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1．はじめに
2010 年 5 月、総合科学雑誌 Science のオンライ

ン版に掲載された、米国の Craig Venter 博士（J. 
Craig Venter Institute）らの研究成果が世界の注
目を集めた。これは、細菌の一種であるマイコプ
ラズマの全ゲノムを化学合成し、その合成ゲノム
を近縁種の別のマイコプラズマに移植したところ、
合成ゲノムの情報に基づいてタンパク質を作り、
生きた細菌として分裂や増殖も始めたというもの
である 1。

親から受け継いだ遺伝子ではなく、人工合成し
たゲノムの情報に基づき「生命」として振舞うこ
とが確認されたのはこれが世界初（ウイルスを除
く）であり、日本の主要メディアでも大きく取り
上げられた。画期的な成果であるとの評価がある

一方、生命倫理に反する・バイオテロに悪用され
る恐れがあるといった賛否両論が巻き起こる中、
オバマ大統領が設置した「生命倫理問題研究に関
する大統領諮問委員会」（Presidential Commission 
for the Study of Bioethical Issues: PCSBI）は
2010 年 12 月、リスクは限定的であり、新たな生
命体創造のための「合成生物学」の研究を推進す
べきと結論付けた。

本稿では、近年急速に注目が高まっている合成
生物学について、主として産業応用の観点から、
その概要を紹介する。

2．合成生物学とは何か？
合成生物学は、“Synthetic Biology” を直訳した

ものである。“Synthetic Biology” をキーワードと

Point
❶  合成生物学は、欧米では “Synthetic Biology” と呼ばれ、現在のバイオテクノロジー領域におけ

る研究トレンドの一つとなっている。
❷  合成生物学は、生物機能を活用した技術（バイオプロセス技術）によるものづくりにおけるイノベー

ションの創出や、環境配慮型ものづくりシステムの実現などにおいて高い可能性を秘めている。
一方、その研究は緒についたばかりであり、産業応用に向けての技術的ハードルは高く、新しい
技術ゆえに未知のリスクが潜んでいることも否定できない。

❸  合成生物学の研究推進や産業応用にあたっては、技術的課題以外にも生命倫理、社会的受容（パ
ブリック・アクセプタンス）、情報の受発信の在り方などの社会的要因も大きく影響する。
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する研究発表は、欧米を中心として近年急増して
おり、米国では “Synthetic Biology” に関する研
究開発を行っている機関はすでに 200 以上に上る
とも言われている 2。“Synthetic Biology” は、バ
イオテクノロジー領域における世界的な研究トレ
ンドの一つになっていると言えよう。

で は、「 合 成 生 物 学 」 あ る い は “Synthetic 
Biology” とはどういうものか。最初にその紹介か
ら入るべきであるが、その定義自体が複雑なとこ
ろがある。そのため、まずは合成生物学という考
え方が出てくるに到った経緯について簡単に紹介
する。

（1）	合成生物学の誕生—研究アプローチの潮流
変化

複雑な生命システムを理解するための研究は、
現存する生物を出発点として構成要素に分解して
いき、各要素の役割や要素間の相互作用を解明し
ようとするトップダウン（解析的）アプローチが
長らく主流であった。その集大成と言えるのが、
その生物をその生物たらしめている、いわば「生
命のプログラム」であるゲノムの網羅的解析が可
能になったことであり、現在までに多くの生物の
全ゲノム情報が解読されている。

生物の構成要素とその機能、そして「生命のプ
ログラム」の情報までも分かったとなれば、それ
らを組み合わせることで、生物の機能を自在に設
計したり、究極には生物を人工的に「創る」こと
も可能ではないか——こう考えても、あながち突
拍子もない話ではない。生物の構成要素に関する
知見が蓄積されたことで、今度は構成要素を「部
品」と見なし、それらを組み合わせて生命機能を
人工的にデザインしたり、人工生命システムを構
築してその挙動を調べるといったボトムアップ（構
成的）アプローチが可能になってきたのが近年の
状況である（図表 1）3。

（2）合成生物学が目指すもの−理学と工学
合成生物学は “Synthetic Biology” を直訳した

ものであるが、ボトムアップ・アプローチによる
構成要素の組み上げという考え方に基づいた別の
訳し方として「構成（的）生物学」という場合が
ある。「合成生物学」と「構成（的）生物学」の区
別に必ずしも明確な定義づけはないが、有用物質
生産のための新規微生物の創成といった工学的な
研究では前者、生命機能の本質を理解することを
目的とした理学的な研究では後者を使う場合が多
いとされる 4。

