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４．MiFuPを作ったのは？ 

MiFuPは、独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）のバイオテクノロジーセンター（NBRC）で開発し、2014年2月25日から公開して

います。NBRCは日本を代表する産業上有用な微生物資源の保存・提供機関であり、微生物のゲノム解析も実施しています。 

 

NBRC関連ウェブサイトのご紹介 

☆製品評価技術基盤機構 

 独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）の公式サイトです。 
 

☆NITEバイオテクノロジーセンター 

 NITEバイオテクノロジーセンター（NBRC）の公式サイトです。 
 

☆NBRCオンラインカタログ 

 NBRCオンラインカタログです。ＮＢＲＣで保有している購入可能な微生物株を検索できます。 
 

☆DOGAN 

ゲノム情報データベースです。NBRCで全長を解読した微生物のゲノム配列を公開しています。プロテオーム解析によるタンパク質発

現情報も公開しています。 
 

☆DoBISCUIT 

放線菌二次代謝産物生合成遺伝子データベースです。二次代謝産物（有用物質）を作る放線菌の遺伝子クラスターについて、研究

情報を整理し、公開しています。 

 

0. はじめに 

１．MiFuPとは？ 

微生物は、食品や医薬品の生産、環境汚染物質の分解など様々なすばらしい機能をもっており、古くから産業利用されています。 

MiFuP（Microbial Functional Potential）は、ゲノム配列情報から微生物の機能を推定するデータベースです。 

・ゲノム配列が読まれている微生物について、その推定機能を収録しており、キーワード検索により、目的の機能を持つと推定され

る微生物を手軽に検索できます。 

・微生物のゲノム配列・ＣＤＳ配列を入力すると、その機能を推定できます。 

 

なお、MiFuPで予測された機能の発現については保証できませんので、御注意ください。 

 

２．MiFuP wikiとは？ 

MiFuP wikiとは、微生物が発揮する機能情報（主にMiFuPに収録されている機

能）についての情報を日本語でまとめたウェブサイトです。 

微生物の有用機能情報に関する文献などの知見やその機能の活用情報につい

て集約し、日本語でわかりやすく解説しています。 

３．MiFuPのしくみは？ 

ゲノム配列から微生物の機能を予測するためには、機能発揮に関連する遺伝子

セットをゲノム配列から探すことが必要です。 MiFuPでは、機能発揮に関連する

遺伝子セットをゲノム配列から探すために、各遺伝子が備えるべき特徴及び必

要な遺伝子の組み合わせを定義しています。これにより、複数の遺伝子により発

揮される機能や、機能を発揮する経路が複数あるものについても対応していま

す。アノテーターが手作業で一つ一つ定義付けを行っています。 

 

N. biovividum はDという機能がありそうです。 

Nite biovividum NBRC 91100 のゲノム 

http://www.nite.go.jp/ 

http://www.bio.nite.go.jp/ 

http://www.nbrc.nite.go.jp/index.html 

http://www.bio.nite.go.jp/dogan/ 

http://www.bio.nite.go.jp/pks/ 
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１. MiFuP wikiを使う 

１．URL: http://www.bio.nite.go.jp/mifup/wiki を入力します。 

２．トップページが表示されます。 

３．トップページを下にスクロールすると、MiFuP wiki の記事ページ一覧をカテゴリ別に見ることができます。まず浸透

圧耐性について概要を知るために、環境適応カテゴリの耐浸透圧性をクリックします。 

 MiFuP wikiでは、微生物の有用機能情報に関する文献などの知見やその機能の活用情報について集約し、日本

語でわかりやすく解説しています。 

例： 浸透圧耐性について調べ、機能が推定される微生物を調べる。 

４．微生物の浸透圧耐性の概要をみることができます。 
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５．次に、浸透圧耐性を示す微生物機能の一つであるベタイン生合成をクリックします。 

６．細菌におけるベタイン生合成の、概要、各生合成経路についての説明、機能を持つことが知られている微生物、

実用化例、参考文献や関連外部リンク等について見ることができます。 

コリン 

グリシン 

ベタイン 

ベタインの生合成経路は、 

コリンからの経路とグリシンからの
経路があることがわかります。 

5 



７．ページ下部にはMiFuPへのリンクがあります。機能が推定される微生物一覧をみたい場合、各経路ごとの

NFUNCIDをクリックします。 

８．MiFuPの機能ページが表示されます。ページ下部に、機能が推定される微生物一覧が表示されます。（機能ペー

ジの詳細な見方については、ヘルプページの「１１．機能ページ説明」を参照ください。） 

コリンからのベタイン生合成経路 

グリシンからのベタイン生合成経路 
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２．微生物を検索する 

