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知的基盤整備・利用促進プログラム 

 人類は古来様々な形で微生物と深く関わってきました。 
 微生物が糖を発酵することで作られる酒（アルコール）は、既に古代のメソ

ポタミアやエジプトでビールが醸造されていたといわれています。 
 人類が実際に微生物を認識するのは17世紀に顕微鏡が登場するように

なってからです。 
 20世紀には画期的な抗生物質であるペニシリンが発見されました。 

１．微生物遺伝資源の動向① -微生物と人類との関わり-   

51 

紀元前数千年 

古代文明での醸造 顕微鏡による 
微生物の発見 

パスツール（仏）による 
発酵の解明 

20世紀 

フレミング（英）による 
ペニシリンの発見 

日本酒造り 
技術の確立 

17世紀 16世紀 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Louis_Pasteur_by_Pierre_Lamy_Petit.jpg�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Penicillin-G.png�


 微生物は、一般に顕微鏡でなければ観察することのできない、大変小さな

生物の総称で、かび、酵母、細菌、藻類などがあり、土壌、深海、温泉、食

品、人体、空気中など地球上のあらゆるところに生息しています。 
 地球上には約１，２００万種に及ぶ生物が存在しているといわれています

が、うち約３００万種（２５％）は微生物です。 
出典：K-H Schleifer, Microbial Diversity: Facts, Problmes and Prospects, System. Appl. Microbiol. 27, 3-9 (2002) 

カビ 

酵母 

細菌 

藻類 

１．微生物遺伝資源の動向② -代表的な微生物の例-   

代表的な微生物の例 

食品製造、医薬品製造、汚水
浄化等に利用されるものが多
い。 

アルコール発酵を行うので古く
からビール、ワイン等の酒類の
醸造、製パンに利用されてき
た。 

古くから酒、味噌、醤油等の製造
に利用されてきた他、ペニシリンと
いう画期的な抗生物質を作るのも
アオカビというカビの一種である。 

酸素発生型光合成を行う。食
用や建材にも利用されるが、
近年はバイオ燃料等への応
用が期待されている。 
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伝染病菌 

日和見感染菌 食中毒菌 

植物病原菌 

食品に起因する急性胃腸炎、神経障害などの中毒
症を総称したもので、原因食摂取により集団的に
発生する事が多い。 

腸管出血性大腸菌、ノロウイルス、カンピロバク
ター、サルモネラ属菌などがある。 

健康な人では感染症を起こさないような微生物が原
因で発症する感染症。 

病院に入院している小児・高齢者、臓器移植などで
免疫抑制剤を使用している患者、抵抗力が減少した
患者などに起こる。 

薬剤耐性黄色ブドウ球菌や緑膿菌などがある。 

植物に寄生して生育し、感染して発病させる真菌や
細菌。 

 イネの病原菌であるいもち病菌、カビが原因のうど
んこ病、野菜類や果樹類に病気をおこす黒かび病な
どがある。 

いもち病 うどんこ病 

腸管出血性大腸菌 サルモネラ菌 薬剤耐性黄色ブドウ球菌 緑膿菌 

病気を起こした個体（ヒトや動物など）から病原体が
別の個体へと到達し、連鎖的に感染者数が拡大す
る感染症の一種である。 

かつては、ペストなどであり、現在ではコレラなどが
ある。 

コレラ菌 
ペスト菌 

１．微生物遺伝資源の動向③ -私たちの生活においてリスクとなる微生物-   
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１．微生物遺伝資源の動向④  -微生物由来製品の市場規模-   

微生物の利用範囲は医薬、化学、農業、食品等に広がっており、微生物由来
製品の市場規模は約６兆円となっている。 

項目 具体的な用途の例 金額 

医薬品 発酵生産物、バイオ医薬（インスリン等） ３，６５４億円 

化学 工業原料、化粧品、香料等 ６，５５６億円 

農業 キノコ、微生物資材 ４７３億円 

食品 酒類、調味料、発酵食品、アミノ酸、ビタミン等 ４兆７，８２６億円 

畜水産 飼料、飼料添加物 ４７８億円 

繊維 繊維加工酵素 ６億円 

環境 水・土壌処理等 ４８９億円 

合計 ５兆９，４８２億円 

出展：バイオ産業創造基礎調査報告書（平成22年度版）、日経BP２０１２版 
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１．微生物遺伝資源の動向⑤ -整備と国の政策との関係（１）- 

◆新たなライフサイエンス研究の構築と展開 
  （平成21年12月7日科学技術・学術審議会、研究計画評価分科会ライフサイエンス委員会）  

２．研究基盤 
（重要な知的基盤） 
２－１ バイオリソース（生物遺伝資源等の研究材料） 
バイオリソースは、「リサーチソースなくしてリサーチなし」と言われるように、ライフサイエンス研究の礎となるものである。国とし
てライフサイエンス研究を進めていく上で必要不可欠な基盤であり、生物多様性の確保を考慮しつつ、継続的かつ戦略的な整
備を進めていくことが重要である。 

◆今後のバイオリソース整備のあり方について（平成23年6月30日科学技術・学術審議会、 
  研究計画評価分科会ライフサイエンス委員会バイオリソース戦略作業部会） 

 
１ ライフサイエンス研究の動向とバイオリソース整備のあり方 
～略～ 今後のライフサイエンス研究の発展のためには多様なバイオリソースの整備とゲノム情報等の関連情報の付加が極め
て重要である。「もの」と「情報」を一体的に整備することが必須である。 

【主な取組み】 
 国が主導的にリソースの開発及び一元的な管理を実施し、品質を確保 
 研究プロジェクトとバイオリソース中核機関との早期からの連携を強化し、成果物の散逸を防止 
 諸外国のバイオリソース提供機関と連携し、海外への資源提供体制を整備 
 手続きの簡素化やワンストップサービス等利用者側に立った取組みによる利用促進 

【主な取組み】 
 国として戦略的に支援するバイオリソースの内容を選定 
 世界に貢献するライフサイエンス基盤の質的充実を図るため、品質管理の徹底や有用な付加価値（ゲノムデータ、研究

データ、論文発表データ等）を付すことを目標として設定 
 恒常的・安定的な事業継続のための人材育成 
 国内外のバイオリソース提供機関と連携（オール・ジャパンのネットワーク）することで、幅広い利用者のニーズに対応 
 アジアをリードする拠点として諸外国の提供機関と連携 
 災害等へ対応するためのバックアップ体制の整備 知的基盤整備・利用促進プログラム 55 



省庁名 
微生物 
【機関名】 

政策的意義 

文部科学省 

大腸菌、枯草菌 
【国立遺伝学研究所】 国として、最先端のライフサイエンス研究を実施し、

研究ポテンシャルの高さを維持する上で必要不可欠
な基盤。 細菌 

【（独）理化学研究所JCM】 

厚生労働省 

ヒト病原微生物 
【国立医薬品食品衛生研究所、
国立感染症研究所】 

医薬品・医療用具・食品などに汚染する微生物およ
び産生毒素による健康被害の防止 

農林水産省 
作物・家畜病原菌 
【（独）農業生物資源研究所】 

我が国の食料・農業上の開発および利用等に貢献 

経済産業省 

微生物全般 
【（独）製品評価技術基盤機構
NBRC】 

企業等による研究開発や産業応用を支える知的基
盤（産業有用微生物） 

環境省 
微細藻類 
【（独）国立環境研究所】 

環境研究の基盤整備 

財務省 
醸造用微生物 
【酒類総合研究所】 

酒類に関する成果の普及 

 各省の政策に沿って様々な微生物遺伝資源が整備されている。 
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１．微生物遺伝資源の動向⑤ -整備と国の政策との関係（２）- 



１．微生物遺伝資源の動向⑥ -国内規制の状況（１）- 

規制の名称 概要 対象となる 
微生物の例 

感染症の予防及び
感染症の患者に対
する医療に関する
法律（感染症予防
法） 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する措置を定め
ることを目的としている。 

感染症の病原体及び毒素は、所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、
帳簿管理を制限し、事故による疫病発生や生物兵器としての利用を
防止している。 

エボラウイルス、狂
犬病、天然痘ウイ
ルス、結核、ジフテ
リア等（約100の感
染症） 

植物防疫法 輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆
除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図
ることを目的としている。 

日本国内の植物に対して病原性のある微生物等の輸入を制限する。 

いもち病菌、うどん
こ病菌等（約80種の
植物病原菌） 

家畜伝染病予防法 家畜の伝染性疾病（伝染病）の発生の予防、及びまん延の防止を目
的としている。 

日本国内の家畜に対して病原性のある微生物等の輸入を制限する。 

炭疽菌、コレラ菌等
（約100の家畜伝染
病） 

外国為替及び外国
貿易法（外為法） 

対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、国際
収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展
に寄与することを目的とする。 

法律に規定される特定の種類の貨物（戦略物資株）に該当するもの
は国外への持ち出しが禁止されている（軍用の細菌製剤の原料とし
て用いられる生物、毒素等であるため）。 

炭疽菌、イネいもち
病菌、黄色ブドウ球
菌毒素等（生物兵
器に用いられる微
生物、毒素、遺伝子
等や植物病原菌） 

 ヒト、動物、植物等に対する病原性等を持つものについては、感染症予防法、植物防疫法、家畜
伝染病予防法、外為法等により微生物そのものや微生物が作り出す物質がそれぞれ規制対象
となっている。 

