
  

酵母によるパンの製造 

 
 
 

■酵母 

  ２１．微生物遺伝資源の活用事例 －酵母（パン酵母）－ 
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酵母の機能 

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_17/mainstr1339489002715.mst&sTime=1339489005）    
     株式会社カネカ（ http://www.kaneka.co.jp/branch/food/ ） 、wikipwdia(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B5%E6%AF%8D) 
    

 微生物は同じ種のものであっても、個性があり、それによって異なる
最終生産物を作る事ができる。以下では、雑菌の繁殖を抑えるイース
トを例にするが、風味や迅速な発酵など他の機能をもつイーストもある。 

 真核で単細胞である
微生物の総称である。
出芽または分裂して増
殖をする。糖を代謝して
アルコール発酵を行う。
パンや酒（ビール、ワイ
ン等）を作る際に使用さ
れるため、人類の食生
活において多大な貢献
をしている 

比
較 

カネカイースト 
（株式会社カネカ） 

製品化 

使
用
 

NBRC等もしくは自社のカル
チャーコレクション 

目的とする性質を持ったイーストを探す（スクリーニン
グ）：今回は雑菌の繁殖を抑える機能を持った酵母 

 パンを作る酵母は一般的にパン酵
母（イースト）と呼ばれる。アルコール
発酵をする事で、パン生地の糖をエタ
ノールと二酸化炭素に分解することで
ふくらませる。なお、エタノールは加熱
により生地から蒸発する。 

他の細菌を押さえることによ
り、長時間をかけての加工が
可能に。それにより、作れるパ

ンの幅が広がった。 

※紀元前2000年前のメソ
ポタミアでは既にパン酵
母を用いてパンが作られ
ていた。 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 
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■乳酸菌とは 

 ２２．微生物遺伝資源の活用事例 －乳酸菌（抗アレルギー）－ 

乳酸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=0&sMenu=1&sBpos=1&sPos=1&sFile=TimeDir_15/mainstr1337323427273.mst&sTime=0 ） 
株式会社バイオプラン（ http://bioplan.co.jp/biseibutsu/microbiology.html） 

 腸内に存在する乳酸菌の一種がアレルギーの発症要因と
なる免疫細胞を抑制。 

 乳酸を生産する微生物
一般をいう。 ヨーグルト
や一部のお茶など食品
の発酵に寄与する。 

※特許出願中（特許出願２０１０－１３３５５
２ ） 

分
離 

投
与 

マウス経口投与実験で
塩化ピクリルによる皮膚
炎症を有意に抑制。 

植物性乳酸菌 FG4-4 ※ 
（株式会社バイオプラン） 

製品化 

花粉症、アトピー皮膚炎、
ハウスダストなどのI型ア
レルギーに対して 抗アレ
ルギー効果が期待される 

使
用
 

食品、ペットフード用 
【アレルギー抑制】 
 一部の乳酸菌は、免疫細胞を除去
若しくは抑制する効果があることが知
られている。 
 また、乳酸菌は腸内環境にも大き
な影響を与えることが知られており、
食品等で摂取をしても抑制する効果
があると言われている。 

 一部の乳酸菌は腸などの消化管内
に常在して、他の病原微生物から生
体を守り、恒常性維持に役立ってい
ると考えられている。 
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アレルギー症状の緩和に貢献 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 



  

  

 
 
 

 乳酸菌はGABA*を生産する機能を持
つ。 
 GABAは人の中枢神経に多く存在し神
経伝達物質として機能するアミノ酸で、
抗ストレス・リラックス効果、血圧上昇抑
制効果、抗肥満効果、腎臓・肝臓機能
活性效果、アルコール代謝促進作用な
ど多様な生理活性が知られている。 
 

*GABAの正式名称はγ-アミノ酪酸（ガンマア
ミ ノ酪酸）。 

 

■乳酸菌とは 

  ２３．微生物遺伝資源の活用事例 －乳酸菌（機能性食品）－ 

乳酸菌の有用機能の開発 

 GABAを高効率で生産する乳酸菌により生産されたＧＡＢＡ
は、サプリメントをはじめ飲料やドリンク剤、酒類、チョコレート
など、多くの食品で使用されている。 
 現在実用化されているGABAの生産方法には、米糠等未利
用資源を活用したものもあり、醸造産業との連携等異分野融
合による新たな産業の創出に寄与している。  

 乳酸菌は乳酸を生産する微生物
で、ヨーグルトや一部のお茶など食
品の発酵のカギとなっている。 
 一部の乳酸菌は腸など 
の消化管内に常在する 
ことで、他の病原微生物 
から生体を守り、健康な 
状態を維持することに 
役立っている。 

