
「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発／
スマートセル関連技術の社会実装推進に向けて解決す
べき新規課題の検討」

公募説明会

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
材料・ナノテクノロジー部

日程：平成30年5月25日（金）
場所：NEDO川崎 2101会議室

注）詳細は公募要領等のホームページ掲載資料をご確認ください
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1. 植物等の生物を用いた高機能品生産技術の
開発（スマートセルプロジェクト）概要

2. 本公募の概要
※NEDOホームページ掲載の公募要領等を用いて説明
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バイオエコノミー市場の拡大予測

OECDがバイオテクノロジーと経済活動を一体化させた バイオエコノミーと
いう概念を提唱。その市場は、2030年にOECDのGDPの2.7％（約
180兆円）に拡大し、工業分野は約４割に達すると予測。

OECD（2009年）
「The Bioeconomy to 2030」

健康・医療

25%

農林水産

36%

工業

39%

2030年
バイオエコノミー
市場予測
約1.6兆ドル
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各国のバイオエコノミー政策

欧米では国家主導でバイオテクノロジーによる産業振興と課題解決を目
指し早い段階からバイオエコノミー政策を展開。マレーシア、タイ等のアジ
ア各国も独自のバイオエコノミー政策を公表し広がりをみせている。

欧州 米国 中国

直近のバイオ
エコノミー政策

Innovation for 
Sustainable Growth: 
A Bioeconomy for 
Europe, 2012

National Bioeconomy
Blueprint（2012）
Federal Activities 
Report on the 
Bioeconomy（2016）

13th Five-year Plan 
(2016-2020) 
China Strategy 2016-
2020 

政府目標

【2030年目標】
・7年間で約5,180億円投
資
・石油由来製品の30%を
生物由来に置換
・輸送燃料の約25%を生
物由来に置換

【2030年目標】
・10億トンのバイオマスを用
い、化石由来燃料25％を
代替、2,300万トンのバイオ
由来製品、850億KWhの
電力供給
・170万人の雇用と2,000
億ドルの市場創出

（「中国製造2025」におい
て、研究開発投資対GDP
比を現在1.5-2.0%程度
から、日米欧同等の2.5-
3.0%程度まで引き上げ。
2025年に先進工業国の
一角に入ることを目標）

出所：平成28年度NEDO委託調査「バイオエコノミーの現状分析とスマートセルが変える未来像に関する調査」
（委託先：三菱化学テクノリサーチ、2016）
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（工業）
サスティナブルな
ものづくり

