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smartcell2019@jba.or.jp 【担当】  尾崎、 中川、 川嶋

スマートセルプロジェクト全般に関するお問い合わせは、
（一財）バイオインダストリー協会でも受け付けております。

　アミノ酸発酵をはじめとして、微生物を用いた工業的な有用物質生産法は、日本が世界に誇

る技術である。近年は、次世代シーケンサをはじめとする各種オミクス技術の急速な進展に伴

い、合成生物学という領域も出現し、微生物の生命としての理解が進むとともに、得られた知

見を、微生物の育種に活用するというという産業応用も進みつつある。（国研）新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）では生物細胞が有する物質生産能力を人工的に最大限引き出

した「スマートセル」を構築可能とするために、最先端のバイオ技術と情報科学技術の融合を

図り、これを駆使することによって、化学合成では生産が難しい有用物質の創製、または従来

法の生産性をしのぐ生産菌の開発などを目指す研究開発プロジェクト「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）を実施している。

　本セミナーでは、「バイオテクノロジーと情報科学（デジタル）の融合」、「設計（Design）、

構築（Build）、評価（Test）、学習（Learn）のワークフロー（DBTL）の展開」を念頭に置きつつ、

プロジェクトで開発中の基盤技術や、各種基盤技術を活用した実用化研究について紹介したい。

データ・ドリブンな解析手法ならではのユニークな戦略も提案されており、プロジェクト外の

方々にも各種基盤技術を広く活用していただくために、わかりやすく解説したい。



smartcell2019@jba.or.jp 【担当】  尾崎、 中川、 川嶋

スマートセルプロジェクト全般に関するお問い合わせは、
（一財）バイオインダストリー協会でも受け付けております。

　アミノ酸発酵をはじめとして、微生物を用いた工業的な有用物質生産法は、日本が世界に誇

る技術である。近年は、次世代シーケンサをはじめとする各種オミクス技術の急速な進展に伴

い、合成生物学という領域も出現し、微生物の生命としての理解が進むとともに、得られた知

見を、微生物の育種に活用するというという産業応用も進みつつある。（国研）新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）では生物細胞が有する物質生産能力を人工的に最大限引き出

した「スマートセル」を構築可能とするために、最先端のバイオ技術と情報科学技術の融合を

図り、これを駆使することによって、化学合成では生産が難しい有用物質の創製、または従来

法の生産性をしのぐ生産菌の開発などを目指す研究開発プロジェクト「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）を実施している。

　本セミナーでは、「バイオテクノロジーと情報科学（デジタル）の融合」、「設計（Design）、

構築（Build）、評価（Test）、学習（Learn）のワークフロー（DBTL）の展開」を念頭に置きつつ、

プロジェクトで開発中の基盤技術や、各種基盤技術を活用した実用化研究について紹介したい。

データ・ドリブンな解析手法ならではのユニークな戦略も提案されており、プロジェクト外の

方々にも各種基盤技術を広く活用していただくために、わかりやすく解説したい。

【 プログラム 】
10:30 ～ 10:35 開会挨拶　

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）　理事
今井　淨

10:35 ～ 10:50 NEDO スマートセルプロジェクト全体概要
NEDO　材料・ナノテクノロジー部　主査／プロジェクトマネージャー　　　

林　智佳子

10:50 ～ 11:30 微生物スマートセル創出プラットフォームの実用化検証
国立研究開発法人産業技術総合研究所　生物プロセス研究部門
バイオデザイン研究グループ　研究グループ長　　　
矢追　克郎氏

11:30 ～ 12:00 スマートセル創製技術を駆使した有用芳香族化合物生産菌の開発
公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）バイオ研究グループ 
グループリーダー 主席研究員　　　
乾　将行氏

12:00 ～ 13:00 　　―　休　憩　―

13:00 ～ 13:30 情報科学を活用した油脂酵母の油脂生産性及び脂肪酸組成の改変
新潟薬科大学　応用生命科学部　教授　　　
高久　洋暁氏

13:30 ～ 14:15 スマートセル設計システムの概要
国立研究開発法人産業技術総合研究所　
生体システムビッグデータ解析 OIL 副ラボ長
/ 創薬基盤研究部門・生物プロセス研究部門　主任研究員
油谷　幸代氏

