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プロジｪクト概要 
作成日 平成２０年５月２８日 

制度・施策 

（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(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 
ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライ

ブラリーの構築 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 Ｐ０２０３８ 

担当推進部/担当者 バイオテクノロジー・医療技術開発部 吉田 准一 

０．事業の概要 

化石資源に大きく依存している現在の化学工業による生産システムは、環境への負荷がより

少ないシステムへの変革が求められている。化学工業での化学反応の多くは、生態系の中で微

生物を主とする各種生物によっても行われている。特に微生物は、多様な物質を合成分解でき

るので、これらを組み合わせて利用すれば、バイオ中心の生産システムをつくることができる

と期待されている。しかし微生物の多くは培養が困難で、微生物のポテンシャルを十分利用で

きていないのが現状である。 
 本事業は、未発見の微生物や難培養微生物、それらの遺伝子等の「遺伝資源」を環境中から

取得する技術を開発し、「遺伝資源」を実際に取得し、有用な物質の生産に貢献する。 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

生物機能活用型循環産業システム創造プログラムの一環として、地球上に存在する１８０万

種を超えると言われている難培養微生物などの未知な微生物及びその遺伝子について、その探

索・分離に必要な技術を開発するとともに、生物遺伝資源の収集、遺伝子機能解析などを行い、

ゲノム情報に基づいた生物遺伝資源データベースの構築等、我が国の生物遺伝資源の収集・知

的基盤の強化に資するものとして、国（ＮＥＤＯ）の積極的な関与が必要なものと考えられる。

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

「遺伝子を自在に組み合わせて新しい機能を創る」ための材料となる未知微生物や難培養微

生物やそのＤＮＡ等の遺伝資源を取得する技術を開発し、それらを獲得し、ゲノム情報に基づ

いた生物遺伝資源ライブラリーを構築することによって、産業上有用な物質や新薬開発の環境

を整備し、新たな産業と雇用の創出に貢献する。 

主な実施事項 Ｈ14fy Ｈ15fy Ｈ16fy Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy  

未知微生物取得

技術の開発及び

未知微生物ライ

ブラリーの構築 

 

      

未知遺伝資源ラ

イブラリー構築

に係る技術の開

発及び取得した

遺伝子資源の機

能解析 

 

      

事業の計画内容 

成果とりまとめ        

会計・勘定 Ｈ14fy Ｈ15fy Ｈ16fy Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy 総額 

一般会計 ５５０ ３９８ ３８９ ４４１ ４６２ ３８５ ２，６２５

特別会計        

開発予算 

（会計・勘定別に 

実績額を記載） 

（単位：百万円） 
総予算額 ５５０ ３９ ８

７
３８９ ４４１ ４６２ ３８５ ２，６２５

経産省担当原課 経済産業省産業技術環境局研究開発課、経済産業省製造産業局生物化学産業課 

運営機関 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジー本部 顧問 原山 重明 

 

 

 

開発体制 

委託先 

株式会社海洋バイオテクノロジー研究所（MBI）、独立行政法人製品評価技術基盤機構

（NITE）、国立大学法人東京農工大学（TAT）、株式会社ザナジェン（平成 18 年度ま

で）、協和発酵工業（平成 19 年度に(株)ザナジェンより事業承継）、財団法人バイオ

インダストリー協会（JBA） 

【再委託・共同研究先】 

サントリー株式会社、広島大学、筑波大学、東北大学、早稲田大学  
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情勢変化への対応 

