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本研究開発では、目的物質の生産能力を大幅に高めた細胞である「スマートセル」を

創出するプラットフォームを構築しています。計算科学的、合成生物学的手法を組み

合わせ、より圧倒的短期間でスマートセルを構築することが可能です。スマートセルに

よる物質生産は、持続可能な産業の実現に貢献します。

バイオ×デジタルによる
超高速微生物育種プラットフォーム

DBTLサイクルにより短期間での
微生物の開発が可能

Build
● 長鎖DNA合成
● ハイスループット微生物構築・評価技術

Learn
● 代謝経路設計技術
● 発現制御ネットワーク構築
● 文献等からの知識抽出・学習技術

スマートセル スマートセルインダストリー

● 代謝経路設計技術
● 文献等からの知識抽出・学習技術
● 情報解析を利用した遺伝子配列設計技術・
　 酵素改変設計技術

Design

● ハイスループット微生物構築・
     評価技術
● 高精度メタボローム解析技術

Test

測定データ

微生
物ラ
イブ
ラリー

微生
物改
変計
画

集積
され
た知
見

全てのDNA配列情報/実験データ/解析結果を集約し、DBTLサイクルの履歴に沿って

紐づける「統合データ管理システム」を新たに開発。

96 well plateフォーマットでのロボット化や、ハイスループット評価技術の実装により、

従来と比べ圧倒的短期間でスマートセル開発が可能。

細胞内に生産プロセスを構築し、
物質生産工場のように機能させる。 スマートセルによる物質生産を産業化し、

持続可能なモノづくりを実現する。

●繊維  ●プラスチック  ●合成ゴム
●医薬品・サプリメント  ●バイオ燃料

機能の強化
新たな機能の付加

微生物

バイオ技術

デジタル技術
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■ 代謝経路設計技術
スマートセル構築への第一歩として、宿主となる微生物に新しい化合物を作らせる機能を