14:15 ～ 14:30 　　―　休　憩　―

14:30 ～ 15:15 スマートセル開発に資するハイスループット微生物構築・評価技術の概要
神戸大学　先端バイオ工学研究センター　センター長　
蓮沼　誠久氏

15:15 ～ 15:30 微生物スマートセル創出プラットフォームのアウトリーチ方針
NEDO　プロジェクトリーダー　九州大学　名誉教授　
久原　哲氏

15:30 ～ 15:35 閉会挨拶
NEDO　材料・ナノテクノロジー部　部長　　　
吉木　政行

15:35 ～ 17:00 　　―　名刺交換会　―
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NEDO スマートセルプロジェクト全体概要 
林 智佳子 

NEDO 材料・ナノテクノロジー部 主査／プロジェクトマネージャー 

【連絡先】E-mail: hayashickk@nedo.go.jp

 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）では、生物機能を活用したも

のづくり関連技術を開発するため、2016 年度から「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）を開始しています。生物細胞が持つ物質生産能力を最大限に引き出

した“スマートセル”を作り出すための技術として、バイオテクノロジーと情報解析技術の融合によ

って高度に生物機能をデザインする技術や機能発現を制御するためのゲノム編集技術・代謝制御技

術・環境制御技術の開発に取組んでいます（図 1）。従来合成法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ための基盤技術を確立し、将来的に生産プロセスの低コスト化・省エ

ネ化を目指します。

 本プロジェクトで開発する技術を用いることによってスマートセルを効率的に創製し、高機能品

生産につなげていくことで、工業（ものづくり）、エネルギー、農林水産業、医薬等の様々な分野で

生物資源や生物機能のさらなる高度利用が可能になります。特に、石油等の依存度が高い工業製品

の生産プロセスにスマートセルが活用されるようになれば、環境負荷低減や CO2 排出量削減と持続

的経済成長の両方の求めに応じたサスティナブルなものづくりの実現に近づくことができます。こ

れは世界的にも取組が活発化しているバイオエコノミーに通じるものです。

    図 1．スマートセルプロジェクトの概略

 プロジェクトでは、植物機能と微生物機能を活用するテーマを推進しています。新しい共通基盤

技術を開発しながらその技術の有効性を検証することによって実用化技術を確立する研究開発項目

（研究開発項目①、③）と特定の生産ターゲットを設定し将来的な事業化を目指して生産性向上や

培養・栽培条件の最適化を行う研究開発項目（研究開発項目②、④）で構成されます（図 2）。

2



図 2．研究開発項目構成とプロジェクトスケジュール

 研究開発項目①では、国産ゲノム編集技術、代謝系遺伝子発現制御技術、栽培生育環境による発

現制御技術開発等の植物の有用物質生産機能を引き出す技術開発を推進中です。現在さまざまな産

業で使われている化合物は、化学合成によるものや、植物由来であっても安定的な栽培方法がない、

微量しか確保できないといった課題があります。そこで、100 万種類ともいわれる植物が生合成して

いる化合物を、効率よく安定的に多くの産業で活用するため、植物が元来持っている代謝経路を分

析する等、有用物質生産に特化した技術を目指しています。

 また、研究開発項目③では、植物に比べると構造がシンプルで細胞の増殖スピードが早い微生物

の有用物質生産機能を引き出す技術として、微生物を目的に合うように設計（Design）、構築（Build）、
評価（Test）、学習（Learn）をサイクルとする、情報解析を核とした独自の共通基盤システムを開発

中です。実験等で得られたデータについて情報処理技術を用いて解析し、微生物の有用機能の最大

化をスピーディーに実現するため、要素技術を連携させ高度に合理化したスマートセル創出を目指

しています。

 そして、研究開発項目②及び④では、医薬品中間体原料・農業用資材・健康機能性成分等をターゲ

ットとして実用植物を用いた研究や、ポリマー原料・産業用酵素・食品・化粧品原料等をターゲット

に産業用微生物を用いた研究を行い、事業化に向けての課題解決に取組んでいます。

今年度でプロジェクトは 5 年計画のうちの 4 年目となりました。共通基盤技術はその実用性を示

せる成果を出すべく、要素技術を組合せたシステム化と実用課題での検証に主軸を移し、残りの期

間で広く活用される実用的な生産技術に仕上げることを目標としています。実用化及び事業化を加

速させる成果を出すことで、スマートセル活用による産業として「スマートセルインダストリー」を

創出することを目指します。

参考資料

Focus NEDO 第 70 号 バイオ×デジタルで切り拓く未来 スマートセルインダストリー／オープン

イノベーションの挑戦！ https://www.nedo.go.jp/library/ZZ_focus_70_index.html
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微生物スマートセル創出プラットフォームの実用化検証 

