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エグゼクティブサマリー 

 

 微生物及びその遺伝子等からなる微生物遺伝資源は、医薬、化学、農業、食品、

環境等様々な産業に利用されている。NITE バイオテクノロジーセンター（以下、「バイ

オセンター」という。）は、平成14年から基盤となる微生物遺伝資源の整備と提供を通

じてバイオ産業の発展に貢献してきた。バイオセンターはこれまで約 8 万の微生物遺

伝資源の整備を行い、平成２６年度は２，５８４件１５，５４０株の提供を行った。提供さ

れた微生物遺伝資源は、医薬品企業、食品企業、化学企業、大学等に幅広く利用さ

れており、世界でもトップクラスの保有数と提供数を誇る機関となっている。 

 この度、我が国バイオ産業の健全かつ中長期的な発展を促進するため、平成２７年

度の業務運営に関する目標（年度目標）及び業務運営に関する目標を達成するため

の計画（事業計画）に基づき、「微生物遺伝資源の収集・提供戦略」を策定し、公表す

るものである。 

 収集・提供戦略の策定にあたっては、「産業ニーズのある菌株を重点的に収集・提

供することで、微生物遺伝資源の利用促進をはかり、ひいてはバイオ産業の発展に

貢献する」という方針の下で産業ニーズの調査と把握を行ってきた。 

 その結果、産業ニーズ及びバイオ産業発展のための重要性に鑑み、平成２７年度

の微生物遺伝資源の収集方針として、下記 4つについて重点的に実施する。 

 

1. 次世代の石油代替エネルギーとして注目を集める「バイオ燃料の生産性に寄

与する菌株」 

2. 微生物汚染リスク低減及び消費者ニーズ対応のための「製品の品質向上に寄

与する菌株」 

3. 経年しても藻が発生しにくい建材等を開発するため整備のニーズが高い「防藻

性の評価に係る菌株」 

4. 予防医療実現に向けた健康増進へ寄与する「健康・医療に関する製品・食品

等の開発に利用される菌株」 

 

なお、収集戦略は、産業ニーズ及びバイオ産業の動向に応じて毎年見直しを行い、

常にバイオ産業の発展に効果的な微生物遺伝資源の収集・提供を目指すものとす

る。 
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1 バイオ燃料の生産性に寄与する菌株 

<背景> 

 新興国の旺盛なエネルギー需要により、温室効果ガスの排出量が急増している。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第５次評価報告書では、気候システムの温

