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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 】
13:00 ～ 13:05 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）
材料・ナノテクノロジー部 部長　（兼）バイオエコノミー推進室　室長
吉木 政行

13:05 ～ 13:20 NEDO スマートセルプロジェクト全体概要と今後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

13:20 ～ 13:50 体外診断用医薬品酵素コレステロールエステラーゼの大量生産を目指して
国立研究開発法人産業技術総合研究所　生命工学領域研究戦略部　研究戦略部長
田村 具博氏

13:50 ～ 14:20 発現制御ネットワーク構築技術を活用した紅麹色素生産性向上の取り組み
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　主任研究員
藤森 一浩氏

14:20 ～ 14:50 長鎖 DNA 合成
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科　特命准教授
柘植 謙爾氏

14:50 ～ 15:10 　　―　休　憩　―

15:10 ～ 15:40 代謝経路設計技術の開発と実用微生物への技術展開
国立研究開発法人理化学研究所環境資源科学研究センター
細胞生産研究チーム　副チームリーダー
白井 智量氏

15:40 ～ 16:00 配列設計によるタンパク質発現制御
国立研究開発法人産業技術総合研究所　人工知能研究センター　主任研究員
齋藤 裕氏

16:00 ～ 16:20 分子動力学シミュレーションによる酵素高機能化
国立研究開発法人産業技術総合研究所　オーミクス情報研究チーム
池部 仁善氏

16:20 ～ 16:50 【基調講演】バイオエコノミー社会の実現を目指して
経済産業省 商務・サービスグループ　生物化学産業課長
田中 哲也氏

16:55 ～ 17:00 閉会挨拶
NEDO　材料・ナノテクノロジー部 統括主幹　（兼）バイオエコノミー推進室　室長代理
杉江 渉

17:00 ～ 17:30 　　―　ポスターセッション・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と 
今後のアウトリーチ方針 

久原 哲 

NEDO 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、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、バイオテクノロジ

ーと情報解析技術の融合によるさまざまな技術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。

今年度、シリーズでご紹介していくのは、微生物の有用物質生産機能をスピーディーに最大化す

るための Design（設計）／Build（構築）／Test（評価）／Learn（学習）ワークフローに関わる各種

技術です。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ています。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。

  

＜令和元年度 技術セミナー＞

2019 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）

    要旨集はこちらから(https://www.jba.or.jp/jba/seminar/se_02/_nedo.php)
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 21 日 第 2 回技術セミナー（TKP ガーデンシティ PREMIUM 京橋）

    ------ 今後の予定 ------
2019 年 12 月 18 日 第 3 回技術セミナー（グランフロント大阪）

  （申込みサイト）NEDO フェスタ in 関西 https://www.nedo-festa2019.com/
2020 年 3 月 28 日 日本農芸化学会大会シンポジウム（九州大学）

参考文献

1) （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)

連載予定の主要技術 
(1)ハイスループット合成・分析・評価手法の開発 

長鎖 DNA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 

(2)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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体外診断用医薬品酵素コレステロールエステラーゼの 
大量生産を目指して 

田村 具博 

国立研究開発法人産業技術総合研究所  

生命工学領域研究戦略部 研究戦略部長 

【連絡先】E-mail: t-tamura@aist.go.jp

臨床検査薬(体外診断用医薬品)は、健康状態をチェックする、体調不良の原因を調べる、そして治

療効果を確認するなどのため、健康診断や病院の診察などで主に使用されており、的確な診断を行

うために重要な役割を担っている。 

臨床検査薬の１つである生化学検査試薬のほとんどは、臨床検査薬用酵素を主な原料としその基

質特異性を活用した酵素反応で検出系が構築されている。酵素はタンパク質であることから目的の

酵素生産菌を培養して抽出・精製するという製造方法が一般的であるが、宿主の代謝を制御してい

る場合が多く生産量は限られていることが多い。そのため、酵素生産の工業化プロセスが確立され

ても高価であり、高純度で安定した品質が求められる臨床検査薬用酵素はさらに高価になる。酵素

生産の手段としては、現在では、臨床検査薬用酵素の多くは育種による生産性向上株を樹立し生産

する場合や、遺伝子組換え技術を駆使した遺伝子組換え酵素として製造されている場合がほとんど

である。 

今回演者らは、臨床検査薬に汎用される脂質分析用酵素であるコレステロールエステラーゼ(CEN)