（健康・医療）
健康長寿社会

（食・農林水産業）
環境循環型社会出所：平成28年度NEDO委託調査「バイオエコノミーの現状分析とスマートセルが変える未来像に関する調査」

（委託先：三菱化学テクノリサーチ、2016）

バイオエコノミー俯瞰図

サステナブル
なものづくり

サポート関連産業

環境
循環型
社会

サポート
関連産業

フードチェーン、
物流・生産、
保冷保存、
廃棄処理、

健康
長寿
社会

サポート
関連産業 医薬品、診断薬、

医療機器
（再生医療、人工臓器等）、
ヘルスケア、機能性食品成分、
介護 等

医療
ヘルスケア

モノづくり

食料・
農林水産

IoT、物流・生産、ロボット、
マテリアル・インフォマティクス、

IT、モバイル、
クラウド、情報処理、
センサー、計測分析、
培養装置、保存庫、
細胞評価系、

毒性・安全性評価等

種苗、農林水産物、
家畜・飼料、

食品、発酵製品、
加工品、環境・資源、

機能性作物 等

スマートセル
インダストリー

自動車、家電、通信機器、プラスチック製品、建築資材、アパレル、
包装資材等

食品検査、
植物工場、
外食産業、
スーパー、
コンビニ、
水処理 等

プラスチック、ゴム、樹脂・添加剤、
油脂・界面活性剤、潤滑油、
接着剤、塗料、印刷インキ、

製紙・繊維、半導体・電池材料、
食品添加剤、化粧品、香料、
農薬、酵素、バイオ燃料 等

バイオエコノミーは、バイオ資源そのものを利用／バイオ資源（酵素、微
生物、細胞、植物、動物）の機能を利用／バイオテクノロジーを利用す
る経済活動及び産業全体が含まれる概念。
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エネルギー・地球環境問題や豊かで健康な生活による社会の活力維
持・増大への意識の高まりに応じて、グリーンイノベーションやライフイノベー
ションのための技術開発プロジェクトを推進してきた。

NEDOのバイオ関連事業（2000～2010年頃）

（新エネルギー分野）
・バイオマスエネルギー転換技術、利用技術開発だけでなく、効
率的・経済的な収集運搬システム構築や残渣処理等を含む
利用システム化開発等

（環境分野）
・化学プロセスの転換”グリーンサステナブルケミストリー”関連技
術、廃水処理技術、水資源循環技術開発等

（グリーンバイオ分野）
・植物・微生物などの有用遺伝資源探索、物質生産技術、廃
水処理技術開発等

（創薬・診断・医療分野）
・遺伝子・染色体・RNA・タンパク質・糖鎖機能解析技術、幹
細胞産業応用技術、再生医療技術、診断・治療機器開発等

（発行 2010年11月）
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バイオテクノロジー分野で進む大きな技術革新

「早く、安く、情報集積」、「大量かつ高速な情報分析・ゲノム設計」、
「高精度・低コストに機能制御を実現する新規ツール」などの技術革新

DNA解読コスト（100万塩基当たり）

ヒトゲノム計画時
（1990年）
13年、30億ドル

第2世代シーケンサーの開
発

7年間で解読費用が
1/10,000

現在
1日、1000ドル

ゲノム解読技術の進展

次世代シーケンサー（DNA解析装置）の開発
・生物の遺伝情報（固有の特性や変化状況）を低コストでデジタル化
・蓄積される情報量の増大(5年前の20倍)

実用レベルへの進展
・膨大な情報から、鍵を握る遺
伝情報等をより高精度に抽出
・抽出された情報をもとにした、
ゲノムの設計

IT／AI技術の進展

CRISPR/Cas

次世代型ゲノム編集技術
(CRISPR/Cas)が登場。より高精度・低
コストに生物機能発現を実現可能
・より容易に遺伝子を切断・編集可能に
・固有の特性を人工的に付加した生物の作成
が可能に

ゲノム編集技術の進展

出所：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をもとに一部改変
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スマートセルインダストリーが拓く世界

出所：総合科学技術・イノベーション会議 戦略協議会・ワーキンググループ 農林水産戦略協議会（第5回）
経済産業省生物化学産業課資料より抜粋

経済産業省では、生物機能を活用した新たな産業群「スマートセルイン
ダストリー」の創生を政策にかかげて各種施策を展開
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NEDOプロジェクトのコンセプト

生物機能をデザイン 機能発現を制御潜在的な生物
機能の引き出し

合理的な設計を可能とする
情報解析システム

海外技術に依存しない
国産ツール

目的物質の生産を
最適化する
発現制御技術
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NEDOスマートセルプロジェクトを開始

2016年度より「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発（ス
マートセルPJ）」を開始。植物や微生物の生物機能を用いた工業材料
等の生産技術を開発。

微生物細胞

植物細胞

・有用物質の生産性を高める
代謝システムをデザイン
（遺伝子の発現制御による
代謝反応の増強・抑制・遮断、
酵素設計等）

・環境条件の最適化
（培養条件、栽培環境、
栽培技術の適用）

など

スマートセル
（高度に機能がデザインされ、物質生産能力
が人工的に最大限引き出された生物細胞）

有用物質の生産性
が大幅に向上
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スマートセルプロジェクト概要