暖化について疑う余地がなく、気候変動を抑えるためには温室効果ガスの排出を大

幅かつ持続的に削減する必要であることが示されている1。IATA（国際航空運送協会）

は 2020年から航空機の二酸化炭素排出に上限を設定し、Carbon Neutral Growth（炭

素中立成長）を実現する、との目標を立てており2、その実現にはバイオジェット燃料

の実用化が不可欠である。また昨今、エネルギーの安定供給のために再生可能エネ

ルギーを含め、エネルギーの多様化も求められている。 

 微生物遺伝資源は次世代の石油代替エネルギーであるバイオ燃料の生産に関わ

ることから注目されている。具体的には、植物系資源（バイオマス）の分解を行うこと

によるバイオエタノール生産、微生物自身による油脂生産、微生物が行う発酵による

バイオガス生産、の 3つの側面からバイオ燃料の生産を行うことが知られている。 

 バイオ燃料の生産に関わる微生物遺伝資源は多岐にわたっている。主に糸状菌、

原核生物がバイオマス分解を行う生物資源として利用されており、食糧と競合しない

セルロース系バイオマスによるバイオエタノール生産技術の開発が進められている。

微生物自身による油脂生産では、光合成により二酸化炭素を吸収して油脂を生産で

きる微細藻類や、バイオマスから油脂を生産できる酵母が、バイオ燃料の生産に利

用できるとして注目されている。また、有機性廃棄物を原料としてメタン生成菌等の微

生物発酵によりメタンガスを生産するプラントが開発されており、エネルギーの地産地

消としても注目されている。将来の二次エネルギーとして中心的役割を果たすことが

期待されている水素も、バイオマスを活用して製造することなどが重要とされている。 

 これらのバイオ燃料生産技術はそれぞれ開発が進んでおり、一部実用化されてい

るが、コストや遺伝資源の整備についてそれぞれの課題、ニーズがある。このことか

ら、バイオ燃料の生産に関する菌株の収集戦略については各課題に応じて菌株の分

類群ごとに個別に記載する。 

                                                   
1 http://www.env.go.jp/earth/ipcc/5th/pdf/ar5_syr_spmj.pdf 
2 http://corporate.airfrance.com/fileadmin/dossiers/img_rte_fr/IATA.pdf 
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糸状菌 

<課題> 

 非可食性原料由来の第二世代バイオエタノールは実用化が最も進んでいることか

ら、早期かつ継続的な生産が求められている。しかし、現状では実用的な国産酵素

製剤が無く、バイオマス利用に必要な酵素は海外メーカーに掌握されつつある。また、

バイオマスの生物学的な前処理（リグニン分解・ヘミセルロース分解など）に適した糸

状菌株の探索も不十分である。 

<国、企業等の動向> 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「バイオ燃料事業化に向けた革新

的糖化酵素工業生産菌の創製と糖化酵素の生産技術開発」では「バイオ燃料技術革

新計画」3の技術革新ケースのベンチマークであるエタノールコスト 40 円/L-EtOH の

達成（2015-2020 年）によるバイオマスエネルギー普及を目指している。そのため、

2020 年までに、セルロース系バイオマスを原料とするエタノール生産の酵素糖化プロ

セスを商用スケールで可能とするため、糖化能力 1 mg/g-生成糖以下を持ち、酵素

コスト 4 円／L-EtOH で酵素を提供できるプロセス技術パッケージの開発を行って

いる。バイオセンターも糖化酵素の高機能化に関する研究開発を担当するメンバーと

して同プロジェクトに参画している。 

<企業等のニーズ> 

 バイオマスを用いたバイオエタノール生産に関わる酵素産業からは、セルラーゼ製

剤を高効率・低コスト化する酵素・遺伝子を有する菌株や、国外企業の特許に抵触し

ない新規性の高い酵素・遺伝子が要望されている。 

<アクション> 

 NEDO「バイオ燃料事業化に向けた革新的糖化酵素工業生産菌の創製と糖化酵素

の生産技術開発」の一環として、有用な糖化酵素を生産する糸状菌株を収集し、企

業や大学で活用できるよう整備をすすめる。 

                                                   
3 http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g80326c05j.pdf 
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<期待される効果> 

 国家プロジェクトで収集した糖化酵素産生菌株を提供することにより、当該菌株ある

いはその酵素遺伝子を活用した酵素製剤の実用化・商品化が進むと期待される。ま

た、国産バイオマス糖化酵素製剤の開発により、国内酵素産業・バイオマス利用の下

流に位置する産業（バイオリファイナリーなど）が活発化することが期待される。 

 