を取り上げその生産性向上に向けた研究開発を展開した。CEN は、組換え大腸菌での生産が困難で、

発現した酵素の大半が不溶化し活性が確認できない。また生産菌 Burkholderia stabilis の古典的な

育種方法により、CEN生産量が上昇した突然変異株を選択する作業を繰り返したが、野生株に対して

生産量が約 3.4 倍まで上昇した株しか取得できなかった。このように、従来の遺伝子組換え体化技

術や育種方法では CEN高生産化は難しく、新たな手法を取り込んだ開発が必要であった。 

そこで演者らはまず B.stabilis野生株の全ゲノム配列を解読した。野生株ゲノムは 3本の環状染

色体から構成され、6,895遺伝子がコードされていることが明らかとなった。このゲノム情報を基盤

とし、遺伝子発現解析と遺伝子変異解析の異なる解析を並行して実施しながら開発を進めた。 

遺伝子発現解析では、様々な培養条件下で発現変動の少ない遺伝子を探索し、新規の構成型プロ

モーターを複数見出すことに成功した。この新規構成型プロモーター下流に CEN 遺伝子を連結する

ことにより、従来 CEN 発現誘導に必要ではあるが、培地の乳化の原因だった脂肪酸の添加が不要に

なり、CEN精製工程の簡略化が可能となった。また、CEN の発現に着目した発現制御ネットワーク解

析によって得られた知見を用いた開発も進行中である。変異解析では、変異原を用いて CEN 生産量

が変化した変異株を多数取得し、それらのゲノム上の変異点を解析することで CEN 分泌に寄与する

遺伝子と CEN 高生産株を見出した。 

上記手法・解析を含め、DBTL サイクルを繰り返して開発を展開した結果、CEN 発現量が野生株の

約 10 倍向上した組換え体の作製に成功した。 

本講演では、上記 CEN 発現株構築に向けた取り組みを紹介する。なお本研究は、旭化成ファーマ

株式会社との共同研究で得られた成果である。 
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発現制御ネットワーク構築技術を活用した 
紅麹色素生産性向上の取り組み 

