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□ 市場トレンド

　ゲノム解析技術の進歩は、科学の世界、そして医薬業

界のみならず、産業界全体に大きな変化をもたらす。ゲ

ノム編集、人工知能（AI）/ITが融合したゲノム合成が生

み出すバイオエコノミーは令和の時代の産業革命と呼

ばれている。

　2003年には、ヒトゲノム30億塩基対の配列が13年間、

30億米ドルをかけて解読された。その後、次世代シーケ

ンサー（NGS）の登場で、今や解析コストは1000米ドル

以下にまで下がった。ゲノムの配列はAGTC（Adenine、

Guanine、Thymine、Cytosine）の4文字の羅列、まさに

デジタル情報である。すべての生物情報を安価にデジタ

ル化し、AI/ITにより生物の情報と機能の関係を解明し、

ゲノム編集技術で狙った生物機能をデザインし、合成す

るゲノムスマートセルが実現したのである。こうした動

きを経済協力開発機構（OECD）ではバイオエコノミー

と呼び、2030年の関連市場規模は1.6兆米ドル、医療、健

康、農業、工業など様々な分野での活用が広がる（図1）。

データ解析、デザインから作りたいものを産生する細胞

を加工、作成し、モノの生産につなげる生産技術をスマー

トセルインダストリーと呼ぶ。

　ゲノム解析技術の進歩は患者の遺伝子に合わせた医

薬品の開発（テーラーメイド医療）、個人から検体を採取

し解析結果を提供するパーソナルゲノムサービス（PGS）

など、医療からフィットネス、ダイエット、占い、学習方

法など様々な分野に広がっている。また、スマートセル

の世界では、（1）生体内で機能を発現させる、（2）細胞に

欲しい機能物質を産生させ取り出す、という2種類があ

る。前者は主に遺伝子治療、再生医療など医療分野で用

いられる。後者はゲノム技術を用いた微生物などによる

新素材、原料の合成・生産などの工業分野、バイオエネ

ルギーの生産などのエネルギー分野、品種改良、新しい

品種の開発などの農業分野で活用される。

　ゲノム解析のうち、次世代シーケンサーの市場規模は

2018年に45億米ドル、2026年には186億米ドル（成長率

19％）、ゲノム編集はそれぞれ37億米ドル、113億米ドル

（成長率15％）、合成生物市場は138億米ドル、2026年に

は1823億米ドル（成長率38％）である。

□ 商品トレンド

　ゲノム解析の商品として、がん治療における遺伝子パ

ネル検査、出生前診断、疾患リスク診断などがある。エ

クソソームやmiRNA検査によるがんの早期検診、実年齢

と遺伝子年齢の比較が普及する。全ゲノム診断はまだ始
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図 1　バイオエコノミー市場