 MiFuP のトップページでは、目的の機能が予測される微生物をキーワード検索できます。 

１．URL: http://www.bio.nite.go.jp/mifup を入力します。 

例： GABA生産能と浸透圧耐性能が予測される微生物を検索して、微生物株を入手する。 

２．トップページが表示されます。 

３．検索ウィンドウに、「gaba」と入力すると、検索語候補が表示されます。 

＊１．検索キーワードは機能名のほか、微生物名、株名、遺伝子名、タンパク質名などでも検索することができます。 

＊２．MiFuPでは、英語でしか検索できません。機能名の日本語と英語の対応は、MiFuP wiki をご確認ください。各記

事ページ下部のMiFuPへのリンク、もしくはFunction ID 対応表により確認できます。 

４．「GABA biosynthesis 」と「Osmotolerance」を入力し、検索ボタンをクリックします。 

MiFuP wiki トップページ Function ID 対応表へのリンク 
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５．GABA生産能と浸透圧耐性能が予測される微生物が52件ヒットしました。各微生物名の下に、その微生物に推定

される機能一覧が表示されます。機能名が途中で切れている場合、カーソルをあてると機能名の全文が表示され

ます。 

微生物ページへのリンク 

６．微生物株を入手するため、微生物名をクリックします。 

52件の微生物がヒット 

浸透圧耐性能を示す 
微生物機能 

微生物名 微生物に推定される機能一覧 

機能名にカーソルをあてた場合 

機能名の全文 
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７．微生物ページでは、微生物株情報や、その微生物に推定される機能一覧をみることができます。（微生物ページ

の詳細な見方については、ヘルプページの「１０．微生物ページ説明」を参照ください。） 

８．NBRC番号のわきにある緑のNBRCのロゴ（NBRCオンラインカタログへのリンク）をクリックします。 

その微生物に推定された機能一覧の表 

NBRC番号 
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９．ＮＢＲＣオンラインカタログの、該当する微生物株のページが表示されます。微生物株の入手

方法は、右上の「How to  order 」 から見ることができます。 
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３．リストを使う 

 リストでは、MiFuPにデータがある微生物一覧、MiFuPで定義が作成されている機能一覧、機能を構成する遺伝子

一覧を見ることができます。 

１．MiFuPのトップページ上部の「リスト」をクリックします。 

例1： MiFuPに機能推定データがあるストレプトマイセス属放線菌の一覧を調べる。 

２．リストページが表示されます。そのまま「微生物」のタブで放線菌はBacteria なので、Bacteria  のわきの赤いアイコ

ンをクリックします。 

３．MiFuPにデータがあるBacteria の一覧が表示されます。 

４．右上の絞り込み検索窓に「Streptomyces」と入力します。 
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５．MiFuPにデータがある ストレプトマイセス属放線菌の一覧がでます。MiFuPで各微生物株に推定された機能の数や

NBRC番号をみることができます。各微生物に推定された機能一覧を見たい場合、微生物名をクリックして微生物

ページへジャンプしてください。（微生物ページの詳細な見方については、ヘルプページの「１０．微生物ページ説明」

を参照ください。）NBRC番号はNBRCオンラインカタログへリンクしています。 

例２： MiFuPで定義されているバイオプラスチック関連機能を調べる。 

 
１．リストページの「機能」のタブをクリックします。 

ストレプトマイセス 属放線菌の一覧 

微生物ページへのリンク NBRC オンラインカタログへのリンク 

２．MiFuPで定義されている機能一覧が表示されます。 

３．右上の絞り込み検索に「 bioplastic」と入力します。 

＊MiFuP で定義されている英語名はMiFuP wiki の各記事ページ「MiFuPへのリンク」で調べられます（6ページ参照）。 
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４．「bioplastic」がキーワードに入っている機能一覧が表示されます。バイオプラスチック生産能と分解能がヒットしま

した。機能名は機能ページへ、wiki アイコンはそれぞれの機能の該当するwiki ページにリンクしています。各機能

に関する詳細については、wikiページで 日本語で確認することができます。 

バイオプラスチック分解能 

wikiへのリンク 

機能ページへのリンク 

例3： MiFuPで推定された不凍タンパク質コード配列情報を調べる。 

１．リストページの「遺伝子」のタブをクリックします。 

２．MiFuPで定義した機能を構成する遺伝子の一覧が表示されます。 

３．右上の絞り込み検索に「ice-structuring」と入力します。 

＊MiFuP で定義されている英語名はMiFuP wiki の各記事ページ「MiFuPへのリンク」で調べられます（6ページ参照）。 

４． 「ice-structuring 」がキーワードに入っている遺伝子が表示されます。不凍タンパク質と推定された配列一覧を見

るため、遺伝子ID またはNRULE ID をクリックします。 

不凍タンパク質遺伝子 

遺伝子ページへのリンク 

バイオプラスチック生産能 
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５． 遺伝子ページでは、遺伝子の定義情報、その遺伝子が使用される機能名が表示されます。また、ページ下部に