藤森 一浩 

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 主任研究員 

【連絡先】E-mail: k-fujimori@aist.go.jp

 我々は、普段、多種多用な色素によって着色された食品を口にしている。かつて日本では天然系色

素が、欧米では合成色素が好まれていたが、近年では、健康志向という社会的な流れもあり、全世界

的に天然系色素へのニーズが高まってきている。これら天然系色素の多くは、植物などに由来する

ため生産量に限りがあり、天然系色素の原料調達は年々難しくなってきている。赤色食用天然色素

の１つである「紅麹色素（ベニコウジ色素、モナスカス色素）」は、色素にしては珍しく糸状菌（カ

ビ）の「紅麹菌」が生産する赤色色素で、様々な色の調合に必要な基本色であり、中性域で自然な赤

色を呈することなどから、他の赤系色素に比べて恒常的な需要がある。また、紅麹色素はタンパク質

への着色に優れており、非常に幅広い用途で用いられてきている素材である。

 紅麹菌は、色素としての利用以前においては、「紅麹」として発酵食品に用いられており、直接我々

が摂取している数少ない微生物の１つである。我が国における紅麹色素の代表例としては、沖縄の

伝統食品「豆腐よう」が挙げられる。中国では 400 年以上前の文献に紅麹に関する記載が残ってお

り、「紅豆腐（ホンフールー）」、「紅酒（アンチュ）」等の発酵食品・酒類の他、漢方薬の原料や紅麹

を用いて調理した「紅槽肉」等、東アジア地域において広く利用されてきた。

 本プロジェクトに参加している江崎グリコ株式会社及びグリコ栄養食品株式会社は、1955 年より

紅麹色素の研究開発に取り組み、自社で長年にわたり紅麹色素を製造・販売してきた実績を有する。

国内では他に数社が自社生産をしているが、幸か不幸か、半世紀以上前の発酵生産技術レベルが高

く、選抜された菌株も優れたものであったため、菌株・プロセスの大きな改良がないまま商業生産を

継続することができた。半面、国内では技術のアップデートや適用がなく、近年、アジア各国の食品

企業により製造された安価ながら品質に難のある色素が大量に日本に輸入されつつあるのが現状で

ある。

このような状況を鑑みて、演者らは、紅麹菌という微生物がつくる色素の生産性や品質向上する

ために、スマートセル技術という情報科学を活用した従来法とは異なる新しい育種法・改良法を提

案する技術をどのように適用できるかを思案しながら研究開発を行ってきた。スマートセル技術は

多岐に亘る基盤技術の集合体であり、自分たちの産業用微生物、目的生産物質に対しどの要素技術

をどのように適用したら良いのか、わかりにくいこともあるかもしれない。実際、個々のケースによ

って、適用できる基盤技術もデータの取得量やデータの質、数理モデルも変わりうるが、演者らは、

「ゲノムスケールモデル」「遺伝子発現制御ネットワーク構築技術」を活用することで、二次代謝産

物である紅麹色素の生合成を制御する未知の遺伝子をつきとめ、最大で約３倍の色素生産性向上に

成功している。本セミナーでは、スマートセル技術の有効性検証課題の中で行ってきた紅麹菌の生

産する紅麹色素の生産性の向上への取り組みと成果の一部を事例としてご紹介したい。

参考文献

1) Kumagai, T. et al., Microb. Resource Announcements, 8(24), e00196-19 (2019)
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長鎖 DNA 合成 
柘植 謙爾 

神戸大学科学技術イノベーション研究科 特命准教授 

【連絡先】E-mail: ktsuge@port.kobe-u.ac.jp

1.スマートセルプロジェクトと長鎖 DNA 合成 

新規代謝物質を大腸菌や酵母などの宿主細胞

に生産させるようなスマートセル開発において

は、10 個を超えるような多数の遺伝子を導入す

る必要があることは珍しいことではない。従来

は、これらの遺伝子を 1 つずつ細胞に導入する

必要があったが、(1)遺伝子の数だけ形質転換を

行う必要があり、時間が非常にかかる、(2)遺伝

子の数だけ選択マーカー遺伝子が必要となる、

(3)遺伝子の数だけ遺伝子を導入する場所が必要

となる、(4)遺伝子を導入する順番により致死性

中間代謝産物が蓄積し生存できない場合があ

る、などの問題があった。長鎖 DNA は、これらの遺伝子断片を１つの DNA につなげることで遺伝

子導入における、時間コスト、金銭コストの削減が可能とする画期的技術である。しかしながら、長

鎖 DNA はその配列デザインにおいて考慮すべきパラメーターが短い DNA に比較して増加し、パラ

メーターの組み合わせは莫大なものとなるため、1 回の長鎖 DNA の配列デザインで、例えば生産量

などにおいて満足のいく結果が得られる可能性は残念ながら高くないという欠点がある。そこで、

スマートセルプロジェクトでは、DBTL (Design（設計）-Build（構築）- Test（評価）-Learn（学

習）) サイクル（図１）という、試行錯誤のサイクルを繰り返しながら徐々に長鎖 DNA の配列デザ

インを改良していく戦略をとっている。Build は、Design で得られた配列を設計通りに実物の長鎖

DNA に変換するステップである。Build は、従来、月スケールの時間を要する DBTL サイクルの律

速段階となっており、長鎖 DNA 合成のスピードアップのために、必要な工程を 1 か所に集約した

バイオファウンドリーの整備を行った（図２）1)。 

 