（厚生労働省） 

（農林水産省） 

（農林水産省） 

（経済産業省等） 
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規制の名称 概要 

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に関
する法律  

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより生物
多様性条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の的確かつ円滑
な実施を確保することを目的としている。 

 環境中への拡散防止措置を執って行う第二種使用等と、環境中への拡散防
止措置をとらずに行う第一種使用等がある。 

 未承認の遺伝子組換え生物等の輸入の有無を検査する仕組み、輸出の際
の相手国への情報提供、科学的知見の充実のための措置、国民の意見の
聴取、違反者への措置命令、罰則等所要の規定を整備。 

微生物によるバイオレメ
ディエーション利用指針 

 微生物を利用するバイオレメディエーションの中でも特に、バイオオーグメン
テーション（外部から微生物を汚染環境中に導入する方法）を実施する際の
安全性の確保に万全を期すための指針である。 

 指針は、事業者による任意の取り組みであるが、事業者の作成した浄化事業
計画（浄化事業の内容及び方法を盛り込んだもの）が、本指針に適合してい
るか、環境大臣・経済産業大臣による確認を行う枠組みが設けられている。 

 また指針には浄化事業の実施に当たり「生態系等への影響評価書」を作成し、
そこに載せる情報として利用微生物の基本的特性に加え、病原性、寄生性、
有害物質の産生性等の情報をまとめ、添付することとされている。 

 遺伝子組換え生物に関する規制や、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関する指針が整備されて
いる。 

（環境省、経済産業省） 

（環境省、文部科学省、経済産業省等） 
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１．微生物遺伝資源の動向⑥ -国内規制の状況（２）- 



リスク分類 概要 主な微生物 

BSL1 ヒトあるいは動物に病気を起こす可能性の低い微生物 BSL2,3,4に該当し
ない微生物 

BSL2 ヒトや動物に疾患を起す可能性はあるが実験室職員、地域社会、家
畜、環境にとって重大な災害となる可能性のない病原体。実験室での
曝露は、重篤な感染を起す可能性はあるが、有効な治療法や予防法
が利用でき、感染が拡散するリスクは限られる。  

サルモネラ菌、赤
痢菌、ボツリヌス
菌、コレラ菌 

BSL3 通常、ヒトや動物に重篤な疾患を起すが、通常の条件下では感染は
個体から他の個体への拡散は起こらない病原体。有効な治療法や予
防法が利用できる。  

黄熱ウイルス、強
毒性インフルエン
ザウイルス 

BSL4 通常、ヒトや動物に重篤な疾患を起し、感染した個体から他の個体に、
直接または間接的に容易に伝播され得る病原体。通常、有効な治療
法や予防法が利用できない。  

エボラウイルス、
狂犬病、天然痘
ウイルス 

 バイオセーフティレベル（BSL）とは、微生物・病原体等の危険性を４段階のリス
クグループに分類したもの。 

 例えば、厚労省所管の国立感染症研究所がリストを作成して公表しているもの
は、現時点で、BSL2に指定されているものは約300種、BSL3は69種、BSL4は12
種となっている。BSL2,3,4に該当しない場合は原則BSL1に分類される。 

※「バイオセーフティーレベル」は「リスクグループ」に対応している。例えばリスクグループ3の病原体は、バイオセーフティーレベル3以上の実験室で扱う。 

出典：実験室バイオセーフティ指針 第3版 
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１．微生物遺伝資源の動向⑥ -国内規制の状況（３）- 



 
１９９２年に国連が主催した「リオ地球サミット」にて、生物多様性を包括的に保全し、か
つ持続可能な形で利用していくための「生物多様性条約」が合意され、１９９３年に発効。 
 

日本を含む１９３ヶ国が批准（米国は未加盟） 
 

条約の目的の実現を着実に推進していくため、締約国会議（ＣＯＰ）を２年に１度開催。 
 

条約の目的は以下の３つ。 
①生物多様性の保全                                              
②生物遺伝資源の持続可能な利用 
③遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分（ABS: Access and Benefit 

Sharing） 
 
また、条約の下「カルタヘナ議定書」が遺伝子組換え生物を安全に取り扱うための手続
きを規定。「名古屋議定書」が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ついて規定。 

生物多様性条約の概要 

２．国際動向①  -生物多様性条約の概要- 
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◆目的 
 特に国境を越える移動に焦点を当て、生物多様性の保全及び持続可能な利用に悪影
響を及ぼす可能性のある遺伝子組換え生物（LMO：Living Modified Organisms ）の安全な
移送、取扱い及び利用の分野において、十分な水準の保護を確保すること。 
 
◆適用範囲 
 生物多様性の保全と持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のある全てのLMOの国
境を越える移動、通過、取扱い及び利用について適用。ただし、医薬品は対象外。 
 
◆国境を超える移動の管理 
LMOの輸出入に係る手続や添付すべき書類等を規定。 
①環境への意図的な導入を目的とするLMO 
②食料又は飼料として直接利用することを目的とするLMO 
③拡散防止措置の下での利用を目的とするLMO 
締約国は、LMOの意図的でない国境を越える移動につながる事態が自国の管轄下にお
いて生じたことを知った場合に、関係国等へ通報するための適切な措置をとる。 
 
◆リスク評価 
リスク評価は、科学的に適正な方法で実施。 

カルタヘナ議定書の概要 

２．国際動向②  -カルタヘナ議定書の概要- 
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資源利用者 資源提供国 

①遺伝資源の利用にあたり 
事前同意を取得 

②契約締結 

③利用・国外持ち出し 

④利益配分 

名古屋議定書では、生物多様性条約で定められている諸手続に加え、利用国で
のモニターなどについて規定。 

利用国 
政府 

 利益が公正かつ衡平に配分されることを確保する①
の「事前同意」及び②の「契約締結」が適切になされる
よう必要な措置 

 遺伝資源の利用をモニターするチェックポイントを設置 

 「利用」の意味を明確化（遺伝資源や、生化学
的な合成に関する研究開発） 

生物多様性条約で規定されている枠組み 

名古屋議定書で新たに規定された枠組み 

２．国際動向③  -名古屋議定書の概要- 
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２．国際動向④ -NITEの二国間・多国間協力の取組み-   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【二国間の取組み】 

インドネシア 
 

2002年 MOU及びPA締結 

生物多様性条約を踏まえ、NITEが以下を実施。 

微生物遺伝資源の共同探索事業を展開 

微生物遺伝資源の有効活用のための共同研究を実施  

 （日本への微生物遺伝資源の移転、交換等を含む） 

  ※政府機関レベルでの微生物遺伝資源の移転は、世界初 

微生物遺伝資源国への技術移転、人材育成等を実施 

◆NITEが中核となりアジア12か国と共に微

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」を設立

（2004年10月設立） 
 
＜具体的な取組み＞ 
アジア生物遺伝資源機関ネットワークの構築 
人材育成資源移転管理   等 

【多国間の取組み】 

ベトナム 
 

2004年 MOU及びPA締結 

ブルネイ 
 

2008年 MOU及びPA締結 

タイ 
2005年 MOU及びPA締結  
 

中国 
2005年 MOU締結 

モンゴル 
 

2006年 MOU及びPA締結 

※MOU：二国間の覚書、PA:：共同研究契約 

インドネシア 

マレーシア 
フィリピン 

中国 
韓国 

モンゴル 

ベトナム 

ラオス 
ミャンマー カンボジア 

タイ 

日本 

ＢＲＣ間の協力 

共同研究プロジェクト 

協力関係を構築した国々の評価、ユーザーである日本企業の評価は高い。 
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 NITEは、生物多様性条約の発効によってアクセスが困難となった海外の微生物資源

について、日本政府を代表して相手国と協定を締結し、産業界等が海外の微生物資
源を利用できる枠組みを構築。 

 産業界の海外アクセスに関するコスト低減に貢献。 

２．国際動向⑤  -NITEの二国間協力の実績-    

国名 菌類 酵母 放線菌 細菌 合計 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 2,771 450 3,700 250 7,171 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 4,924 127 4,029 291 8,875 

ﾐｬﾝﾏｰ 2,209 0 1,133 0 3,342 

ﾓﾝｺﾞﾙ 1,660 194 1,648 2,078 5,572 

合計 11,564 771 10,510 2,619 24,960 

NITEが海外から入手した微生物の整備実績 

国名 16年度 17年
度 

18年
度 

19年
度 

20年
度 

21年
度 

22年
度 

23年
度 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1,940 2,856 1,889 1,889 2,050 1,821 1,356 2,876 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 0 547 2,330 2,629 4,335 4,321 4,341 3,978 

ﾐｬﾝﾏｰ 0 2,167 1678 1,667 1,814 903 903 903 

ﾓﾝｺﾞﾙ 0 0 0 541 1,945 1,895 1,492 1,341 

合計 1,940 5,570 5897 6,726 10,144 8,940 8,092 9,098 

NITEが海外から入手した微生物の提供実績 
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遺伝資源国 日本 

政府機関 

NITE 

   技術移転・人材育成 
    ・収集（共同探索） 
    ・分離、同定 
    ・保存    等 
   遺伝資源の移転       

プロジェクト合意書(PA)  

包括的覚書 (MOU)  

産業界等 
（応用研究） 

研究機関 
（研究用） 

微生物資
源の提供 
(MTA-2) 

微生物資
源の提供 
(MTA-1) 