 研究の進捗に伴い、研究項目の整理・重点化を行った。主なものは以下の通り。 

● 海外からの未知微生物の収集（NITE） 

海外からの微生物の収集は、生物多様性条約採択以降困難となったが、NITE とインドネシア

政府との間で合意が得られ、平成 15 年度、海外サンプリングを実施した。以降、ミャンマー、

ベトナム、モンゴルにおいても微生物採集を実施するとともに、海外サンプリングを希望する

企業等を公募し、共同サンプリングを実施した。 

● 特殊環境からのサンプル収集と多様性解析 （TAT） 

 本事業原簿に示されているように、系統的に異なる広塩菌が分離された。一方、予算の縮小

等もあり、事業の重点化を行うこととなった。すなわち、東京農工大グループは、未知微生物

遺伝資源ライブラリー構築に係る技術の開発及び取得した遺伝子資源の機能解析に集中するこ

とになり、平成 15 年度を以って、この研究項目を終了した。 

また、同じ研究項目の中の「シート分離システムの開発と評価」において、未知・難培養微生

物分離方法としてシート分離方法の開発を行っていたが、同様に未知微生物遺伝資源ライブラ

リー構築に係る技術の開発及び取得した遺伝子資源の機能解析に集中することになり、平成 16

年度以降中止することとした。 

● 未知微生物遺伝資源ライブラリー構築に係る技術の開発及び取得した遺伝子資源の機能解

析（東京農工大学） 

 本事業に応募した時点で、東京農工大グループは、多様な環境より、多くのメタゲノムライ

ブラリーを構築することを目指していた。また、東京農工大グループのそれぞれの大学・研究

室は、各々の特色を生かした微生物の分離・解析を目指していた。しかし、当初想定した予算

が獲得できなかったこともあり、重点化を目指し、研究項目を「難培養微生物遺伝資源の取得

技術の開発」に関する研究に集中することとした。すなわち、東京農工大（竹山研究室）で作

製されたメタゲノム中の有用遺伝資源の探索を他のメンバーが共同で行うという集中研究体制

を構築した。 

 平成１９年度より「インサート DNA の遺伝子配列決定」を設け、構築したライブラリーの両

末端シークエンスを行うことで、活性スクリーニングに並行して in silico スクリーニングも

行えるように対応した。 

 また、同じ研究項目の中の「取得遺伝資源の平均化と一次情報解析技術の開発：ゲノムサブ

トラクションおよびセルノーマライゼーション」に関しては、一定の成果を挙げてきた。その

一方、サブトラクションおよびノーマライゼーションを実施しなくても、質の良いメタゲノム

ライブラリーが構築できることが判明してきた。サブトラクションやノーマライゼーションの

操作は煩雑で、DNA のロスも無視できないことから、この研究項目は、平成 16 年度以降中止し

た。 

 同じ研究項目の中の「特殊環境特徴的遺伝子取得技術の確立」に関しては、サンゴ類と共生

してサンゴ礁の形成に寄与する渦鞭毛藻の一種である褐虫藻（Symbiodinium spp.）において自

由生活時に比べて共生時に発現が誘導される遺伝子を同定・解析することを目指し、cDNA のラ

イブラリーを構築した中から、金属結合タンパク質、光受容体、細胞間情報伝達に関与する分

子のホモログ遺伝子が見いだされた。一定の成果が得られ、この研究項目は、平成１６年度で

終了した 

● 本事業メンバー以外の事業所への微生物遺伝資源の提供（MBI、NITE） 

 NEDO プロジェクトにおいては、事業の成果物の“外部”（本事業メンバー以外の事業所）へ

の提供は、事業終了後となるのが通例である。しかし、本事業においては、微生物遺伝資源を

希望する日本の企業等に提供することは、早期に NEDO プロジェクト成果の実用化を目指す観点

からも急務である。このことから、MBI および NITE では、NEDO の了解のもと、本事業メンバー

以外の事業所（大学・公的研究所・企業）に、自社で収集した微生物資源および微生物資源に

よって作られた産物の提供を開始し、それらの活性評価を行った。MBI からは、16 研究機関お

よび 8社（合計 24 箇所）への提供を行い、収集した微生物の未知の機能を解析するとともに産

業利用を図った。NITE においても、収集した微生物の大量提供に関しての契約を企業等と交わ

し、平成 16 年度初頭より、企業を中心に収集した微生物の大量提供を開始した。最終的には

10 社、1公的研究所に合計約 14,000 株を提供した。また、海外において共同サンプリングを行

なう企業を公募し、ベトナムおよびモンゴルにおいて、計 6 社と微生物の共同探索を実施し、

収集された微生物は、それぞれの企業においての開発研究に供せられている。 
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● シート法による保存（MBI、NITE） 

 収集した菌株の有用機能を発見し、産業利用を促進するためには、数多くの収集菌株を培養

し、活性のスクリーニングを行う必要がある。そのために、収集した菌株のコピーを一株ずつ

作成し、国内の研究機関に提供してきた。提供を受けた研究機関では、それぞれのコピーを別々

に培養し、スクリーニングに利用している。この方法では費用と手間がかかり、産業利用のネ

ックとなっている。そこで、収集した菌株を保存し、保存標品をユーザーに提供し、提供を受

けたユーザーが保存標品から菌株を復元する手間を大幅に軽減できる新規保存法を、MBI およ

び NITE で共同開発した。本方法では、新たに開発した微生物保存シートを用いることにより、

縦 8横 12 cm 厚さ 150μm のシート上に、96 株の微生物を常温もしくは 4℃で保存することがで

きるため、保存スペースの軽減につながると共に、自動化にも成功したため、ハイスループッ

トで保存標品のコピーを作製することも可能となった。本方法を用いた微生物の保存と企業へ

の提供を MBI では既に開始している。 

● 遺伝子の機能解析部分 チトクローム P450 遺伝子への集中（MBI） 

 平成 16 年度中間評価時の「今後は、未知微生物遺伝子の収集等において量は当然のこととし

て質のさらなる向上を望む」との指摘を受け、MBI では平成 18 年より 2つ目の実施項目におい

て、産業上ニーズの高い P450 遺伝子配列の放線菌からの包括的単離、及び、単離された P450

の触媒機能の解析と難化学合成の薬剤代謝物または類縁体の試作を行うことに集中した。 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

●学識経験者および企業専門家からなる委員会を設置して、国内外未知微生物遺伝資源の収集

および産業利用を促進するための課題は何かとの視点から種々対応した（JBA） 

１）海外資源国の生物遺伝資源へのアクセスとわが国への移転を可能にするために、MTA 委員

会を設置し、多岐にわたるケースに対応した素材移転契約（MTA：Material Transfer Agreement）

の標準的モデルを作成した。 

２）MTA 委員会では未知微生物の研究開発におけるバイオセーフティの重要性に鑑み、未同定

株の取扱いおよび取扱い施設の留意点について議論し、本プロジェクトのためのバイオセーフ

ティ基準を策定した。 

３）NITE と資源国の間での MTA 締結を受け、次の課題としてわが国の産業界がどのような微生

物資源を、どのような形態で利用を望んでいるか、どのようなサービスが期待されているのか

を把握するために、微生物遺伝資源産業活用委員会を設置した。特許調査、アンケート調査、

直近学会発表動向調査などを通して、業種ごとのニーズを把握した。 

４）アンケート調査によれば、微生物入手時にほしい情報として多くの業種が安全性情報を求

めていた。よって、業種ごとに微生物の利用と商品開発において求められる安全性の考え方を

検討した。微生物利用の安全性についての海外の取り組みについても調査し、微生物ライブラ

リーの安全性情報を考慮して産業利用を促進する仕組み案を示した。 

●未知微生物の分離（MBI、NITE、JBA） 

 国内及び海外より、多くの微生物を分離した。微生物のサンプリング・サイトとしては、多

様な環境を選んだ。例えば、海外の海洋環境（パラオ、フィジー等）や熱帯雨林（インドネシ

ア）等、生物多様性条約発効後そのアクセスが次第に困難になっている場所や、国内の酸性温

泉等でサンプリングを実施した。海外からの微生物の移転の際必要となる素材移転契約（MTA: 

Material Transfer Agreement）については、生物多様性条約（CBD: Convention on Biological 

Diversity ）および遺伝資源へのアクセスと利益配分に関するガイドライン（ボン・ガイドラ

イン）に沿った形で締結出来るよう、委員会を組織し議論した。 

また、温帯から亜熱帯に生息する昆虫の体内、国内外のカイメン動物等の無脊椎動物、藻類、

海泥等、多様かつ特徴ある分離源より微生物を分離した。さらに、適当な抗菌物質を加えたり、

特殊な炭素・窒素源を用いたり、培養温度や pH、酸素分圧、塩濃度等を変えることにより、特

定の微生物を選択的に分離する工夫も行った。 

未知微生物を扱うに際しての安全性（病原菌である可能性等）については、委員会を組織し

議論し、未知微生物の扱いに関するガイドライン策定した。本事業での未知微生物の分離につ

いては、このガイドラインに従い実施した。 

このように、サンプリング・サイトや分離源の多様性、特徴ある選択（集積）法を組み合わ

せた結果、多くの新規微生物を分離・培養することに成功した。その結果、当初の目的（新規

微生物 10,000 株の収集）を達成した。毎年、全世界で登録される新種は、バクテリアの場合約

500 種程度であることを考えると、本プロジェクトでの新規微生物の収集の成果は賞賛される

べきものである。 

● 微生物の系統分類（MBI、NITE） 

 多数の新規微生物を見出すためには、迅速な系統分類の方法が必要である。真菌の場合、分

生子の形態による分類が可能であり、微細藻類は色素によって一定の分類が可能である。よっ

て、本事業においても、PARISS（Prism and Reflector Imaging Spectroscopy System）を用い

た微細藻類の簡易分類法を開発した。一方、バクテリアの分類においては、16S rRNA 遺伝子
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（rDNA）配列を用いるのが一般的である。そのため、分離株の DNA 抽出から 16S rDNA の塩基配