図１. DBTL サイクル 

図２. 神戸大学内に構築した長鎖 DNA 合成ファウンドリー 
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2.OGAB 法 

 長鎖 DNA の合成のためには、多数の遺伝子断片を指定した順序や向きに連結可能とする技術が必

要である。遺伝子集積には様々な方法が提案されているが、本バイオファウンドリーでは、独自技術

である、枯草菌のプラスミド形質転換系を利用した多重遺伝子集積法の OGAB 法 2)を用いている。

OGAB 法では、集積対象とする遺伝子断片の末端に３～４塩基の突出断片を準備し、この配列の特

異性により隣り合う DNA 断片を指定する順序や向きに連結する方法である。特に集積用のプラス

ミドベクターを含むすべての断片を構成要素が周期的に現れるようなタンデムリピート状に連結し、

これを枯草菌のコンピテントセルに取り込ませることにより細胞内で環状化することを特徴とする

遺伝子集積法である。タンデムリピートの繰り返しが長ければ長いほど形質転換の効率が上昇する

ため、如何に長いタンデムリピートライゲーション産物を構築するかがポイントである。長いタン

デムリピートの構築のためには、各集積対象の材料ができるだけ等モルに近い比率で存在している

ことが重要であるが、人手では、ピペッティングの精度などにおいて厳密に DNA のモル濃度を調整

することは困難で、これが原因で 20 個を超えるような DNA 断片の一括集積はほぼ不可能であった。

そこで、各 DNA 断片を遺伝子の機能境界を無視してほぼ同一の長さにデザインし、かつ DNA をク

ローン化する大腸菌用のプラスミドベクターも同一のものを用いることで、全ての材料の DNA 断

片をクローン化したプラスミドの全長が同一の長さとなるようにした。その結果、プラスミドの濃

度を測定することで材料の DNA 断片の等モル濃度化を容易に実現できるようにした。さらに、この

操作の自動で行う装置（図２中の長鎖 DNA 合成装置）をプレシジョン・システム・サイエンス株式

会社と共同開発することにより、等モル化を人手よりも正確かつ高速に行うことが出来るようにな

り、50 個を超える DNA 断片を一度に連結することが可能となった。 
 
3.長鎖 DNA 合成バイオファウンドリー 

 任意の長鎖 DNA を構築するためには、化学合成 DNA を出発材料として OGAB 法に用いる数 kb
までのサイズの DNA 断片を準備する必要がある。従来は、この合成を受託 DNA 合成会社に委託し

ていたが、50 個の DNA を発注した際にそのうちの数個において、合成困難な配列が存在するケー

スがよくあり、この場合、必要なすべての DNA 断片を準備するのに２カ月という長期間を要してい

た。本ファウンドリーでは、この部分を見直すために、化学合成から自前で行うようにした。日本テ

クノサービス株式会社との共同研究により、長鎖 DNA の合成に特化した、低コストで 200 塩基の

一本鎖 DNA を 96 本、約１日で合成する DNA 化学合成機を開発した（図２）。また、化学合成した

DNA を、相補性を利用して張り合わせて伸長するために、新規の PCR 方法を開発し、どのような

配列であっても３日程度で二本鎖の DNA を準備することが可能となった。これを一旦大腸菌でク

ローニングし、塩基配列が正しいクローンのみを選択して OGAB 法の材料に用いるが、この大腸菌

クローニングの工程も、液体分注ロボットによる大幅な自動化を達成した（図２）。これらの研究開

発の結果、30 kb 程度の長鎖 DNA を、１塩基当たり数円のコストで、２週間程度という期間で製造

できるようになり、従来の時間コスト、金銭コストの大幅な削減を達成した。 

参考文献

1) 柘植謙爾ら, （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. 19-25, シーエムシー出版 (2018)
2) Tsuge, K. et.al., Scientific Reports, 5, 10655 (2015)
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代謝経路設計技術の開発と実用微生物への技術展開 
白井 智量 