（出所：「バイオ×デジタルによる新たな経済社会（バイオエコノミー）に向けて」、経済産業省）

まったばかりだが、10年以内に検査コストは100米ドル

以下となり、多くの人が普通に自分の遺伝子データを持

ち、これを基に医療機関で診断を受けるという時代が来

る。ただし、これには倫理的な問題も生じるため、技術進

歩、規制、社会倫理の兼ね合いとなる。腸内細菌などマイ

クロバイオームを使った画期的な医薬品も登場する。

　一方、個人向けのPSGは既に米国で約5000万人の市

場を持ち、日本でも普及期にある。米Awakens社は様々

な分野でサービスを提供している。血液型占いは遺伝子

占いに取って代わり、体に良い食事、効果的な勉強法、

睡眠法は遺伝子をベースに提案されるようになる。PSG

を手がける米23andMe社やジーンクエストは製薬企業

と共同で、登録データを用いた有用な薬の開発や健康管

理システムを手がけている。この分野には既に米Google

社が参入、今後大手IT企業、携帯キャリア、不動産、デジ

タルヘルス企業が次々と参入してくるだろう。

　現在では一塩基多型（約30万～50万塩基）を解析する

のが通常だが、全ゲノム（約30億塩基）解析をベースとし

たPSGも盛んになる。自分のデータを活用し有意義な面

白いサービスを提供してくれる企業に使用を許諾する。

病気の解明、予防、希少疾患の早期発見、新薬開発に貢献

するだけでなく、自分のゲノムデータで描画、作曲、振付

をするゲノムエンターテインメントも出てくるだろう。

　スマートセルの技術進歩はこの分野のスタートアップ

を次々と生み出し、医療以外の分野で様々な商品が開発

されていく。酵母をゲノム技術で改変、有用物質を大量

生産する米Amyris社、蜘蛛の糸を人工合成するスパイ

バー、微生物株を自由に改変し商品開発をする米Ginkgo 

Bioworks社が、その代表である。

　今後新しい素材、材料は、ゲノム技術をベースにした

スマートセルが作ることになる。石油化学が20世紀の素

材産業を支えたとすれば、21世紀の素材産業はゲノムの

解析、デザイン、編集、合成の技術が支えることになり、

産業構造が大きく変わる。農業分野でも化学肥料を用い

ず、害虫や冷害に強い作物の開発や、アレルギー抑制作

用を持ついちごの食品などが次々と出てくる。水産、畜

産でも応用が進み、培養肉市場が成長し、藻類の開発は

バイオエネルギー分野にも貢献する。

　ゲノム編集は遺伝子組み換えとは異なるため、食品に

応用が可能な点が強みだ。大きな工場や広い農地が不

要になる。生産設備やサプライチェーンが大きく変わる。

□ 技術トレンド

　ゲノム解析の技術進化として、第 4 世代シーケンサー

に期待がかかる。スイスRoche社が買収した米Genia 

Technologies社、大阪大学発のクオンタムバイオシステ

ムズ、英Oxford Nanopore technologiesがその代表格だ。

出生前診断の技術も進化し、母体の血中から胎児の細胞

を取り出し、妊娠中に全ゲノム解析を行うことが可能と

なる。ただ、デザイナーベイビーの問題につながる懸念

があり、特定の遺伝子疾患の診断に限ることになる。ゲ

ノム編集技術を用いて出生前に疾患を治療することも想

定されるが、これは技術より規制/倫理の問題となろう。

　ゲノム編集技術では「CRISPR-Cas9」が当たり前のも

のとなり、ゲノム編集技術を用いた医薬品開発、微生物、

植物、動物の開発・改良が進む。ただし、CRISPR-Cas9

はゲノムを切断するためオフターゲット（予期せぬ副作

用）が出る可能性がある。これを解決するのが神戸大学

などが開発した、DNAを切らずに書き換える新たなゲ

ノム編集技術「Target-AID」だ。これが10年以内には普

遍的な技術となるだろう。

　また、ゲノム導入技術の進化も期待される。遺伝に影

響を与えない体細胞におけるゲノム編集による治療、品

種改良といった技術が普及するだろう。マイクロバイ

オームでは日本のbitBiomeが、これまでのメタゲノム解

析の課題を解決するシングルセル微生物解析技術を開

発しており、新たな微生物の発見が相次ぐ。

　ゲノム合成では、自然界の生物が持たない人工的な代

謝経路、遺伝子回路を計算科学的に設計したり、ビッグ

データを活用して開発を飛躍的に速め、さらにターゲッ

ト物質を大幅に拡張したりすることができる。今後、自

然界のゲノム編集技術を使った微生物の合成により次々

に新しい機能性物質が合成される。最初は石油化学製品

の置き換えからスタートするが、産業的に有用にもかか

わらず生産できなかった物質、革新的なバイオマテリア

ルの生産を実現する。ゲノム解析によってデータを取得、

デザインし、ゲノム編集で材料を作り、ゲノム合成でモ

ノを生産する、全く新しい製造業が実現することになる。

参考文献
1） “DNA Sequencing Costs: Data”, National Human Genome Re-

search Institute（NHGRI）
2） “The Bioeconomy to 2030”, OECD, 2009
3） 「バイオテクノロジーが生み出す新たな潮流〔スマートセルインダストリー時

代の幕開け〕」、産業構造審議会、2016年
4） 「ゲノムとアイデンティティ～ゲノムビジネスの動向」、SARR、2018年
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■ ゲノムビジネス

