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プロジェクト概要 

作成日 平成１５年３月１８日 

制度・プログラム名 生物機能活用型循環産業システム創造プログラム 
事業(プロジェクト名) 環境中微生物の高精度・高感度モニ

タリング技術の開発 
PJコード  

事業概要 
 
 
 
 

環境中の宿主あるいは組換え微生物等の特定の微生物、及びそれらを

含む微生物相を高精度・高感度・迅速に検出し、定量解析する技術の開

発、及び、特定環境を模したモデル微生物生態系を構築しそれらの動態

を評価するための試験手法の開発によってライフサイエンス分野の安

全性の基盤を整備する。 

事業担当推進部室・担当者 バイオテクノロジー開発室  木村文紀 
１．事業の目的・政策的位置付け
について            
【ＮＥＤＯが関与する意義】【実施の効果
（費用対効果）】【事業の背景・目的・位
置付け】 

国家産業技術戦略（平成１２年４月１０日）において、バイオテクノ

ロジーの産業化や新規分野への利用拡大を円滑に進めるためには、時代

を先取りした安全性及び生態系への影響評価の基準を整備することの

重要性が示され、また、科学技術基本計画（平成１３年３月３０日）に

おいては、国家的・社会的課題に対応した研究開発を推進する上で官の

果たすべき役割として、ライフサイエンス分野の推進に当たり、科学的

知見に基づく安全性の確保とそのための基盤の整備を推進することが

掲げられている。 
本プロジェクト（「環境中微生物の高精度・高感度モニタリング技術

の開発」）は、組換え微生物利用の安全性を科学的に評価する手法を確

立し、組換え微生物の産業利用に対する社会的理解を得、バイオテクノ

ロジーにおける組換え微生物の円滑な利用を促し、バイオテクノロジー

産業全体の一層の活性化を目指すものであり、まさに上記の方向性に沿

ったものである。 

２．研究開発マネジメントについ

て               

【事業の目標】 

環境中の宿主あるいは組換え微生物等の特定の微生物、及びそれらを

含む微生物相を高精度・高感度・迅速に検出し、定量解析する技術を開

発し、特定環境における微生物相の解析に適用し、その結果をデータベ

ース化する。さらに、特定環境を模したモデル微生物生態系を構築し、

モデル系での特定の微生物及び微生物相の動的変化を定量解析し、環境

中における宿主あるいは組換え微生物の動態を評価するための試験手

法を開発する。 
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主な実施事項 

Ⅰ環境中における特定の微生物

及び微生物相の定量解析技術の

開発 

 １，特定の微生物の定量解析技

術 

２，微生物相の定量解析技術 

H１３fy

 

 

 

   

 

   

H１４fy H１５fy H１６fy H１７fy 

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ �Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ��Ⅱ 評�

�Ⅱ �法Ⅱ Ⅱ Ⅱ  

１，モデル微生物生態系の構築

２、モデル微生物生態系を用い

た微生物相の動的解析手法の確

立 

【事業の計画内容】 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（単位：百万円） H１３fy H１４fy H１５fy H１６fy H１７fy 総額 
(当初)       一般会計

 (実績)       
(当初) ７０ ６３    １３３ 特会（エ

ネ高） (実績)  ７０ ７０    １４０ 
(当初)  ７０ ６３    １３３ 

【開発予算】 

総予算額

(実績)  ７０ ７０    １４０ 
経済省担当原課 製造産業局生物化学産業課 

産業技術環境局研究開発課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダ 独立行政法人産業技術総合研究所 生物機能工

学研究部門 副部門長 中村和憲 

委託先 独立行政法人産業技術総合研究所、 
大阪大学 

【開発体制】 

共同研究先  

【情勢変化への対応】  
【今後の事業の方向性】  
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研究開発は項目全般に渡り中間目標を達成する見込みである。その概要

は下記の通り。 
（１）環境中における特定の微生物及び微生物相の定量解析技術の開発（１）環境中における特定の微生物及び微生物相の定量解析技術の開発（１）環境中における特定の微生物及び微生物相の定量解析技術の開発（１）環境中における特定の微生物及び微生物相の定量解析技術の開発  
    ①①①①    特定の微生物の定量解析技術の開発特定の微生物の定量解析技術の開発特定の微生物の定量解析技術の開発特定の微生物の定量解析技術の開発    

（特定微生物検出マーカーの調整法の開発）（特定微生物検出マーカーの調整法の開発）（特定微生物検出マーカーの調整法の開発）（特定微生物検出マーカーの調整法の開発） 分子遺伝学研究で現