定義に該当する配列一覧が表示されます。（遺伝子ページの詳細な見方については、ヘルプページの「１２．遺伝

子ページ説明」を参照ください。）配列情報を見るためには、CDS ID をクリックします。 

 

定義に該当する配列一覧 

CDSページへのリンク 

６． CDSページでは、CDS 情報、配列情報、MiFuPで推定された遺伝子機能が表示されます。（CDS ページの詳細な見

方については、ヘルプページの「１３．CDSページ説明」を参照ください。） 

アミノ酸配列と塩基配列
をタブで切り替え 
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４.ゲノム配列から機能を検索する  

 機能検索により、ゲノム配列（またはCDS配列、アミノ酸配列）から、MiFuPで定義されている機能について、網羅的

に検索することができます。 

１．MiFuPのトップページ上部の「機能検索」をクリックします。 

例： 保有のゲノム配列の機能を検索し、機能が推定された配列を調べる。 

２．機能を検索したい微生物のゲノム塩基配列を入力ウィンドウに入力するか、 参照ボタンからPC上のファイルを選

択してください。配列はFASTA形式で入力してください。複数のコンティグ配列をmulti-FASTA 形式で入力することも

できます。 

３．クエリ種別で、「ゲノム塩基配列」にチェックしてください。 

または 

＊  ５～６ＭＢまでの大きさの配列

をクエリとすることが可能です。 
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５．検索中の画面が表示されます。結果が出るまでに少し時間がかかります。結果URL を保存しておくと、後からアク

セスすることも可能です。 

http://bio.nite.go.jp/mifup/potentials/result/fbb9de28ab1f59f89a7cc41bf7b15ccc 

検索結果が表示されるURL 

６．機能の発揮に必要な遺伝子セットが揃っていると、その機能･遺伝子が表示されます。（表の詳細な見方について

は、ヘルプページの「１０．微生物ページ説明 b.推定保有機能」を参照ください。）機能を構成する遺伝子だと推定

された配列部分を見たい場合、推定機能配列のリンクをクリックします。（検索にゲノム塩基配列を使用した場合、

自動でCDS IDが付けられます） 

機能が推定された
配列へのリンク 

４．クエリ配列入力ボックスの下にある検索ボタンをクリックしてください。 
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（おまけ） 

７．必要な遺伝子セットはそろっていないが、一部の遺伝子はあると推定された機能も含めて表示させたい場合、詳

細をクリックします。 

８．機能発揮に必要な遺伝子セットがそろっている機能は、機能名の前のアイコンが赤で、そろっていない機能はア

イコンが黒で表示されます。機能発揮に必要な遺伝子セットの情報は、機能ページで確認できます。 

機能ページへのリンク 

機能発揮に必要な遺伝子が 
そろっていない場合のアイコン 

６．使用遺伝子であると推定された配列は、アミノ酸配列で表示されます。クエリ配列がゲノム塩基配列の場合、該

当領域がクエリ配列中の何塩基目にあたるか表示されます。以下の図の場合、クエリ配列中の63552番目～

64682番目までの塩基が、該当部分になります。 

クエリ配列中の位置情報 
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5.相同性 検索する  

 相同性検索により、MiFuPに入っているゲノムデータの中から、保有の配列と相同性がある配列を検索することが

できます。 

１．MiFuPのトップページ上部の「相同性検索」をクリックします。 

例： 保有のアミノ酸配列と相同性がある配列を、特定のゲノム配列中から検索する。 

２．相同性検索したいアミノ酸配列を入力ウィンドウに入力するか、 参照ボタンからPC上のファイルを選択してくださ

い。配列はFASTA形式で入力してください。 

３．アミノ酸配列をクエリとし、相同性があるCDS配列から検索するにあたり、blastp にチェックを入れてください。 

または 
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３．系統分類によるツリー表示になっていますので、展開し、相同性検索の対象としたい微生物にチェックします。 

  対象の微生物の系統的な位置づけは、NCBI のtaxonomy ページで調べることができます。 

  NCBI taxonomy ページ： http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy 

  例としてCorynebacterium ammoniagens を選択します。 

   

 

 

＊  MiFuP に入っている全ての微生物を対象とする場合は、

Archaea、Bacteria にチェックします。 

 

クリックして展開 

検索対象としたい微生物にチェック 

＊  単一の種レベルのほか、複数選択や上位分類

（属、科、門など）での選択も可能です。 
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５． Corynebacterium ammoniagens  のゲノム配列に対して相同性検索した結果が表示されます。 

   検索結果は最大50件まで表示されます。 

４．クエリ配列入力ボックスの下にある検索ボタンをクリックしてください。 
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ご質問、ご要望など、お気軽にお問合せください。 

お問合せ先 
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センター 情報解析課 
E-mail：bio@nite.go.jp 
東京都渋谷区西原2-49-10 
TEL: 03-3481-8423 FAX: 03-3481-1962 
 

2015年1月 