2  参考文献 2
3  参考文献 3 および 4
4  参考文献 3

図表 1　生命システム研究における 2 つのアプローチ

個体 器官 組織 細胞 細胞の
部分機能

生体
高分子

構成分子
（ビルディング
ブロック）

アミノ酸
ヌクレオチド

DNA
RNA

タンパク質

転写
翻訳

シグナル伝達
概日時計

従来の
遺伝子組換え技術生命機能デザインと構築

トップダウン（解析的）アプローチ

ボトムアップ（構成的）アプローチ

出所：参考文献3、参考文献4に基づき一部加筆

合成生物学



経営センサー　2011.7・8
3838

これに従い、ボトムアップ・アプローチにより、
必要となる生物の「部品」を組み合わせ（自然界
に存在しない「部品」を人工的に創る場合も含む）、
欲しい物質を生産するための「回路」（代謝経路）
を設計し、それがきちんと働くように「制御」する
研究というのが、本稿での「合成生物学」の一応
の定義である。トップダウン・アプローチによる従
来の生物学研究やその応用研究との違いも勘案す
ると、図表 2 のように整理することができよう。

3．産業応用の観点から見た合成生物学の可能性
合成生物学の産業応用によって創出される市場

規模は、化学・エネルギー・医薬品を中心とする
産業分野と、それを支える研究支援分野（研究用
機器・試薬、DNA 合成など）を合わせると、向こ
う数年の間にグローバルで数十億ドルに達すると
の試算が海外の複数の市場調査会社から報告され
ている。合成生物学の産業応用が期待される例と
して、以下のような内容が挙げられる。

（1）	自然界で微量にしか作られない有用物質の
高効率生産

有用物質のほとんどは、微生物や植物の生命活
動に伴う副産物として自然界から見出されてきた
ものであるが、自然界で作られる量はごく微量で
あり、そのままでは工業利用できない場合も多

い。このような有用物質を高効率で生産できる新
規微生物の創成や、代謝システムの人工的構築が、
合成生物学に期待される第一のポイントである。

これに該当する例として、抗マラリア薬アルテ
ミシニンの生産が挙げられる。アルテミシニンは、
もともとヨモギ属の植物から見出された物質であ
り、マラリアに対する治療効果は以前から認めら
れていたものの、生産性の低さ・コストの高さ・
構造の不安定さなどの問題があった。カリフォル
ニア大学バークレー校の Keasling 博士らは、アル
テミシニンの前駆体であるアルテミシニン酸を作
る代謝システムを構築して大腸菌に導入し、アル
テミシニン酸を高効率で作らせることに成功し
た。 現 在、 フ ラ ン ス の 大 手 製 薬 企 業 Sanofi-
Aventis と提携し、2012 年までに商業ベースでの
生産を目指している。大量生産により、コストダ
ウンや普及拡大につながることが期待される。

（2）石油化学プロセスの代替
石油化学工業は、有用物質・素材を人工的に作

り出す技術として発展を遂げてきたが、化石資源
への依存度が高く、関連企業にとっては原油を始
めとした資源価格の高騰が大きなリスク要因と
なっている。さらに近年は、資源保護、温室効果
ガス排出削減、廃棄物発生量の減少といった観点
から、石油化学プロセスの一部あるいは全てをバ

図表 2　本稿での合成生物学の定義

工学的研究
（創る）

理学的研究
（知る、調べる）

トップダウン型
（現在ある生物から出発）

ボトムアップ型
（構成要素の組み上げ）

Synthetic Biology

既存の生物または生物機能
の改変

従来の生物学研究（生化学、
分子生物学、遺伝学など）

＜構成生物学＞
生命の本質理解のため、
作ってみて調べる
（人工生命、人工細胞）

自然界に存在しない有用生物
の創出や、それを用いた有用
物質の生産

＜合成生物学＞

出所：筆者作成

産業技術



2011.7・8　経営センサー
3939

イオプロセスで代替することで、環境配慮型のも
のづくりシステムへと転換を図る試みが数多く行
われている。このような考え方は、欧州を中心に

「ホワイトバイオテクノロジー」と呼ばれ、合成生
物学はその実現のためのキー・テクノロジーのひ
とつとして期待される。

これに該当する例として、米国の大手化学会社
DuPont による 1,3- プロパンジオール（1,3-PDO）
の開発例が挙げられる。DuPont は米国のバイオ
ベンチャー Genencor Ⓡ 5 と提携し、トウモロコシ
由来の糖から 1,3-PDO を 1 段階発酵で生産できる
生 体 触 媒 を 開 発 し、 植 物 由 来 1,3-PDO（Bio-
PDOTM）の大量生産に成功した。Bio-PDOTM は
それ自体が化粧品や不凍液などに利用されるほか、
ポリウレタンやポリマーの原料としても使われて
いる。