列決定、系統樹作成までの過程を最適化し、また、塩基配列決定から系統樹作成までの過程を

半自動化するなど、未知微生物 10,000 株取得という目標に対応出来る解析実施体制を構築し

た。 

一方、16S rDNA 配列を基にした方法は、近縁の種を分けるには適していない。2002 年に発表

されたバクテリアの種の定義に関する委員会報告においても、この問題を克服するために、複

数のタンパク質構造遺伝子を用いた系統分類法の開発が急務とされている。我々はそれに先駆

けて DNA gyrase subunit B (gyrB)遺伝子を用いたバクテリアの分類同定法を提唱し、実用化

にこぎ着けた。本事業では、gyrB 遺伝子に加え、rpoB、fus、ftsZ 等の遺伝子がバクテリアの

系統分類に有用であることを示した。これらのタンパク質構造遺伝子を用いた系統分類法には、

増幅効率の高いプライマーの設計が、その成否を分ける。そこで、メタゲノムを含む塩基配列

から当該遺伝子と思われるものを収集し、これらを増幅できるようなより適合性の高いプライ

マーをデザインした。また、プライマーの縮重部分にユニバーサルベースを導入することによ

り増幅効率の高いプライマーを作ることができた。このようにしてデザインしたプライマーを

用いて新規性の高い Verrucomicrobia 株からも効率よくタンパク質構造遺伝子情報を取得する

ことができ、表現形によく合致する系統分類結果を得ることができた。 

● 微生物の作る二次代謝物の解析と有用物質探索（MBI、NITE） 

 Streptomyces を始めとする Actinobacteria は、多様な生理活性物質を作ることで有名であ

る。これらのグループ内での二次代謝物生産能力を区別する方法として、ポリケチド合成酵素

遺伝子（pks）を用いた解析を行なった。pks 遺伝子によるタイピングによって、どのような二

次代謝物を作るかを推定する方法を提案した。多数かつ多様な pks を持つ細菌が知られている

が、それらの菌の pks の多くは発現しない（cryptic）と思われていた。しかし、推定された二

次代謝物が実際に作られていることを FT/MS を用いて確認した。これに加え、新規なポリケタ

イドを生産していることが pks 配列から推定された菌において、どのようなポリケタイドが生

産されているのかを FT/MS で同定する方法を考案した。pks 解析を、これまで二次代謝産物の

探索源として注目されていなかった Alphaproteobacteria にも適用し、このグループが、二次

代謝産物の探索源として有望であることを示すことができた。 

 海洋微生物由来新規有用生理活性物質探索の効率化のため、微生物の主に脂溶性二次代謝物

を HPLC/PDA により一斉分析する解析系を構築した。この解析系を用いて未知微生物などの二次

代謝産物を単離、同定し、化合物ライブラリーを作成した。その過程で、既知生理活性物質と

して echinomycin, anisomycin3097-B1, staurosporine, bafilomycins A1, D, β-rhodomycin 

I, collismycin A, pyoluteorin, citrinin, fusaric acid, dehydrofusaric acid, versimide, 

colletalol, chlonostachydiol や新規な機能性物質など、250 以上の化合物を同定し LC/MS な

どのデータをプロファイル化した。これにより頻繁に見いだされる既知物質の排除が容易にな

った。 

 MBI による機能評価に加え、収集した未知微生物あるいはその抽出液を本事業メンバー以

外以外の事業所（例えば製薬会社）にも大量提供し、有用機能の探索を行った（「情勢変化への

対応」参照）。これまでに、23,000 サンプルの一次スクリーニングが終了し約 4,000 サンプル

がヒットした。これらの中から新規な機能性物質の探索を行い、Urukuthapelstatine, 

Mechercharstatin, Unnarmicin, Awajanomycin, Clonostachydiol 等 58 種類にも上る新規有用

物質の単離、構造決定を行うことができた。NITE が収集した微生物に関しては、総計 14,000

株を企業に提供、そのうち、一次スクリーニングでは、2,351 株がヒットした（同じ株が異な

る事業所でヒットした時は重複してカウント）。 

●培養困難な微生物由来の遺伝子および新規遺伝子のクローン化（MBI、NITE、サントリー） 

 自然界には培養が困難な微生物が数多く存在し、未利用遺伝子資源の宝庫となっている。未

利用の有用遺伝子を培養を介することなくクローン化する技術の開発を行なった。第一に、環

境資料中に、クローン化したいと思う新規な遺伝子が存在するかを推定する手法を開発した。

次に、カセット PCR 法を用い、ハロパーオキシダーゼおよびビフェニルジオキシゲナーゼ遺

伝子の単離を試みた。その結果、新規な構造を持つ 22 種類のハロパーオキシダーゼ遺伝子を取

得し特許出願した。また、海水や土壌から 15 種類のビフェニルジオキシゲナーゼ（bphA1）遺

伝子を取得した。そのうちの 1 つの遺伝子産物は著しく広い基質特異性を持ち、この遺伝子を

含むビフェニル分解系遺伝子群を発現した大腸菌は、ベンゼン環をピコリン酸に変換できるこ

とを発見した。 

 カセット PCR 法は強力であるが、遺伝子の中央部のみをクローン化し、遺伝子の両端は既存

配列を利用し、その意味で多様性が限られている。そこで、遺伝子全長をクローン化する方法

を開発した。観念的には、カセット PCR と同様に、遺伝子の中央部を先ずクローン化し、その

配列情報をもとに、インバース PCR を用いて、遺伝子両端を得ればよい。ところが、驚いたこ

とに、この標準的とも思える方法を用いた遺伝子クローニングの報告は、メタゲノム研究がこ
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れだけ盛んになったにも関わらず、殆どなかった。実際行なってみると、インバース PCR 法の