在広く用いられているオワンクラゲ由来のgfp（緑色蛍光タンパク質）

遺伝子を実際の環境浄化などに用いることが想定される代表的な環

境微生物（E.coli K-12）に導入し、蛍光顕微鏡下において視覚的に

追跡でき、また gfp や Trpr 遺伝子配列を利用した PCR により分
子レベルで検出できることを確認した。また、gfp 遺伝子による追

跡手法を更に一般化するためにあらゆる微生物が持っている rRNA を

コードする rrn オペロン内に gfp 遺伝子を挿入する手法を確立した 

（特定微生物検出マーカーの検出・定量化技（特定微生物検出マーカーの検出・定量化技（特定微生物検出マーカーの検出・定量化技（特定微生物検出マーカーの検出・定量化技術の開発）術の開発）術の開発）術の開発） 定量 PCR

法については、実試料からの DNA 抽出方法の最適化と蛍光消光プライ

マーを用いたリアルタイム定量 PCR 法の定量性について、その有効性

を確認した。また、活性汚泥など微生物濃度の高い試料（１０１０個

程度／ml）で、大幅に検出感度を向上させるため、実試料から抽出し

たDNAのうち目的遺伝子部分のみを選択的に抽出するDNA精製条件や

反応条件等の検討を行った。 

（細胞内遺伝子増幅法）（細胞内遺伝子増幅法）（細胞内遺伝子増幅法）（細胞内遺伝子増幅法）    菌体の前処理条件を最適化・普遍化する

ために、アガロースゲルによる細胞の包埋の効果について検討し、ゲ

ル濃度を決定した。また、蛍光 tyramide を用いたシグナル増幅法を

検討し、蛍光強度を 5倍以上高くできることを確認した。さらに、手

法の標準化・簡便化のために問題点のリストアップを完了するととも

に、菌体を捕集したポリカーボネートフィルターをマイクロチューブ

に入れて汎用の PCR 装置により in situ LAMP 法を行うための手順を

決定した。In situ LAMP 法のマルチカラー化を目的として、細胞内

の複数の遺伝子を同時に増幅・検出するためのプライマーおよび近縁

種の区別を可能とする属種特異的なプライマーを設計し、増幅条件を

決定した。多重蛍光染色した試料から特定の蛍光を発する菌体を特異

的に計数するために、蛍光顕微鏡画像解析ソフトの開発を行い、解析

時の誤差を補正する機能の組込みを完了した。 

②②②②    微生物相の定量解析技術の開発微生物相の定量解析技術の開発微生物相の定量解析技術の開発微生物相の定量解析技術の開発    

    （（（（微生物相解析マーカーの調整法の開発）微生物相解析マーカーの調整法の開発）微生物相解析マーカーの調整法の開発）微生物相解析マーカーの調整法の開発） 実際の自然環境水試料

を対象にプローブ開発の基礎となる微生物相データの収集を行った。

その結果、この系統群中で有効なグループ識別プローブはたった一属
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のみしか対象とならないことが明らかになった。また、さらに、堆積

物・土壌系試料を対象に微生物相解析マーカー（16S rRNA）を効率的

に抽出・回収・精製する既存法の比較検討を行った。その結果、DNA

対象の場合には市販の専用抽出キットが効率的であるが、DNA と RNA

の双方を対象として PCR 法以外の手法で解析する場合にはフェノー

ル法が有効であることを確認した。 

（微生物相解析マーカーの検出・定量化技術の開発）（微生物相解析マーカーの検出・定量化技術の開発）（微生物相解析マーカーの検出・定量化技術の開発）（微生物相解析マーカーの検出・定量化技術の開発）    １組のＰＣ

Ｒプライマーを用いて同時に複数の微生物を定量する場合のＰＣＲ

バイアスに因る定量誤差を小さくするための反応条件について検討

した結果、LightCycler®などの昇温降温速度の速い機器の使用が適し

ていることを明らかにした。また、各微生物群を定量的 PCR 法で定量

したあとに各微生物群中の個別の微生物種の濃度を T-RFLP 法で解析

する方法について検討した結果、適切な制限酵素がある場合には計測

可能であることがわかった。また、同時多重染色法（ multiFISH-DC

法）について、実際に３種類の自然環境水試料を対象に適用した結果、

５色に染色・識別された微生物が同時に検出され、環境微生物試料を

対象にした場合にも５種の微生物の同時識別検出が可能であること

が確認された。さらに、堆積物・土壌系試料を対象に non-RI 蛍光ド

ットハイブリダイゼーション検出・相対分子定量解析に基づく定量的

ハイブリダイゼーション法を適用、その有効性を確認した。 

 