国立研究開発法人理化学研究所 

環境資源科学研究センター 細胞生産研究チーム 副チームリーダー 

【連絡先】E-mail: tomokazu.shirai@riken.jp

 バイオテクノロジー産業において、従来から微生物の「醗酵」を利用した有用化合物の生産は多々

行われてきた。近年、微生物の「醗酵」を利用した有用化合物の生産技術が非化石原料の活用技術の

１つとして利用されている。植物や光合成微生物などにより炭酸固定されてできた糖などを炭素源

として利用し、遺伝子改変された微生物に目的の有用化合物を生産させるというものである。この

「合成生物学」を利用した微生物生産技術については欧米が先行しており、多くの汎用化学品につ

いては既に発酵生産による製造技術のカタログ化が進んでいる。カタログ化されている汎用化学品

の具体的な例として、自動車用燃料を代替するバイオエタノール、ポリ乳酸の原料である乳酸をは

じめ、1,3-プロパンジオール、γ-アミノ酪酸、4-アミノ桂皮酸などの汎用ポリマー原料が挙げられる。

さらに製造産業へ適用された例として、米国のバイオベンチャーである Genomatica 社と独 BASF 社

が共同で、基幹汎用化合物である 1,4-ブタンジオール（BDO）を年間 5 万トン以上生産することに

成功している。

有用化合物を微生物に生産させるとき、細胞内の炭素の流れだけでなく、エネルギーの生産・消費

や酸化還元のバランスをも含めた『代謝』を最適に設計する技術は必須である。なぜなら細胞内の表

現型を理解し、その情報を目的の細胞の代謝設計およびその後の育種に応用できるからである。し

かし、１つの細胞内で 1,000 以上存在する代謝反応を人間の頭だけで考えるのには限界があり、コ

ンピュータによる計算力が必須となる。特に近年においては、ゲノムシーケンス技術と情報処理技

術の革新によるアノテーションの迅速化により、ゲノムスケールレベルで全代謝反応をコンピュー

タ上に記述出来るようになった。つまり、ある環境での微生物細胞の代謝の振る舞いを予測する技

術が確立された（ゲノムスケールモデル：GSM）。現在は GSM を用いた細胞の代謝設計から、実際

の実験による検証までをシステマティックに行い、ハイスループットに目的化合物の生産性を向上

させる研究が盛んである。本プロジェクトにおいても演者らは、ゲノム情報から代謝反応を自動で

作成するシステム： GSM ジェネレーターを開発した。しかし、既存の GSM では非天然化合物の

生合成経路を予測・設計することはできない。また、宿主細胞以外が持つ代謝反応を利用した設計も

困難である。本プロジェクトでは、これらの問題を解決する技術となる代謝設計ツールを開発し、実

用微生物へ技術展開した。ここでは２つのツールについて説明する。 
 
BioProV: 人工代謝経路の設計ツール 
このツールの概要は以下の通りである。 
1. KEGG (http://www.genome.jp/kegg/) や BRENDA (http://www.brenda-enzymes.org/) といっ

た代謝反応・酵素反応が格納されているデータベースから、個々の酵素という概念を外し、化学

反応パターンだけを記述した。そして、同様の化学反応パターンをひとつの化学反応として再分

類化し、コンピュータに学習させた。 
2. 学習の方法としては、各反応において、前駆体と生成物を SMILES という表記方法で記述し、
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その反応メカニズムを SMIRKS という方法で全て記述した。 
3. 実際のシミュレーションにおいては、目的化合物を SMILES で記述し、インプットデータとす