酵母 

<課題> 

 現行のリグノセルロース系バイオマス糖化プロセスにおいて、多様な糖が得られる

ものの、酵母は全ての糖を分解できるわけではない。そのため酵母の利用可能な糖

に分解する過程における技術とコスト面に課題がある。 

<国、業界等の動向> 

 五炭糖及び六炭糖を発酵する酵母を作出し、セルロース等系バイオマスを原料とし

たエタノール生産に関する研究が NEDO「セルロース系エタノール革新的生産システ

ム開発事業」で平成 25年度まで行われていた。 

 また、木質バイオマスに含まれる五炭糖を原料にして油脂を蓄積する酵母を用いた

バイオディーゼル燃料（BDF）生産に関する研究4が農林水産会議の農林水産業・食

品産業科学技術研究推進事業として行われている。 

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）と独立行政法人国際協力機構（JICA）

が共同で実施している、地球規模課題対応対策国際科学技術プログラム 

（SATREPS）「生命科学研究及びバイオテクノロジー促進のための国際標準の微生

物資源センターの構築」（以下、「当該 SATREPS」という。）において、五炭糖発酵酵

母および油脂生産酵母の収集が行われている。 

<企業等のニーズ> 

 食料と競合しない五炭糖発酵酵母の菌株やその菌株から五炭糖代謝関連酵素・遺

伝子に需要がある。また、五炭糖代謝関連酵素・遺伝子はエタノール高発酵酵母や

耐熱性エタノール発酵酵母に導入するため、これらの酵母についても需要がある。 

<アクション> 

 木質バイオマスに含まれる五炭糖を資化するなど、多様な性質を有する酵母及び

脂質生産酵母に関し、当該 SATREPSへの参画を通じて収集する。 

<期待される効果> 

 バイオエタノール生産酵母の整備・提供を進めることで、五炭糖発酵酵母や五炭糖

代謝関連酵素遺伝子の研究開発を促進し、バイオエタノール製造コストの低下が見

込まれ、バイオエタノールの普及により二酸化炭素排出量削減に資する。また、脂質

生産酵母による BDFの生産が実現することで、エネルギー源の多様化に資する。 

                                                   
4 http://www.s.affrc.go.jp/docs/gaiyou/pdf/25019a.pdf 
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微細藻類 

<課題> 

実験室レベルでは微細藻類による油脂生産に成功しているが、実用化に必須な屋

外での大量・高生産性培養の成功例は少ない。特に、菌株選定に当たっては年間を

通して安定的に培養を実現する必要があるため、屋外培養時の環境変動に対応でき

る菌株が求められている。同時に、菌株の選定においても客観的な評価基準が無い

ために、各研究開発グループが独自の基準で自身が使用している菌株を評価してい

るのが実情であり、これらの要素は課題解決のために新たな菌株を研究開発に導入

することを困難にしている。更に生産システム構築に関しては、培養から抽出に至る

一貫工程での低コスト化、省エネ技術の確立など、生産工程を考慮した各要素技術

のブラッシュアップが必要となっている。 

<国、業界等の動向> 

 日本では主に NEDO などの国家プロジェクト先導で実用化に向けた研究開発が行

われている。同時に、微細藻燃料開発推進協議会（JMAF）など企業を主体とした研

究開発組織から構成される団体が運営されており、研究開発グループの垣根を越え

て課題を解決するために様々な議論が行われている。 

<企業等のニーズ> 

 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書」（2011 年）5  に

おいて微細藻類を保存するカルチャーコレクションの維持管理、燃料生産に適した新

規菌株の探索、評価の実施や推進においても公的機関の支援が必要とされている。

また、微細藻類バイオ燃料生産産業への応用・研究に利用するため、燃料生産性や

屋外培養特性等の情報を付加した微細藻類の収集・提供が要望されている。 

<アクション> 

バイオセンターが保有する微細藻類のうち、油脂を生産する菌株について、油脂を

対象にした分析や増殖調査を行い、燃料生産に適した菌株の選抜に資する情報を付

加した菌株の提供体制を整える。また、屋外での大量培養試験を実施し、環境変動

に強い菌株など屋外培養特性に関する情報を付加する。以上、各企業が自身の菌

株の評価が行えるようバイオセンターが上述の情報を整備する。 

<期待される効果> 

 燃料生産性や屋外培養特性等の情報が付加された菌株を提供することにより、環

境等の様々な要因に適合した藻類を対象に研究開発が行われる様になり、微細藻

類由来の燃料開発が一層推進されることが期待される。 

 

 

                                                   
5http://cocn.jp/common/pdf/thema38-L.pdf 



 

 

6 

 

