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抗体医薬品は，遺伝子組み換えされた動物細胞を利用して生産される。細胞はグルコースを主な栄養源として

おり，細胞の数と状態により変動する栄養要求量に合わせて，培養槽内のグルコース濃度を最適に制御すること

は，細胞が分泌する抗体の収量向上と品質安定化に有効とされている。本研究では，①細胞の代謝状態を推定す

るうえで指標となるグルコースと乳酸の濃度を計測する NIRS（Near InfraRed Spectroscopy）インラインセンサ，

②生きている細胞の数を計測するインピーダンスインラインセンサ，③細胞の代謝状態の推定に基づいてグルコ

ースの消費量を予測してグルコース溶液を自動流加する制御装置を開発した。本稿では，試作した培養システム

を構成する要素技術を説明するとともに，そのシステムを用いた細胞培養において，培養期間を通してグルコー

ス濃度を設定値に維持した検証結果を示す。

Antibody medicines are manufactured by using genetically modified animal cells. The major 
nutrient of cells is glucose, and so maintaining an appropriate concentration of glucose for 
the number and condition of cells in the culture is an effective way to increase the production 
of antibodies and ensure their stable quality. To improve this control, we have developed a 
bioreactor system consisting of three devices: (1) a near-infrared spectroscopy (NIRS) inline 
sensor for measuring glucose and lactate concentration, both of which are indicators of cell 
metabolism, (2) an impedance spectroscopy inline sensor for measuring the number of viable 
cells, and (3) a controller that predicts the volume of glucose consumption based on cell 
metabolism and automatically feeds glucose solution. We carried out an experiment with a 
prototype of this system and verified that it maintained glucose concentration within a set range 
throughout the culture period. In this paper, we describe element technologies implemented in 
this system and report the results of the experiment.

1. はじめに

横河電機は，さまざまな生産プラントにプロセス制御
システム，生産管理システム，フィールド機器等を販売
している。それらに加えて，医薬品生産プラントにおい
ても計測・制御・情報システムを提供している。

一方，バイオ医薬品の生産では，細胞を介した複雑な
生物プロセスを利用しており，生産物の品質安定化と高
収率化を目標とした技術開発が進められている。横河電
機は，様々なプラントでの経験を活かし，バイオ医薬品
の生産においてもソリューションを提供することを目指
している。

本研究では，バイオ医薬品の生産における目標を達成
するために，細胞の状態と目的生産物の収率との関係を
明らかにし，それらを制御するために必要な計測方法に
ついて取り組んだ。

本論文では，上記の研究内容について，必要となる要
素技術を説明するとともに，培養システムを試作し，開
発した要素技術の有効性の検証を行ったので，その結果
について報告する。

2. 細胞培養の課題と本研究の取り組み

2.1 細胞培養における課題
バイオ医薬品を代表する抗体医薬品は，主に遺伝子組

み換えされた動物細胞が産生する生体高分子を，医薬品
の主成分として用いる。抗体医薬品を生産する細胞培養
プロセスは生物を扱うため，長い反応時間や高度な無菌
性・洗浄性の要求など，その製造工程は非常に複雑であり，
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高いコストが必要となる。そのため，高効率で安定した
生産を実現するための生産技術を開発することが望まれ
ている。

細胞培養プロセスの目的生産物の収率は，一細胞あた
りの生産物の生産速度と，培養期間中の累積細胞密度に
より決定される。一細胞あたりの生産速度は，培地（細
胞を培養する溶液）に強く依存する。生産性を向上させ
るためには，①高生産細胞株の開発，②細胞株に適合す
る培地の開発，③細胞の高密度化と生産性の維持が可能
な培養プロセスの開発が必要となる。本研究は，③を実
現するためのものである。

培養プロセスは，細胞の生育環境を良好に維持するた
めの計測と制御を行う。培養プロセスで通常使用する培
養槽とその入出力を図 1 に示す (1)。現在は，プロセス中
の変動が比較的速い温度，pH，溶存酸素濃度（DO）は，
インライン計測と制御を行っている。