矢追 克郎 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 

バイオデザイン研究グループ 研究グループ長 
【連絡先】E-mail: k-yaoi@aist.go.jp 

 本プロジェクトでは、従来の宿主では生産できなかった新規化合物の生産、宿主の生産性の増強

等、従来からの課題について、情報科学的および合成生物学的アプローチを組み合わせ、物質生産性

を高度に高めた細胞（スマートセル）を創出するスマートセル創出プラットフォームを構築し、課題

解決のスピードアップを目指している。このプラットフォームの基本概念として、図 1 に示してい

る DBTL（Design – Build – Test – Learn）サイクルを採用している。「Design」領域においては、代謝

経路設計、酵素選択や改変、遺伝子発現制御などを情報解析システムなど、スマートセル設計システ

ムの開発を行っている。「Build」領域では、設計したスマートセルを構築するために、長鎖 DNA 合

成、ハイスループットな組換え微生物構築などの技術開発を行っている。構築された微生物につい

て、生産性解析や各種オーミックス解析を行う技術が「Test」領域である。得られたデータを「Learn」
領域の技術である AI などを活用した技術開発を行い、その学習成果をあらためてデザインに活か

す、という DBTL サイクルを回すことで、微生物育種を効率的に行い、スマートセルの創出を行う

ものである。なお本プラットフォームでは、パン酵母や大腸菌等のコンベンショナルな宿主微生物

だけでなく、産業用微生物にも適用範囲を拡げている。これらの各要素技術については、個々に開発

を行う面もあるが、DBTL サイクルの一貫したスマートセル創出プラットフォームを構築するため

に、実際に企業等がターゲットとする特定の物質について適用する検証課題を実施している。検証

結果と各種データをフィードバックすることで、本プラットフォームの高度化に貢献すると共に、

有効性を実証しながら実用化技術の開発を行っている。

図 1．本プロジェクトの DBTL サイクル
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具体的なターゲットとしては、図 2 に示すような様々なものが設定されている。これは、本シス

テムが多様な宿主微生物に対応可能であるだけでなく、ターゲット物質もまた幅広く適応が可能な

ことを検証するためである。各ターゲットの特徴については、大まかに下記の 3 種類に分類するこ

とが出来る。

① 育種開発期間の短縮

スマートセル設計システムの改変指針を、ハイスループットに微生物に実装することを主たる目

的としている。言わば「世界で競争の激しいターゲット」において世界最高レベルの性能を示すこと

が、スマートセル創出プラットフォームの有効性の実証であると言える。

② 目的物質（化合物／タンパク質）の生産性向上

目的物質の生産性を限界まで高めた微生物を開発することを目的としている。今回は、特に産業

化レベルまで到達しているターゲットについて課題設定を行っている。従来の育手法で限界と考え

られるレベルまで向上させた微生物に対して、スマートセル創出プラットフォームを用いることで

更に生産性を改変できるのかが検証のポイントである。

③ 新規生合成経路の実現

従来その微生物に存在していなかった代謝系を導入し、新規の物質を生産できる微生物を創出す

ることを目的としている。今までに微生物発酵生産が実現していないターゲットについて、本手法

において世界初の成功例を示すことが重要である。

 このような、企業が本気で事業化を目指す魅力的なターゲットでの Proof of concept を行い、イン

パクトのある成果をあげることで、本プロジェクトで開発するスマートセル創出プラットフォーム

における世界の競合技術との優位性を示すことが、検証課題の重要なミッションである。

図 2．検証課題のターゲット
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スマートセル創製技術を駆使した

有用芳香族化合物生産菌の開発

乾 将行

公益財団法人地球環境産業技術研究機構 (RITE) バイオ研究グループ
グループリーダー 主席研究員

【連絡先】E-mail: mmg-lab@rite.or.jp

 
 