原核生物 

<課題> 

 廃棄物を原料にして発酵によりメタンガス等の生産が行われるが、多様な原料に比

して入手できる菌株が少なく、最適な菌株が選択できないことが課題となっている。ま

た、発酵プロセスの特殊な環境（高温やアンモニア高負荷など）に適応する菌株も整

備されていない。 

<企業等のニーズ> 

 メタン発酵効率の良い微生物群を安定供給するための保存を含めた技術開発が要

望されている。 

<国、業界等の動向> 

経済産業省資源エネルギー庁発表のエネルギー基本計画6（2014年）において、下

水汚泥、食品廃棄物などによる下水汚泥、食品廃棄物などによる都市型バイオマス

や耕作放棄地を活用した燃料作物バイオマスの利用を進めることがあげられている。

また、水素社会の実現に向け、将来的には国内外の太陽光、風力、バイオマス等の

再生可能エネルギーを活用して水素を製造することなども重要とされている。 

JST 低炭素社会戦略センター「低炭素社会の実現に向けた技術および経済・社会

の定量的シナリオに基づくイノベーション政策立案のための提案書 バイオマス廃棄

物のメタン発酵（着手段階）」（2014 年）7において、メタンガス生産のコスト計算を行っ

ている。技術課題としてメタン発酵素工程の解析と改良、高速メタン発酵菌の創製に

よる発酵槽容量の低減（発酵時間の縮減）や発酵工程前後の汚泥濃縮プロセスの合

理化が必要であることがあげられている。 

<アクション> 

 エネルギー生産菌（水素生産菌、メタン生成古細菌）、木質バイオマスエネルギー生

産に関連したセルロース分解菌、発酵プラントにおけるメタン回収においてのエネル

ギー回収効率化に資する好熱性菌などを収集する。 

<期待される効果> 

 適切なエネルギー生産菌の供給により、エネルギー生産プラントが安定的に稼働さ

れ、エネルギー生産による廃棄物の有用資源化（廃棄物の減量化）が促進される。ま

た、地産地消による輸送コストが削減と、輸送に伴う二酸化炭素の削減にも寄与する

と期待される。 

 

                                                   
6http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/140411.pdf 
7http://www.jst.go.jp/lcs/documents/publishes/item/fy2013-pp-05.pdf 
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2 製品の品質向上に寄与する菌株 

<背景> 

 現代は、快適な生活に対する意識が高く、清潔さに関する消費者ニーズが高まって

いる。一方で化粧品・トイレタリー・材料・食品・医薬品など、様々な製品において微生

物汚染が発生するため、企業では微生物汚染の防止や微生物汚染の可能性につい

ての詳細な検討をする等、製品の品質や安全性を向上するための対策が必要となっ

ている。対策の一環として、製造現場では、微生物汚染の原因調査や原因となった

菌（以下、「汚染菌」という。）の同定が行われているが、それら汚染菌は企業におけ

る事故の情報ともとられることから、微生物遺伝資源保存機関に寄託する等、公開さ

れることがまれである。 

 また、消臭など消費者の清潔さに対するニーズは多角化しており、生活臭や体臭等

の悪臭はそこに生息する微生物により発生することから、石けん・洗剤業界、繊維等

の業界においても悪臭を防止するための製品開発が進んでいる。 

 

<課題> 

 汚染菌の入手が困難であることから、微生物汚染の原因調査に時間を要し、微生

物汚染が生じた際の企業の品質管理の改善や原因調査を簡便かつ迅速化する試験

検査キットの開発が進まないという問題がある。 

<企業等のニーズ> 

 様々な製品・食品を汚染した原因となる菌株を広く整備・提供して欲しいという事業

者からの要望がある。 

 特に一般社団法人繊維評価技術協議会 SEKマーク制菌加工基準のオプション菌と
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して採用されたモラクセラ菌（洗濯物生乾きの悪臭原因菌との報告あり）は、国内で