ギャバパワー 
（秋田銘醸株式会社） 

GABA高生産性乳酸菌 

GABA 

乳酸菌による発酵 

製品化 

発芽玄米酒 
（秋田銘醸株式会社） 

参考：北里大学感染制御研究機構ホームページ（http://www.kitasato-u.ac.jp/roics/kamaishi/Lactferm_isada.html） 
    秋田銘醸株式会社ホームページ（http://www.ranman.co.jp/ranman/index.php ） 

米糠 

オキアミ 

未利用資源 （ 乳酸菌） 
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乳酸菌によるGABAの生産 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

■アセトバクター・キシリナムとは 

 ２４．微生物遺伝資源の活用事例  －酢酸菌（セルロースの生産）－ 

酢酸菌の有用機能の開発 

参考：wikipedia（ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%A2%E9%85%B8%E8%8F%8C） 
A to Z Nanotechnology  Nanotechnology News, Articles, Directory and more（ http://www.azonano.com/news.aspx?newsID=8590 ） 
北海道大学大学院工学研究院・工学院広報誌 えんじにあRing 2009年1月号 ◆バイオナノファイバー（http://www.eng.hokudai.ac.jp/engineering/2009-01/feature0901-03.html ） 
商品の特長  SRS-Z1PC  アクティブスピーカー  ソニー （http://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-Z1PC/feature_1.html） 
バクテリアセルロースのナノファイバー制御に関する研究（ http--www.noastec.jp-kinouindex-data2007-pdf-01-W07.pdf ） 
ナタデココプレーン（袋入り）／フジッコ株式会社（http://www.fujicco.co.jp/products/details/coco/natadecoco.html） 

 酢酸菌の一種で、最もよく知られた
セルロース合成細菌である。グルコー
スなどの糖類を発酵してセルロース繊 
維（バクテリア 
セルロース）を 
合成する。 
 

スピーカーの 
音響振動板 

 バクテリア（細菌）により合成される
セルロース。繊維の太さが植物由来
のセルロースの1000分の１で、高結
晶性、高弾性、高吸収性など優れた
物理的性質をもつ。 

○食品や材料 
 ナタデココはバクテリアセルロースからできている。ほかにも、そ
のユニークな構造と物性が利用され、スピーカーの音響振動板な
どの様々な材料に幅広く応用されている。 

ナタデココ 

合
成 

中高音をよりリアルに 
明るく繊細に再現 

独特な食感が生み出されている 

製品化 

酢酸菌を活用した高品質なセルロースの生産 

83 ③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

■氷核活性細菌とは 

 ２５．微生物遺伝資源の活用事例 －氷核活性細菌（人工造雪材等）－ 

氷核活性細菌の有用機能
の開発 

参考：関西大学工学部生物工学科 微生物工学研究室 研究概要（ http://www.bio.kansai-u.ac.jp/Microbial/hyoukaku.html） 
     開放特許情報データベース／活用特許情報検索（ http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/HTML.R/2001/007/L2001007350.html ）      
 

  

 ※氷核活性細菌Xanthomonas campestris は、食品添加物として 
     厚生労働省より認可されている。 
 

 細胞表層上に、氷核タンパク質、
糖、脂質、ポリアミンから構成される
氷核活性物質を生産し、微水滴を
－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。 

 水を凍りやすくする氷核活性能を
有する氷核活性細菌は、植物に霜
霜害を引き起こす有害な微生物で
あるが、近年、 
この氷核活性 
細菌を積極的 
に利用する 
研究が進んで 
いる。 

○人工造雪材 
 1988年カルガリー冬季オリンピックでは、人工造雪剤として氷核活性細
菌の殺菌菌体が利用された。日本でも製品化され、スキー場で利用され
ている。 

○凍結食品用添加剤 
 氷核活性細菌を食品の凍結速度を制御するのに用いると、凍結食品の
組織破壊をふせぐことができる。 
  死滅処理した氷核細菌を利用できるので、食品に添加しても安全である。 

死
滅
処
理 

製
品
化 

冬季五輪に採用された人工造雪材等への活用 
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  ２６．微生物遺伝資源の活用事例 －枯草菌（高性能宿主の開発）－ 
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☆宿主のゲノム解析を行い、遺伝子レベル
で宿主の理解ができるようになった。 
 