る。そして、それをもとにランダムにかつ網羅的に前駆体を逆合成していく。その逆合成された

前駆体の中に、生体内での存在が既知の化合物が出てくるとシミュレーションが成功となる。つ

まり、その既知の生体化合物を出発物質として、設計された人工代謝反応を実現することができ

れば、目的の化合物が生合成できる。 
なお、京都大学・荒木通啓先生の開発による M-Path1)もアルゴリズムは異なるがコンセプトは

同じで、人工代謝経路を設計するツールとして本プロジェクト内で同様に活躍する。 
これらのツールを用い、アルカロイド化合物を合成する新規代謝反応を設計し、実際に実験を行

うことで、これらのツールの有効性を検証した。 
 

HyMeP：ハイブリッド代謝設計ツール 
 既存の GSM では、宿主細胞が持つ代謝反応の範囲内でしか代謝設計はできない。そこで、宿主細

胞以外の生物が持つ代謝反応を網羅的に付加し、目的の化合物を効率良く生産するためのハイブリ

ッドな代謝設計ができるツールを開発した 2)。このツールの概要は以下の通りである。 
1. KEGG データベース（http://www.genome.jp/kegg/）にある全生物種の代謝反応から、利用する

宿主細胞が持つ代謝反応を除いたものをデータベースとして格納する。 
2. 作成したデータベースから宿主細胞の GSM に接続する反応経路を選び出し、ハイブリッドな

代謝経路（HyMeP）を構築する。 
3. 構築した HyMeP を使って目的化合物を最大生産することのできる効率の良い代謝経路を設計

する。 
 HyMeP による理想的な代謝設計図を描いた後には、GSM ジェネレーターシステムに適用し、増

殖および目的化合物への代謝を共に考慮することでより合理的な代謝設計が可能になる。さらに、

実際の株の構築および実試験においてこれらの設計を検証しモデルの高精度化を目指す。 
このツールを用いて、大腸菌を含む様々な微生物に実用展開し、理論収率を向上させる代謝設計

を提案した。 
 
微生物細胞を用いて有用化合物を効率的に生産させるには、コンピュータ計算による細胞内の最

適な代謝経路の設計は必要不可欠である。本講演では、新規な代謝経路を提案するツール：BioProV
と、ハイブリッドな代謝設計により有用化合物の効率的な生産を可能にするツール：HyMeP を紹介

した。この２つを組み合わせることにより、例えば石油由来の非天然の有用化合物を微生物細胞に

生産させるための最適な代謝経路の設計が可能になる。今後は、設計された代謝経路を実現する代

謝反応を高活性化することが重要となろう。 
 

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)
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配列設計によるタンパク質発現制御 