持たせる必要があります。その微生物が元々作ることができない物質を作らせるために、情報

解析を利用して「どのような遺伝子操作が必要か？」という事を推定します。細胞内の化学反応

は1万以上ありますが、その中でどの化学反応を組み合わせたら、より効率的に細胞が新しい

物質を作ることができるか？と言うことを計算しています。　　　

　ここでは、京都大学で開発されたM-pathと理化学研究所で開発されたBioProVという

二つの新規代謝経路設計技術を利用しています。2つの異なった技術を組み合わせて利用する

ことで、宿主となる微生物種に適した代謝経路をより高精度に探索することが可能になりました。

代謝経路設計技術 ● M-path
● BioProV

酵素選択技術 ● 既知の酵素反応から負例をシミュレーションで作成
● 5000次元の特徴量を利用
● 多段階SVMを利用した酵素選択

機械学習を活用した酵素選択技術

正
例
酵
素
反
応

負
例
酵
素
反
応

S1 E1 P1

S2 E2 P2

S3 E3 P3

S1 E1 P1

S2 E2 P2

S3 E3 P3

計算

計算

シュミレーション

SEP配列情報 SVMによる
判別式構築

多段階SVM

新規特微量ベクトルとしてSEP配列を定義

正例特微量ベクトル

分子量
疎水性値
2D形状指数

アミノ酸含有率
ペプチド含有率

分子量
疎水性値
2D形状指数

負例特微量ベクトル

分子量
疎水性値
2D形状指数

アミノ酸含有率
ペプチド含有率

分子量
疎水性値
2D形状指数

S E P

SMP配列

活性
SEP配列

svm SE

svm
(P-S)E

svm SEP

no

yes

yes

yes

no

no

スタート物質

ターゲット物質

Enz0 Enz4Enz2

Enz1 Enz5Enz3

既 知

未 知

SMILES:代謝化合物の記述　SMIRKS:反応パターンの定義

Input SMILES: CC(=O)C

Output SMILES: CC(O)C

SMIRKS: [C:1]=O >>[C:1]OH

H3C

CH3

O

H3C

CH3

OH

ターゲット化合物

既知の中間代謝物

P

M
P

M

Learn BuildDesign

集積された
知見

新規
経路

微生物
改変計画

スタート物質からターゲット物質に
至る新規の経路を探索

・M-path  ・BioProV

新規代謝経路の設計

・機械学習による酵素選択 
・遺伝子配列設計技術

酵素選択・導入遺伝子の配列設計

スマートセル構築の最初のステップとして、微生物に新しい物質を

作らせるための代謝経路設計を行います。コンピューターを利用することで、

数万通りという化学反応の組み合わせを計算し、

微生物内に導入すべき代謝経路を推定します。

コンピューターによる

新規物質生産のための代謝経路設計

Design

● 代謝経路設計技術（M-path, BioProV)

● 文献等からの知識抽出・学習技術（機械学習を活用した酵素提案）

● 情報解析を利用した遺伝子配列設計技術・酵素改変設計技術

■ 遺伝子配列設計技術・酵素改変設計技術
設計された新規代謝経路を宿主微生物内で実現するためには、宿主微生物にとって最適な形

（配列）の遺伝子を導入する必要があります。そこで、遺伝子が持つ様々な特徴を情報解析に

よって抽出する遺伝子配列設計技術を産業技術総合研究所で開発しました。この技術を利用

することで、目的とするタンパク質の発現量を調節することが可能になりました。また、MDシミュ

レーションを活用することで、ターゲットとする酵素タンパク質の高機能化にも成功しました。

MDシミュレーションによるタンパク質高機能化

配列特徴量を利用した遺伝子配列設計技術

細胞内でのタンパク質量特
徴
量
例
４ ➡ 発現量調節に成功

細胞内で量が多いタンパク質の配列を元にコドン最適化

Kozak配列＋out of frame特
徴
量
例
３ 麹菌 最大2.8倍向上

Kozak導入、out of frame除去  ➡

RNA二次構造形成＋コドン頻度特
徴
量
例
１ WT発現量少ない場合  ➡  100%

設計で発現量が増大する確率  ➡  75%

プロモータ配列ヒストンの結合力特
徴
量
例
２ 酵母 目標値3倍を達成

結合を弱める設計 ➡ 転写量・発現量  増大

遺伝子配列設計技術
酵素改変設計技術

● タンパク質の発現量調節が可能
● タンパク質の高機能化が可能



Designで設計した代謝経路・DNA配列を微生物へ導入します。

長鎖DNAの合成・導入プロセスの自動化技術を開発することで

スループットを向上させるとともに多様な微生物ライブラリーの

構築を可能とします。

代謝経路・DNA配列を

改変した微生物の構築

Build

● 長鎖DNA合成技術

● ハイスループット微生物構築・評価技術
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OGAB法 ● 30,000塩基超の長鎖DNAを合成可能
● 世界最多の50断片以上の集積が可能
● 世界一のDNA集積精度

