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統合イノベーション戦略 平成30年6月15日閣議決定

「第６章 特に取組を強化すべき主要分野」として「バイオテクノロジー」を指定

-統合イノベーション戦略より抜粋-

データ駆動型の技術開
発・社会実装を加速
その方策を今年夏の「バ
イオ戦略」にて実施
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バイオとデジタルの融合により実現を目指す
経済社会像（ビジョン）

バイオ戦略検討ワーキンググループ中間とりまとめ 平成30年6月13日

バイオとデジタルの融合により実現を目指す
経済社会像（ビジョン）

バイオ戦略検討ワーキンググループ中間とりまとめ 平成30年6月13日
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平成29年12月19日 経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会 バイオ小委員会 資料

スマートセルインダストリーの実現に向けた取組
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生物資源データプラットフォームのご紹介

平成31年度 生物資源データプラットフォームを公開予定

バイオバイオ デジタルデジタル
・資源（微生物、植物、動物等）
・資源についてのメタ情報
（由来、分離源、機能、学会情報等）

・オミックスデータ（ゲノム、メタゲノム、プロテオーム等）
・資源についての計測データとメタ情報

（系統分類情報等）

両者を合わせて統合検索

生物資源を探している方
特性, 分離源, データの有無で所望の資源を検索･利用

生物資源と関連する実験データ・オミクスデータの総合サイト

NITE生物資源データプラットフォームの特徴NITE生物資源データプラットフォームの特徴

デジタルデータを探している方
データの種類や条件, 資源の有無でデータを利用

日本語で記載
「乳酸菌」などわかりやすく探しやす
いキーワードで検索可能
採取地域や分離源からも検索可能
様々な機関の資源や情報を登録可能

生物資源に紐づくデータも公開･共有可
利用条件等の付帯情報も掲載可能

保有する生物資源の産業利用促進や
ビジネスマッチングに活用可能。
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生物資源データプラットフォームのコンセプト

１．微生物に詳しくないお客様にも使いやすく

２．菌株の情報とデータを紐づける

３．関連のデータが集まるような仕組みにする

４．データベース間のデータ連携に対応

乳酸菌ください。
に答える

この株のデータ、確かあっ
たんだけどな・・・ をなくす

データが更新されたら反
映してほしい・・ をなくす

他の機関が持っている
データとも比べたいな を実現

日本語で記述する。
検索されやすい言葉をタグ付け
データの見える化

データ種類にフレキシブルに対応
メタデータを項目毎に検索可能
データ間のつながりがわかるように

閲覧制限データOK
他機関のデータもOK
更新を定期反映（予定）

微生物のワンストップデータベースを目指す

まずは他機関の生物資源データとの連携を実現 APIを実装 9
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１）株
微生物株情報

Kitasatospora setae NBRC 14216T

２）微生物
微生物種情報

Kitasatospora setae

３）Taxonomy
Taxonomy情報

Kitasatospora setae

４）属性
Application 情報

キタセタリン生産
セタマイシン生産

MEO（分離源）情報
土壌

採取地（地図）情報
東京都港区白金5-9-1

５）文献情報
PubMed情報

Kitasatosporaゲノム論文
細胞壁の成分に関する論文

CiNii情報
Kitasatosporaの作る二次代謝産物

についての調査

６）データ
ゲノム

Kitasatospora setae ゲノム情報

９）実験情報

放線菌ゲノム解析

１０）プロジェクト情報

NBRC株ゲノムプロ
ジェクト

７）コレクション情報

NBRCコレクション

８）提供機関情報

NITE

データ間のつながりの例

７）コレクション情報

放線菌コレクション

６）データ

Kitasatospora setae 抗菌活性

９）実験情報

放線菌の抗菌活性
１０）プロジェクト情報

NBRC株抗菌活性調
べるプロジェクト

日本語化

日本語化

日本語 日本語

日本語
日本語

日本語
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希望にあう菌株を検索

乳酸菌の新しい情報（実験や文献）
はないかな？

～微生物名から検索～

GABA生産能のある菌株
はないかな？

～解析データから検索～

生物資源データプラットフォームで出来ること生物資源データプラットフォームで出来ること
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次年度、NBRC株データ公開
RD株データも公開準備中
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NBRCの菌株を多くの方に
使っていただきたい!!!

バイオ産業の発展に貢献したい!!!

