ら必要な微生物遺伝資源を選抜できるよう利便性の向上を図る。 
 
②関係機関との連携強化 

ユーザーの利便性向上の観点から、関係機関一丸となって微生物遺伝資源

を整備する連携体制の構築を目指す。具体的には、主要な微生物遺伝資源機

関が参加する微生物資源学会（JSCC）が運営するオンラインカタログの充

実を図り、ユーザーがワンストップで必要な微生物遺伝資源を検索できるよ

うにする。 
また、世界各国の微生物遺伝資源統合カタログである WDCM（World 

Data Centre for Microorganisms）のグローバルカタログに参加し、国際的

なデータ統合にも貢献する。 
 

（２）情報化への対応 

① ゲノム解析技術の飛躍的向上によって、ペタバイト級の大量データが生み

出されるようになった。今後は大量の情報の中から必要な情報をいかに見つ

け出し、いち早く利用するかが大きな鍵となる。 
 
② このため、検索機能向上の技術開発等を行っているバイオサイエンスデー

タベース等のオールジャパンの統合データベースプロジェクトの成果を積

極的に活用したり、外部機関との連携を進めたりすることにより、NITE 等

の整備機関の各種データベースの利便性を向上させていくこととする。 
 

（３）ユーザーへの成果の普及啓発等 

整備した微生物遺伝資源に対する潜在的ユーザーを掘り起こすため、業界団

体、学会を通じた取組に加え、大学、国内研究機関、地方公設試等の他機関と

の連携を行い、ユーザー側と整備側の情報共有や対話を進める。 
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①中堅・中小企業への普及 
国では、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成 18

年法律第 33 号）に基づいて、現在、22 の技術分野で「特定ものづくり基盤

技術の高度化に関する指針」を定めており、その中には「発酵」技術が含ま

れている。 微生物の有用機能を「発酵」技術に活用している中堅・中小企

業への普及啓発を図る。 
また、NITE の微生物を扱う技術や人材を活用した技術講習会や広報活動

による技術情報の提供を実施する。 
 
②公設試験研究機関との連携 

各都道府県の公設試には、食品製造等微生物を利用する中堅・中小企業か

らの技術相談が多く寄せられることから、中堅・中小企業のニーズを把握す

る上で、今後公設試との連携を強化することが必要である。 
 
③業界団体・学会・研究機関との連携 

バイオテクノロジーに関係する業界団体、関連学会、大学、研究機関は微

生物遺伝資源を利用するユーザーである。これらの関係者と連携して微生物

遺伝資源の整備に関するニーズ把握に努める。 
 

（４）情報の開示・非開示 

知的基盤として整備されたものは公開することが原則であるが、すべてを公

開することで、より競争力のある海外企業ばかりに利用されてしまうという可

能性もはらんでいる。このため、日本として重要な分野については、まず限定

的な公開を行い、関係者が十分な先行利益を得た段階で、知的基盤を公表する

ということも選択肢として検討する必要がある。 
どこまでの情報を、いつ公開するのかについては、国家戦略等を考慮して慎

重に検討する。 
 