Genencor Ⓡは、米国タイヤ製造大手の Goodyear
と提携し、イソプレン（合成ゴムの原料となるモ
ノ マ ー） の 代 替 と な る バ イ オ イ ソ プ レ ン

（BioIsopreneTM）の共同開発なども行っている。

（3）生産工程の短縮
化学合成法や酵素反応を用いて生産される物質

の中には、その生産工程が多段階にわたるものも
多い。複雑な生産工程を短縮化できれば、消費エ
ネルギーの減少、生産物の収率向上、生産コスト
の低下、廃棄物発生量の減少といった様々なメ
リットがある。合成生物学の手法は、このような
目的においても効果が期待される。

これに該当する例として、抗生物質セファレキ
シンの生産において、従来の化学合成法では 13
段階の工程を要していたものを、2 段階の酵素反
応で生産することを可能にした例（オランダの化
学大手 DSM）などがある 6。

（4）遺伝子組換え技術では難しい生物機能改変
現在、医薬品を始めとした多くの物質生産に遺

伝子組換え技術が利用されている。遺伝子組換え
技術は、それまで偶然に頼るところの大きかった
生物機能の改変 7 において、遺伝子レベルで「狙っ
て変える」ことを可能にし、バイオプロセスによ
るものづくりに革新をもたらした。

一方、遺伝子組換え技術も万能ではない。遺伝
子組換え技術は、単一もしくはごく少数の遺伝子
により制御されている生物機能の改変に有効な手
法である。しかし、工業的に有用とされる微生物
の特徴（有用形質）──例えば酸・アルカリ耐性、
有機溶媒耐性、高温耐性などの物理的・化学的特
性──には、多くの遺伝子が関わっている。これ
らの有用形質を持つ微生物を遺伝子組換え技術で
創り出そうとした場合、どの遺伝子が、あるいは
いくつの遺伝子が関わっているかを調べる必要が
あり、これだけでも大変な作業になる。それが分
かったとして、今度は関与する遺伝子を 1 つ 1 つ
改変していては、その数によっては途方もない時
間を要することになる。

合成生物学の手法によれば、遺伝子組換え技術
では創出することが難しい改変微生物を、人工的
に「デザイン」することも可能になると期待される。

4．合成生物学の課題
合成生物学は大きな可能性を秘める一方で、そ

の研究はまだ緒についた段階であり、産業応用に
向けて技術的にクリアすべきハードルは依然とし
て高い。また、新しい技術ゆえに未知のリスクが
伴うことは否定できず、遺伝子組換え技術以上に
センセーショナルな内容も含まれるため、社会的
な観点から検討されるべき内容も多い。

5   デンマークの食品関連大手 Danisco に買収されたが、2011 年 1 月、DuPont が Danisco の買収を発表。Genencor Ⓡも DuPont の
傘下に入ることになると思われる。

6  参考文献 2
7  例えば異種交配、紫外線照射による突然変異誘発、細胞融合などが挙げられる。
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（1）技術的課題
生物の構成要素に関する知見が蓄積されたこと

でボトムアップ・アプローチが可能になったとは
いえ、まだその全てが明らかになったわけではな
い。機械システムとの対比で「部品」「回路」「制御」
といった観点で見ると、当然ながら生命システム
は機械システムとは明らかに異なるものであり、
様々な問題点が挙げられている（図表 3）8。

現時点では、「部品」を一から組み上げて有用形質
を持つ微生物を「デザイン」するに到るのはまだ難し
く、当面は現在ある生物を「材料」として、有用形
質を持つ微生物に「作り変える」トップダウン型の手
法が、産業応用上の現実的な方法になると思われる。

（2）「部品」の規格化・標準化と知的財産
MIT の Tom Night 博士や Stanford 大学の Drew 

Endy 博士らを中心とした研究者コミュニティによ
りバイオブリックス財団（Biobricks Foundation）
が設立され、規格化・標準化した生物「部品」を
ライブラリ化し、自由に利用できるようにしよう
という試みが行われている。ソフトウエア開発と
の対比で語られるこのような「オープンソース化」
の試みは、研究の発展に貢献するとの評価がある
一方で、規格化・標準化された生物「部品」の産
業応用や商業利用を想定した場合、その知的財産
権をどう考えるべきか、十分に議論されていない
との指摘もある。