DNA化学合成装置 ● 200塩基までのDNAを96本同時に合成
● 低コスト（3円/塩基）
● 低変異率（0.1%以下）

長鎖DNA合成装置

等モル濃度に調整された
プラスミドDNA

切り出された
DNA断片

OGAB法用
タンデムリピート配列

大量に調製された
長鎖DNA

OGAB法

枯草菌 集積
プラスミド

長鎖DNA合成トータルシステム

DNA化学合成装置 プラスミド自動構築・自動精製装置

化学合成一本鎖DNA 二本鎖DNA
OGABブロック

組換え
プラスミド

形質転換大腸菌 プラスミド

Design TestBuild

微生物

微生物
改変計画

長鎖DNA 微生物
 ライブラリー

30,000塩基以上のDNAを
高速・高精度に合成

・長鎖DNA合成技術

長鎖DNA合成

1,000種類以上の微生物から成る
ライブラリーを1日で構築可能

ハイスループット微生物構築

■ 長鎖DNA合成技術
スマートセルを構築するためには、10,000塩基以上の長鎖DNAを自在に構築する技術が

必要です。しかし、受託会社への外注では10,000塩基を超える合成は困難であり、実現したと

しても何ヵ月もの時間を要しました。

我々は50個以上のDNA断片を一度に連結可能な遺伝子集積法（OGAB法）を開発し、ロボット

を駆使したトータルシステムを構築しました。これにより30,000塩基を超える長鎖DNAを

2週間で準備する事が可能となりました。

■ ハイスループット微生物構築技術
Buildでは、Learnでの学習に資する「膨大な種類のDNA」を微生物に導入する必要があります。

我々は、ロボティクスによる形質転換技術を開発しました。

半自動形質転換技術 ● 1,000種類以上の微生物から成るライブラリーを1日で構築可能

寒天プレート微生物ライブラリーDNAライブラリー
・ハイスループット微生物構築技術

DNA導入 植菌

...
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メタボローム解析の流れ 自動前処理システム

データ
解析

LC/MS/MS
分析

代謝物サンプル

メタボロームデータ

スマートセル設計

構築した微生物

培養

培養液採取

代謝反応停止

細胞回収

代謝物抽出

抽出液回収

■ 高精度メタボローム解析
メタボローム解析は、細胞内に存在する多様な代謝物の蓄積量を一斉に明らかにする技術で

す。メタボロームデータには、細胞の生育環境や遺伝的背景が反映されるため、メタボローム

解析を行うことで物質生産に適した培養条件や細胞の状態の把握、代謝生合成経路のボトル

ネック反応の同定等が可能となります。また細胞の物質生産能力と遺伝子改変の因果関係を

明らかにできます。再現性の高いメタボロームデータを大量に取得しLearnへ提供するため

の解析技術を開発しました。

Buildで構築した微生物を培養し目的の有用物質生産を指標に、

優良微生物を選抜します。更に、優良微生物のメタボローム解析により

細胞内外の代謝物量を網羅的に測定します。

これらのプロセスをハイスループットに行う自動化技術を開発し、

Learnでの解析に必要とされる多様な微生物からのデータを収集します。

構築した微生物の評価

Test

スマートセル設計に必要な184代謝物

Glycolysis Pentoase
Phosphate
pathway

Nucleotide synthesisCoenzymes

MEP pathway

Phenolics Opioids

Shikimic acid pathway
MVA pathway

TCA cycle

12連自動培養槽
pH/溶存酸素濃度/温度を自動制御

培養液採取/
代謝反応停止ロボット

代謝物抽出ロボット

● ハイスループット微生物構築・評価技術

● 高精度メタボローム解析技術

Build LearnTest

微生物
ライブラリー

選別された
構築微生物

測定
データ

Takenaka et al., An ion-pair free LC-MS/MS
method for quantitative metabolite profiling of microbial
bioproduction systems, Talanta, Volume 222, 15 January 2021, 121625

多数の成分を一斉分離・検出可能な
LC/MS/MS分析技術、多大な時間が
かかっていた測定データ解析の
支援システム

● 水溶性代謝物186成分の一斉分析が可能
● クロマトグラムを迅速に解析するシステムを構築

前処理を自動で行うロボット、
自動前処理システム

● 12個の培養槽から昼夜連続サンプリングが可能
● 人間20人分に匹敵するスループット
● 作業に熟練した研究者と同等以上の再現性を提供

・自動前処理システム 
・LC/MS/MSメタボローム解析技術

多数の候補微生物を迅速に評価し、
有望な微生物を選別

・SFE-SFC/MS/MSスクリーニング技術

ハイスループット評価

メタボローム解析により詳細な代謝情報を取得

メタボローム解析

抽出ベッセル

CO2

SFE-SFC-MS/MS
超臨界流体抽出、超臨界流体クロマトグラフィー
タンデム四重極質量分析

コロニーを直接採取

■ ハイスループット微生物評価技術
細胞内外の代謝物の分析にはプレ培養/本培養/前処理の工程が不可避です。そのため、膨大

な種類の微生物を含むライブラリーから目的物質を高生産する微生物をスクリーニングする

には多大な時間が必要でした。そこで、Buildで構築した微生物群から目的物質を高生産する

微生物を迅速にスクリーニングするために、 高速評価技術を開発しました。

CO2超臨界流体抽出技術を
活用したSFE-SFC/MS/
MSスクリーニング技術

● 1個の微生物コロニーから分析可能
● 液体培養/前処理なしで分析可能
● 数日～数週間を要したスクリーニングが1日で可能
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Test Learn