☆物質生産に利用する宿主として必要な遺
伝子・不要な遺伝子の選択が可能になった。 

■ 枯草菌とは 

 枯れ草、土壌中など自然界に広く存在す
る。炭水化物を分解する酵素を作るので
食品工業で有用。納豆菌も同じ菌種に分
類される。 

不要な遺伝子 必要な遺伝子 

強化する遺伝子 

高性能な宿主のゲノムデザイン 

天然化合物の効率的な生産のみならず、非天然 
化合物のコンビナトリアル合成にも応用可能 

0

50

100

150

200

250

300

※枯草菌・ミニマムゲノムファクトリー（NEDOプロジェクト） 

不要遺伝
子の削除 

 
高機能化 
遺伝子の

増強 
 

約6倍 

宿主ゲノムの 
デザインにより 

生産が約6倍向上 

 遺伝子組換えに
用いる微生物全般
に、物質生産性の
向上や生産の対象
物質の拡大に課題。 

物質生産に適したゲノムデザインの実現 

枯草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 



 
 
本菌のタンパク質は、耐熱性を有する優
れた特徴があるため、化学分野等の産
業利用に期待されており、ゲノム情報か
らイノシトール1-りん酸合成酵素遺伝子
を特定し、酵素生産に利用されている。 

２７．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③）－ 

86 

参考：和光純薬工業HP（http://www.wako-chem.co.jp/ ） 
    メディック.jp（http://meddic.jp/） 

○超好熱性古細菌であるAeropyrum pernix由来のイノ
シトール1-りん酸合成酵素。グルコース6-りん酸からイ
ノシトール1-りん酸を合成する。85℃でも非常に安定
かつ高活性であるため、イノシトール（ビタミンB）の効
率的な合成が可能。 

８５℃でも活性を維持 安定して合成 

イノシトール１-りん酸 

食品、家畜飼料 
化粧品に活用！ 

ビタミンB群 
制ガン作用に関与・・・？ 

酵素 
合成 

■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。 

イノシトール1-りん酸合成酵素 
（ビタミンB合成酵素）の合成 

好気性超好熱古細菌ゲノム情
報の整備・提供 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 



鹿児島県小宝島の硫気孔より分離された
超好熱古細菌。 
本菌は65℃～100℃という高温で生育する
絶対嫌気性菌である。 
本菌のタンパク質は耐熱性が極めて高く 
安定であるとから、工業的にも非常に 
利用価値が高い。 
 

 
 
本菌のタンパク質は、耐熱性を有する優
れた特徴があるため、化学分野等の産
業利用に期待されており、ゲノム情報か
らDNAポリメラーゼ遺伝子を特定し、酵
素生産に利用されている。 

■ Thermococcus 
kodakaraensis KOD1とは 

２８．微生物遺伝資源の活用事例 －ゲノム情報（嫌気性超好熱古細菌）－ 
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○超好熱古細菌であるThermococcus kodakaraensis
由来のDNAを複製する酵素。 
正確性や反応が早く、幅広く使用されている。 

参考： 立命館大学（http://www.ritsumei.ac.jp/lifescience/skbiot/imanaka/KOD1.html） 

従来※の50倍の 
正確性 

従来の２倍の 
早さ 

※Taq DNA Polymerase 

東洋紡績株式会社（ http://www.toyobo.co.jp/） 

遺伝子工学研究になくてはならないもの！ 

DNAポリメラーゼ（遺伝子研究用試薬）の生産 

嫌気性超好熱古細菌ゲノム情
報の整備・提供 
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  ２９．微生物遺伝資源の活用事例 －放線菌（酵素）－ 
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参考：経済産業省 バイオ産業創造基礎調査報告書（http://www.meti.go.jp/statistics/sei/bio/result/pdf/22FYBioIndustryStatistics.pdf ） 
    はてなキーワード オリゴ糖（http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%aa%a5%ea%a5%b4%c5%fc）  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

○食品加工用酵素市場 
 食品加工用酵素市場は工業用酵素市場の中で規模が最も大きく、
国内年間出荷額は約300億円である（平成21年実績） 
   

 放線菌による食品加工用酵素の生産 

（Strepyomyces 
sp．） 

酵素 
抽出 

 
 
 
  放線菌は多様な酵素を生産するが、
その一つにβ－グルカナーゼがある。 
β－グルカナーゼは、コンブ科褐藻に含
まれる多糖類や酵母・カビの細胞壁を
分解する。多糖類を分解してできるオリ
ゴ糖は、食品やサプリメントとして用いら
れ、酵母の細胞壁を分解して作られる
酵母エキスはパンやビールの加工に用
いられるなど、食品加工に幅広く利用さ
れる。 

有用酵素の産生 

  