感度（sensitivity & selectivity）はそれほど高くなく、多様な配列を持つメタゲノムからの

特定の配列のインバース PCR による増幅はほとんど不可能であった。この問題を解決するため、

(i)メタゲノム中のターゲット配列を Rolling Circle Amplification によって増幅する、(ii)

用いるプライマーには locked nucleic acids を最適な形で配する、という工夫を行なうことに

より、メタゲノムより PCR とインバース PCR を組み合わせることにより、ターゲット遺伝子を

獲得することが可能となった。この方法を、Pre-Amplified Inverse PCR(PAI-PCR)と命名した。

このブレークスルーにより、メタゲノムより多様なキシラナーゼやリパーゼがクローン化でき

た。 

海洋環境から種々の新規 P450 モノオキシゲナーゼ遺伝子の単離を開始し、平成 18 年度より

集中的に本遺伝子の包括的単離と機能解析に専念した。その結果、新規な部分長 596 個の遺伝

子配列を決定し、インバース PCR を用いて 110 個の全長配列の決定も行った。本遺伝子は、大

腸菌等の異種宿主での機能発現が困難なので、効率的に機能発現させる系（pRED システム）を

構築した。単離した全長の P450 モノオキシゲナーゼ遺伝子を pRED ベクターにより大腸菌で機

能発現させ、経口薬を含む種々の低分子化合物を基質としたバイオコンバージョン試験を行っ

た。その結果、いくつかの P450 モノオキシゲナーゼについて興味深い触媒機能を見出すことが

出来た。さらに、上記の酵素等を用いて合成された 112 個の薬様化合物（50%以上が新規物質）

のライブラリーを、理研など国内 6機関に供給し、その生理活性を調べている。 

遺伝子を自在に組み合わせて新しい機能を創る技術として、分泌発現酵母ライブラリーの作

成を行った（1,900 株）。上記ライブラリーより中鎖脂肪酸特異的変異株や長鎖特異的変異株を

見出すことが出来た。多数のクローンのリパーゼ活性をハイスループットで検出出来るマイク

ロウェルプレート法を完成させた。MBI の未知微生物バンク 2,883 株に対してハローアッセイ

およびマイクロウェルプレートを用いた簡易スクリーニングを行い、リパーゼ生産菌株を探索

した。エステラーゼ活性、トリアシルグリセロール分解活性、エステル転移活性を指標に有用

菌株を選抜し、うち#375 株リパーゼについてはリパーゼ遺伝子（lip32、lip40）の取得にまで

至った。 

メタゲノムを含む総ての遺伝子組換え実験は、「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」に従って実施した。 

● 未知微生物遺伝子資源（メタゲノム）ライブラリーの構築（TAT） 

 様々な生理活性物質が見いだされているカイメンには、細胞内に数多くのバクテリアが共在

していることが知られており、それらは難培養性微生物であるため、遺伝子資源として有用で

ある。そこで、沖縄において採集したカイメンおよび造礁サンゴに共在するバクテリアのメタ

ゲノムライブラリーの構築技術開発を検討した。ライブラリーの構築効率を検討すると培養微

生物のゲノムを用いたときに比べて低いことが見いだされ、カイメン体内に含まれる物質が阻

害している可能性が示唆された。よって抽出法方法を検討し、カイメン細胞由来物質を除去し

ゲノム抽出を行う手法を開発した。これによって、カイメン共在バクテリア由来メタゲノムか

らライブラリーを構築し、（約 4000 クローン、約 106 Mb）、 MGSB2（約 65,000 約 2.4 Gb）、MGSB3

（26,000 クローン、約 90 Mb）それぞれのライブラリーを得た。 

また、採取量が制限されるサンゴ共在バクテリア由来メタゲノムライブラリーを構築するため

に、「単一細胞ゲノム増幅技術の開発」において、少量の細胞数からランダムヘキサマーと Phi29

と DNA ポリメラーゼを用いた Multiple displacement Amplification(MDA)によるゲノム増幅法

により、ライブラリーを構築できる量に増幅し、かつ、増幅に偏りのない方法を確立した。こ

れにより、造礁サンゴPorites cylindricaに共在するバクテリアからライブラリーを構築し、約 30,000 クロー

ンから成り、総長 141 Mb がクローン化された。この技術は保全されるべき資源からも有用遺伝

子資源を有効に利用できる技術として、今後の産業利用に期待される。 

● カイメン、サンゴ共在バクテリアメタゲノムからの有用機能スクリーニング（TAT、筑波大

学、東北大学） 

カイメンからのメタゲノムライブラリーMGSB1〜3 の配列解読済みの領域から、in silico 

screening によって、kinase, isomerase, polymerase, amylase, restriction enzyme などの

産業酵素が 4075 個コードされていることが示された。 

また活性ベースでのスクリーニングでは、4M NaCl 中でも活性を保持し、温度安定性に非常に

優れた新規配列を持つエステラーゼ、大腸菌に塩耐性能力を付与する ATP-dependent protease ホ

モログ、カドミウム蓄積能力が向上する遺伝子、芳香族化合物環開裂酵素、新規性の高いハロ

アルカン脱ハロゲン酵素がキャラクタリゼーションまで行われた。これらの遺伝子はみな新規

配列であり、メタゲノムの産業利用への潜在能力の高さが示唆された。 
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● 塩基配列から由来した微生物を推定する技術の開発（ザナジェン） 