スマートセル創製技術を代表的な産業微生物であるコリネ型細菌に適用し、これまでに発酵生産

が困難だった物質の生産株を従来よりも短い期間で育種開発することを目指した。同技術を駆使す

ることで、生産困難なターゲット物質の 1 つである有用芳香族化合物の生産株構築と生産性の大幅
な向上を達成したため、その成果について紹介する。 

RITE はこれまでにコリネ型細菌 (Corynebacterium glutamicum) を活用した発酵生産技術の開発を
行ってきた。今回、この菌を生産宿主とし、有用芳香族化合物の 1 つを生産ターゲットとして生産
株の開発を進めた。この化合物は産業的な利用価値が高いものの、これまで生物を利用して高濃度

生産された例はない。微生物全般に対して毒性を示すことと、糖からの代謝経路のステップ数が多

く複雑なことがその原因だと考えられる。また、コリネ型細菌は元々この目的芳香族化合物の生産

経路を持たない。そこで、本プロジェクトにおいて複数のスマートセル創製技術を駆使することに

より、高生産株の短期間育種を試みた。各技術が提案する代謝改変指針に基づきコリネ型細菌の育

種を進めたところ、目的芳香族化合物の大幅な生産性向上を確認した。現時点では未適用のスマー

トセル創製技術においても改善を示唆する予備検討結果を得ているため、さらなる生産性の向上が

期待できる。また、特筆すべき点として、各スマートセル創製技術は併用可能であることが挙げられ

る。それぞれ代謝改変指針を導き出すアプローチが全く異なるため、生産株育種の過程で各技術の

成果を１つの生産株系列に積み重ねることが可能である。これにより下図に示したように野生株か

ら順次生産性が大きく向上していく成果を得た。本講演では各スマートセル創製技術を適用した結

果と今後の展開について紹介する。 
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情報科学を活用した 
油脂酵母の油脂生産性及び脂肪酸組成の改変 

高久 洋暁

新潟薬科大学 応用生命科学部 教授

【連絡先】 E-mail: htakaku@nupals.ac.jp 
 
 
多価不飽和脂肪酸のω-3 系及びω-6 系脂肪酸は、人間の生体内では合成できないため、必須脂肪

酸として知られている。ω-6 系脂肪酸は成長、生殖生理を保つのに必須であり、ω-3 系脂肪酸は、
脳・網膜の働きを保つのに必須である。ω-6 系脂肪酸は様々な食材に多く含まれているが、ω-3 系
脂肪酸を多く含む食材は一部の植物油や魚油に限られるため、意識して摂取しなければ、ω-6/ω-3
が上昇して生体内の必須脂肪酸バランスが崩れる。また、ω-3系脂肪酸のα-リノレン酸は、動脈硬
化予防効果を有するエイコサペンタエン酸 (EPA) や認知症予防効果を有するドコサヘキサエン酸 
(DHA) へ変換されることもあり、世界各国で摂取目安量が決められ、積極的に摂取することが求め
られている。新興国を中心にω-3 系脂肪酸の需要が急増して世界市場規模は拡大しているが、ω-3
系脂肪酸の原料である魚油は、乱獲により供給量が減少続けており、需要を賄うだけの供給量を将

来確保できない可能性がある。海外では、微細藻類による商業生産が行われ始めているが、生産効率

が悪く、価格が魚油由来に比べ数倍と割高であり、市場に十分供給できるものではない。  
このような状況を考慮して、我々は、細胞内に乾燥菌体重量の 60％以上も脂肪球という形で油脂

を高蓄積できる油脂酵母に注目し、ω-3 系脂肪酸高含有の新規な油脂酵母の構築を目指している。
特に乾燥菌体重量の 70％以上の油脂蓄積能をもつ潜在能力の高い Lipomyces starkeyiを中心に開発を
進めている。実用化、事業化へ向けての課題として、①新規ω-3 系脂肪酸の合成経路の導入、②油
脂生産性の向上（油脂量、対糖収率の向上）があげられる。本セミナーでは、スマートセル基盤技術

を活用した上記 2項目への取り組みについて紹介する。 
①脂肪酸組成の改変（ω-3系脂肪酸含有率の向上） 
ゲノム解析等から油脂酵母 L. starkeyi はω-3 系脂肪酸としてリノレン酸までしか合成できない。