共同研究先 

NITEの二国間協力スキーム 



（無償）生物多様性保全セン
ター整備計画 

2004 2006 

（技協）生物学研究セン
ター機能向上計画 

2007 2009 

（科学技術）国際標準の微
生物資源ｾﾝﾀｰ構築計画 

2011 2016 

 インドネシアではJICA（ODA）を中心とした支援が継続的に行われている。 
 生物遺伝資源を体系的に整備するための施設整備、人材育成等が足かけ15年以

上に渡って行われており、インドネシアの生物遺伝資源整備に貢献している。 

※1995～2003年にも
人材育成を中心とした
プロジェクトが実施され
ている。 

●植物及び微生物等の生物遺伝資
源を整備、保存するための施設の建
設、必要な機材の整備 
日本側投入予算は21.5億円 

●先に整備した植物及び微生物
等の生物遺伝資源を適切に保
存し、研究に活用するための支
援を実施 

●インドネシアの微生物遺伝資源
を活用して、健康・環境に有用な
微生物を探索し、農業・食品産業
のための研究を実施 
●整備した資源のデータベース化
と提供体制の構築 
●上記に関する人材の育成 

施設
整備 

設備
運用 

研究能
力向上 

これまでの成果 
1. 研究環境の充実 
2. 研究の質の向上（論文数増加） 
3. 共同研究数の増加（化粧品会社（日）、

国際研究グループ（米）、養鶏業者（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ）） 

4. 保存される生物遺伝資源の大幅増加 

２．国際動向⑥ -日本のインドネシアへの協力-   

ODAによって建設された施設 
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２．国際動向⑦ -米国における戦略-   

欧米において生物遺伝資源の整備は、イノベーション創出のための研究基盤
という位置付けとなっている。 

基礎研究分野でのリーダーシップ回復、クリーンエネルギー革命やヘルスITへ
の重点投資等が柱。 

Strategy for  American Innovation 

2009年 2011年 

2009年からスタート 

National Center for Research 
Resources (NCRR) 
概要：バイオ医療技術、研究基盤
（遺伝子、動物、魚、生体材料）等の
整備を通じて臨床研究やトランス
レーショナルリサーチを促進させる。 
期間：2009年～2011年 

解散・移行 

基礎研究分野でのリーダーシップ回復 
クリーンエネルギー革命やヘルスITへの重点投資 等 

National Center for Advancing 
Translational Sciences (NCATS) 
概要：科学的な発見を新薬・診断
薬、新しい装置などに繋げるため
のトランスレーショナルリサーチの
実施。NIHが中心となって進める。 
予算：5.75億ドル（１年目） 
期間：2011年～ 
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欧米において生物遺伝資源の整備は、イノベーション創出のための研究基盤
という位置付けとなっている。 

 10年～20年後の実現に向けて、あらゆる科学の領域に投資を実施。 

The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 

2012年 2008年 

2002年からスタート 

10年～20年後の実現に向けて、あらゆる科学の領域に投資 

European Consortium of Microbial 
Resources Centres (EMbaRC) 
概要：参加機関（7カ国10機関）の共同研究、

ネットワーク化を推進し、ワンストップサービ
スによるユーザーの利便性向上を目指す。 
期間：2008年～ 

European Research Infrastructures for  
Biological Information (ELIXIR) 
概要：医薬品、農業関連の産業や学術界で
のバイオ情報の利用促進のためのツール開
発、人材育成等 
予算：0.74億ユーロ（うち0.27億ユーロが措
置済み） 
期間：2008年～（2011年から本格実施） 

Microbial Resource Research 
Infrastructure (MIRRI) 
概要：バイオテクノロジー分野のイノベー
ションをより効率的・効果的に行うため、微
生物資源機関を活用したプロジェクトを実
施。2014年から本格実施予定。 
予算：2.32億ユーロ（予定） 
期間：2012年～2017年 

European Biological Resource 
Centres Network (EBRCN) 
概要：参加機関（11カ国15機関）
のネットワーク化を推進 
期間：2001年～2004年 

2017年 
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２．国際動向⑧ -欧州における戦略-   



分散管理への対応として、欧州とアジアにおいて微生物遺伝資源機関のネッ
トワーク構築が積極的に行われている。 

 NITEのNBRCは、アジア（ACM）において主導的な役割を担うとともに、世界的な
ネットワーク（WFCC）にもアジアの取組みや意見を発信している。 

欧州 アジア 世界 

ネット
ワーク
名 

European 
Consortium of 
Microbial 
Resources Centres 
(EMbaRC) 

The European 
Culture Collections’ 
Organization (ECCO) 

Asian Consortium for 
the Conservation and 
Sustainable Use of 
Microbial Resources 
(ACM)  

World Federation 
for Culture 
Collections (WFCC) 

設立 2008年（前身は1996
年） 

1981年 2004年 1966年 

加盟 
機関数 

７カ国 １０機関 ２２カ国 ６１機関 １２カ国 １２機関 ６８カ国 ６００機関 

活動内
容 

•ワンストップサー
ビスによるユー
ザー利便性向上 
•共同研究 
•機関ネットワーク 

•共同研究、機関
ネットワークの促進 
•情報共有 

•機関ネットワーク 
•人材育成 
•微生物移動管理 

•国際学会、ワーク
ショップの開催 
•統合データベース
の運用 

２．国際動向⑨ -主要な国際整備機関ネットワーク- 
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提供 

 微生物遺伝資源の整備項目は、以下の２つが対象となる。 
① 体系的に整理された微生物そのもの、その遺伝子等（微生物遺伝資源） 
② ①に関するゲノム情報、遺伝子情報等（基盤情報）を体系的に整備したデータ

ベース 

微生物（微生物そのもの、遺伝子、代謝産物を含む） 

自然環境からの探索・分離技術 

ゲノム配列 
情報 

遺伝子・代謝
産物情報 

分類情報 表現性状（※） 

情報 
論文・特許・
法規制情報 

② データベース 

整理、体系化 

計測技術、データ解析・評価技術 

３．微生物遺伝資源の整備① -整備対象範囲-   

（※）微生物の特徴的な色や形、動き、生育条件など 

① 微生物遺伝資源 
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①収 集 

国内外の様々な環境
から採取した土壌や水
等から微生物を分離 

温泉などの極限環境 

海外の高温多湿な森林環境 

国内外の研究者が分
離した有用微生物の
寄託 

分離された純粋な微生物 

②同定 

分離した微生物を 
顕微鏡やＤＮＡシーケ
ンサなどの分析機器
により分類・同定 

電子顕微鏡による観察 

③保存 

同定した微生物を長
期保存に適した超低
温フリーザ等で保存し、
同定情報とともにデー
タベース化 

⑤提供 

利用者の要望に応じ
て保存している微生物
を提供 

④情報付加 

同定した微生物の遺
伝子や機能などを解
析し、データベース化 

DNAｼｰｹﾝｻによる塩基配列解析 

超低温 
フリーザ 

真空乾燥 
アンプル 

微生物 
カタログ 

微生物 

 
微生物の応用利用基
盤として、微生物が有
する遺伝子情報や機
能情報を提供 

データベース 

微生物情報データベース 

微生物保存データベース 

有用遺伝子領域の推定 

微生物が生産する物質の同定 

微生物の分類学的な同定 

３．微生物遺伝資源の整備② -整備プロセス-   
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 NITEは平成14年度から微生物遺伝資源の整備に取り組んでいる。 
 整備対象は、NBRC（※）株 及び スクリーニング株（詳細は３．④及び３．⑤参

照）。 
 欧米並みの微生物遺伝資源が整備されており、保存数は世界トップクラス。 

知的基盤整備特別委員会（H22.6）
報告書に記載された整備数
（64,889株） 

（※）NITEバイオテクノロジーセンター
（NITE Biological Resource Center）
の略称 
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３．微生物遺伝資源の整備③    



NITEの保有するNBRC株の提供実績 

 NITEは、整備したNBRC株を企業・大学等に幅広く公開、提供している。 
    一方、研究機関は、自らの研究材料として微生物を保管し、利用している。 
 NBRC株は、種レベルまでの同定がされているか、もしくは性状等の情報が付

与されている。 

NBRC株の内訳（全体30,464株） 
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３．微生物遺伝資源の整備④ -NBRC株-   



NITEの保有する 
スクリーニング株の提供実績 

 NITEは、国内外の多様な環境から収集されたスクリーニング株を、一度に大

量の微生物を使うユーザー向けに提供している（主なユーザーは、製薬企業、
食品企業及び化学系企業） 。 ※スクリーニング株の提供は、NITEのみ実施。 

海外での微生物収集 

国内での微生物収集 
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３．微生物遺伝資源の整備⑤ -スクリーニング株-   



 NITEは、特許法や国際条約（※）に基づき指定された特許微生物寄託機関として、
特許出願者の知的財産権保護に貢献している（平成16年度から）。 

特許の設定登録
特許広報で公開

生存試験

NITE特許微生物寄託センター

書類審査

JPO
日本国特許庁

JPO
日本国特許庁

出願人出願人

特許出願

・明細書
・受託証

・寄託申請書
・微生物

微生物

情報の入手

分譲
請求書

受託証

※試験・研究に利用

寄託の流れ

分譲の流れ

①

②

③

①

②

③

分譲請求者

微生物の寄託制度の概念図 

（※）特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約 

（特許微生物寄託制度の概要） 
 
微生物に係る発明においては、出願書類（明細書）の記載のみでは
発明の完成と技術の公開が十分に保証されない場合があります。発
明の開示を完全なものにするために、特許出願前に寄託機関にそ
の発明に係る微生物を寄託し、第三者がその発明を確認できるよう
にする制度。 