測定
データ

最適
経路

集積された
知見

知識抽出

制御構造
推定

ゲノム情報を元に最適な経路を探索
・HyMep

最適経路の探索

オミクス情報を元にボトルネックを探索

・遺伝子発現制御ネットワークモデル
・ダイナミクスモデル

制御構造の推定

文献知識と解析結果の
融合による知見創出

文献等からの知識抽出

Design

Learn
■ 発現制御ネットワーク構築技術
Testで測定された様々なオミクスデータを元に、情報解析技術によって物質生産のボトル

ネックを探索します。ここでは、産業技術総合研究所で開発された、発現制御ネットワークモデ

ルやダイナミクスモデルという技術を利用します。発現制御ネットワークによって、宿主細胞で

物質生産をコントロールしている重要な因子が明らかになります。

遺伝子発現制御
ネットワークモデル

初期モデル構築

最適化モデル構築 サブグラフ抽出・改変候補提案

G048150

G0*9*** G0*0***

G0*9***G0*0***

G0*4***

G0*4***
G0*4***G0*6***

G0*1***

G0*0*** G0*0***

G0*4***

G0*4***

G0*0***G0*4***

G0*0*** G0*0*** G0*1*** G0*4*** G0*6***G0*9***

G0*9***

G0*4***

G0*0*** G0*9*** G048150

G048160

第一次破壊候補

第一次
誘導候補

G048150

G048160

G0*4***

G0*4***

G0*4*** G0*0***

G0*0*** G0*6***

発現制御ネットワーク
構築技術

● 遺伝子発現制御ネットワークモデル
● ダイナミクスモデル

Σ=(I-A) -1Σe(I -A) -1’

G048150

■ 最適経路探索技術
スマートセル構築では、様々なデータ測定されます。その中でも特にゲノム情報を用いるこ

とで、コンピューターによるシミュレーションを実施し、何万という仮想的な宿主細胞をコン

ピューター内で作成することで、物質生産に最適な経路を探索することが可能になります。

ここでは、理化学研究所で開発されたHyMepというシステムを利用しています。

in silico Hybrid Metabolic flux Prediction model

KEGG代謝反応DB

宿主細胞のGSM 代謝反応をランダムに選択 HyMePモデルによる代謝設計

In silicoハイブリッド大腸菌

除外

代謝経路設計技術 ● HyMep

■ 文献等からの知識抽出・学習技術
スマートセル構築のためには、測定されたデータとこれまでの知見を効率的に融合させる必要

があります。そこで、京都大学で開発されている文献等からの知識抽出技術を利用しています。

これは、これまでに発表された学術論文というビッグデータを元に、ターゲットとするスマートセ

ルに必要な情報を情報技術によって抽出する技術です。この技術によって、効率的にこれまでの

知見を有効活用することが可能になりました。

関心に合わせた
種データ集合

関連文章

スコア

種データ収集

知識抽出
オントロジー

知識モデル

関連文献・
情報収集

ランキング

・メタボフレイル項目？
・健康食品情報アラート？

・メタボフレイル解析、etc
・健康食品情報、etc

関心に応じて知識モデルを切り替え

様々な関心について
知識モデルを蓄積

文献等からの知識抽出・学習技術 ● 人では不可能な数の知識を利活用可能

文献データ    SNSデータ    WEBデータ

関心

課題

知識
提示

キーワード
抽出

構築された微生物群から測定されたデータを元に、

物質生産のボトルネックとなっている因子を情報解析によって探索します。

スマートセル構築技術では、ハイスループットな実験技術を通して膨大なデータが

取得されます。これらのデータを情報技術によって統合的に解析することで、

従来より効率よく物質生産のキーとなる因子などを明らかにします。

情報解析技術による

微生物生産のボトルネック探索

● 代謝経路設計技術（HyMep)

● 発現制御ネットワーク構築技術（制御ネットワークモデル・ダイナミクスモデル）

● 文献等からの知識抽出・学習技術
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