我々は EPA等のリノレン酸よりも不飽和度の高いω-3系多価不飽和脂肪酸を油脂酵母で合成させる
ため、スマートセル基盤技術の「文献等からの知識の抽出・学習技術」を活用して、ω-3 系多価不
飽和脂肪酸合成経路の導入、続いてω-3系脂肪酸含有率を向上させるための酵素選択・改変を行い、
油脂酵母 L. starkeyiでω-3系多価不飽和脂肪酸の生産を可能にし、その含有率を向上させた。 
②油脂生産性の向上（油脂量、対糖収率の向上） 
油脂生産性の向上においては、油脂蓄積変異株を取得し 1)、オーミクス解析を行うことで得られる

データを活用したスマートセル基盤技術の「発現制御ネットワーク構築技術」を活用して油脂生産

を制御する新規因子を見出し、その因子の活用により油脂生産性を約 2 倍向上させることに成功し
た。また、野生株と油脂蓄積変異株のゲノム比較解析により原因遺伝子を同定した結果、上記とは異

なる油脂生産を制御する新規因子を見出し、その因子の活用により油脂生産性を約 2 倍向上させる
ことに成功した。 
 
参考文献 
1) Yamazaki, H. et al., Appl. Microbiol. Biotechnol., 103 (15), 6297-6308 (2019) 
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スマートセル設計システムの概要 
油谷 幸代

国立研究開発法人産業技術総合研究所

生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ副ラボ長

【連絡先】 E-mail: s.aburatani@aist.go.jp 

 
 

近年、ゲノム編集技術をはじめとした各種バイオテクノロジー技術の進展により、生体細胞を用

いた「バイオものづくり」の分野の世界的競争が激化している。本分野は、欧米諸国が先行してお

り、基本的には合成生物学を基盤とし、大量データから機械学習等を用いた改変候補遺伝子の同定

を行い、その情報を元に宿主細胞の遺伝子改変を実施することで効率的な物質生産株の作成を行っ

ている。本プロジェクトでは、これらの概念を基盤に日本における「モノづくり産業」を活性化させ

るための技術基盤の構築と実証を行っている。 

欧米で先行している宿主細胞改変にて利用されている情報科学技術は、基本的に機械学習を基盤

としている。この技術の長所は、大量データ（数万～数十万サンプル）がある場合は高精度のルール

抽出が可能になるとともに、時間経過とともにデータ数が増えれば増えるほどその精度はより高く

なることが挙げられる。その一方で、一定の精度を出すためには宿主細胞および生産物質毎に数万

サンプル程度の大量データを必要とするため、コスト的な面で負荷がかかる点が懸念される。現時

点において、本分野で後塵を拝している我が国がこれらの先行国との国際競争を対等に行うために

は、機械学習のみを利用した時の短所である「大量データ」と「宿主依存型」の 2点を解消すること
が必須である。そこで本プロジェクトでは、「スマートセル＝高度に合理化され人為的に設計された

高機能な物質生産能力を有する生体細胞」を構築するために、我が国独自の情報解析技術や優位に

立っている情報生物学的手法を統合的に組み合わせることで、①現実的なデータ数（最小 100 サン
プル程度）で、②より正確で、③汎用的に利用可能なスマートセル設計システムを開発している。 

本システム開発にあたり、生

産現場での課題と情報解析によ

る解決法・アプローチの関連性

を示したものが図 1 である。左
に生産現場における各種課題を

記載している。まず、これらの

課題をスマートセルという新概

念の生体細胞で実現するために

課題を 4 つに大別した。この 4
課題を解決する情報解析手法と

して下記の情報解析技術の開発

を行っている。 
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1． 文献等からの知識抽出・学習技術 
2． 代謝経路設計技術 
3． 発現制御ネットワーク構築技術 
4． 導入遺伝子配列設計技術 
5． 酵素改変設計技術 
 