（件） 

（年度） 

寄託件数の推移 
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３．微生物遺伝資源の整備⑥ -特許微生物寄託-   



 NITEは、「環境」、「エネルギー」、「食品」、「健康」の４分野で計４６株の微生
物のゲノム解析を実施。 

  微生物のゲノム解析によって、微生物の有用機能を産業に活用するために
必要な基盤を整備。 

分野 代表的な解析 
対象微生物 

成果の事例 

環境 鉄腐食菌 石油関連施設で問題となっている微
生物による金属腐食の機構を解明 

エネルギー エタノール生産菌 耐熱性の微生物を利用したバイオエタ
ノール生産技術開発に貢献 

食品 麹菌 国菌ともいえる麹菌のゲノム解析によ
り企業による多数の特許が成立 

健康 黄色ブドウ球菌 黄色ブドウ球菌のゲノム解析を契機に
薬剤耐性機構や病原因子に関する研
究が活性化 
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３．微生物遺伝資源の整備⑦ -NITEにおけるゲノム解析-   



0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

（千円） 

※独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）における微生物遺伝資源整備の予算推移を掲載 

 微生物遺伝資源整備関連予算は、ピークである平成１５年度の約２０億円
と比較して、平成２３年度は約９億円と激減。 
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３．微生物遺伝資源の整備⑧ -微生物遺伝資源整備関連予算の推移-   



出典：日本微生物資源学会年次報告 

運営が困難となり、活動停止等になった微生物遺伝資源機関 

機関名 保有数 活動停止後の状況 

財団法人発酵研究所（ＩＦＯ） １６，３７３ NITE-NBRCへ移管 

東北大学大学院生命科学研究科（ＧＥ） １，０７３ 石巻専修大学へ移管 

東京大学分子細胞生物学研究所（ＩＡＭ） ３，８７３ 理化学研究所へ移管 

（株）海洋バイオテクノロジー研究所（ＭＢＩＣ） １，９９０ 北里大学へ移管 

京都大学ウイルス研究所（ＩＶＲ） ９，０６９ ー 

 運営が困難となり、活動停止になった整備機関の受け入れ先が見つからない場合に
は、微生物遺伝資源が分散あるいは散逸してしまう可能性がある。 
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３．微生物遺伝資源の整備⑨ -整備機関におけるリソース確保の困難性-   



出典：http://pathogenomics.bham.ac.uk/hts/stats（平成24年1月末時点） 

米国 
785台 

中国 
200台 

英国
136台 

ドイツ
111台 

豪州 
71台 

日本 
34台 

機関名 台数 

BGI（中国） 166台 

Broad Institute（米国） 101台 

ワシントン大学（米国） 62台 

サンガーセンター（英国） 38台 

JGI（米国） 21台 

機関別保有台数 

※次世代ゲノム解析装置 
Illumina GA2、Illumina HiSeq、Illumina MiSeq、Ion Torrent、PacBio、Polonator、Roche/454、SOLiD 

 欧米中に大規模なゲノム解析機関が集中的に整備されている一方、日本では
解析装置の数そのものが少なく、集約化もされていない。 
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３．微生物遺伝資源の整備⑩ -ゲノム解析に関する動向（１）-   

http://pathogenomics.bham.ac.uk/hts/stats�


 塩基配列解析技術はこの１０年で飛躍的に向上。 
 米国が他を圧倒しており、近年中国が台頭している。一方、日本は完全に遅

れている。 
 今後とも精力的に解析される見込みで、２０２０年には１１,０００株以上の微生

物ゲノム解析が完了する見込み。 

0  

500  

1,000  

1,500  

2,000  

2,500  

3,000  

２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ 

その他 

アジア 

欧州 

豪州 

ブラジル 

カナダ 

中国 

日本 

英国 

米国 

微生物ゲノム解析の国別実績 

出典：Genome Online Database (GOLD) ※2012年3月時点で3,173 

ABI3730xl 

Roche ４５４ ｲﾙﾐﾅ HiSeq  

1日の解読量
約10万倍 

ヒトゲノムが 
わずか8分で
解析可能 

10年前 

現在 
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３．微生物遺伝資源の整備⑩ -ゲノム解析に関する動向（２）-   



機関名 保存数 
（微生物） 

予算 
（百万円） 

人員 
（人） 

財源 特許寄託 

NBRC：日 79,611 917 71 政府 ○ 

NRRL：米 78,000 － 20 連邦政府、国家プロジェクト予算 ○ 

ATCC：米 66,870 11,700 225 国家プロジェクト、手数料収入 ○ 

CBS：蘭 61,000 － 70 政府 ○ 

CABI：英 30,000 2,400 95 各国拠出金、国家プロジェクト 

DSMZ：独 20,650 800 88 連邦政府、州政府、手数料 ○ 

CGMCC：中 13,700 63 25 政府 ○ 

KCTC：韓 12,000 120 50 政府 ○ 

出典：世界微生物遺伝資源機関連合HP等 

NRRL: Agricultural Research Service Culture Collection 
NBRC: NITE Biological Resource Center 
ATCC: American Type Culture Collection 
CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast Collection 
CABI: CABI Genetic Resource Collection 
DSMZ: Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH 
CGMCC: China General Microbiological Culture Collection Center 
KCTC: Korean Collection for Type Cultures 

※１：NBRCの保存数はNBRC株とスクリーニング株の合計（平成23年度末実績） 
※２：NBRCの予算額はNITEバイオテクノロジーセンター全体の予算額を記載 

世界６８カ国に６００の微生物遺伝資源機関が存在。 
 NITEのNBRCは、国際的にトップクラスの数の微生物遺伝資源を整備。 

（※１） （※２） 
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３．微生物遺伝資源の整備⑪ -世界の主要な整備機関-   



出典：日本微生物資源学会（JSCC）平成23年度年次報告等 
分譲件数と分譲株数は国内外への件数と株数を指し、分譲株数には組み換え体など微生物以外の分譲を含む。 
NBRCはNBRC株とスクリーニング株による保有数、分譲件数、分譲数をそれぞれ合計して記載。 

機関名 保有 
株数 

分譲 
件数 

分譲 
株数 

１ （独）製品評価技術基盤機構（NBRC） 79,611 2,969 27,992 

２ 群馬大学医学部薬剤耐性菌実験施設 62,120 0 0 

３ （独）国立遺伝学研究所系統生物研究ｾﾝﾀｰ 
原核生物遺伝研究室 

55,930 621 263,976 

４ 大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻 28,834 50 234 

５ （独）農業生物資源研究所ｼﾞｰﾝﾊﾞﾝｸ 28,333 276 1,898 

６ （独）理化学研究所ﾊﾞｲｵﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ 
微生物材料開発室 

20,708 882 3,272 

７ 千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ 20,140 136 1,964 

８ 岐阜大学大学院医学研究科病原体制御分野 13,560 140 882 

９ 大阪大学微生物病研究所 11,496 50 234 

10 帝京大学医真菌研究ｾﾝﾀｰ 9,782 9 122 

 NITEのNBRCは、整備した微生物遺伝資源がもっとも多く利用されている。 
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３．微生物遺伝資源の整備⑪ -日本の主要な整備機関-   



４．問題点の整理① ‐ヒアリング結果の整理‐ 

微生物遺伝資源分野の有識者、ユーザー、整備側（計２９者、延べ４４名）へのヒアリング
調査を行い、以下とおり問題点を整理した。 

項目 微生物リスクへの対応 微生物遺伝資源の 
情報付加への対応 

生物多様性条約 
対応 

問題点 １．国際的にも微生物の病
原性や毒素に関する遺
伝子の情報が未整備 

→ 必要な情報が分散 

→ 微生物のリスク評価
手法が未確立 

→ 病原菌との区別がつ
かない 

→   遺伝子組換え生物
等の利用が進まない 

２．微生物遺伝資源に関す
る各国の法規制情報が
一元的に情報提供され
ていない 

→ 海外への事業展開

の際に必要な情報が
迅速に入手できない 

１．整備された情報が新た
なユーザーニーズに対
応できていない 

→ 微生物を選ぶための検
索機能が不十分 

→ ゲノム情報と遺伝子の
機能のリンクがない 

２．ゲノム情報は爆発的に
増加している一方、それ
らの信頼性を確認するこ
とが困難な状況 

→ 必要なデータがどこに
あるのかわからない 

→ ゲノム情報を再確認す
る手間がかかる 

１．条約の発効により海外
の微生物遺伝資源の利
用が困難 

→ 今後のABS（※）に関す

る各国の取組みが不
透明 

２．我が国として、アジアの
微生物遺伝資源への
対応が不十分 

→ アジアには微生物遺

伝資源機関が整備さ
れておらず日本から資
源へアクセスできない
国が残っている。 

 （※）ABS:遺伝資源の利用から生ずる利益の
公正で衡平な配分 
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微生物リスク評価情報 《今後整備すべき情報》 

安全情報については、特に企
業は法規制から安全性評価
全般について使いやすく整
理・検索できる情報提供を望
んでいる。 

病原性情報、病原遺伝子や
毒素遺伝子及び論文情報を
整理し提供することを求める
声が非常に多い。 

生物多様性条約 《現状の問題点、要望》 

＜公開情報で不足している情報＞ 

法規制等の調査に関して、NITE、JBAを通じた情報の提供は重要は調査手段であると考えている。 

各国国内法の対応確認が煩雑であり、また流動的であることから、現時点での海外微生物の探索に

は困難さを感じている。 

企業単独で多くの国において海外資源を確保することはコスト面から難しいと考えられる。 

将来、商業利用する場合に大きな負担となる可能性があるようであれば、利用を躊躇せざるをえな

い。 

＜事業内容＞  （一財）バイオインダストリー協会を通じてアンケート調査を実施し、約３００社中３５社
（11.7%）から回答を得た。 

４．問題点の整理② ‐アンケート結果の整理（１）‐ 
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４．問題点の整理③ ‐アンケート結果の整理（２）‐ 