図 1 培養槽の入出力

一方，細胞の数や細胞代謝に関わる栄養成分濃度，代
謝産物濃度，浸透圧，目的生産物濃度などの項目は，イ
ンライン計測が難しく，これまではサンプリングにより
オフラインで分析されてきた。サンプリングを行うと細
胞や培養液などの内容量を減らしてしまうため，測定頻
度を上げることは難しく，通常は１日に１回程度の測定
を行っている。そのため，刻々と変化する培養の状況を
常時把握することはできず，各項目の変化に応じた対応
も困難である，という問題があった。さらに，培養液を
抜き取るサンプリングという行為は，雑菌混入のリスク
を上昇させてしまう。

また，グルコースは細胞の主要な栄養成分であり，培
養中はグルコースを枯渇させないように運転する必要が
ある。現状のグルコース濃度の管理は，一日一回程度の
グルコース濃度のオフライン分析値に基づいて，数日分
の消費量に相当するグルコース溶液を手動で流加する方
法が用いられている。そのため，培養期間中のグルコー
ス濃度は，１～ 10 g/L の間で幅広く変動している。この
ような手動流加による急激な濃度上昇は，細胞の状態に
悪影響を及ぼす。

さらに，必要以上に栄養成分であるグルコースの濃度
が高い場合，細胞に毒性のある代謝産物（乳酸やアンモ

ニア）の過剰な蓄積を引き起こすことも知られている (2)。
ここまで述べてきた問題を解決するために，本研究で

は課題を次のように設定した。
（1）  今までオフラインで分析されてきたグルコース濃度，

乳酸濃度，細胞密度をインラインで計測する。
（2）  上記計測値を基に，細胞状態（代謝状態，増殖状態）

をオンラインで推定し，グルコース消費量を予測する。
（3）  グルコース消費量の予測を基にグルコース溶液を連

続的に流加することで，培養液中のグルコース濃度
を目標の濃度幅に制御する。

2.2 課題に対する本研究での取り組み
まず，前節で述べた （1） の課題に関する取り組みにつ

いて説明する。グルコース濃度と乳酸濃度のインライン
計測については，分子振動による光吸収を利用して定量
を行う近赤外分光分析法により計測する。この方式は，
培養液に直接センサプローブを浸漬して測定することが
でき，多成分の同時定量が可能である。また，細胞密度
の測定については，細胞の電気的特性を利用して，生き
ている細胞の数を定量するインピーダンス計測法を用い
る。この方式も，センサプローブを直接浸漬することで
インラインの測定が可能である。

次に， （2） の課題に関する取り組みについて説明する。
本論文では，細胞の代謝状態と増殖状態を細胞状態と表
現し，細胞の代謝状態は，グルコース比消費速度（一細
胞あたりのグルコースの消費速度）と乳酸比生産速度（一
細胞あたりの乳酸生産速度）で表す。同様に，細胞の増
殖状態は，比増殖速度（一細胞あたりの増殖速度）で表す。

ここで，グルコース比消費速度は，グルコース濃度と
細胞密度の時間変化から算出できる。乳酸比生産速度に
ついても同様である。比増殖速度については細胞密度の
時間変化から算出できる。つまり，グルコース濃度，乳
酸濃度，細胞密度をインラインで刻々と測定することが
できれば，細胞状態を示す３つのパラメータを算出する
ことが可能になる。

続いてグルコース消費量の予測について述べる。グル
コース消費量は，一細胞あたりのグルコース消費量と，
細胞の数により決定される。つまり，グルコース比消費
速度と細胞密度のオンライン推定ができると，単位体積
あたりのグルコースの消費量予測が可能になる。さらに，
培養液量の情報を加えることで，培養槽全体のグルコー
ス消費量が予測できる。培養中の細胞数は常に増減し，
また，一細胞あたりのグルコース消費速度も変化するた
め，培養槽全体としてのグルコースの消費量は大きく変
動することになる。オンラインでグルコース消費量を予
測することにより，次に述べる培養の状況に合わせたグ
ルコース濃度制御が可能となる。

最後に， （3） の課題に対する取り組みについて説明す
る。グルコース濃度を目標の濃度に維持するためには，

培養槽
入力
　・栄養供給

　　（グルコースなど）

　・ヒーター電力

　・酸，アルカリ溶液

　・酸素通気

　・撹拌動力

細胞の
反応機構

栄養成分濃度
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溶存酸素濃度

力学的応力

代謝産物 1
（目的生産物）
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現在のグルコース濃度と目標濃度の差分および現在のグ
ルコース消費量に基づいて，グルコース溶液を連続的に
流加すればよい。この時，グルコース溶液流加後に，イ
ンラインセンサの測定値に反映されるまでの遅れ時間な
どを考慮する必要がある。本研究では，グルコース溶液
流加速度を求める最適化問題を構成し，その問題をオン
ラインで逐次的に解くことで，グルコース濃度が制御仕
様（例えば 2 g/L ± 50%）を満たすようなシステムの構
築に取り組んだ。