NBRCの生物資源を
データと合わせてもっと探しやすく！

NBRCの
生物資源データ



生物資源データプラットフォームの機能１
様々な条件でフレキシブルに検索が可能

英語や学名で検索
テキスト表示のみ
表記の不統一これまで これから

日本語で検索できる！「乳酸菌」等のタグ
分離地・原産国を地図表示
分離源情報を日本語で階層表示

NITE保有株の原産国・分離地の
情報を市町村レベルまで帰属。

NITE保有株の分離源の情報を
日本語化・階層化

NITE保有株の機能に関する情報
を日本語化し、タグ付け

L 植物由来の飲料
L 植物由来の発酵飲料

飲料

L 植物由来の発酵飲料
L ブドウ由来飲料

L ワイン
L 赤ワイン
L 白ワイン

ワイン由来の酵母

希望する
分離源を
キーワードに
簡単に株を
選べます

NBRC 100785NBRC 100785

Acidiphilium multivorum
分離地：岩手県 松尾銅山
分離源：酸性の鉱山排水
Application: ヒ素耐性
高温耐性エステラーぜ生産

タグ：
好酸菌

機能についての情報が付いて
いる株を簡単に探すことがで
きます
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アジア・アフリカなどの地域タグから国名
を絞り込むことで原産地情報が付いて
いる株を簡単に探すことができます

地図でも
確認

地図でも
確認



門外不出
煩雑な共同事業
契約これまで これから

制限公開情報をログインして閲覧可能
薬剤耐性、資化性等の機能情報を提供
（予定）

生物資源データプラットフォームの機能２
NITEが保有する制限公開情報へのアクセスが可能

生物資源データプラットフォーム
に収録するデータは、個別に公
開制限をつけることができます。
ユーザーは申請することで、ログ
インして制限公開データを閲覧
することができます。
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△△県 県産酵母 SB０１株 アルコール耐性データ

ᾋ̵ᾃ

実験条件： ２５度、２００mlで小仕込み
利用株： SB０１株
データ形式： グラフデータ（エクセル）

グラフ描画（画像）
データのファイルをダウンロード

ഄ

ἤἿᾋ̵ᾃἼᾮᾷέἨἷἕܢ

Lactococcus lactis BB 20
Bifidobacterium longum SS-1

ỖỔỔώ

制限を設けることで登録
者は、利用して欲しい対
象（企業・機関など）を
絞り込むことができます
利用者は、一般利用者
より詳細な情報に触れる
ことができます

制限を設けることで登録
者は、利用して欲しい対
象（企業・機関など）を
絞り込むことができます
利用者は、一般利用者
より詳細な情報に触れる
ことができます
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ゲノム情報を検索
するとゲノム情報の
み結果が返ってくるこれまで これから

関連する株情報、実験情報など関連デー
タを見ることが出来る。
Taxonomy Treeからの検索も可能

生物資源データプラットフォームの機能3
関連データ（リンクしているデータ）の検索が可能

イメージ図

Taxonomy Treeから「ゲノム
解析されている株」というように
絞り込んで選択することができ
ます。
ゲノム解析の情報に関連する
（リンクする）情報をみること
もできます。

他機関のデータベースへ関
連する情報を探しに行くこと
なく、関連データの情報を得

ることができます

他機関のデータベースへ関
連する情報を探しに行くこと
なく、関連データの情報を得

ることができます
配列データ（fasta）のダウンロードが可能配列データ（fasta）のダウンロードが可能



解析を行った際の
実験データの散乱
株情報とのリンクが
不明確な場合あり

これまで これから

どのような解析を行った際の実験情報なの
か、どの株で行った実験なのかが明確に！
実験の測定データ等ダウンロード可能

生物資源データプラットフォームの機能4
実験の測定データ等の閲覧（ダウンロード）が可能

実験を行った際の計測データ
の登録が可能です。また、デー
タのダウンロードもできます。
どのような解析を行った際の
データなのか、どの株で行った
データなのかもたどれるように
なっています。

測定データ、画像データ等を
AI解析等に用いることができ

ます。

測定データ、画像データ等を
AI解析等に用いることができ

ます。 イメージ図

計測結果のダウンロードが可能計測結果のダウンロードが可能
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〇〇生産能のある菌株を所有しているが、
どこか有効活用してくれるところは

ないかな～？

希望にあう菌株を検索

乳酸菌の新しい情報（実験や文献）
はないかな？

～微生物名から検索～

GABA生産能のある菌株
はないかな？

～解析データから検索～
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公開・非公開を
設定可能です

×

生物資源データプラットフォームで出来ること生物資源データプラットフォームで出来ること
生物資源とデータを使って貰いたい人と

使いたい人をつなぎます
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企業･大学・公設試等

のデータ登録が
可能です！！



生物資源データプラットフォームの機能5
他機関が保有する生物資源情報も受け入れ可能

NITE資源のみ
各機関が情報公
開これまで これから

NITE以外の機関が保有する生物資源の
情報や実験データを受け入れ可能
制限公開にも対応可能
ビジネスマッチングに利用可能

生物資源プラットフォームは
NITE以外の機関の生物資
源やデータを収録することがで
きます。
登録に際して、生物資源や
データを保有している機関の
情報（問い合わせ先）や入
手条件を記載できます。