■放線菌とは 

 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。 

酵素を用
いた分解 

コンブ 

オリゴ
糖 

の生成 

しょうゆ（宝食品株式会社） 

サプリメント 
（株式会社ユニアル） 

（Strepyomyces sp．） （ Streptoalloteichus 
sp．） 

（Actinomadura sp．） 

○β-グルカナーゼを用いたオリゴ糖の生産 
 放線菌の生産するβ-グルカナーゼを用い、コンブに含まれる多糖類
を分解することで、安価に免疫調整作用のあるオリゴ糖が生産される。 
 オリゴ糖は体内に吸収されにくいため低カロリーであること、腸内細
菌の栄養源となるため整腸作用があることなどから、甘味料・食品添
加物・サプリメントなどとして幅広く利用されている。 

オリゴ糖 
（オリヒロ株式会社） 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%aa%a5%ea%a5%b4%c5%fc�


 
 
 
 
 
 
 
 

      

  ３０．微生物遺伝資源の活用事例 －放線菌（甘味料）－ 
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■放線菌とは 

      

グルコースイソメラーゼ 

放線菌とは、カビ様の微生物で、糸状の菌糸が
放射状に伸びる細菌である。土壌中、その他自
然界に広く分布する。病原性を示すものもある
が、抗生物質（ストレプトマイシンなど）を産出する
ストレプトマイセス属のように有用なものがある。 
Streptomyces rubiginosusは、その放線菌の一

種であり、グルコースイソメラーゼという酵素を生
産する。 

・グルコースをフルクトース（果糖）に変換す
る反応を触媒する酵素。 
 
・フルクトースは甘味が強く，甘味の質も好ま
れるので，産業的にこの酵素を利用して合
成されている。  

Streptmyces rubiginosusの遺伝子を改変する

ことにより、固定化グルコースイソメラーゼ（商品
名：GENSWEET）を作成。Genencor社が酵素
として販売している。 

参考：http://chemicals.zibb.com/trademark/gensweet/29669051 

グルコース 

フルクトース 

甘みの強いフルクトースに変換。 
効率的な甘味料製造に使われている。 

遺伝子改変による酵素製造 

Streptomyces 属放線菌 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 



 微細藻類とは、葉緑素を持ち、光合
成によって大気中の二酸化炭素を固
定化し酸素を産生する植物プランクト
ン。 
 生物の食物連鎖の底辺に位置し、
地球上の食連鎖の基盤となっている。 
 また、近年では 
温暖化ガスである 
二酸化炭素削減 
に貢献する微生物 
としても注目されて 
いる。 
 

 
 
○ユーグレナ株式会社 

 ユーグレナ株式会社は、ユーグレナ（和名：ミドリムシ）を中心とした微
細藻類の培養技術を軸に、食品、化粧品、飼料、燃料など、様々な分
野へ技術を展開する藻類技術開発ベンチャー企業。 
 微細藻類のユーグレナが有する、高タンパク・高栄養価な性質や炭
化水素生産性能を活用し、機能性食品やジェット燃料の研究開発を
行っている。 
【企業情報】 
 設立： 2005年 
 資本金：  4億6,065万円 
 主な株主： 伊藤忠商事株式会社、ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社、全日本空輸株式会社 等 
 最近の業績：「JAPAN Venture Award2012」の「経済産業大臣賞」を受賞 等  
  

 
 
  
 微細藻類の一部は、ビタミン、ミネラル、
アミノ酸、カロテノイド、不飽和脂肪酸な
ど人間が生きていくための栄養素を多く
含んでいることが知られている。 
 このため、機能性食品等の原料として
利用されている。 

■ 微細藻類とは 

 ３１．微生物遺伝資源の活用事例 －微細藻類（機能性食品）－ 
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微細藻類の有用機能の開発 

クロレラ（Chlorella vulgaris） 

参考：科学技術動向2009年9月号（http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt102j/0909_03_featurearticles/0909fa01/200909_fa01.html） 
    日経エコロジーレポート（http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20090417/101276） 
    株式会社ユーグレナ（ http://www.euglena.jp/ ）    

ユーグレナ（和名：ミドリムシ） 

機能性食品 

微細藻類を活用した機能性食品の生産 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 



 
 
 
 野菜類や花卉類に食害をもたらす害虫にはコナジラミ類やアザミウマ類、
アブラムシ類などが知られており、農作物へ甚大な被害をもたらしている。 
 このため、糸状菌バーティシリウム レカニのもつ殺虫作用を用いた微
生物農薬が環境に優しい新たな農薬として開発された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 微生物農薬のうち、農作物に食害をもたらす害虫を駆除するための微
生物殺虫剤は２６種類販売されている（２００８年９月現在）。 
 自然界に存在する微生物を用いた微生物農薬は化学農薬に比べ、環
境への影響が少なく、高安全性・農薬への低抵抗力などの利点があり、
環境保全型農業への利用が期待されている。 
 
 
 
 