微生物遺伝資源の情報付加 《今後整備すべきゲノム情報》 

微生物遺伝資源の充実 《今後整備すべき微生物遺伝資源》 

産業酵素や二次代謝遺伝子
クラスター等の即時的に産業
利用可能な情報に対する
ニーズが高い。また、合成生
物学に関する情報等、遺伝
子組換え技術の活用につな
がる情報が期待されている。 

分類学的基準株や試験菌
株に対するニーズが引き
続き高く、多種多様な微生
物遺伝資源の充実に対す
るニーズもある。 

 （一財）バイオインダストリー協会を通じてアンケート調査を実施し、約３００社中３５社
（11.7%）から回答を得た。 

40.0% 

40.0% 

34.3% 

34.3% 

34.3% 

14.3% 

二次代謝遺伝子&ｸﾗｽﾀｰ 

合成生物学研究 

産業用酵素 

物質変換に係る酵素 

物質生産に係る遺伝子群 

その他 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 

71.4% 

45.7% 

45.7% 

34.3% 

8.6% 

産業有用な機能を有する株 

分類学的基準株 

JISなど試験参照株 

CBDを踏まえた国内株 

その他 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 



 遺伝子組換え生物等の利用に関して不安を抱いている事業者が依然として多い。 
 これは遺伝子組換え生物等を利用した場合のリスク（病原性、毒性、周辺環境への

影響）を評価するための科学的知見が体系化されていないことが原因ではないか。 
 今回のヒアリング調査では、ユーザー側から、微生物の病原性やリスク評価に関す

る情報整備を求める要望があった。 

事業者（企業、大学、公的機関） 

【国内法規制】【海外法規制】【病原性情報】
【毒性情報】【分類情報】【文献情報】 

微生物の学名等から有害性情報、法規
制情報、文献情報等を検索 

ゲノム情報等に基づく評価手法が利用可
能 

微生物リスク評価情報ＤＢ 

研究開発、製造、環境管理、規制対応に利用 

安全性の評価に利用 ～参考事例～ 
●化審法、化管法に基づく化学物質総合情報提供システム（CHRIP） 
  化学物質の番号や名称から、有害性情報、法規制情報、国際機関によるリスク評価情報等を検索 

国民の安全・
安心に貢献 

一
般
消
費
者 

行
政
／
経
産
省
等 

４－１．微生物リスクへの対応① ‐科学的知見の体系的整備‐ 
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項目 整備済 ◎ 整備中 △ 未整備 × 

分類に利用できる指
標遺伝子 

これまで利用されていた指
標遺伝子（16Sr DNA） 

16Sr DNA以外の指標遺
伝子 

病原性関連・毒素産
生遺伝子情報等 

－ バイオレメディエーションに利用
される微生物 
 

バイオレメディエーションに利
用される微生物以外について
はほぼ未整備 
 
病原性・毒素産生遺伝子を横
断的に検索可能なポータル
サイト 

リスク評価手法 食品（農水省・厚労省） 
遺伝子組換え生物等の鉱工業利
用（閉鎖系）（経産省） 
バイオレメディエーション利用（環
境省、経産省） 
 

－ 遺伝子組換え生物等の鉱工
業利用（開放系）（経産省）（申
請実績なし） 

諸外国の法規制情
報（微生物遺伝資源
関連） 

諸外国の関係機関のWeb等に収

載されているが現地の言語での
整備が原則 

－ 諸外国の法規制情報を横断
的に検索できるポータルサイ
ト 

国内法等の情報（微
生物遺伝資源関連） 

各担当省庁で個別に整備 
・カルタヘナ法：環境省 
・外為法：経済省 
・植物防疫法等：農林水産省 
・感染症予防法：厚生労働省 
・バイオセーフティレベル: 感染症
研究所、細菌学会、NITE等 

－ 国内法等を横断的に検索で
きるポータルサイト 

科
学
的
知
見 

規
制
情
報 

４－１．微生物リスクへの対応② ‐今後の課題等‐ 
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 日本には世界トップクラスの微生物遺伝資源が整備され、保存数も倍増しているが、一
方で日本国内への微生物遺伝資源の提供件数がこの１０年間頭打ちとなっている。 

 主たるユーザーである製薬企業が研究開発に利用しなくなったこと、新たなユーザー
ニーズに対応した機能情報が整備されていないことなどが原因ではないか。 

 今回のヒアリング調査では、ユーザー側から、微生物そのものだけではなく、ゲノム情報
や遺伝子情報等の情報付加を求める要望があった。 

４－２．微生物遺伝資源の情報付加への対応① -提供件数が伸び悩む現状-  

クエン酸製造に使われている「Aspergillus niger」を入手したい！ 

検索 

２４０株以上の微生物株が
利用可能 

クエン酸製造に使える微生
物株を選択するため、詳細
情報を閲覧。 
 
 
分類学的な情報だけで機能
が分からず、どれを選べば
よいのか不明 

整備された微生物から必要なものが見つけられない事例 
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日本微生物資源学会所属機関による 
日本国内への微生物遺伝資源提供件数 



４－２．微生物遺伝資源への情報付加への対応②  -ゲノム情報の活用- 

 ゲノム情報の蓄積により、微生物を使った産業利用研究開発に変化が生じている。 

>APE_0011.1 fructose-bisphosphate aldolase class I 
TTGATTTCCTCACAGGACGTTGGTAAGCGAGTAAGACTTTCGAGAATACTTCCAGATGGT 
AGGTCTGTTATATTCGCCTTTGATCATGGGATCGAGCATGGGCCTGGAGAGATTCCGGAG 
GAGAGGCTGGATCCTAGGTTGTTGATTAGAGAGGTTGTTGAAGCGGGTGTTGACGCTATA 
ATGACTACACCAGGTATAGCCCGTTTAACATGGGATATTTGGGCTAACCGAGTAGCAATG 
ATTATAAAGGTAAGCGGGAAAACCAGCATAAGACCTCAGGACGATCAGTTCCTCCAGAGC 
GCTATATCGAGTGTAGATGAAGTTGTTGCACTTGGTGGTGATGGGGTTGCGGCGACAGTT 
TACTGGGGAAGCCAGTTCGAGGATAAGATGTTAGAGAGATGGACCCGGATCCGTTTGAGA 
GCGGAGAAGCTTGGTCTACCAGCTCTTCAGCTTGCATATCCCCGAGGCCCCCATATAAAG 
AACAGGTACGCAGTTGATATAGTTGCTTATGGAGCAAGGGCTGCTATGGAGACTGGAGCG 
GACCTTATAAAGACGTACTACACTGGCTCAACGGAATCGTTCAGGAGGGTGGTTAGCGCG 
GCTGGCGGGGTGCCGGTTCTGATGAGTGGTGGGGCACGCACACCATCCCCGCAGGAGTTC 
TTGCATAAGGTTTATTCCGTGATGGAGGCTGGAGGTGGAGGTGTGGTTGTTGGAAGAAAT 
ATCTTCCAAGCTGGTGATATCCGAGCCATGGTTAAGGCAATTAGGGCAATAGTACATGAA 
GGCTTTGATCCGGAGAAGGCCTCTAAGCTTTTAGGTTAG  

宿主開発 機能遺伝子の解明 

代謝機能や生産生が向上
した変異株を選択 

目的物質を生産する微生
物株を大量の菌株からスク
リーニング 

変異株を用いた遺伝子の
決定 

・宿主開発、機能遺伝子の解明ともに偶然の
発見に基づく 
・変異株が得られなければ遺伝子の決定は
難しい（材料不足） 
・研究開発に長い年月が必要 

遺伝子ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 超高性能宿主開発 
ゲノム情報（生物の設計図）を
利用し、生産に適した宿主のデ
ザインが可能に（ミニマムゲノ
ム・合成生物工学） 

ゲノム情報をもとにさまざま
な機能を有する遺伝子ライ
ブラリーの構築が可能に 

 
自由なデザインによる効率的な生産・高機能物質の
生産に貢献する知的基盤を整備することが可能。 
例：生産量大幅拡大、高付加価値物質生産等 
 

課 

題 

従来の研究開発の例 ゲノム情報を利用した研究開発の例 
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４－３．生物多様性条約への対応 -日本企業の対応-   

 生物多様性条約（CBD）の発効（１９９３年）により、我が国企業が海外の微生物遺伝
資源を利用することが著しく困難になっている。 

 今回のヒアリング調査でも、ユーザー側から、①相手国の制度や遺伝資源取得手
続きに関する情報収集・整備の必要性、②一企業が相手国政府と交渉することに対
する国からの支援について、引き続き要望があった。 