生物資源を活用した
オープンイノベーションや

ビジネスマッチングに
利用できます

生物資源を活用した
オープンイノベーションや

ビジネスマッチングに
利用できます
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△△社 酵母コレクション

ίᾰέύᾫᾷ

概要： △△社で採取された酵母のコレクションです。
酒造特性データを取ってあります。
育種により特許は取得できません。
お申し込みは下記URLまで。

価格： 1株 8000円
URL： http://www.nbrc.nite.go.jp/NBRC_catalogue

ഄ

ἤἿᾋ̵ᾃἼᾮᾷέἨἷἕܢ

Lactococcus lactis BB 20
Bifidobacterium longum SS-1

ỖỔỔώ
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試作画面紹介 トップ画面
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生物資源データプラットフォームが目指すこと①生物資源データプラットフォームが目指すこと①
今までは・・・

菌株Aで確認されている情報を
知るためには、複数のデータベース
を個々に検索する必要がありました

手
間
だ
な
ぁ･･･ 学名に詳しくないから億劫だな。

論文は出てるかな？
ゲノム解析はされているのかな？
分離源は食経験のあるもの？等々

生物資源データプラットフォームを使うと・・・

微生物のワンストップデータベースを目指します

１．微生物に詳しくないお客様にも使いやすく
→日本語検索可能、タグリストから検索可能

２．菌株情報を基点に各データが紐付いている
３．関連するデータが集まるような仕組み

→閲覧制限設定や他機関の情報登録も可能
４．データベース間のデータ連携に対応



24

眠っている菌株を有効活用
してくれる方はいないかな？

最適な微生物を用いて
新商品開発がしたいな

オープンイノベーション
例えば・・・

菌株や収録されたビッグデータの利用して
微生物資源を活用した共同開発
ライセンス契約締結 ⇒ 製品化
革新的技術の開発
AI等を用いてビッグデータを解析

⇒ 新サービスの提供 等々

マッチング
ビッグデータを解析して、
新サービスや便利ツールを

造りたいな

微生物遺伝資源の産業利用促進と
バイオ産業の活性化を目指します
微生物遺伝資源の産業利用促進と
バイオ産業の活性化を目指します

生物資源データプラットフォームが目指すこと②生物資源データプラットフォームが目指すこと②

AI

ゲノム解析データや
実験データなど
も登録できるよ
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企業・大学等でお持ちの生物資源を活用できるような場をご提供します。

利用機会の創出 使用料収入の増加 新規技術開発

NITEバイオテクノロジーセンターは、経済産業省の傘下として、企業・大学等が所有してい
る生物資源の利用を促進し、バイオ産業を全体の活性化することを目指しています。

企業・大学等が所有する
生物資源

ユーザー

生物資源データ登録

生産受託

ユーザー

利用機会
の創出使用料収

入の増加

検討中の案です。
詳細はお問い合わせください。

オープンイノベーション
共同開発
ライセンス契約締結⇒製品化
地域ブランドのアピール 等々

製品化

生物資源データプラットフォームが目指すこと③生物資源データプラットフォームが目指すこと③
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-統合イノベーション戦略より抜粋-

具体的施策は「SIP」に
て実施する。

NITEもデータベースとし
て参画

企業の保有するデータが
注目されている
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内閣府の実施する戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）について

内閣府説明資料より抜粋
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf

5年間、12課題で325億

28

○ 総合科学技術・イノベーション会議において、社会的に不可欠かつ日本経済・産業競
争力にとって重要な課題を設定し、各課題ごとに設置されたプログラムディレクター
（PD）を議長として解決していく。予算は、PDごとに分配されている。（文章変更）



「スマートバイオ産業・農業基盤技術」の研究開発の概要

研究計画書より抜粋、一部改変NITE参画（予定）部分 29

D. バイオ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ融合イノベーションを創出する研究開発基盤の構築



研究開発の概要（全体）
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本日のお話

生物資源データプラットフォーム構築の背景

生物資源データプラットフォームとは？

登録データと各つながり

生物資源データプラットフォームの機能

試作画面紹介

生物資源データプラットフォームが目指すこと

SIPへの参画について

まとめ
31



32

まとめ

ビッグデータの活用のための基盤整備
生物資源データプラットフォームの整備

～今年の夏ごろ公開予定～

SIPへの参画

バイオ産業界でのイノベーション創出を促進・支援

登録やご意見・ご要望などございましたらお気軽にお問い合わせください。