 ３２．微生物遺伝資源の活用事例 －糸状菌（農薬としての利用①）－ 
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 土壌等に普遍的に存在する糸状菌の一種
で、 Verticillium属の代表的な昆虫寄生菌で
ある。 
 寄主範囲が広く鱗翅 
（りんし：蝶）目、鞘翅 
（しょうし：はさみ虫等）目、半翅 
（はんし：カメムシ等）目 
など各種昆虫に寄生する。 

 
 
 

 ﾊﾞｰﾃｨｼﾘｳﾑ ﾚｶﾆは昆虫の体表面に 
付着すると、そのまま昆虫の表皮を貫
通して体内に入り、 
昆虫体内の水分 
や栄養を利用して 
増殖することが 
知られている。 

■糸状菌ﾊﾞｰﾃｨｼﾘｳﾑ ﾚｶﾆとは 

糸状菌の有用機能の開発 

参考：日本微生物防除剤協議会（http://www.biseibutsu.jp//index.html）、独立行政法人森林総合研究所（http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/seibut/bcg/bcg00110.html） 
   アリスタライフサイエンス株式会社（ http://www.agrofrontier.com/catalog/html/p_mycotal.html ）     

ﾊﾞｰﾃｨｼﾘｳﾑ ﾚｶﾆ（Verticilium lecanii） 

ﾊﾞｰﾃｨｼﾘｳﾑ ﾚｶﾆ 
（Verticilium lecanii） 

製
品
化 

使
用 

（ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ株式会社） 

害虫駆除 

菌糸に覆われた 
アブラムシ 

低環境負荷・安全性の高い微生物殺虫剤への活用 

④ 環境・エネルギー 

http://www.biseibutsu.jp/index.html�


 

 
 野菜類、果実および花卉類の灰色かび病、野菜類のうどんこ病などは、
植物につく病原菌によるものであり、農作物へ甚大な被害をもたらしてい
る。 
 このため、枯草菌の持つ抗菌作用を用いて作られた微生物農薬が、環
境に優しい新たな農薬として開発された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 微生物農薬のうち、病原菌や有害菌を殺菌するための微生物殺菌剤は、
８種類販売されている（２００８年９月現在）。 
 自然界に存在する微生物を用 
いた微生物農薬は、化学農薬に 
比べ環境影響が少なく、高安全 
性、農薬への低抵抗性などの利 
点があり、環境保全型農業への 
利用が期待され、販売額も増加 
している。 
  
 
 
 

  ３３．微生物遺伝資源の活用事例 －枯草菌（農薬としての利用②）－ 
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 枯草菌とは、土壌中や空気中に飛散
している常在細菌の一つである。 
 枯れ草の表面 
などからも分離 
されることが多く、 
納豆菌も枯草菌 
の一つである。 

 
 
 
  
 枯草菌は増殖力が極めて強く、高温・
貧栄養など環境条件が悪化すると、芽
胞と呼ばれる高い耐久性を持つ構造を
作り、生育に適した環境になると再度増
殖を行うことが出来る。 
 また抗菌性物質を分泌し、有害菌や 
病原菌の抑制をすることが知られている。 

■枯草菌とは 

枯草菌の有用機能の開発 

枯草菌（Bacillus subtilis） 

病原菌予防 

参考：微生物と植物の相互作用―病害と生物防除― （2009）百町満朗、對馬誠也編 ソフトサイエンス社発行 ｐ317、ｐ381-382 
  日本微生物防除剤協議会（http://www.biseibutsu.jp//index.html）、出光興産株式会社（http://www.idemitsu.co.jp/agri/product/microbe/germicide/botokira.html） 
  ｸﾐｱｲ化学工業株式会社（http://www.kumiai-chem.co.jp/products/document/ecoshot_wg.html ）     

   枯草菌    
（Bacillus 
subtilis） 

製
品
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（出光興産株式会社） 

使
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微生物殺菌剤の販売額推移 （千円） 

（ｸﾐｱｲ化学工業株式会社） 

低環境負荷・安全性の高い微生物殺菌剤への活用 

④ 環境・エネルギー 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Bacillus_subtilis_Spore.jpg�
http://www.biseibutsu.jp/index.html�
http://www.idemitsu.co.jp/agri/product/microbe/germicide/botokira.html�


 バチルス属菌は土壌中・空気中・水
中に存在する細菌の主要な種の一つ
であり、枯草菌や納豆菌など有用性
の高い種を含む。 
また、アミラーゼ 
やセルラーゼ、 
プロテアーゼなど 
様々な酵素を生産 
するため、工業的な 
酵素生産にも広く 
活用されている。 
  

 
 
 
 