●プロジェクトリーダー 九州大学 名誉教授 久原哲

●サブプロジェクトリーダー 産業技術総合研究所 植物分子工学研究グループ長 松村健

●プロジェクトマネージャー NEDO 材料・ナノテクノロジー部 林智佳子

植物・微生物等の生物が持つ物質生産能力を人工的に最大限引き
出した細胞“スマートセル”を構築し、化学合成では生産が難しい有用
物質の創製、又は従来法の生産性を凌駕することを目的に、必要とな
る基盤技術を開発するとともに、特定の生産物質における実用化技術
を確立する

・ 高生産性微生物設計システムの開発
・ ハイスループット合成・分析・評価手法
の開発
・情報解析システムの有効性検証

・国産ゲノム編集技術の開発
・代謝系遺伝子発現制御技術の開発
・栽培・生育環境による発現制御技術の
開発

スマートセル

細胞内に
生産プロセス
を構築 機能性ポリマーなど

高機能材料原料
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スマートセルプロジェクトの予算と全体計画

H28FY H29FY H30FY H31FY H32FY H33FY

①植物の生産性
制御に係る共通
基盤技術開発
（委託）

②植物による高
機能品生産技術
開発（助成）

③高生産性微生
物創製に資する
情報解析システ
ム の開発（委
託）

④微生物による
高機能品生産技
術開発（助成）

栽培環境条件の最適
化、生産性の実証

国産ゲノム編集技術の開発

実用植物への適合
性の検証及び技術

改良

代謝経路、鍵遺伝子の特定
形質転換技術の開発

システム活用による実
用ターゲット開発

開発システムの改良及
びパッケージ化

高生産性微生物設計システ
ムの開発

ハイスループット合成・分析・
評価手法の開発

有効性
検証

代謝系遺伝子発現制御技術の開発

栽培・生育環境による発現制御技術の
開発

ス
テ
ー
ジ
ゲ
ー
ト

中
間
評
価

事
後
評
価

政府予算（億円） 17.2 21.0 24.0
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①植物の生産性制御に係る共通基盤技術開発
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●テーマ名

高機能組換え植物組織培養によるビタミンＤ3高効率生産技術の開発

医薬品中間体原料植物の代謝変換によるアルカロイド製造技術の開発

組換えナス科植物によるジャガイモシストセンチュウ孵化促進物質の生産

イチイ細胞培養技術を用いたタキサン系医薬中間体10-DABの効率生産法開発

シソ代謝系制御技術による健康機能性成分の高効率増産技術開発

②植物による高機能品生産技術開発（助成）
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情報解析技術を核としたスマートセル創出プラットフォーム

③高生産性微生物創製に資する情報解析システムの開発
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スマートセルからバイオエコノミー創出へ

出所：平成28年度NEDO委託調査「バイオエコノミーの現状分析とスマートセルが変える未来像に関する調査」（委託先：三菱化学テクノリサーチ、2016）
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1. 植物等の生物を用いた高機能品生産技術の
開発（スマートセルプロジェクト）概要

2. 本公募の概要
※NEDOホームページ掲載の公募要領等を用いて説明
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今回の公募事業の趣旨

 スマートセルインダストリーの創出に向けて、スマートセル技術を実用化・事業化する
ため、今後さらに解決すべき新規課題を検討する事業です。

 将来的に国としての取組が必要になる領域や開発技術等を明らかにすることが目的
です。

＜提案していただきたい内容＞
①市場ニーズ・社会ニーズに基づき解決すべき課題を設定してください。
②その課題を解決するために必要な技術課題、要素技術、求められる機能・システム、
仕組み等を明らかにするための実施計画を提案してください（根拠となる最低限の
データを取得する研究開発を含むこと） 。
③本事業の成果について、実用化・事業化までどのような道筋で取り組むべきかシナリオ
を提案してください。

このあと、NEDOホームページ掲載の公募要領等を用いて応募に関する留意事項をご説明します。