（２）特定の微生物の環境影響評価試験手法の開発（２）特定の微生物の環境影響評価試験手法の開発（２）特定の微生物の環境影響評価試験手法の開発（２）特定の微生物の環境影響評価試験手法の開発    
①①①①    モデル微生物生態系の構築モデル微生物生態系の構築モデル微生物生態系の構築モデル微生物生態系の構築    

評価に必要なモデル微生物生態系として回分式活性汚泥を選定し、

合成廃水を用いて培養し、定期的に種汚泥の細菌相の解析を行った。

その結果、細菌相はほぼ安定しており、実用に供することが可能と考

えられる。 

 

特許 ３件 
論文 １４件 
研究発表 ２４件 
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４．実用化、事業化の見通し 組換え体を含む特定微生物の新規なモニタリング手法技術や、複雑な

微生物生態系の微生物相を迅速かつ高精度で解析する技術は、 
・ 食品の微生物汚染検出 
・ 作物の連作障害関連病原菌検出 
・ 各種水処理プロセスの診断、最適制御技術の開発 
・ 化学物質、重金属汚染土壌の修復可能性の評価 
・ 微生物相解析による各種農地の最適栽培作物選定 

等に適用可能であり、新規産業創出への波及効果は大きい。また、検出、

解析手法をキット化自動化することにより、幅広い環境バイオテクノロ

ジー分野で利用可能となり、現在優位を占めている米国製キットや機器

に対抗できることにもなる。 

実施時期 無 評価履歴 
評価項目・評価基準  
実施時期 １５年度 中間評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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評価概要（案） 

 
１． 総論 
１）総合評価 
環境中微生物モニタリングは組換え微生物利用の安全性を確保して組換え微生物
の利用を促進するためにも不可欠かつ重要な基盤技術であり、ＮＥＤＯの事業とし
て妥当である。研究担当は当該分野のトップクラスの２グループで構成され、事業
の趣旨に深い関わりをもつプロジェクトリーダが選任されており、研究の連携は良
く事業体制は適切である。当該分野の核となるべき優れた要素技術を取り上げ、オ
リジナリティと汎用性を備えた世界水準の研究を実施しており、質･量ともに目標値
をクリアする価値ある成果が得られている。また成果の論文発表や特許出願など普
及活動は高いレベルで実施されている。今後の発展性も十分に認められ、その成果
は組換え微生物の閉鎖系のみならず環境利用の推進につながると期待される。 
しかしモデル微生物生態系のコンセプトとその構築には更なるデータの収集と議論
が必要であると思われる。また個別技術の開発は組換え微生物の環境中での生残性
や環境中の微生物相解析に有効に活用できるものと理解できるが、組換え微生物の
影響評価手法確立につながるように、具体的な利用目的を想定した上で更に技術開
発を続けて欲しい。今後最終目標に向けて各プロジェクトの成果をどのように位置
付けて関連させ、まとめていくかをより明確にすることが望まれる。 
 
２）今後に対する提言 
本プロジェクトの規模は小さく、研究はモニタリング技術の開発にとどまってい
るが、将来性のある成果が生み出されている。従って、さらに成果を発展させるた
め、可能ならば事業規模の拡充を図り、将来は組換え微生物の安全性を評価する総
合的な研究開発につなげることを期待する。 
本プロジェクトの成果を環境影響評価手法の確立に向けて発展させることが肝要
であり、特に、モデル微生物生態系のコンセプト作り及び確立、更に本開発技術を
利用した微生物相の解析を対象として、事業の拡大を検討すべきである。 
今後、本事業で検討中のモニタリング技術を、実際の環境サンプルに適用し、普
遍性を備えた実用的な技術を目指して欲しい。 
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２． 各論 
１）事業の位置付け･必要性について 
我が国のバイオ産業の発展には環境中での組換え微生物の活用が必要であるが、
これを国民が受け入れるためには、安全性の確保が必須条件である。そのためには
導入組換え微生物のモニタリングと生態影響の評価が必要であるが、モニタリング
に必要な高感度で特異的な検出技術が整っておらず、環境（生態系）への影響につ
いて不明な部分が多いのが実情である。本事業は環境中に放出された組換え微生物
の挙動やその影響をモニタリングする技術の開発と微生物相解析ツールの開発を目
的とし、組換え微生物の閉鎖系利用のみならず環境利用を支える基盤技術となる社
会的意義の大きい重要なもので公共性が高く、その評価手法が公正かつ透明性を持
った経緯で採用されていることが必要であることから、NEDOが関与すべきもので
あるといえる。 
なお、新産業の創出と言う観点からは、成果が経済的効果の大きい組換え微生物環
境利用の安全性評価手法の標準化につながる方向性を意識して進められることを期
待したい。 