【セルロース分解酵素（セルラーゼ）】  
 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
ある。 
 洗剤に添加することで、繊維の非結晶
領域に作用し、閉じ込められた落ちにく
い汚れを分解・放出させ、洗剤の主成分
である界面活性時の洗浄作用を助ける。 

■バチルス属菌とは 

  ３４．微生物遺伝資源の活用事例 －バチルス属菌（酵素）－ 

バチルス属菌の有用機能
の開発 
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環境負荷の少ない合成洗剤の生産に活用 

○洗剤への酵素添加の効果 
 国内衣料用洗剤市場の主流である合成洗剤にセルラーゼを加える
ことで、少量の洗剤利用でも洗浄力が飛躍的に向上した。 
 これにより、洗剤使用量の減少にともなう洗浄水の汚染の低下や梱
包容器の省資源化など、環境負荷の少ない製品生産が進んでいる。 
 
○酵素市場 
 世界の医薬・研究用を除く酵素市場は約2,700 億円である。その内
訳は、食品加工用が最も大きく、次いで洗剤用が続く（2004年）。 
   

参考：花王株式会社ホームページ（http://www.kao.com/jp/attack/atk_attack_00.html） 
    世界の酵素市場（http://www.amano-enzyme.co.jp/jp/company/pdf/7/theme-6.pdf） 
     

酵素
の 

抽出 

製
品
化 

Bacillus sp. 

製品使用 

セルラーゼ 

国民生活
の向上に

貢献 
汚れたシャツ 

④環境・エネルギー 

枯草菌 
（Bacillus subtilis） 

http://www.kao.com/jp/attack/atk_attack_00.html�


 
 
 
○菜種やパーム等を原料とする既存のバイオ燃料は食料との競合の課
題があるのに対し、微細藻類はこれらの陸生植物に対して高い油脂生産
性を持ち、食料との競合を緩和できる可能性があることから、バイオ燃料
の原料として注目されている。 

 現在、世界各地で開発競争が行われており、今後のさらなる研究開
発が重要となっている。 
【日本企業が参画する主な微細藻類燃料開発プロジェクト】 
   

 
  

 ３５．微生物遺伝資源の活用事例  －微細藻類（バイオ燃料）－ 
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参考：科学技術動向2009年9月号（http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt102j/0909_03_featurearticles/0909fa01/200909_fa01.html） 
    筑波大学（http://www.tsukuba.ac.jp/） 
    産業競争力懇談会「微細藻類を利用した燃料の開発」最終報告（http://www.cocn.jp/）    

炭
化
水
素
生
産
性
能 

 微細藻類とは、葉緑素を持ち、光合
成によって大気中の二酸化炭素を固
定化し酸素を産生する植物プランクト
ン。 
 生物の食物連鎖の底辺に位置し、
地球上の食連鎖の基盤となっている。 
 また、近年では 
温暖化ガスである 
二酸化炭素削減 
に寄与する微生物 
としても注目されて 
いる。 
 

 
 
  
 炭化水素や脂肪酸、多糖類を多く生産
することが知られている。 
 これらの物質は、各種燃料の原料とな
ることから、新たなバイオ燃料として産
業界から注目されている。 

■ 微細藻類とは 

微細藻類の有用機能の開発 

クロレラ（Chlorella vulgaris） 

バイオ燃料 ボトリオコッカス（Botryococcus braunii） 

研究開発対象の微細藻類 企業 大学 

Fistulifera属 電源開発、ヤマハ発動機 東農工大 

Pseudochoricystis ellipsoidea デンソー、トヨタ、マイクロアルジェ 等 中央大、京大、お茶大、佐賀大 

Pseudochoricystis ellipsoidea デンソー 中央大 

Euglena gracilis JX日鉱日石エネルギー、ユーグレナ 等 慶応大 

Botryococcus braunii JFE エンジニアリング 筑波大 

Botryococcus braunii IHI、G&GT、ネオ・モルガン研究所 

環
境
保
全
に
貢
献 

微細藻類を活用した新たなバイオ燃料の生産 

④ 環境・エネルギー 



 検定菌とは、日本工業規格や日本薬局方
に微生物の性質を応用した試験が規定され
ている際に、試験の基準や参照として用いら
れる微生物株のこと。 
 検定菌は、人間に常在しており、身体が
弱った時に病原性となり得る大腸菌等が指
定されており、製品の品質管理等で重要な
役割を果たしている。 

 
 
○抗菌加工製品 

 国民の清潔志向により、抗菌加工製品の市場は近年大きく拡大
（8,603億円（2003年））している。 
 一方、これら製品に対する国民の信頼を得るためには、抗菌の性能
（効果）を評価することが必要である。 
 大腸菌や黄色ブドウ球菌を用いた試験により、抗菌性能の評価が可
能となり、それらの試験はＪＩＳ規格化され、企業等で実施されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
【日本工業規格】 
○JIS Z 2801:2006 
抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌
効果（追補1） 