上記の情報解析技術において、理論的基盤は既にプロジェクト参画者によって論文発表されてお

り、理論体系としては確立されてきたものである 1~4)。本プロジェクトでは、このように理論的に裏

打ちされた各種技術の実用化利用を目的とし、生産現場において様々な課題を有する実証課題群と

連携している。開発してきた理論基盤を各実証課題におけるスマートセル設計用に改良・改変を行

うとともに、得られた結果を物質生産現場へフィードバックすることで、より実践的に利活用でき

る情報解析技術の開発を行ってきた。本講演では、開発してきた情報解析技術を紹介するとともに、

いくつかの実証課題への適用例と具体的成果について紹介する。 

最後に、本プロジェクトで開発している

スマートセル設計システム全体構成を図

2に示す。本システムは、上述した各種情
報解析技術の基盤として本プロジェクト

で構築したデータベースを中心に、各種情

報解析技術が格納データに対して適用可

能な構成となっている。芯円に位置するデ

ータベース内にはプロジェクトで測定さ

れた各種データの他、既存データベースか

らスマートセル設計に必要な各種データ

が学習用に格納されている。これらの公知

データとオリジナルデータを複合的に利

用し、中円に記載されている各種情報解析

技術を適用する。情報解析技術の適用によ

って、外円に記載された各種「モデル」が

構築される。ここで導出される「モデル」

とは、生体細胞の持つ機能をグラフもしく

はパスウェイ、シミュレーションで表現し

た生命活動を簡易的に示したシステム概略図を意味する。こうして構築された各種モデルを解釈す

ることで、従来型育種では想定できなかった改変候補遺伝子の提案、宿主細胞への導入遺伝子配列

の設計、従来生体細胞がもっていなかった新奇生合成経路の提案などを実現している。 

 
参考文献 
1) Araki, M. et al., Bioinformatics, 31(6), 905-911 (2015) 
2) Shirai, T. et al., Microb. Cell Fact., 15(13), 1-6 (2016)  
3) Aburatani, S., Gene Regul. Syst. Bio., 5, 75-88 (2011) 
4) Kameda, T. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 103 (47), 17765-17770 (2006) 
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スマートセル開発に資する 
ハイスループット微生物構築・評価技術の概要 

蓮沼 誠久

神戸大学先端バイオ工学研究センター センター長／教授

【連絡先】 E-mail: hasunuma@port.kobe-u.ac.jp 
 
 
近年、欧米のバイオベンチャーではバイオエコノミーの潮流の中で投資を集め、バイオおよびデ

ジタルの要素技術を一箇所に集約し、かつ一体的に運用する研究開発拠点を整備することで研究開

発の速度が著しく向上させている 1)。具体的には、バイオ生産に資する細胞株の構築において、①バ

イオデータを利用して計算機内で組換え微生物の代謝等を設計する Design工程、②カタログ化した
DNAパーツとロボティクスを活用して多様な組換え微生物を短時間で構築する Build工程、③目的
物質の生産性を短時間で評価する Test 工程、④評価結果と当初設計の差異を計算科学的に解析する
Learn工程、を有機的に連携させることで DBTLとし、従来 5～10年かかっていた開発期間を短縮さ
せることに成功している。このような流れは欧米にとどまらず、中国をはじめとする諸国、アカデミ

アにも波及している 2)。 
本講では Build工程、Test工

程の要素技術に目を向けるが、

世界的には自動化技術の進展

が著しい。従来の微生物育種

（図１）では、微生物に導入す

る DNA を設計し、その DNA
を入手した後、プラスミド構

築、形質転換、培養条件の検討、

生産性評価を人間の手で行っ

ていたのに対し、プラスミド構

築から簡易的な生産性評価ま

でを半自動で行うロボットが

開発されてきている。 
遺伝子工学による育種では、

特定の遺伝子の発現量を、特定

の時期に、特定の度合いで強化

（あるいは抑制）する必要があ

る。これを実現するには遺伝子の発現調節に関与する分子を部品として手元に持っておく必要があ

る。この部品は例えばプロモーター、リプレッサー、RBS、ターミネーター等であるが、DNAパー
ツと総称されている。残念ながら、今日の分子生物学的知見では DNAパーツの仕様は不明確であり、
組合わせ方次第で遺伝子の発現量が変わるため、実験による試行錯誤が必要である。そこで、Amyris
社や Gingko Bioworks社等の米国企業ではカタログ化した DNAパーツとロボティクスを活用してバ
イオ操作を自動で行うラボオートメーションシステムを既に作り上げている。 