・相手国制度がないために、
遺伝資源をどう取得・利用し
たらよいかわからない。 

・各国の生物遺伝資源を保護
する傾向が強まり、一企業
では政府と交渉することは
非常に困難になった。 

海外の生物資源は魅力
的だが、どうやってＣＢＤ
を守りつつ手に入れたら
いいのだろう？？ 

CBD発効後の問題点 残された課題 

ABSに関する名古屋

議定書に対応して、
各国が法制化も含め
て個別に定める国内
の担保措置が依然と
して不透明 
 
相手国の国内法を
日本側がどのように
受け入れるかは検討
中 

NITEによる企業支援 

アジア各国とCBDに基づいた協定

を締結し、日本への微生物遺伝資
源の移転と企業への提供を実現。 

インドネシア 
 

2002年 MOU及びPA締結 

ベトナム 
 

2004年 MOU及びPA締結 

ブルネイ 
 

2008年 MOU及びPA締結 

モンゴル 
 

2006年 MOU及びPA締結 

共同研究プロジェクト実施先 

企業の悩み 

当面の
対応策
として 
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 ある場所で微生物遺伝資源が滅失してしまっても、整備機関が微生物遺伝資源を恒
久的に保存しておくことで、微生物遺伝資源を再び利用することができる。 

 今回のヒアリング調査でも、ユーザー側から、国として微生物遺伝資源を恒久的に保
存し、利用可能にする仕組みを構築すべきという要望があった。 

幻の黒麹菌の復活 

幻の泡盛製造に成功 

1. １９４５年、３ヶ月にも及ぶ沖縄戦により、酒
造所が集中する首里は壊滅状態になり、古
酒造りに必要な微生物はすべて幻と消え
た。 
 

2. 長い時を経て、１９９８年、東京大学分子細
胞生物学研究所の微生物遺伝資源機関
に、黒麹菌が保存されていることが判明。 
 

3. 瑞泉酒造が戦前の味の復活を決断、１９９９
年６月１日、ついに「幻の酒」が復活。 

出典：東京大学コミュニケーションセンターHP 

４－４．世界トップクラスの維持・向上 -分散・散逸を回避した事例-   
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５－１．微生物リスクへの対応①  -微生物リスク評価体系の例- 

 微生物リスク評価とは、微生物そのものの安全性（病原性等）を評価することである。 
 平成２４年３月に実施された「微生物によるバイオレメディエーション指針の解説」の改定では、利用

する微生物の病原性の有無に関する調査方法についてフローチャートを作成している。 
 今後、微生物のリスク評価手法を検討するにあたっては、このフローチャートが一つの参考となる。 

ヒトに対する病原性の調査方法（バイオレメディエーション指針の解説の例） 

BSL2 
以上と 
されて 
いる 

株が 
特定されて 
いない 

病原 
因子 
が存在 
する 

日和見 
感染菌 
である 

利
用
す
べ
き
で
な
い 

リ
ス
ク
低
減
し
て
利
用
で
き
る 

Yes Yes Yes Yes 

No No No No 

利
用
す
べ
き
で
な
い 
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従来の同定手法 
（16S rDNAのみ) 

新たな同定手法 
（16S rDNA＋α) 

バイレメ株 
安全菌 

有害菌 

バイレメ株 

安全菌 
安全菌 

安全菌 

有害菌 

安全菌 
安全菌 

安全菌も有害菌と判断される 
病原遺伝子等を指標加えれ
ばより正確に判別可能に 

＜１＞ゲノム情報を利用した細菌の新規分類
手法の開発 

＜２＞微生物リスク評価情報データベース 

微生物の安全、安心な利用には利用菌株
を正しく分類、同定する必要がある。従来
の16S rRNA遺伝子を用いた評価手法では

解像度が低く、種レベルでの分類が困難な
ケースが散見されている。 
このため、より多くの遺伝子情報を指標とし
て用いることで16S rRNA遺伝子に代わる
評価手法を開発する必要がある。 

事業者が、微生物を利用する際のリスクを
容易に評価できるようにするため、必要な
科学的知見を整備する。 

最新の日和見 
感染菌情報 

微生物リスク評価 
情報 

データベース 

国内外規制情報 

薬剤耐性の情報 

病原遺伝子の情報 

NBRP病原微生物 
グループ 

病原微生物や日和見感染菌について
実際の微生物を保存、提供 

C A P C C C A P C C P C A P A C A P P 
T
E 
K
S 

K
R 

A
T 

A
C
P 

分類学的基準株 
の情報 

５－１．微生物リスクへの対応②  -リスク評価情報データベース等の整備- 
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５－２．微生物遺伝資源の情報付加への対応①  -具体的な波及効果- 

 微生物遺伝資源へのゲノム情報の付加にあたっては、ユーザーニーズを踏まえ
た情報付加などの整備を実施する。 

 整備した微生物遺伝資源を機能の面から検索可能なデータベースを構築する。 

創薬企業 
例：抗生物質、創薬リード化合物開発 
課題：耐性菌の出現による新規化合物
の開発 

石油代替産業 
例：バイオプラスチック開発 
課題：製造コストと素材特性によって用途が限定される。 
新素材開発の促進 

土壌汚染等浄化産業 
例：微生物による汚染土壌 
の浄化（バイオレメディエーション） 
課題：東日本大震災を契機に石油
や放射性物質に汚染された土壌の
浄化が注目されている。浄化に適し
た微生物株の提供 

環境 
浄化 

物質 
生産 
遺伝子 

物質 
変換 
酵素 

産業用
酵素 

二次 
代謝 
遺伝子 

酵素産業 
例：バイオエタノール製造向けセル
ロース分解酵素 
課題：商業的に採算のとれるバイ
オエタノール生産のための酵素の
低コスト化など 

バイオテクノロジーによる生産産業 
（化学プロセスからバイオプロセスへ） 
課題：従来の化学プロセスでは困難な
物質の生産。反応の多様性。 
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ゲノム解析センター 
（理研、東大、沖縄、民間） 

 
 

バイオ統合DB 

【連携】 
【委託】 

経産省 文科省 厚労省 環境省 農水省 財務省 

微生物へのゲノム情報等の付加 

【データ提供】 【データ提供】 

表現 
形質 
生育 
条件 ゲノム 

遺伝子、タンパク 分類 

微生物 

情
報
追
加 

合計約30台 

 
 

① 数ある微生
物から必要
なものを選ぶ
基準がない 

② 微生物の有
用機能を産
業利用したい 

社会的要請 

企業、大学、公的機関 

より使いやすく、わかりやすい 
微生物遺伝資源の提供 

５－２．微生物遺伝資源の情報付加への対応②  -外部連携による実施体制- 

 情報付加を単独の機関で行うことは困難であることから、外部機関と積極的に連携
し、リソースを確保しつつ、実施する。 
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アジア諸国 

中国 韓国 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

モンゴル 

ベトナム タイ 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾏﾚｰｼｱ ﾐｬﾝﾏｰ 

ラオス 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ブルネイ 

【ACM（多国間協力）】 

日本 

【技術協力等の支援策】 

主導的 
役割 

企業 

【活動支援】 

【海外微生物の提供】 
【各国規制情報の提供】 

５－３．生物多様性条約への対応①  -企業への支援- 

 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
用する企業を支援する。 

海
外
微
生
物
遺
伝
資
源 

の
取
得
・利
用 

欧米諸国 

【地域間連携】 

生物多様性条約 
【国際貢献、国際整合性】 

名古屋議定書 

遺伝資源へのアクセス及びその利益の 
公正かつ衡平な配分に関する 

１．利用等を監視するチェックポイントの設置 
２．国際的なクリアリングハウスメカニズム 

各国での法制度化、資源管理・移
動管理が進むため、規制情報等
の収集・整備が重要 

COP10
で採択 

NITE 
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＜１＞ABSに関する海外の規制情報等の整備 

＜２＞アジア各国における微生物遺伝資源機関の設立支援 

微生物資源提供国における微生物遺伝資源機関（BRC）整備を支援し、当該国が
自ら微生物資源の整備、提供を実施できるような体制を構築する。 

名古屋議定書に基づいて各国で整備される法規制等の
情報を整備する。 

企業・大学等 

規制情報 
遺伝資源情報 

各国から収集 

５－３．生物多様性条約への対応②  -二国間支援スキーム等- 

提供国政府 

微
生
物 
探
索 

生物多様性の 
保全 

（BRCの整備） 

分離・同定・
保存 

持続可能な利用 

科学的新発見 
製品開発など 

利益の配分 

MTA 

NITE 

人材育成 
能力構築 

日本 

利用者 

事前同意（PIC） 

移動許可 

契約締結（MAT） 

微
生
物
の
移
動 

運営 
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経産省 文科省 厚労省 環境省 農水省 

ヒト病原微生物等 植物病原微生物等 絶滅危惧藻類等 研究用微生物 産業有用微生物 

※動植物含め29機関 

財務省 

醸造微生物 

※23機関（大学14、独法等8、国研1） 

2012年 
統合 

５－４．世界トップクラスの維持・向上① -利用者の利便性向上-  

国内の整備機関とネットワークを構築し、分散統合管理による統
合データベースの整備を通じ、利用者の利便性向上を目指す。 
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JSCC統合データベース 

利用者 

検索 結果表示 

http://www.nbrp.jp/�
http://www.ffpri.affrc.go.jp/index.html�
http://www.jscc-home.jp/�


微生物遺伝資源機関の閉鎖 

震災等による消失 

NITE-NBRCは「微生物の最後の

拠り所」として機能する（※１）ことを目
指す。 
 分散・散逸する微生物遺伝資源

の引き受け 
 保存のリスクを軽減するため、

企業等の資源をバックアップ（※２） 

 微生物遺伝資源の分散・散逸のリスクを回避するため、恒久的に保存・管理できる
体制を構築する。 

運営が困難になり、活動を停止した整備
機関の受け入れ先が見つからない場合に
は、これまで整備された微生物遺伝資源
が分散・散逸してしまう可能性がある。 

閉鎖される
機関 

？ 

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、冷凍庫
等で保存している限り、震災、設備の故障、
停電等により、死滅する可能性がある。 