 抗菌加工製品が抗菌効果を有する
かを判断するための試験方法及びそ
の基準を示した日本工業規格 

                       等 
 
 

      

 ３６．微生物遺伝資源の活用事例 －抗菌性能の評価に利用される微生物－ 
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抗菌試験方法の整備 

黄色ブドウ球菌 

参考：抗菌加工製品の内外市場に関する調査研究（http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/human-design/downloadfiles/gaiyo.pdf） 
    SIAA/抗菌製品技術協議会ホームページ（ http://www.kohkin.net/ ） 

    Wikipedia（ http://ja.wikipedia.org/） 

検定菌 

抗菌加工製品 

微生物感受性試験 

抗菌性能評価 

抗菌まな板 抗菌便座 抗菌フィルター型空気清浄機 抗菌携帯電話 

大腸菌 

製品化 

■ 検定菌とは JIS等の抗菌性能の評価に貢献 

⑤ 規制対応 



 検定菌とは、日本工業規格や日本
薬局方に微生物の性質を応用した試
験が規定されている際に、試験の基
準や参照として用いられる微生物株
のこと。 
 検定菌は、人間に常在しており、身
体が弱った時に病原性となり得る大
腸菌等が指定されており、医薬品や
医療器具の安全性を保証する上で重
要な役割を果たしている。 

 
 
○医薬品や医療器具の安全性保証試験（微生物限度試験・無菌試験） 

 医薬品等の安全性を保証するためには、微生物の混入の実態につい
て確認することが必要である。 
 大腸菌や黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、緑膿菌を用いた試験によ
り、安全性確認が可能となり、それらの試験は日本薬局方に規定され、
企業の検査センター等で実施されている。 
 
 
 日本薬局方で規定された試験法では、微生物が生育するための培地
を用いるが、その培地の性能が試験に適合しているが重要になる。 
 このため、微生物限度試験や無菌試験を行う前に、検定菌を用いた
培地性能試験が実施される。 
 

 
 
【日本薬局方】 
4.05 微生物限度試験法 

 非無菌製剤や医薬品の原料、成分、
医薬品添加剤等における微生物汚染の
実態を評価、判定するために設けられ
た試験操作法と実験条件 
4.06 無菌試験法 
 無菌であることが求められている原薬
又は製剤に適用され、それらが無菌で
あるどうかを判断するために設けられた
試験操作法と実験条件 
 

■ 検定菌とは 

      

３７．微生物遺伝資源の活用事例 －微生物汚染の評価に利用される微生物－ 
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無菌試験方法等の整備 

参考：栄研化学株式会社情報誌es（ http://www.eiken.co.jp/technique/es/pdf/es1.pdf ） 
    Wikipedia（ http://ja.wikipedia.org/） 

培地性能試験 

検定菌を塗布 

陽
性 

製薬に用いられる水（製薬用水）を塗布 
製薬用水として 

安全性確認 

培地の 
性能に 

問題なし 

安全な製薬プロセスの 
構築 

陰
性 

試験培地 

試験により微生物の 
混入実態を確認 

検定菌 

医薬品や医療器具の安全性保証試験に貢献 

⑤ 規制対応 



真正細菌の一属であり、真核生物細
胞内に寄生する。非常に小さなサイ
ズなので、一般的な精製用フィルター
（0,22μm）を通過してしまうため、細
胞培養に用いる培地が、しばしばマイ
コプラズマにより汚染される場合があ
る。 

 
 
 
 
JISとは、鉱工業に関する製品品質
や検査方法を定めた基準であり、
マイコプラズマを検査するための
基準がJISで定められている。 
 
例） 
○JIS K 3810-2:2006 
マイコプラズマの検出法－第2部：DNA蛍光
染色による間接検出法 

■マイコプラズマとは 

 ３８．微生物遺伝資源の活用事例 －マイコプラズマ（製品の品質確保）－ 
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細胞培養及び細胞培養に用いられる試薬類や細胞培養に
よって生産された製品は、しばしばマイコプラズマに汚染され
ている場合がある。そのため、NITEが持っている本菌を指標
として、マイコプラズマが入っていないかどうかを検出する。 