 メタゲノム・ライブラリー由来の DNA は、16S rDNA をはじめとする系統分類の指標となる遺

伝子を含まない限り、従来の技術では、その微生物の由来を明らかにすることは出来なかった。

一方、ニューラルネットワークのアルゴリズムを用いたコホーネンの自己組織化地図（Self 

Organizing Map、SOM）法によって、ゲノム配列中に潜む生物種特異的な情報を抽出することが

可能なことを見出していたことから、本事業では、自己組織化地図法を応用して、塩基配列情

報から微生物の系統分類を予測する方法を開発した。自己組織化地図法は一般的な主成分分析

よりも優れた分離能を持つことが示し、4 連続塩基の出現頻度による解析が最も高い分解能を

与えた。しかし、同一生物種由来の遺伝子が 2 箇所に分かれてマップされたケースが多く認め

られた。これは、染色体上の DNA の方向性を考慮していないことによるものであること予想さ

れた（4 連続塩基数の場合、例えば、片鎖の AAAA と逆鎖の TTTT の存在を別のものとして扱う

影響）。このような配列セットを同一のものと扱うこと（縮退）により、より高い分離能を得る

ことが出来た。ルーメン環境から取得した 343 配列について自己組織化地図を用いて、微生物

種の予測を実施したところ、Methanobacterium, Methanosarcina,Thermoplasma など、メタン

生成に関与するアーキアの領域と Desulfovibrio desulfuricans などの硫酸還元菌の領域に多

くの配列がマップされた。 ルーメン由来の遺伝子中に、メタンや硫黄代謝に関係する微生物由

来の DNA が含まれているという予測結果を得ることができた。本予測システムを XanaPGMap と

してザナジェンより販売した。さらに新規性の高い配列を識別するための手法について検討し

た。また、自己組織地図法を用いたメタゲノムサンプル中の多様性解析の手法を確立した。 

●メタゲノム解析由来の塩基配列のバイオインフォマティクス解析（ザナジェン、協和発酵）

 本事業開始当時は、塩基配列決定ベースのメタゲノム解析はあまり実施されておらず、バイ

オインフォマティクス解析の手法が確立していなかった。そこで、アセンブル、遺伝子領域予

測、機能予測など、各種ソフトウエア類の評価を実施しながら、情報処理の手法を確立した。

特に、本事業後半は、大量処理、高感度解析の観点からも検討を加えた。また、農工大のグル

ープで決定されたメタゲノム解析由来の塩基配列情報のバイオインフォマティクス解析を実施

した。 

●メタゲノムＤＮＡデータベース XanaMetaDB の開発（ザナジェン、協和発酵） 

 メタゲノム解析で得られた塩基配列を、本事業で確立した手法でバイオインフォマティクス

解析した結果を、データベース化するためのシステムを開発した。また、ユーザーは、グラフ

ィカルユーザインターフェースを通じて、目的とする酵素遺伝子を効率的に探索できるような

検索機能を付与したデータベースシステムとした。本事業で取得した塩基配列は、XanaMetaDB

システムで解析し、プロジェクト関係者のみならず、一部の外部研究者に対しても開示し、メ

タゲノム解析の有用性を提示した。 

● 未知微生物遺伝資源の保存・供給（MBI、NITE、JBA） 

 収集した未知微生物株およびクローンの保存体制を確立した。また、収集した未知微生物培

養株およびクローンの企業等への大量提供を実施しているが、プロジェクト終了後もこれを継

続する。MBI は平成 19 年度を以ってその活動を終了するが、平成 20 年以降、収集した微生物

の保存、活用、分譲は、学校法人北里大学に引き継がれる。NITE が実施している海外微生物探

索は、プロジェクト終了後も交付金事業として継続し、海外における企業との共同サンプリン

グも継続する。 

本事業で開発した、シート上での微生物の保存と分譲法については、プロジェクト終了後も、

北里大学および NITE で活用する。本方法は普及を考えあえて特許申請を行なわなかった。希望

する事業所には技術移転を行なう。 

微生物の活用については、対象別の委員会を毎年組織し議論した。このような活動を通じ、

企業の間に、自前主義（微生物の収集から製品化まですべて自社で行なう）からの決別の雰囲

気が生まれ、質の高い有用微生物を安価に供給する組織が微生物を用いたバイオテクノロジー

発展のために必要であるとのコンセンシャスが生まれた。 

論文 「査読付き」35 件、「その他」8件 

特  許 「出願済」13 件、「登録」0件、「実施」0件 
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Ⅳ．実用化、事業化の