NEDOスマートセルプロジェクトでは、世界一高い DNA集積精度を有する長鎖 DNA合成技術の

図１．微生物育種スキームの概要
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ハイスループット化や、長鎖 DNAを利用して多様性を有する微生物を短時間で構築する技術、生産
性データおよびオミクスデータを高精度かつハイスループットで取得する技術、といった独自ハイ

スループット技術の開発を進めてきた。長鎖 DNAは一度の組換えで多数の遺伝子の発現を強化・抑
制できるため、微生物の高速育種に極めて有用である。情報解析で設計された新規代謝経路を短期

間で具現化することにもつながる。これまでの主な成果は以下の通りである。 
 30 kb超の DNAの合成時間を従来の 1/2以下（1ヶ月程度）に短縮する技術の確立（図２） 

 

 96穴プレートフォーマットの半自動ハイスループット形質転換技術の構築 
 画像解析等により目的物質の生産性をハイスループットに評価する技術の開発 
 自動前処理装置（図３）の開発等によるメタボローム解析のスループット 10倍向上 
 
2019 年度からは、長鎖 DNA 合成技術をスマートセル創出
プラットフォーム（図１）に組み込んでいく。また、独自のハ

イスループット評価技術（メタボライトセンサ、化合物排出輸

送体探索プラットフォーム、トランスクリプトーム解析、メタ

ボローム解析、プロテオーム解析、自家蛍光顕微鏡観察）の高

精度化を図り、情報解析技術との連携を強化して体系的なデ

ータの取得・管理を行っていく。 
バイオ産業で求められる有用物質の多くは細胞内で共通の

前駆体から生合成されているため、この前駆体を「ハブ化合

物」とし、ハブ化合物の生産性が高い株を「シャーシ株」と定

義した。ひとたびシャーシ株が開発できていると、これを宿主として目的生産株の育種期間を短縮

することが可能なため、シャーシ株は産業界からのニーズが高い。従来、有用宿主の単離・育種に膨

大な時間を要してきたが、本テーマでは長鎖 DNAを用いた高効率な多重遺伝子導入・破壊技術や複
数遺伝子の発現量最適化技術、半自動ハイスループット形質転換技術、ハイスループット評価技術

を活用することで、シャーシ株ならびに実用株の開発期間を短縮できることを実証する。出芽酵母

や大腸菌等の汎用微生物だけでなく、産業用微生物にも適用性を拡げ、民間企業が標的とする特定

の生産物質で有効性を検証していく。 
 
参考文献 
1) 蓮沼誠久ら, （バイオテクノロジーシリーズ）スマートセルインダストリー -微生物細胞を用い
た物質生産の展望-（久原哲 監修）, p. 1-9, シーエムシー出版 (2018) 

2) Hillson, N. et al., Nat. Commun., 10, 2040 (2019) 

図２．一気通貫システムの開発による長鎖 の高速合成と低コスト化の実現

図３ メタボローム解析用

自動前処理システム
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微生物スマートセル創出プラットフォームの 
アウトリーチ方針 

久原 哲

プロジェクトリーダー／九州大学 名誉教授

【連絡先】 E-mail: kuhara@grt.kyushu-u.ac.jp 
 
 
「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）では、高生産性

微生物創製に資する情報解析システムの開発に取組んでいます。急速に進化した次世代シーケンサ

ーをはじめとする各種解析装置による遺伝子情報や生産物情報の正確かつ高速な取得と、これらの

データに AI/IT 技術を適用することで生物機能のデザインを可能とする基盤技術を開発しています。
微生物の有用物質生産機能をスピーディーに最大化するため、Design（設計）／Build（構築）／Test
（評価）／Learn（学習）に必要となる要素技術を開発し、それらをスマートセル創出プラットフォ
ーム技術としてシステム化することにより、共通基盤という形で産業利用してもらうことを目指し

ています。 
例えば、微生物の生産性制御に関わる技術として、多様な産業生物株を利用してゲノム情報等の

大規模データベースを取得し、DNA、mRNA、タンパク質、代謝物の階層内・階層間の制御ネットワ
ークを推定する計算手法を開発、さらに収量が最大となる遺伝子配列を提供するシミュレーション