提供する事業者がないことから、当該菌の整備・提供が要望されている。 

<国、業界等の動向> 

 新たな知的基盤整備計画 微生物遺伝資源に関する新たな整備計画・利用促

進方策（以下、「知的基盤整備計画」という。）において、製品の品質を向上させ

るために、製造工程で発生する微生物汚染を防ぐためには汚染菌や有害菌の

整備が不可欠であることから、工業製品や食品の汚染菌を微生物遺伝資源と

して整備することが必要とされている。 さらに、今後の整備項目として微生物

殺菌や滅菌の指標となる汚染菌や有害菌の収集について、国内外の生物遺

伝資源保存機関の他、検査機関や公設試験研究機関（公設試）との連携を検

討するとされている。 

 一般社団法人繊維評価技術協議会は、平成 25年に、業界の悪臭の原因菌汚

染評価へのニーズに対応するため、SEKマーク制菌加工基準のオプション菌と

してモラクセラ菌（Moraxella osloensis ATCC 19976）を採用した。 

<アクション> 

 汚染菌は企業における事故の情報ともとられることから、企業から直接寄託を受け

ることは難しい。そこで、公設試など微生物に汚染された製品や食品が依頼検査とし

て間接的に持ち込まれる事業者と連携し、汚染原因となった菌株を中心に収集する。

また、特に要望の高いモラクセラ菌を優先的に入手し、提供する。 

<期待される効果> 

 汚染菌を整備・提供することにより、業者の実施する微生物汚染調査の迅速化、関

連業者による微生物汚染試験検査キットの開発が促進され、バイオ産業の微生物汚

染リスクの低減及び製品の品質向上に貢献する。 
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3 防藻性の評価に係る菌株 

<背景> 

 高温多湿の気候を持つ日本は藻類が繁殖しやすい環境となっているため、藻類の

繁殖が製品の利用上問題となっている。例えば、タイル、コンクリート等の建築外装

材料に藻類が発生し、美観を損ねる要因となっている。また、製品中の塩化ビニルパ

イプにも藻類が繁殖することでパイプが詰まり、製品の利用に影響を与えることがあ

る。 

 近年、建築材料等の耐久性が向上し、長期の使用が可能になっていることから問

題が顕在化しており、建築材料メーカーや塗料メーカーにおいて、外壁材や塗料の高

付加価値化として防藻性を狙った製品開発が行われている。 

 

<課題> 

 現状では、防藻性素材を評価する試験（防藻試験方法）の標準が未整備であり、業

界各社が個々に条件を決めて防藻試験を実施しているため、客観的な評価が困難で

ある 

<国、業界等の動向> 

 現在、業界で実施されている防藻試験方法は「寒天培地法」と「バーミキュライトベッ

ド法」であるが、一部の研究機関においては藻類の発生した水に試料を浸漬する等

の試験方法を独自に提案している例も見受けられる。現在、一般財団法人建材試験

センターが、試験・評価方法の標準化にむけ、建築外装材料の防藻試験方法の比較

検討に関する技術レポート「建築外装材料の防藻試験方法の比較検討」（建材試験



 

 

10 

 

情報 2013年 8月）8をとりまとめている。 

<企業等のニーズ> 

 業界各社からは防藻性を持つ製品の開発において、適切な試験・評価を行うため

の検定菌、試験・評価方法の整備が業界各社から要望されている。 

<アクション> 

 バイオセンターが、建築材料、パイプ等の人工物に繁茂する藻類菌株を独自に収

集する。また、新たな公的試験方法の策定において利用される菌株について、必要

に応じて外部からの寄託や交換で入手することにより、藻類試験株の整備を行う。 

<期待される効果> 

 防藻性評価の試験・評価方法と試験に使用する藻類株がセットで整備されることに

より、製品開発の迅速化と客観的な評価が可能となることが期待される。 

                                                   
8 http://www.jtccm.or.jp/library/jtccm/public/mokuji13/1308_gijutsu.pdf 
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4 健康・医療に関する製品・食品等の開発に利用される菌株 