（3）倫理的課題
合成生物学では、新たな生命体を人工的に創出

するという内容も含まれることから、「生命とは何
か」という倫理観が根底から問い直されることに
もなる。このような議論は、遺伝子組換え技術や
クローン動物創出の際にも行われてきたが、宗教
上の理由や個人の価値観などの違いもあり、統一
的な見解を導き出すことが難しい内容である。

（4）バイオセーフティ・バイオセキュリティ
人工的に構築した生命システムが、何らかの理

由により外部に放出されると、予期しない変異に
よって有害なものへと変わったり、水平伝播に
よって遺伝子汚染を引き起こしたりする可能性は
完全には否定できない。このような非意図的で予
期しない悪影響に対する対策がバイオセーフティ
であり、何らかの封じ込め策が求められ、そのガ
イドラインや法体系の整備も必要になると考えら
れる。

一方、意図的に悪影響を与える反社会的利用
（細菌兵器、バイオテロなど）に対する対策がバイ
オセキュリティである。米国では、合成生物学に
伴う社会的リスクの中でも最も活発に議論されて
いるものであり 9、学生に対する科学倫理教育の
徹底などが言及されている。

8  参考文献 5
9  参考文献 6

図表 3　合成生物学の技術的課題

■「部品」は必ずしも実験で作用が検証されておらず、たとえ検証されていても、
　その「性能」は組み込む細胞の種類や実験条件の違いによって変わる

■機能の分かっている「部品」を組み合わせて「回路」を設計しても、生体内では
　必ずしも予測どおりに動作しない
■1つでも適合しない「部品」があると、宿主の細胞（生物）に悪影響（毒性など）を
　及ぼす

■生命システムの「ゆらぎ」（ランダムに生じる変異）により、構築したシステムが
　破壊される

■「回路」が大きくなると複雑すぎて手に負えなくなる

出所：参考文献5を一部改変
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（5）社会的受容（パブリック・アクセプタンス）
冒頭の Venter らの研究成果に対し、PCSBI は

伴うリスクは限定的と結論付け、合成生物学の研
究推進を勧告した。米国は新しい技術に比較的寛
容とされるが、欧州や日本ではそれとは事情が異
なる面がある。その典型例が、遺伝子組換え食品
に対する受容度の違いである。米国に比べて、欧
州や日本では遺伝子組換え食品に対する抵抗感は
根強く、合成生物学に関しても、用途によっては
それ以上の心理的・社会的抵抗が生じることが予
想される。

（6）情報の受発信の在り方
一部のメディアでは、Venter らの研究成果につ

いて「人工生命」などと紹介したが、Venter らが
示した結果は、既存のマイコプラズマのゲノムを
人工合成ゲノムに入れ換えても機能したというこ
とであり、ゼロから人工的に生物を創出したこと
を意味しない。また、マイコプラズマは最もシン
プルな生命体であり、それ以上に複雑な生物で同
様のことが可能かは示されていない。このような
現状の中で、「人工生命」というセンセーショナル
な言葉が独り歩きすると、あたかも未知の怪物を
生み出す技術のような、著しく飛躍した発想にも
つながりかねず、関連情報についてのメディアの
取り上げ方が問われる。同時に、研究者の情報発
信（アウトリーチ）の在り方や、情報を受け取る
側の姿勢や理解度（メディア・リテラシー、科学
技術リテラシー）も併せて問われることになる。

5．おわりに
新しい科学・技術には、それがもたらし得る新

たな価値の可能性と共に、未知のリスクが共存す
ることは避けられない。「正しく怖がる」ことが重
要と言われるが、どちらか一方のみを過度に強調
することなく、便益とリスクを総合的に評価して
いくことが求められる。合成生物学に関しても、
先行する米国や欧州では以前からこのような議論

が行われてきているが、日本ではようやくその緒
につきつつある段階というのが現状と思われる。

また、遺伝子組換え食品に対する日・米・欧の
受容度に差異があるように、海外の先行事例（特
に米国の取り組み）をそのまま模倣したのでは、
日本における本分野の研究推進や産業応用には結
びつかないであろう。

早い段階から科学・倫理・社会といった多方面
からのステークホルダーが関与し、総合的な議論
を深め、日本としての本分野への取り組み姿勢を
検討する必要があると思われる。

※ 本稿は、独立行政法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）平成 22 年度委託調査「多
機能集積細胞によるバイオマテリアル生産技術
の戦略調査」での調査内容に基づき、新たに起
草したものである。
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