 
２）研究開発マネージメントについて 
プロジェクトリーダは組換えＤＮＡ技術工業化指針の策定や運用に深く関わって
おり、本分野における国内トップレベルの研究実施者間での連携もスムースに行わ
れていることから、事業体制は優れていると考えられる。 
目標設定は高いレベルで合理的かつ具体的で、達成度評価への適切な指標となっ
ている。また、順調に成果を重ねている状況から考えると、研究計画も妥当なもの
と思われる。研究テーマにおいては２グループ間で棲み分けがなされており、基本
的に無駄な競合は見られない。研究の進捗状況における見直しも適切におこなわれ
ていると感じられる。 
本事業の規模は小さく、小さな個別研究にまとまってしまっている感があるが、
今後は、組換え微生物の環境中での影響評価という大目標を目指して、個々の技術
の特性比較や相対的な位置付けの明確化および環境サンプルでの事例の集積による
実用化上の問題点の把握等も検討して欲しい。言い換えれば開発している技術が最
終的に「組換え微生物の安全性を評価するシステム」につながるような課題設定が
必要と思われる。 
 
３）研究開発成果について 
個々の実施項目の中間目標はほぼ達成されており、それぞれ目標値をクリアして
いる。 

16S-rRNA遺伝子への GFP遺伝子導入、in situ LAMP等の成果は世界をリード
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できる水準にある。同時多重染色による微生物群の識別は、複合微生物系の解析に
有力な武器となると思われ、複合微生物系の詳細解析を可能にして新たな技術領域
開拓も期待される。また PCRバイアスの低減は、多くの研究者に有用なノウハウと
して利益をもたらすと期待される。さらに、開発した画像解析ソフトは、将来的に
ソースを公開することを前提としており本事業の目的を鑑みて、大変望ましいこと
と考える。 
即ち、市場性も望める独自技術や汎用性を備えた技術の開発が少なからず達成さ
れており、投入予算に相応あるいはそれを上回る成果を得たと考えられる。 
また競争の激しい先端分野において研究開始後 1.5 年間で１２件、国際誌に 6 報
の論文発表は質・量とも十分であるといえるが、今後とも技術の普及の妨げとなら
ないように配慮しつつ、技術の特許化を進めることも望まれる。    

    
４）実用化、事業化の見通しについて 
本事業はバイオテクノロジーの産業利用の促進を支える安全性評価技術の開発を
目的にしており、組換え微生物の閉鎖系利用のみならず環境利用に関する基盤技術
の整備をめざすもので、特定の組換え微生物利用の事業化に直接結びつく性格のも
のではないが、その成果は組換え微生物利用の推進につながる基盤技術として実用
化が十分期待される。 
個々の開発技術が統合され、総合的な環境影響評価技術として実用化できるか否
かについては、まだ不確定要素が多いが、本プロジェクトにおいては要素技術の開
発をしっかりと進めると共に、実際の環境サンプルに応用して実績をつくり、将来
的には実用技術として安全性評価に用いられることを期待したい。また、モデル微
生物生態系については、実用化に向けて、さらにデータと議論の蓄積が必要と思わ
れ、今後課題が明確化することを期待する。 
なお、特異的で高感度な検出技術は、食品や環境中の有害微生物の検出などにも利
用可能であり、また微生物モニタリング技術は通常微生物の環境利用のみでなく、
生態系における微生物の機能や構造研究、環境保全に関連する基礎研究に対しても
大きな波及効果が期待される。 
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1.8

2.2

2.0

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値  
 

評価項目 平均値 素点（注 1） 

１．事業の位置付け・必要性について 3.0 A A A A A A
２．研究開発マネジメントについて 2.0 B B C B B A
３．研究開発成果について 2.2 B A B B B B
４．実用化・事業化の見通しについて（注 2） 1.8 Ｂ C Ｂ Ｂ Ｂ B
 
（注 1）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
（注 2）本プロジェクト評価においては、内容的に、「公共財としての実用化の見通

し」に置き換えるものとする。 