見通しについて 

● 実施機関：MBI 

 収集した微生物については、当初はプロジェクトに参加している事業所内での機能評価を行

っていた。しかし、学会等で収集した微生物の情報やその新規有用物質や新規遺伝子などの発

表を通じて宣伝を行った結果、企業、大学、研究所などから共同で機能評価を行いたいとの申

し出が相次いだ。国家プロジェクトで収集した微生物遺伝資源の産業利用を促進するという観

点から NEDO の許可を得て 8 企業を含む合計 24 カ所の事業所へ微生物培養物や、微生物そのも

のを提供して機能解析を行った。これまでに 4,000 サンプルがヒットしており、それらの一部

から 52 個の新規有用物質を見いだしている。これらの中には興味深い生物活性を有する物もあ

り、更なる機能開発によって実用化されることを期待している。また、培養抽出物でヒットし

たサンプルについては一部企業に対して微生物の貸与も行っており、その中から実用化へつな

がる成果が出てくることをことも期待している。 

更に、新規変換系酵素遺伝子を組み合わせた物質変換では既に 100 種の化合物ライブラリー

（その内 60 は新規化合物）を構築し、新規有用機能のスクリーニングを行った。これについて

も製薬企業が興味を示しており、物質の提供事業や委託変換事業などへの発展は容易であると

思われる。本事業で新規代謝系酵素遺伝子や新規変換系酵素遺伝子を多く収集し、これらを自

在に組み合わせれば、企業が更に興味を持つ、化学合成が困難でユニークな化合物ライブラリ

ーを構築する事ができると考えられる。実際に、基質特異性が低く、多くの低分子化合物を変

換できる芳香族ジオキシゲナーゼの開発、多くの新規 P450 モノオキシゲナーゼ遺伝子の単離と

機能解析、さらに P450 モノオキシゲナーゼ遺伝子を有効に発現させる pRED システムの開発を

行った結果、これらは市販の低分子化合物などを化学合成が困難な物質への変換に特に有効で

ある事が実証でき、現在、１つの企業と連携して企業化を押し進めている。 

以上の実用化への取り組みについては、平成２０年の MBI 解散後は学校法人北里研究所（北

里大学）へ承継して引き続き実施する予定である。 

● 実施機関：NITE 

 NITE は、本事業で収集した微生物を日本の企業に大量提供している。特に海外（インドネシ

ア、ミャンマー、ベトナム、モンゴル）で分離された微生物を日本企業が利用出来る仕組み、

および、海外で NITE と企業との共同サンプリングを実施できる仕組みを作ったことは特筆され

るべきであろう。プロジェクト終了後も、この活動を継続し、微生物利用バイオテクノロジー

の発展に貢献していく。 

 現在の天然物を用いた創薬の悩みは、スクリーニングにおいて、繰り返し既知の化合物がヒ

ットすることである。本事業で開発した、ゲノム情報とメタボロミクスに基づいた新規二次代

謝物を効率的に発見する方法は、コスト的にも十分ペイし、これからの創薬開発の強力な武器

になると思われる。 

本事業に参加しているアステラス製薬および味の素は、本事業より有用物質生産を行う微生

物の実用化を目指し研究を継続していく。メルシャンは、本事業で収集した微生物の抽出液を

調整し、これを希望する企業に材料提供している。ターゲットが医薬品の場合、実用化まで長

い年月がかかるが、本事業で収集した株は未知微生物を得るためのさまざまな工夫の結果得ら

れたものであり、新規活性が得られることを期待している。 

日鉄環境エンジニアリングは、自社で開発した遺伝子解析手法である QP 法をベースとして、

多型解析法および多次元尺度法を組み合わせることで環境中の新規有用遺伝子の検出と多様性

を評価するとともに、それらの新規有用遺伝子を取得する新たな PAI-PCR 法を開発し、未利用

遺伝子資源を幅広い研究・産業分野において活用する新たな道筋を切り開いた。この技術は、

日鉄環境エンジニアリングのみで使用されるものではなく、広くライセンスされることを期待

している。また、取得された遺伝子は、バイオマス利用や物質変換への利用を目指し引き続き

研究を進めていく。 

● 実施機関：TAT 

東京農工大グループは、16 年度より本事業において作成したライブラリーを用いて、医薬・医

療関連の機関と共同で新たに抗ガン物質等のスクリーニング行う予定をしている。また、この

ような遺伝子資源に興味を持つ各種企業と協議の上実用化を目指す予定である。 

● 実施機関：（株）ザナジェン／(株)協和発酵工業 

 本事業で開発した自己組織化地図法を用いた塩基配列情報からの微生物系統分類を予測する

ソフトウエアシステムを XanaPGMap として、メタゲノム解析で得られた塩基配列を解析するた

めのデータベースシステムを、XanaMetaDB として、販売した。また、ザナジェンでの事業にお

いても、自己組織化地図法を用いた手法を、顧客からの要望に応じて使用している。 

● 実施機関：サントリー（株） 

遺伝資源ライブラリーおよび未知微生物から産業的に有用な酵素（具体的にはリパーゼ）遺

伝子を見出した。さらにこれらの有用な酵素遺伝子群を遺伝子変換させることによって多様な

遺伝子を得、それらを酵母の表層に発現させたアーミング酵母のライブラリーを構築した。機
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能強化された、また特異性の高いアーミング酵母を選抜するためには、効率的、かつ安価にハ

イスループットスクリーニングできるシステムが必要であり、マイクロチャンバーアレイを用

いて、酵素反応を行い、検出できるシステムを構築した。このシステムを用いて MBI が分離し

た未知微生物約 3,000 株からリパーゼ活性のスクリーニングを行い、非常に活性の高いリパー

ゼの単離、遺伝子配列の決定を行うことが出来た。選抜されたアーミング酵母はそのまま、あ

るいは固定化して物質生産のバイオキャタリストとして使用可能となる。環境負荷からグリー

ンケミストリーが要望されており、産業上にも多いに寄与できると考える。 

● 実施機関：（財）バイオインダストリー協会 

海外生物遺伝資源の各種移転ケースに対応する MTA (Material Transfer Agreement)の構築 

要素の組み立て等の調査研究は、学識経験者と専門家からなる委員会において議論し、まとめ

た。各委員から提出された個々の議論が、現在進行中のインドネシアとの契約の方向性に事実

上反映され役立っている。 

 
評価履歴 平成１６年度 中間評価実施  

Ⅴ．評価に関する事項 

 評価予定 平成２０年度 事後評価実施予定 

策定時期 平成１４年３月 策定 Ⅵ．基本計画に関する

事項 

 変更履歴 平成１５年３月、平成１６年３月 変更 
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「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築」 

全体の研究開発実施体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省 

NEDO 技術開発機構 

【委託先】 
（独）製品評価技術基盤機構 

【委託先】 
（株）海洋バイオテク

ノロジー研究所 

【委託先】 
協 和 発 酵 工 業

（株） 

【委託先】 
(財)バイオインダス

トリー協会 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ：（独）製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジー本部 顧問 原山 重明
ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ     ：（株）海洋ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究所 副所長 志津里 芳一 
        早稲田大学 教授 竹山 春子 
        協和発酵工業㈱ リサーチアライアンス部マネジャー 中川 智 

【共同研究】 
・味の素（株） 
・アステラス製薬（株） 
・メルシャン（株） 
・日鉄環境エンジニアリング 
・中外製薬（株） 
・田辺三菱製薬（株） 
・出光興産（株） 
・かずさ DNA 研究所 
・協和発酵工業（株） 
・カルピス（株） 

【共同研究】
・法政大学工学部 
・東京理科大学薬学部 
・北陸先端科学技術大
学院大学 マテリア
ルサイエンス研究科 

【再委託】 
サントリー（株）

研究協力 

指示・協議 

【委託先】 
東京農工大学 

【再委託】
・広島大学 
・筑波大学 
・東北大学 

【共同研究】
・早稲田大学 
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「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの

構築」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
本プロジェクトは我が国の知的基盤の強化をめざして、今後必要となる環境中の

膨大未知な微生物及び遺伝子を本格的に分離・収集して有効活用するため、産官学

の連携により個別企業でなし得ない公共財を作るという点から、NEDO が行う事業と

して適切である。微生物株の収集に関する高い数値目標を設定してそれを達成し、

同時に大量保存システムを最適化するとともに、DNA クローンの構築、有用遺伝子

の獲得など単離株の系統解析を実施し、各分野での活用のための体制を前倒しで整

えた。それ自身実用化研究に使える可能性があることを示すと同時に、同様な取組

みを後押しする原動力になる。 

予算や人員上の制約から、また数値目標達成を目指して、限られた対象に資源を

集中せざるを得なかったが、より新奇なものの収集に更に工夫がなされても良かっ

た。ライブラリーについてのより多くの環境試料収集への挑戦や収集した菌株およ

び遺伝子に関する情報の公開と構築したデータベースを活用する体制の確立が今後

の課題である。 
 

２）今後に対する提言 
収集・構築したライブラリーに関しては、情報発信と利用促進・データベース等

の成果の社会還元が今後の課題であり、産業利用に結び付けるためにも、成果利用

における利便性を高めるなど、企業に対して利用を促す活動が重要である。また、

この研究事業に携わった若手研究者の育成は、今後も引き続き重要である。微生物

資源は多様であり、自然環境の微生物の生態、微生物世界の全体像をより詳細に理

解する基盤整備事業としてプロジェクトの立ち上げを期待したい。その際には、斬

新な手法で全く新奇な生物群により効率的にアクセスできるようなアイデアが不可

欠であろう。新規機能の発掘や探索においては、微生物が棲息する環境メタデータ

の収集も必要である。また、膨大な環境細菌叢データの収集は世界的な流れであり、

海外での類似プロジェクトやデータベースの活用及び融合、さらにはそれらとの差

別化を吟味した上で、我が国独自の戦略を立てる必要がある。そのため、環境微生

物学･微生物生態学分野の研究者とともに、現行よりも桁違いのインフォマティクス

技術の開発や高速コンピュータシステムの構築を専門とする人材の参加及び体制の
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整備も重要である。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 