東日本大震災に伴う
津波で保存設備が壊
滅的な被害を受けた
ある研究所の例 

バックアップ 

移管 

（※１）：NITEではBCPを策定し、震災等のリスクに備えている。 
（※２）：震災により被災した岩手県釜石市の北里大学海洋ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究

所に保存されていた微生物遺伝資源を一時的に受け入れ、復旧作業を
支援した。全体の７０％以上が滅失の危機から脱した。 

５－４．世界トップクラスの維持・向上② -恒久的な保存体制の整備- 
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             利用者 

検索・利用 

 ライフサイエンスに関するオールジャパンの統合データプロジェクトの分散統合管理に協
力し、利用者が日本国内の様々なデータベースを一括して活用できる環境構築に貢献
し、利用者の利便性向上を図る。 

６．利用・促進方策① -NBDCを中心とした分散統合管理- 

ゲノム・遺伝子・RNA 

糖・脂質 

遺伝子発現・転写制御 タンパク 微生物 

論文 

NBRCゲノム情報DB NBRC菌株DB 
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 学会、展示会などを中心に成果や顧客サービスについて情報発信している。 
 また、微生物遺伝資源に関する認知度向上のため、子供向けの体験学習、専門書籍

への監修等を通じた普及啓発を実施してきた。 

６．利用・促進方策② -NITEの普及啓発の取組み- 

か
ず
さ
の
森
の

微
生
物
教
室 

書籍を共同監修 

所内・出版物における成果普及・啓発活動 

バイオジャパンでの 
ブース出典 

○ＮＩＴＥスクエアでの常設展示 
○自治体の教育施設への子供向け企画展示、体験学習イベント 
○NITEフレンドシップデイでの展示、体験イベント 
○研究者による展示解説、微生物に関する各種相談受付 
○見学希望者の受け入れ 
○微生物の取り扱いに関する研修受け入れ 
○微生物に関する情報をメルマガ等で提供 
○書籍の共同監修 

所外での成果普及・啓発活動 

生物多様性条約に関
するセミナー 

○普及啓発活動の全国展開（バイオジャパンなど） 
○農芸化学会、生物工学会等学術学会での成果普及 
○各種プロジェクトの成果報告 
○生物多様性条約に関するセミナーや講習会の開催 
（学会や大学、各種シンポジウムで開催） 
○カルタヘナ法説明会での講演 

N
BR

C

微
生
物

実
験
講
習
会 
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中堅・中小企業 

業界 
団体 

学会 
地方 
公設試 

技術 
士等 

NITE 

 従来実施してきた業界団体や学会を通じた普及啓発等に加え、今後は中堅・中小企
業との接点が豊富な地方公設試や技術士等を介した普及活動を強化し、微生物遺伝
資源の利用者拡大を図る。 

６．利用・促進方策③ -中堅・中小企業への普及促進- 
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中小ものづくり高度化法 

特定ものづくり基盤技術の 
高度化に関する指針 

戦略的基盤技術高度化支援事業 

中小企業のものづくり基盤技術の 
高度化に関する法律の支援体系 

鋳造、プレス加工、金型など２２の技術が指定されており、微生物を
利用する「発酵」もその中の一つ。中小企業がこの「指針」に基づい
た研究開発を行い、経済産業省大臣から認定を受けると、低利融
等の優遇措置や研究開発に必要な資金（委託費）の申請が行え
る。 

中小企業と川下大企業等が協力して行う研究開発プロジェクトを資金
面で支援 

平成２４年度採択事業（「発酵」技術分野） 
① ミネラル吸収促進作用を有する高機能甘味料ＤＦＡⅣの製造技術開発（株式

会社北海道バイオインダストリー） 
② 多糖類パラミロンの高度培養生産技術及び利用に関する研究開発（株式会

社ユーグレナ） 
③ 発酵活用でリンゴ加工残渣のキノコ培地化と廃培地の高機能飼料化（協全商

事株式会社） 
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７．用語集 

 

用語 解説 

ア行 

アミノ酸 アミノ基とカルボキシル基の両方の官能基を持つ有機化合物の

総称。タンパク質は何種類ものアミノ酸が結合して構成されて

おり、人間にとって大切な栄養成分である。 

１９世紀初め、アスパラガスの芽からアミノ酸がはじめて発見

され、アスパラギンと名づけられました。以降、1935 年までに

たんぱく質を構成するすべてのアミノ酸が発見された。 

遺伝子 親から形質（顔、皮膚や目の色など）の受け継ぎを決定するの

が、遺伝子。地球上の生物（人間、動物、植物、微生物）全て

が「遺伝子」を持っている。 

遺伝子組換え

技術 

目的とする遺伝子を取り出し、必要に応じて改変を加え、受け

手となる生物（宿主）に導入する技術である。特に生物の自然

な生育過程では起こらない人為的な型式で行う。有用なタンパ

ク質を発現させることや、生物に新たな形質を導入することな

どを目的とする。 

遺伝子組換え

生物等の使用

等の規制によ

る生物の多様

性の確保に関

する法律 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずること

により生物多様性条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ

議定書の的確かつ円滑な実施を確保することを目的としてい

る。 

環境中への拡散防止措置を執って行う第二種使用等と、環境中

への拡散防止措置をとらずに行う第一種使用等がある。 

未承認の遺伝子組換え生物等の輸入の有無を検査する仕組み、

輸出の際の相手国への情報提供、科学的知見の充実のための措

置、国民の意見の聴取、違反者への措置命令、罰則等所要の規

定を整備。 

遺伝資源 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。 

医薬品中間体 医薬品は何段階もの工程を踏んで作られる。医薬品中間体とは、

原料と医薬品の間にある製品のこと。 

カ行 

外国為替及び

外 国 貿 易 法

対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、

国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健
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（外為法） 全な発展に寄与することを目的とする。法律に規定される特定

の種類の貨物（戦略物資株）に該当するものは国外への持ち出

しが禁止されている（軍用の細菌製剤の原料として用いられる

生物、毒素等であるため）。炭疽菌、黄色ブドウ球菌毒素等生物

兵器に用いられる微生物、毒素、遺伝子等が指定されている。 

家畜伝染予防

法 

 

家畜の伝染性疾病（伝染病）の発生の予防、及びまん延の防止

を目的としている。日本国内の家畜に対して病原性のある微生

物等の輸入を制限する。炭疽菌、コレラ菌等約 100 の家畜伝染

病が指定されている。 

カビ 古くから酒、味噌、醤油等の製造に利用されてきた。ペニシリ

ンという画期的な抗生物質を作るのもアオカビというカビの一

種である。 

カルタヘナ議

定書 

2000 年採択。正式には「生物の多様性に関する条約のバイオセ

ーフティに関するカルタヘナ議定書」（Cartagena Protocol on 

Biosafety）である。現代のバイオテクノロジーにより改変され

た生物（Living Modified Organism。以下、LMO という。）が生

物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪

影響を防止するための措置を規定しており、生物の多様性に関

する条約（以下、生物多様性条約という。）第 19 条 3 に基づく

交渉において作成されたもの。 

カルタヘナ議定書は、遺伝子改変された生物について、特に国

境を越える移動に焦点を合わせて、生物の多様性の保全及び持

続可能な利用に悪影響を及ぼさないように利用するための手続

等を定めたものであり、日本をはじめとする締約国は、遺伝子

組換え生物等の利用に関する規制を行っている。 

感染症の予防

及び感染症の

患者に対する

医療に関する

法律（感染症

予防法） 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する措置を定

めることを目的としている。感染症の病原体及び毒素は、標準

物質等としての所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管

理を制限し、事故による疫病発生や生物兵器としての利用を防

止している。エボラウイルス、狂犬病、天然痘ウイルス、結核、

ジフテリア等約 100の感染症が指定されている。 

 

抗生物質 微生物が産生し、ほかの微生物の増殖を抑制する物質の総称。 

抗生物質は病原性を示していない細菌にも作用するため、多量

に使用すると体内の常在菌のバランスを崩してしまう場合があ

る。さらに、生き残った菌が耐性化する耐性菌の出現も問題と
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なっている。  