参考：Wikipedia 

マイコプラズマを用いた日本工
業規格（JIS）の整備 

染色液で染色し、顕微鏡観察で比較する 

汚染あり 

汚染なし 

指標 

比べる 

細胞.ｊｐ（http://www.saibou.jp/service/know15.php） 

マイコプラズマ 

株式会社バイオベルデ（http://www.bioverde.jp/） 

サーモサイエンティフィック（http://www.thermoscientific.jp/） 

製品の汚染チェックに活用！！ 

ポジティブコント
ロールにJISで定

められた菌
（NITE保有）を使

用 

培地 試薬 

JISで定められたマイコプラズマ汚染の検出 

⑤ 規制対応 



 
 
 
 

 
・これまでに、病原菌200株以上の菌株について
ゲノム解析が実施され、その感染症の作用機序
について遺伝子レベルで明らかになりつつあ
る。 
 
・シュードモナス属では、特に６０株のゲノム情
報が公開されており、ゲノム情報から病原性を
評価する試みが多くなされている。 
 
・ゲノム解析技術の進展にともない、これらを整
理、活用することによって、微生物の安全性評
価に生かせる可能性がある。 
 

      

ゲノム情報を活用した安全性評価の試み（注） 

  ３９．微生物遺伝資源の活用事例 －ゲノム情報（ｼｭｰﾄﾞﾓﾅｽ・ﾌﾟﾁﾀﾞ菌）－ 
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■シュードモナス・プチダ菌とは 

  
 汚染物質の分解、物質変換、生物防除剤など、
様々な産業分野での応用が期待されている。 
  しかしながら、近縁種に日和見感染症を起こす
菌が存在し、病気との関係が疑われている。 

病原性に係る遺伝子の存在による安全性の評価 

シュードモナス属の病原菌（緑膿菌）には毒素遺伝子、毒素輸送系遺伝子、その他の病原性
遺伝子が存在するが、シュードモナス属の安全菌にはそのような遺伝子は存在しなかった。 

注 経済産業省23年度委託事業「バイオインダストリー安全対策事業」 

ゲノム情報を蓄積し活用することによって微生物の合理的な 
安全性評価が可能に。微生物資源の活用範囲が拡大。 

バイオレメディエーション バイオプロセス（物質変換） 

バイオプラスチック 
微生物農薬 

有用酵素 

△：部分的に有するもの 

ゲノム情報に基
づく安全性評価 

土壌に多く生息する
細菌で、他の微生物
が分解できない石
油成分を分解する
など、多様な代謝活
性を持つ。 

《波及効果》 

殺　菌　機　能

表面活性物質

タンパク質分解

分　　　　　　泌

クオラムセンシング（注1）

リパーゼ（注2）

鉄取り込み

P. putida　
NBRC14641T

病原菌 安全菌
敗血症に関連する

毒素・病原性遺伝子

毒　素　生　産

P. aeruginosa　
NBRC 12689T

P. aeruginosa
 PAO1

P. putida
 KT2440

△

なし

○ ○ なし なし

○ ○ なし

○ ○ なし

なし

○ ○ △ △
○ ○ なし

なし

○ ○ △ △
○ ○ なし

○ ○ なし なし

注１：自分と同種の菌の生息密度を感知して、それに応じて物質の産生をコントロールする機構 

注２：脂質を構成するエステル結合を加水分解する酵素 

ｼｭｰﾄﾞﾓﾅｽ・ﾌﾟﾁﾀﾞ菌ゲノム情報
の整備・提供 

⑤ 規制対応 



■従来の微生物の分類とは 

      

４０．微生物遺伝資源の活用事例 ーゲノム情報（微生物の分類）ー 
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・微生物の分類同定は、安全 
 に微生物を利用するために 
 不可欠である。 
・従来微生物の分類同定は、 
 微生物の形態観察や化学 
 分析により行っていたため、 
 経験や専門性が必要であっ 
 た。 

「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」の判断基準を示した解説の改訂がなされ、
従来、微生物の安全性評価は従来動物実験が推奨されていたが、高解像度でありかつ客観性
に優れた分子系統分類により判断することが推奨されるようになった。これにより、事業者が高
価な動物実験を行う必要がなくなり、申請に対するハードルは大幅に下がったといえる。 

分類指標となるゲノム情報
の整備・提供 

・ ゲノム情報の進展により 
 細菌については、16SrRNA遺伝
子等の指標遺伝子の比較により
分類同定が可能であることが判
明した、現在の分類同定の標準
となっている。 

・形態観察 
・栄養要求性 
・○○代謝 
・○○生理活性 
・    ・ 
・    ・ 
・    ・ 
・ 

(従来) 

専門的
な技術
が必要 

誰でも 
簡単に！ 

・指標遺伝子のシーケンス 

波及効果 微生物の安全性評価は、動物実験
から高解像度な分子系統分類へ 

遺伝子による簡便・客観的な分子系統分類の実現 

⑤ 規制対応 