<背景> 

 日本では国民皆保険制度によって誰もが高水準の医療を受診することが可能であ

り、国内企業も研究開発に注力して新たな医薬品や医療機器を継続的に上市してき

た。一方、少子高齢化に伴った医療・介護費の拡大を受けて、予防医学的アプローチ

が見直されている。特に、近年、腸内菌叢と免疫・アレルギー、生活習慣病（糖尿病、

肥満等）、がん・感染症との関係が明らかになりつつあることから、発酵食品を含む健

康食品が新しいヘルスケアサービスの一つとして注目されている。大手食品メーカー

ではプロバイオティクス（腸内菌叢のバランス改善で人に有益な作用をもたらす生き

た微生物）による製品の開発が進められ販売されている。 

 また、機能性食品については開発の加速化に伴い、原料の供給が問題となりつつ

ある。例えば、高脂血症の改善効果があることが知られている。青魚の油脂に含まれ

るω3脂肪酸（DHAや EPA等）では、原料となる魚・甲殻類の漁獲量が減少しており、

その代替生物としてω3脂肪酸を高蓄積するラビリンチュラ類が注目されている。 

<課題> 

 プロバイオティクス製品の開発に関しては、企業では外資系を含む種菌会社から購

入した発酵スターターが広く利用されており、国産や独自の菌株を用いた製品開発は

必ずしも進んでいるとは言えない。一方で小規模事業者の事業縮小・撤退により、固

有の蔵付き微生物（酒蔵等に住み付いている醸造微生物。それぞれの蔵に特有の微

生物がおり、特徴ある製品作りに寄与していると言われている。）が失われつつある

ことから、生物遺伝資源の確保が課題となっている。 

 また、ω3脂肪酸生産等の機能性食品の原材料開発に活用可能な微生物が整備さ

れておらず、利用しにくい状況にある。 

<国、業界等の動向> 

 健康・医療戦略の新産業創出施策において、疾病予防等を念頭に置いた新しいヘ

ルスケアサービスの市場創出が重要とされている。 

知的基盤整備計画において、中堅・中小企業での乳酸菌や酵母といった微生物の

利用実績が多いこと及び地方の中堅・中小企業が実施している醸造、食品開発に活

用できることから、乳酸菌等の微生物遺伝資源の整備を促進することが必要とされて

いる。 

 消費者庁では乳酸菌等の微生物や DHA・EPAを含む食品を特定保健用食品として

表示を許可し9、公益財団法人日本健康・栄養食品協会が発酵微生物類や脂質類を

                                                   

9 http://www.jhnfa.org/tokuho-f.html 
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含む製品を健康補助食品として認定している10。食品と食品素材メーカーによる健康

と食品懇話会が中心となり、健康食品や特定保健用食品の普及を促進している11。 

当該 SATREPSにおいて、抗酸化能を有する藻類、発酵食品由来の酵母や及び乳

酸菌の収集が行われている。 

<企業等のニーズ> 

 海外原産のスターターを購入せずに、独自の発酵食品製造に利用できる微生物、

中でも酵母や乳酸菌を整備し、提供して欲しいとの業界からの要望がある。 

 機能性成分であるω3脂肪酸を生産する生物を利用したいという業界からの要望が

ある。 

<アクション> 

 公設試との共同事業等を通じて、健康・医療に関する製品の開発に利用可能な食

品由来の菌株（乳酸菌、酵母）を収集する。 

 当該SATREPSへの参画を通じて収集した、抗酸化能を有する藻類、発酵食品由来

の酵母や及び乳酸菌を整備し、提供する。 

 機能性成分を産生するラビリンチュラ類を分離者からの寄託や他機関との交換等

により収集する。 

<期待される効果> 

 健康・医療に関する製品の開発に利用可能な独自製の高い微生物を提供すること

で、オリジナリティの高い健康食品等の製品開発に貢献する。 

 ω3 脂肪酸生産微生物の活用を促進し供給することで、ω3 脂肪酸の生産の安定

化に貢献する。 

                                                   

10 http://www.jhnfa.org/health-02.html 

11健康と食品懇話会： メーカー38社 

 http://kenshokukon.jp/ 