ゲノム 生物には全て遺伝子があり、その遺伝子には親から子へ、姿・

形や性質、体質などの情報が書き込まれている。そして、生物

がもつ遺伝子全体をその生物の設計図、『ゲノム』という。ゲノ

ム（genome）」とは"gene（遺伝子）"と集合をあらわす"-ome"を

組み合わせた言葉で、生物のもつ遺伝子（遺伝情報）の全体を

指す言葉。その実体は生物の細胞内にある DNA 分子であり、遺

伝子や遺伝子の発現を制御する情報などが含まれている。タン

パク質は、遺伝子の情報をもとに転写・翻訳という過程を経て

作られる。 

ゲノム解析 生物のゲノムのもつ遺伝情報を総合的に解析すること。ゲノム

解析は、ゲノムを構成する DNA 分子の塩基配列（A・C・G・T の

ならび）を決めることから始まります。しかし、塩基配列デー

タからだけでは、どこにどのような遺伝子があるのかは簡単に

はわからない。そこで、転写・翻訳によって作られるメッセン

ジャーRNAやタンパク質などの遺伝子産物の解析、生物種間で塩

基配列がどれだけ似ているかなどの比較、さらに大腸菌や出芽

酵母などの実験生物で解析された個々の遺伝子に関するデータ

などを基に解析を進める。 

ゲノム解析では時に 10億以上にもつながった塩基の配列をいろ

いろな観点から解析する必要がありますのでコンピューターの

使用が不可欠である。コンピューターによってゲノムデータを

はじめとする生物情報を解析する分野をバイオインフォマティ

クスと呼ぶ。 

抗菌試験 いくつかの試験方法がある。例えば、殺菌剤などが細菌や真菌

を殺菌するのに必要な濃度や接触時間を調べる試験がある。 

サ行 

酵素 生体でおこる化学反応に対して触媒として機能する分子。酵素

は生物が物質を消化する段階から吸収・輸送・代謝・排泄に至

るまでのあらゆる過程に関与しており、生体が物質を変化させ

て利用するのに欠かせない。例えば、唾液に含まれる消化酵素

アミラーゼはデンプンを分解する。また、胃腸薬、消化剤とし

て市販され、胃もたれや胸焼けの治療、防止に利用されている。 

光合成 主に植物や植物プランクトン、藻類など光合成色素をもつ生物

が行う、光エネルギーを化学エネルギーに変換する生化学反応

のこと。 
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酵母 アルコール発酵を行うので古くからビール、ワイン等の酒類の

醸造、製パンに利用されてきた。 

細菌 食品製造、医薬品製造、汚水浄化等に利用されるものが多い。 

植物防疫法 輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物

を駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及

び助長を図ることを目的としている。日本国内の植物に対して

病原性のある微生物等の輸入を制限する。いもち病菌、うどん

こ病菌等約 80種が指定されている。 

生物遺伝資源

機関 

生物遺伝資源機関（Biological Resource Center：BRC）は、生

命科学とバイオテクノロジーを支える基盤として、以下の機能

を有する機関である。 

① 科学、産業、農業、環境および医学上の研究開発と応用に訳

出す生物資源の保存と供給 

② 生物遺伝資源に関する同定、特性判定や保存を進めるための

研究 

③ 経済発展、自然災害などによって脅威にさらされている生物

多様性の保全 

④ 知的財産権保護のための生物遺伝資源保管（特許微生物寄

託） 

⑤ 政府の政策決定および一般市民に対する情報提供 

生物多様性条

約 

生物多様性は人類の生存を支え、人類に様々な恵みをもたらす

ものです。生物に国境はなく、日本だけで生物多様性を保存し

ても十分ではありません。世界全体でこの問題に取り組むこと

が重要です。このため、1992 年 5 月に「生物多様性条約」がつ

くられました。2012 年 3 月現在、日本を含む 193 ヶ国がこの条

約に入り、世界の生物多様性を保全するための具体的な取組が

検討されている。 

この条約には、先進国の資金により開発途上国の取組を支援す

る資金援助の仕組みと、先進国の技術を開発途上国に提供する

技術協力の仕組みがあり、経済的・技術的な理由から生物多様

性の保全と持続可能な利用のための取組が十分でない開発途上

国に対する支援が行われることになっている。 

また、生物多様性に関する情報交換や調査研究を各国が協力し

て行うことになっている。 

藻類 酸素発生型光合成を行う。食用や建材にも利用されるが、近年

はバイオ燃料等への応用が期待されている。 
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タ行 

タンパク質の

発現 

生物の遺伝子情報からタンパク質を合成すること。遺伝子にタ

ンパク質を合成するためのアミノ酸配列情報が書き込まれてお

り、合成は生きた細胞内で行われる。 

特許微生物寄

託 

微生物に係る発明においては、出願書類（明細書）の記載のみ

では発明の完成と技術の公開が十分に保証されない場合があり

ます。発明の開示を完全なものにするために、特許出願前に寄

託機関にその発明に係る微生物を寄託し、第三者がその発明を

確認できるようにすること。 

毒素産生 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。 

ナ行 

名古屋議定書 名古屋議定書は、2010 年 10 月 29 日に愛知県名古屋市の名古屋

国際会議場で開催された第 10 回締約国会議（COP10）にて採択

された生物多様性条約の議定書である。正式名称は、生物の多

様性に関する条約の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（英: 

Nagoya protocol on Access to Genetic Resources and the Fair 

and Equitable Sharing of Benefits Arising from their 

Utilization to the Convention on Biological Diversity）。 

名古屋議定書は、遺伝資源を利用した場合に得られた利益につ

いて、金銭の支払いや共同研究への参加を通じて、資源がもた

らす利益をその資源を提供した国（原産国など）と利用国とで

分け合うことに実効性を与えた議定書であり、当該議定書の締

約国は今後国内での担保措置を行う必要がある。 

日本工業規格

（JIS） 

工業標準化法に基づき、日本工業標準調査会の答申を受けて、

主務大臣が制定する工業標準であり、日本の国家標準の一つで

ある。 

ハ行  

バイオサイエ

ンスデータベ

ース 

平成 23 年の 4 月に、科学技術振興機構（JST）に拠点をおくセ

ンターとして発足した。 

ライフサイエンス関連のデータベースに関する最新の基盤技術

を開発する。データベース相互間のリンクを完成させ、日本中

から集められたデータベースを統一化する。という目的を持っ

ている。 

バイオセーフ バイオセーフティレベル（BSL）とは、微生物・病原体等の危険
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ティーレベル

(Biosafety 

Level：BSL) 

性を４段階のリスクグループに分類したもの。研究機関、学会

等が独自に設定している。 

例えば、厚労省所管の国立感染症研究所が公表しているリスト

では、現時点で BSL2に指定されているものは約 300種、BSL3は

69 種、BSL4 は 12 種となっている。BSL2,3,4 に該当しない場合

は原則 BSL1に分類される。 

「バイオセーフティーレベル」は「リスクグループ」に対応し

ている。例えばリスクグループ 3 の病原体は、バイオセーフテ

ィーレベル 3以上の実験室で扱うとしている。 

微生物 

 

一般に顕微鏡でなければ観察することのできない、大変小さな

生物の総称で、かび、酵母、細菌、藻類などがあり、土壌、深

海、温泉、食品、人体、空気中など地球上のあらゆるところに

生息している。 

古来人類はさまざまな方法で微生物を利用していたが、実際に

観察したのは 17世紀にオランダのレーウェンフックが自作の顕

微鏡を使うようになってからである。 

微生物による

バイオレメデ

ィエーション

利用指針 

微生物を利用するバイオレメディエーションの中でも特に、バ

イオオーグメンテーション（外部から微生物を汚染環境中に導

入する方法）を実施する際の安全性の確保に万全を期すための

指針である。 

指針は、事業者による任意の取り組みであるが、事業者の作成

した浄化事業計画（浄化事業の内容及び方法を盛り込んだもの）

が、本指針に適合しているか、環境大臣・経済産業大臣による

確認を行う枠組みが設けられている。 

また指針には浄化事業の実施に当たり「生態系等への影響評価

書」を作成し、そこに載せる情報として利用微生物の基本的特

性に加え、病原性、寄生性、有害物質の産生性等の情報をまと

め、添付することとされている。 

微生物の同定 同定とは、自然界から新たに分離された微生物の性状を検査し、

これまでに知られている微生物の種と比較をして、どの種に含

まれるかを決定して学名を選定すること。 

微生物の同定は、細胞の形などを基準に行うが、微生物の種類

によっては生物全体に共通していて汎用性の高い指標である遺

伝子を用いた同定手法を用いるものもある。 

表現性状 微生物の特徴的な色や形、動き、生育条件などのこと。 

病原性 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
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る性質のこと。 

ペスト 日本では感染症予防法により一類感染症に指定されている。ペ

ストは元々齧歯類（げっしるい）に流行する病気で、人間に先

立ってネズミなどの間に流行が見られることが多い。 

かつては高い致死性を持っていたことや罹患すると皮膚が黒く

なることから黒死病と呼ばれ、恐れられた。14 世紀のヨーロッ

パではペストの大流行により、全人口の三割が命を落とした。 

ペニシリン 1929 年にイギリスのアレクサンダー・フレミングによって発見

された世界初の抗生物質である。ペニシリンという名前は、ア

オカビの学名にちなんでつけられたもの。肺炎、淋病、敗血症

などの各種細菌感染症に対して効果を示す。 

保存効力試験 抗菌剤・消毒剤・抗菌製品など様々な材料に対して試験の対象

となる菌種を強制的に接種、混合し、経時的に試験菌の消長を

追跡することで保存効力を評価する試験。 

ヤ行 

薬局方 医薬品に関する品質規格書。医薬品の性状及び品質の適正を図

るため、薬事法に基づき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴い

て厚生労働大臣が定め公示する。 

アルファベット 

ＡＴＣＣ American Type Culture Collection。米国を代表する微生物遺

伝資源機関。1925年設立。 

ＣＢＳ Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast 

Collection。オランダを代表する微生物遺伝資源機関。1904 年

設立。 

ＤＮＡ 細胞の中の核に入っており、2本の長いひも状の物質で、らせん

構造をしている。DNAは 4種類（A・C・G・T）の物質で出来てお

り、この物質の並び順が遺伝情報といわれている。DNA の二重

らせん構造は、1953 年にジェームズ・ワトソンとフランシス・

クリックによって提唱された。 

ＤＳＭＺ Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von 

Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH。ドイツを代表する微

生物遺伝資源機関。1969年設立。 

 

出典：外務省、経済産業省、製品評価技術基盤機構 

財団法人バイオインダストリー協会、バイオサイエンスデータベースセンター等 
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