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「マイクロバイオームの最前線」
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スポンサーセミナー

微生物は、ヒトや動植物さらには微生物同士で相互作用しながら、様々な機能を発揮しています。 ほとんどの微生物
が培養困難である中、産総研では種々の解析手法を開発し、多方面にわたるマイクロバイオーム研究を推進していま
す。 産総研はマイクロバイオーム計測の精度管理技術開発と標準化を進めており、マイクロバイオーム研究開発を支
援しています。 また、害虫の共生微生物の多様性と機能を解明し、防除技術の開発や、廃水処理プロセスの微生物群
の多様性やゲノム情報から、処理機能の向上、エネルギー・資源の回収など新規機能の発掘、応用化など、最前線の研
究成果を紹介します。

13:30-13:50　マイクロバイオーム解析の精度管理に向けて

マイクロバイオーム、特に腸内マイクロバイオームなど人と直接接触するマイクロバイオームはさまざまな疾患の診断
用マーカーや創薬ターゲットとして注目を集めています。 その解析用途に次世代 DNA シーケンサが広く利用されて
いますが、その信頼性確保や測定結果の比較互換性の担保が課題になっています。 産総研ではマイクロバイオーム計
測の精度管理技術開発と標準化を進めており、細菌の持つ遺伝子を模擬した人工的な塩基配列を持つ核酸標準物質
を開発しました。 この標準物質は多くの種類のマイクロバイオーム試料に適用できる世界初の精度管理用標準物質
です。 また、これらの技術を利用した産業界における計測技術の標準化支援、また精度管理された独自の解析パイプ
ラインによるマイクロバイオーム研究開発を支援しています。

13:50-14:10　腸内微生物を制して害虫を制す

ほとんどの害虫はその体内に共生微生物を持つことが知られています。 これら共生微生物は害虫の体内で重要な栄
養代謝機能を担い、宿主昆虫の生存・成長・繁殖において必須の役割を果たしていることから、害虫防除の新たなター
ゲットになると考えられています。 私たちはこれら共生微生物の多様性と機能を解明し、共生の分子メカニズムを理
解することで、共生微生物をターゲットにした新たな害虫制御技術の開発に繋がるものと考え研究に取り組んでいま
す。 これまでの研究により、微生物がどのように害虫体内に共生しているのか、その分子機構が少しずつ明らかとなっ
てきました。

14:10-14:30　廃水処理汚泥マイクロバイオームの世界を解き明かす

廃水処理技術は、都市下水・工業廃水の浄化処理と水資源の再利用を担う社会基盤の要です。 廃水処理プロセスの
内部では多種多様な微生物が廃水中に含まれる有機物・無機物の分解・除去を担っていますが、それら微生物群の
生理・生化学的機能の全貌は明らかになっていません。 産総研では、廃水処理に関連する微生物群の多様性やゲノム
情報を詳細に調べることで、処理効率の安定化、各種化学物質の浄化処理へ向けた機能性の向上、廃水からのエネル
ギー・資源の回収に向けた高度化に資する新規微生物機能を発掘し、その応用化を目指しています。 本セミナーでは、
廃水処理汚泥マイクロバイオームの知られざる世界の一端を紹介します。
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“Front Line of the Microbiom Researchs” 
-Drug discovery, Agricultural, Environment-

Place ANNEX HALL F204

Microorganisms show various functions, through interacting with human, animals, plants, and microbes 
themselves. While it is hard to culture most microbes, AIST has developed various kinds of analytical 
techniques, and promotes the microbiome study for many aspects. AIST pushes forward precision 
management technology development and the standardization of the microbiome measurement, and 
supports your microbiome research and developments. Furthermore, we will introduce recent our 
research, for example, elucidation of the variety and function of symbiosis microbes of pests, excavation 
of the new functions including the recovery of energy and resources from liquid wastes, through 
analyses of the variety and genome information of the microbes.

13:30-13:50　Improving the reliability and comparability of microbiome measurements

Next generation DNA sequencing-based metagenomics has already become established as a principal 
technique in microbiome research, being used increasingly in crinical diagnostics settings. The 
development of bioanalytical tools for comprehensive quality control and quantification has, however, 
been largely insufficient. The research described here represents a leading development and 
demonstration of the use of synthetic spike-in referenes in metagenomic analysis of complex 
microbiome. We are also developing novel measurement tools for high-throughput and quantitative 
microbial detection and metagenomic analysis of complex microbiome in a range of ecosystems relevant 
to human health and the environment.

13:50-14:10　Pest management by controling gut microbiota

A number of agricultural and hygienic pests possess symbiotic microorganisms in their bodies. Since the 
symbiotic microorganisms play a pivotal role in host metabolism and are essential for survival, 
development and reproduction of the host insects, these symbionts will be a novel target for pest 
control. We have revealed molecular mechanisms underpinning the insect-microbe intimate associations, 
which may serve a new molecular target for controlling pest insects.

14:10-14:30　Deciphering the wastewater sludge microbiome

Wastewater treatment technologies have been developed to remediate municipal sewage and industrial 
wastewater constituents and have become the underlying infrastructure for society. Within the 
processes, diverse microorganisms form “sludge” and play a central role in wastewater remediation. 
However, ecophysiologucal functions of wastewater sludge microbiome is still unclear. Here, we 
introduce the recent progress in the research of wastewater sludge microbiome by employing genomic 
and metagenomic approaches.
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