全体潮流

市場規模

期待機能

予定製品

個別重要技術

共通技術

市場ニーズ

～2019時期（年） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

技
術
レ
ベ
ル

商
品
レ
ベ
ル

市
場
レ
ベ
ル

ゲノム解析技術の進歩、
AI/ITの融合

ゲノム解析技術の進歩による生物情報のデジタル化が加速、AI/IT　　による分析・評価が進む

ゲノム編集技術の進歩 医薬品、微生物、農産物などでゲノム編集の研究・応用が進む

ゲノム合成、スマートセル
インダストリー

ゲノム合成で物質を作る実証実験が拡大 様々な物がスマートセルで作れるようになる

ものづくりのコンセプトの変化 石油化学から化成品を作るという考えが変わり始める

サプライチェーン、工場設備 生産手法が変わることによる新しい工場のコンセプトデザイン セルインダストリーのコンセプトに基づく工場、サプライチェーンの実証

すべての生物情報がデジタル化

ゲノム編集を使った医薬品が登場、ゲノム編集を使って機能性物質を発現可能に

スマートセル製品の実用化、流通

素材は石油化学製品からゲノム合成という動きが加速、産業構造の変化が始まる

サプライチェーンの変化（オンサイトでの生産など）

医療分野のニーズ 解析データに基づいた診断、治療、新しい医薬品の開発 早期診断の実現、不治の病への治療法の提供

工業分野 生産が難しい物質の低コスト生産の実現、生産不可能だった物質の　　生産をセルインダストリーが実現

農業分野、エネルギー 化学肥料を用いず、害虫や冷害に強い作物

先天性遺伝疾患の治療、健康長寿の実現

デジタル＆バイオのものづくりが当たり前に

バイオエネルギーの実用化、化石燃料の代替収量の増大、育成の短期化、コスト削減

ゲノム診断 疾病リスク検査、発症検査、保有因子検査、　　出生前診断、薬物動態検査

マイクロバイオームの解析・合成 メタゲノム解析による有用微生物の探索 シングルセル　　解析による新規微生物の発見

ゲノム合成、スマートセル
インダストリー

ゲノム技術を用いて細胞を物質生産工場として機能 既存物質生産を石化から置換、新規物質をデザイン、生産

全ゲノム解析が基本、個人がデータを保有

新規微生物の改変、編集、合成

医薬品、食品、エネルギーの生産

がん検査、早期診断 遺伝子パネル検査、エクソソーム検査、miRNA検査、ゲノムによる発症前検査、テロメ　　ア検査

パーソナルゲノムサービス DNA鑑定、祖先鑑定、病気のかかりやすさ 性格判断、占い、食事の　　好き嫌い、ダイエット、恋人探し、スポーツ適性、学習法

新しい医薬品 ゲノム編集を使った新しいスクリーニングビタミン、創薬材料開発 ゲノム編集、マイクロ　　バイオームによる医薬品の臨床開発が進む

全ゲノム解析による疾病リスク検査

エンタメ＆ゲノムの普及

ゲノム編集、マイクロバイオームによる医薬品の商品化、機能性化粧品

新しい食品 ゲノム編集を使った食品、新しい発酵食品の開発 アレルギー抑制の食品等機能性食品の登場

化成品 産業用微生物の開発 高機能性プラスチックの商品化（石油　　化学からスマートセルへ）

農業分野、エネルギー これまで作れなかったものの開発 センチュウ防除剤商品化、育成期　　間の短い育種 化学肥料不要、耐病性の高い植物の開発

遺伝子組み換え食品（大豆、小麦等）がゲノム編集に置き換わる

ペットボトル、合成ゴム、靴、スポーツウエア、タイヤ

アレルギーフリー小麦、ローカロリー肉など

ゲノム解析 第3次シーケンサー

出生前診断 染色体の質量で疾患識別

第４次シーケ　　ンサー、オンサイトの遺伝子検査の簡素化、迅速化

母体血から胎児の細胞を抽出、全ゲノム検査

長鎖DNA合成 枯草菌を用いた合成・集積 50断片以上の集積、自動合成の開発、　　所要時間を1/10に短縮

ゲノム編集 切るゲノム編集 切らないゲノム編集、RNA編集、導入技術の進化

第５次シーケンサー

胎児の遺伝疾患を正確に診断

有用物質生産のPDCサイクル

体内、体外のゲノム編集があらゆる生物、細胞で自由に実施

ゲノム設計 ゲノム設計ツール（GSM） GSMユーザビリティの向上、　　新規代謝経路の探索、新規経路の設計 最適化された合成設計

ブロックチェーン、情報管理 ブロックチェーン技術の普及 情報が集中＝権力という構図からの脱却

細胞培養 細胞培養の効率化、迅速化、標準化

マイクロバイオームの解析・合成 有用マイクロバイオームの解析・探索（メタゲノム解析、シングルセル解析） 有用マイクロバイオームの生産、ゲノム編集を使った合成

個人が自分のデータをブロックチェーンで管理、活用

工業製品として使えるレベルの品質安定、大量生産

有用医薬品、食品、工業生産に用いる微生物のラインアップ拡充

世界
日本

220億米ドル
2400億円

653億米ドル
7183億円

2122億米ドル
2.3兆円

7700億米ドル
8兆円
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