齋藤 裕 

国立研究開発法人産業技術総合研究所  

人工知能研究センター 主任研究員 

【連絡先】E-mail: yutaka.saito @aist.go.jp 

 微生物を用いた物質生産において、対象の微生物に異種由来の遺伝子を導入することで、その微

生物が本来持たないタンパク質を人工的に生産させるケースがあるが、その際、目的タンパク質の

生産量を向上するために、導入遺伝子の DNA 配列を適切に設計する工程（コドン最適化）が重要と

なる。従来のコドン最適化の研究は大腸菌などの実験が行いやすい研究用の微生物を対象としてお

り、バイオ産業の物質生産の現場で用いられる放線菌などの微生物については確立されたコドン最

適化手法が存在しなかった。演者らは産総研が所有する大規模なタンパク質生産実験データから情

報解析によるルール抽出を行うことで新しいコドン最適化手法を開発し、その有効性をロドコッカ

ス属放線菌において実証した 1)。本手法は、放線菌以外の様々な宿主における物質生産にも応用でき

る。また、設計された遺伝子配列は元の配列に対して先頭部分のみにしか変異を含まないため、安価

な実験コストで合成することが可能である（図１）。

図１．情報技術による遺伝子配列設計でタンパク質生産量を向上

 本研究では、産総研が所有するロドコッカス属放線菌におけるタンパク質生産実験データの情報

解析を行った。このデータは、204 個の遺伝子について、遺伝子配列とタンパク質生産量が紐付いた

データとなっている。遺伝子配列から様々な配列特徴量の計算を行い、タンパク質発現量と配列特

徴量の相関を評価した。その結果、遺伝子配列の先頭部分における mRNA の２次構造形成度および

Codon Adaptation Index （CAI）という配列特徴量が、タンパク質生産量と高い相関を示した。この結

果に基づき、２次構造を取りにくく、なおかつ CAI が高くなるように遺伝子配列を設計する新しい

コドン最適化手法を開発した。本手法では、まず元となる遺伝子配列に対して、タンパク質のアミノ

酸配列が同じでコドンの使用パターンのみが変更された DNA 配列をコンピューター上で有り得る

全通り生成する。次に、生成したそれぞれの配列に対して、先頭部分における mRNA の 2 次構造形

成度と CAI を計算する。これにより、CAI が指定された閾値以上に高く、なおかつ 2 次構造を最も

取りにくいような最適配列を探索する。一般に、ある遺伝子配列に対してコドン使用パターンの変

更された DNA 配列は膨大な数が存在するため、このような探索問題は非常に長い計算時間が必要と

なり実用的ではない。今回、産総研所有データの情報解析によって、遺伝子配列の先頭部分がタンパ

ク質発現量に特に重要であることが示された。これにより探索範囲を配列先頭部分のみに絞り込む
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ことで計算の高速化が可能となり、本手法を実現することができた。以上のように、実験データ取得

と情報解析を密に連携させることで、これまでにない新しいコドン最適化手法の開発に成功した。

 本手法の有効性を検証するために、12 個の遺伝子について配列設計を行い、ロドコッカス属放線

菌に導入してタンパク質生産量を評価した。各遺伝子について、CAI の閾値設定を様々に変えて、タ

ンパク質生産量を向上させる配列６種類、低下させる配列３種類を設計し、野生型配列９と比較す

る実験を３回ずつ実施するという大規模な検証を行った（12 遺伝子×10 配列×3 回＝360 実験）。そ

の結果、９個の遺伝子（75％）で野生型配列よりも生産量を向上することに成功し、さらに CAI の
最適な閾値設定についても明らかになった（図２）。特に、野生型配列でのタンパク質生産量が少な

かった５個の遺伝子については、全てにおいて配列設計による生産量の改善が見られた（図３）。こ

の結果は、本手法が生産の難しいタンパク質に対して特に有効であることを示している。また、タン

パク質生産量の低下については、12 個の遺伝子全てについて期待通りの結果が得られた。また、本

手法のもう１つの利点として、設計される配列が野生型配列に対して先頭部分のみに変異を含むこ

とが挙げられる（図１）。これにより、設計配列を合成する際には、全長遺伝子合成のようなコスト

の高い方法ではなく、変異導入プライマーによる PCR のみで可能な非常に簡便で安価な方法を用い

ることができる。さらに、本手法は CAI を対象の微生物に合わせることで、ロドコッカス属以外の

様々な微生物にも適用することができる。

図２．遺伝子配列設計によるタンパク質生産量向上の有効性検証

図３．野生型配列でのタンパク質生産量が少ない遺伝子の配列設計による改善例

参考文献

1) Saito, Y. et al., Sci. Rep., 9(1), 8338 (2019)
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スマートセルプロジェクトでは、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」