システムを構築します。また、微生物の構築や目的代謝物の生産性を評価する技術として、長鎖 DNA
合成技術やメタボローム解析装置等を開発しています。そして、スマートセル創出プラットフォー

ムを一層強化するため AI基盤技術等の開発にも力を入れています。 
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生物実験系と情報解析系の研究者が一つのプロジェクトで技術開発に取組み、ここで創出されつ

つある独自の微生物育種戦略を産学官連携で検証しているところですが、最終年度に向けて成果を

可能な限り公表していくことで、プロジェクトに参画していない産業界の方々にも技術利用を検討

していただける機会を増やしていきたいと考えています。 
今年度は、(一財)バイオインダストリー協会（JBA）が発行する機関誌バイオサイエンスとインダ

ストリー第 77巻第 4号から全 5回に分けて主要技術の紹介記事を連載していきます。そして、プロ
ジェクトで開発した技術へのアクセスをしやすくするため、JBA ホームページ内に技術紹介ページ
を今年度末に開設する予定です。どのような技術があるのかを知りたい場合や技術利用を検討した

い場合には、マッチング窓口として活用していただきたいと思います。 
また、実際の技術開発を進める研究者や技術検証に関わる事業者による技術セミナー等を行い、

スマートセル創出プラットフォームの構築と実証について解説をしていく予定です。 
 

 
 
 

＜技術セミナーの予定＞

019年 9月 24日 第 1回技術セミナー（御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター） 
2019年 10月 9～11日 BioJapan 2019（パシフィコ横浜）  
 NEDOブース出展、ブース内ショートプレゼンテーション 
2019年 11月  第 2回技術セミナー（都内） 
2019年 12月 18日  第 3回技術セミナー（ フェスタ 関西 、

グランフロント大阪）

2020年 3月   日本農芸化学会大会シンポジウム（九州大学） 
 
 

 
参考文献 
（バイオテクノロジーシリーズ）スマートセルインダストリー －微生物細胞を用いた物質生産の展
望－（久原 哲 監修）、シーエムシー出版 (2018) 
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5447 

連載予定の主要技術 
ハイスループット合成・分析・評価手法の開発

長鎖 合成・解析技術 神戸大学

メタボライトセンサ 千葉大学

メタボローム解析技術 神戸大学

プロテオーム解析技術 大阪大学

自家蛍光顕微鏡開発 筑波大学

高生産性微生物設計システム

代謝設計・収量最適化技術 理化学研究所

タンパク質高機能化技術 産業技術総合研究所

ネットワークモデル構築技術 産業技術総合研究所

文献・公開・測定データを

統合した知識ベース
京都大学
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BioJapan 2019
2019年10月9日（水）～11日（金）  パシフィコ横浜

Information

　NEDOは2019年10月9日（水）～11日（金）
に、パシフィコ横浜で開催される「BioJapan 
2019」に出展します。スマートセルプロジェクト
で開発中のゲノム編集技術、植物代謝系制御技術、
微生物スマートセル創出プラットフォーム
（Design ‒ Build ‒ Test ‒ Learn）を構成する
各種基盤技術の展示を行います。また、実用課題テー
マで開発対象にしている植物やリアクター、完全密
閉型植物工場模型、微生物によって生産された油脂
やセルラーゼ等も展示します。
　さらに、3 日間の会期を通じて NEDO ブース内
でショートプレゼンテーションを実施予定です。スマートセルプロジェクトで最新技術を開発する研究
者による技術解説のほか、これまで NEDO 事業で開発された様々なバイオ関連技術を保有する企業に
よる技術プレゼンテーションを行います。ご来場、お待ちしています。

　NEDO セミナーでは、基調講演として植物を用
いた物質生産に関する動向を、またプロジェクトで
取組む植物研究の最新の成果についてご紹介しま
す。工業（ものづくり）、エネルギー、農林水産業、
医薬等の様々な分野で生物資源や生物機能のさらな
る高度利用について、実現可能性の高まりを感じ
とっていただきたく、皆様のご参加をお待ちしてい
ます。

展示ホールD　D-49

NEDOセミナー　植物による有用物質生産技術の最前線
10月11日（金）15時～17時　　場所：ANNEXホール　F203-204

昨年度出展した「BioJapan 2018」の様子

昨年度のNEDOセミナーの様子