プログラムの目標に沿って、多くの研究者、技術者が様々な目的で活用可能な新

規微生物コレクションを公開する事の社会的意義は大きく、また、産業の発展への

寄与が期待できる。大学や企業の単位を越えて、基盤的なリソースを開発、探索す

る本プロジェクトは、その規模や公共性から NEDO で取り組むにふさわしい事業で

ある。 
しかしながら、本プロジェクトの妥当性にもかかわらず、新規細菌種の獲得数と

いう目標だけからは、投じた費用の効果の評価は困難である。新規微生物資源のコ

レクション化、データベース化とその公表、分譲体制作りができて初めて本プロジ

ェクトの意義が社会的に明示できる。そのためにも、プロジェクト終了後の予算措

置も検討すべきである。また、予算を投じて近未来における生物資源利用にかける

以上，連携を取るべき研究機関など省庁を超えた国家的見地からの調整が望まれる。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
基盤研究であって、直ちに市場動向にあわせたマネジメントはなじまないプロジ

ェクトではあるが、多分野の専門家が集まって、全体を統括するリーダーの指導の

下、具体的かつ明確な開発目標を設定し、目標達成に必要な要素技術の確立に成功

している。数値目標以上のライブラリーの構築と微生物の同定がなされ、未知の微

生物種が多く得られたことは評価できる。また、途中で選択と集中を行い、活用・

実用化の想定者に対して提供を前倒しで開始し、利用と評価を兼ねて、本プロジェ

クトの成果を普及し関与を求める体制を整えた。 
しかしながら、ユーザーが安心して活用できる基盤リソースには、膨大なデータ

の多方面からの品質の比較評価が求められるので、プロジェクト終了後も、収集し

た微生物遺伝資源への情報付加の努力を続けていただきたい。 
 
３）研究開発成果について 
収集に関しては、設定した目標数値を前倒しで達成し、上積みした。ライブラリ

ーの規模に比して、新しい微生物や遺伝子候補が得られ、メタゲノムライブラリー

構築についても重要な技術的ブレークスルーがあった点は評価できる。多様な環境

試料を分離対象にすべきだったのではないかという面があるものの、集めた微生物

やゲノム資源はそれぞれに創意工夫があり、ユニークなものであるので、そこから

有用で創造的な資源が見出される可能性がある。今後の成果の合理的な運用活用体

制の整備によっては、市場の拡大或いは市場の創造につながるものと期待できる。

この研究事業は技術開発ではなく、収集培養・データベースの充実を目論んだもの
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といえるが、データベース化、分譲体制、新規物質の発見などが、実現した時に初

めて評価が確定する。知的財産権等の取扱いは計画に沿って国内外に適切に行われ

ており、今後は、成果の世界に向けての発信をお願いしたい。 
 
４）実用化の見通しについて 
 微生物資源収集の基盤整備の礎はできたと考えられる。ライブラリーの多様性か

ら考えて、実用化可能な遺伝資源が見出され、基礎・産業利用両面から新たな需要

が生まれる可能性があり、関連分野への技術的波及効果及び経済的・社会的波及効

果を期待できる。微生物資源から有用微生物遺伝資源が得られる可能性を示したこ

とは、わが国産業への応用の可能性を広げる効果がある。また、プロジェクトの実

施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなどの波及効果がある。実用

化するためには、得られた微生物菌株と情報のデータベース化と公開により、本コ

レクションを利用しようとするユーザーをいかに多く獲得できるかが重要なポイン

トであり、構築されたライブラリーへのアクセシビリティや今後の広報活動と供給

体制の持続的発展が問題となる。さらに、新規微生物の取得という成果に対し、利

用可能な遺伝子の探索などの努力を今後適切に行い、今回の成果を最大限有効に活

用していくことも重要である。 
 
 

 

 

 

 



 

個別テーマに関する評価 

 

 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価及び今後に対する提言 

① 収 集

培 養 保

存 

培養方法等を工夫することにより、非常に多

様な環境から希少な菌群を含む目標値以上の新

規の微生物や遺伝子を多数含むライブラリーを

構築した。環境からの細菌叢の分離、個々の菌

株の培養、系統分類解析、保存法の開発、他国

との素材移転契約、ユーザー等への提供システ

ムの構築など、一連の菌株リソース整備の確立

は高く評価できる。得られた微生物の 16S／18S

に基づいた一覧や、性状や分離源などの基本デ

ータベースの公開が必要である。産業活用シス

テムの構築ではさらなる広報・交流活動による

有効利用が望まれる。 

 

ある程度の規模の新規微生物コレクションができたこ

とを評価する。数量値上の目的は達成されたので、多様性

という質レベルでの検証が進み、より多くの企業等がこの

ライブラリーを利用する環境が整備されれば、利用も進む

ものと考えられる。また、産業界との連携で新規な物質生

産系が見出され、創薬分野や食品分野等食品業界での積極

的な利用はじめ産業界での利用が期待できる。このコレク

ションを活用するためには、ユーザー側への提供の方法が

重要であり、構築したライブラリーのアクセシビリティを

高める努力が不可欠である。公開可能な範囲でコレクショ

ンのデータベース化を行って頂きたい。一方、現在の規模

のライブラリーで十分とは思われず、さらなる規模拡大が

企業利用のために必要である。また、産業利用とともに、

基礎生物学における知的基盤としての活用も期待したい。
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価及び今後に対する提言 

② 系 統

分 類 技

術 の 開

発 

 