を構築し、従来の合成法では生産が難しい有用物質の創製、生産プロセスの低コスト化や省エネ化

の実現を目標としている。演者らは細胞内で実際に物質生産を担う主体である酵素に着目し、その

機能を向上させる酵素改変部位を予測する手法を開発した。酵素は物質生産の原料となる基質と適

切に結合し、酵素-基質複合体を形成することで目的の反応生成物（主産物）を生成する。しかし酵

素と基質の形状によっては反応効率が著しく減少したり、目的でない反応物（副産物）の生成により

主産物の純度が低下したりする場合がある。そこで演者らは酵素の一部を改変し、その構造を主産

物生成に適した形に改良することで、酵素の持つ物質生産能力を最大限に引き出すことを目指した。

図１．酵素改変部位予測法の２つのステップ

本講演で紹介する酵素改変部位予測法では、２つのステップによって酵素の高機能化を実現する

（図１）。第１のステップでは、演者らが独自に開発した分子動力学（Molecular Dynamics, MD）シミ

ュレーション手法（Adaptive Lambda Square Dynamics, ALSD) 法を用いて、酵素と基質が取りうる様々

な複合体構造を原子レベルで網羅的に探索する。第２のステップでは、ALSD 法によって得られた原

子レベルの複合体構造情報から酵素と基質の相互作用パターンを詳細に解析し、主産物生成量を増

加、あるいは副産物生成量を減少させることができると考えられる酵素改変部位を提案する。

本講演では第１のステップ、すなわち酵素高機能化を実現する上での大きなブレイクスルーとなっ

た強力なシミュレーション手法である ALSD 法に関する概要を紹介する。MD ではコンピューター

上に酵素と基質、それを取り囲む水分子やイオンなどの溶媒の環境を再現し、現実と同様の時系列

変化を追跡していくことで酵素-基質複合体の構造を探索することになる。しかし従来の MD 手法は

複合体構造を探索するのに多大な計算時間と計算資源を必要とするため、実際の酵素改変研究へ適
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用することは非常に困難であった。一方 ALSD 法は、任意に選択した特定の部位（例えば基質）の

構造変化を格段に促進させることができるように改良された MD 手法である。現在演者らが行なっ

ている研究では、ALSD 法によって酵素ポケット内の基質の構造変化を促進させることにより、主産

物、あるいは副産物を生成する際の様々な複合体構造を網羅的に探索し、酵素-基質間の相互作用パ

ターンを詳細に解析することで、数日から１週間程度のシミュレーション時間で酵素改変部位予測

を行うことが可能となった。本公演では ALSD の理論的枠組みなどについて紹介し、発表の最後に

は本手法を適用して酵素機能を向上させた実例（図２）についても簡単に紹介する。

図２．酵素改変部位予測法によって提案された変異体の主産物収率、収量例

参考文献

1) Ikebe, J. et al., J. Comput. Chem., 35(1), 39-50 (2014)
2) Ikebe, J. et al., Biophys. Rev., 8, 1-8 (2016)
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NEDOフェスタ
　　in 関西 2019
　
2019年12月17日（火）～18日（水）  

グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 
コングレコンベンションセンター

Information

　NEDOフェスタ in 関西 2019 のセミナー会場にて、NEDOスマートセルプロジェクト技術セミナーの第 3回を

開催します。「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ます。9月 24日に開催した第1回、11月 21日に開催した第2回とは

内容とは内容を変えてお届けします。皆様のご来場をお待ちしております。本セミナーへのご参加は、事前登録が必

要です。

　お申込みサイト　　https://www.nedo-festa2019.com/entry/

　講演プログラム

□ NEDOスマートセルプロジェクト全体概要（林 智佳子・NEDO）
□ 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・産業総合技術研究所）
□ 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・地球環境産業技術研究機構）
□ 糸状菌を用いた有用タンパク質同時生産制御（小笠原 渉・長岡技術科学大学）
□ スマートセル設計システムの概要（油谷 幸代・産業総合技術研究所）
□ 遺伝子配列設計による蛋白質高発現化・高機能化（蓮沼 誠久・神戸大学）
□ 輸送体探索技術の開発（阿部 敬悦・東北大学）
□ 目的遺伝子クローン単離技術の開発（谷内江 望・東京大学）
□ 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・NEDO/九州大学）

2019年度第3回NEDOスマートセルプロジェクト技術セミナー

12月18日（水）10:30～17:00　　会場：ルーム1

スマートセル創出プラットフォームの構築と実証
～ 微生物利用による物質生産（技術総論、実用例、要素技術）～