系統分類情報としてrDNAだけでは不十分なこと

は明白であり、本プロジェクトが系統分類に複数の

遺伝子を指標にしたこと、また核酸塩基アナログを

用いた新規な１６Sデータ取得技術等を積極的に活

用した等、系統分類に関する基礎的知見の集積とそ

の具体的な応用が評価できる。技術的には特段、新

しいものはなかったが、膨大な収集微生物群に適用

した事は評価できる。プロジェクトを通じてあらた

に提唱された系統解析支援システムについては，関

連する分野の研究者らによるさらなる論議が望ま

れ、今回のプロジェクトの中だけにとどめず、より

広範なユーザーによる検証が必要である。また、そ

の生物情報解析学における位置付けを明確にして

ほしい。 
 
 
 
 

本件はその性格より、実用化までにはかなり距離が

あり、実用化に直結する内容はないが、技術としては

かなりの集約化に成功しているので、万人が利用でき

るような環境構築が行われることを期待したい。真菌

類の系統分類法が本分野でどのように定着していくの

かを見守りたい。rRNA遺伝子以外の遺伝子を用いた

手法についてはなお検証が必要であるが，限界のある

rDNA以外の系統分類のひとつの方法として，今後利

用される可能性はある。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価及び今後に対する提言 

③ 有 用

機 能 解

析 

 

 

本プロジェクトで取得したリソースを用いて、多

くの研究機関と共同で有用物質探索や有用機能の

解析を進めるシステムを構築し、新規化合物を発掘

したことは評価できる。また、海洋微生物が新規代

謝物を作る有力な微生物であることが示され、その

新規二次代謝産物のメタボローム解析手法の確立

は、今後の代謝物解析のレファレンスとして有用で

あろう。新規化合物の中でも各種抗生物質と生理活

性物質が特に注目されて行くであろうが、今後一つ

でも良いものが見つかることを期待する。しかしな

がら、もっと多様なスクリーニング系を導入し、も

う少し工夫できる余地があったのではないか。ま

た、新規化合物については新規骨格レベル，新規活

性レベルからさらなる評価が必要である。「新規性」

をより厳密にとらえて今回の結果を考察していた

だきたい。 
 
 
 

創薬分野への応用を積極的に展開して、幅広い活性

評価の結果が得られており，少なくともプロジェクト

期間内は妥当な探索を行ったと評価できる。活性の強

さや選択性次第では実用化の可能性も出てくるが、公

開上の制約もあり，報告された情報の範囲中で実用化

の見通しについては判断できない。実用化まではかな

り距離があるので、今後の研究の進展と幅広い分野で

の応用を期待したい。また、どのような微生物群に新

しい物質や機能が見つかる可能性が高いのかについて

の情報を公開し、次なる探索の戦略を立てて頂きたい。

引き続き、多様なスクリーニングプロセスや共同研究

相手先の発掘を続けてライブラリーの活用と評価をし

てほしい。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価及び今後に対する提言 

④ 難 培

養 微 生

物 遺 伝

資 源 の

取 得 技

術 の 開

発 

 

 

 

難培養微生物の遺伝資源を取得するために多様

な技術の開発を試み、カイメン、珊瑚からの細菌叢

メタゲノムを取得し、ごく微量なゲノム DNA より

メタゲノムライブラリーを作成する等、あらたな技

術基盤が確立され、同時にそこに含まれる新規遺伝

子群の発見は高く評価できる。また、特殊環境、希

少サンプルから得られた遺伝資源ライブラリーは

有用遺伝子探索のプールとして価値がある。投入し

た技術・ノウハウもきちんと記録し、次世代の研究

者たちに論文化などを通じて方法論の普及を図る

べきである。 
 
 

少なくともメタゲノムライブラリー作成上の問題点

が抽出でき、作成のために確立された技術は，他の対

象にも適用できる可能性が高い。しかし今の段階では

カイメン等を起源とするライブラリーそのものの意義

が未知数であり本研究内容については、ただちに実用

化の見通しを議論すべきではない。今後は、メタゲノ

ム情報の新規遺伝子や遺伝子多様性代謝物遺伝子、他

環境との比較解析などのより詳細なインフォマティク

ス解析が望まれる。特殊環境からの微生物遺伝資源を

求める場合、それぞれの目的にあった環境からの分離

を目指すのが妥当であり、そうした目的別ライブラリ

ーの整備が必要であろう。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価及び今後に対する提言 

⑤ 遺 伝

資 源 の

機 能 解

析 

 

 

 

 

複雑なメタゲノム情報からシトクロムP450やリ

パーゼなどの産業利用上有用な遺伝子候補の発見

及び取得する手法の開発は高く評価できる。また、

遺伝子ライブラリーからの新規代謝遺伝子スクリ

ーニングのためのメタボローム解析手法は今後有

用な方法となることが期待される。数値目標を上回

る有用遺伝子の取得、得られた遺伝子とそれにより

生成する代謝物は将来における有望な新規物質ソ

ースとなることを示したこと、メタゲノム解析ソフ

トや開発した技術を外部に販売していることも評

価できる。しかし多様な分野での成果が紹介されて

いるが、基本的な考え方、またその全体像を総括し

ていただきたい。データベースはその有用性を評価

しつつ改良を加えるべき段階で，実施者の事情で停

止しているが、さらに利用し易い形へと進化させる

ことをお願いしたい。またメタゲノムライブラリー

から機能性遺伝子の探索、スクリーニング手法につ

いては、依然として多くの技術改良が必要である。

今後も継続的に本研究を展開して頂きたい。 
 

 

メタゲノムライブラリーから様々な機能を持つ遺伝

子が抽出でき、遺伝資源ライブラリーが多様な機能を

提供できることを示し、少なくとも有用酵素群が取得

できた事を証明したことは評価できる。また、従来の

手法と機能的に大きく異なる、あるいは優れた分子・

遺伝子を狙い撃ちするというスタンスは合理的なアプ

ローチである。メタゲノム研究は直ちに実用化の見通

しについて評価できる段階にない。実験室レベルでの

探索、評価が中心となっているが、いろいろな産業界

との連携による実用レベルの機能の探索と開発が望ま

れる。ハイスループットなスクリーニング系に育てて

いくなど引き続き研究の展開を期待したい。データベ

ースの高度化、海外との類似データベースとのリンク

やマージを進め、一般への開示をより積極的に行うこ

とを提案したい。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.1

1.9

1.9

2.4

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通しについて

３．研究開発成果について

２．研究開発マネジメントについて

１．事業の位置付け・必要性について

平均値

 

（注）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。 

 
〈判定基準〉 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.4 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ A

２．研究開発マネジメントについて 1.9 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ C

３．研究開発成果について 1.9 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ C

４．実用化の見通しについて 1.1 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ D Ｃ D

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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