この後，本論文では，グルコース濃度，乳酸濃度，細
胞密度を計測するためのインラインセンサについて，
３章で説明する。４章では，細胞状態の推定方法とその
推定結果に基づいたグルコースの制御方法について述べ
る。５章では，そこまでに説明した技術を実装した試作
機と，その試作機を使った実験結果について報告する。

3. インラインセンサの開発

3.1 グルコース濃度，乳酸濃度の測定
最初に，グルコースと乳酸の濃度を測定するためのイ

ンラインセンサについて説明する。
グルコースや乳酸など培養液中の栄養 / 代謝成分の測

定には，酵素反応を利用して，目的成分を特異的に検出
する酵素電極法が広く利用されている。しかし，酵素失
活（変性して活性を失う）による不安定性や溶出などの
課題があり，培養槽にセンサを直接挿入して測定するこ
とは難しい。

一方，光学式のセンサはそれらの問題がないため，イ
ンライン測定に向いている。また，複数成分を同時に測
定できることも利点である。そこで本研究では，光学式
センサである当社既存製品の近赤外分光分析計 InfraSpec 
NR801JL を用いて，グルコースと乳酸のインライン測定
を行った。

光学式のセンサで培養液中の成分をインライン測定す
る場合， （a） 細胞による光散乱の影響を受けること， （b） 
対象成分濃度が非常に薄いこと， （c） 類似の分子構造を持
つ成分が複数存在すること，の三つの点に留意する。
（a） については，細胞密度が薄い培養初期と比較して，

細胞高密度状態である培養中期では，光散乱により透過
光強度が 1/10 にまで低下してしまうことを事前の実験
により確認している。 （b） については，培養液は 99%（モ
ル分率）以上が水であり，測定対象のグルコースや乳酸
はわずか 0.1% 未満しか含まれていない。そのため，目
的成分由来の光吸収が非常に少ない。

したがって， （a） と （b） の問題を解決するためには，
高い SN 比を持つセンサが必要である。そこで NR801JL
の光ファイバコア径を 400 mm から 600 mm に変更し，
光ファイバとセンサプローブ間の結合損失を低減するこ
とにより測定光量を増加させ，SN 比を向上させた。
（c） については，近赤外分光分析法は分子振動に基づ

く光吸収を利用して成分濃度を算出する方法のため，類
似の分子構造を持つ成分の影響を受けることは避けられ
ない。通常，近赤外領域では，各成分の吸収ピークの幅
は広く，他の成分の吸収ピークと複雑に重なり合ってい
る。

そこで，単一波数ではなく，多数点の波数における吸
光データ（吸光スペクトル）を用いて対象成分の濃度計
算を行う。この時，吸光スペクトルを対象成分濃度に変
換する際に用いる数式のことを，検量線と呼ぶ。類似の
分子構造を持つ成分の影響をできるだけ少なくするため
には，目的成分に対する選択性を持ち応答性を上げた検
量線を，事前に作成する必要がある。

培養液を使った検量線の作成方法として，細胞が入っ
ている方法と細胞が入っていない方法があり，本研究で
は後者を選択している。その理由は，細胞による散乱が
なく，高い SN 比が確保できるからである。そのため，
対象成分由来の吸光データに基づく選択性の高い検量線
の作成が可能であると考えている。

図 2 は，リファレンスとなる分析装置で測定したグ
ルコース濃度と，当該センサによるグルコース測定濃
度の関係を示している。両方の値はよく一致しており，
RMSECV（標準予測誤差）で 0.3 g/L という実用レベル
の予測誤差を達成している。実細胞培養中のインライン
測定の結果については，５章で示す。

図 2 グルコース濃度の予測精度

3.2 生細胞密度の測定
培養プロセスにおいて，生細胞密度を測定する方法と

して広く普及しているのは，トリパンブルー染色法であ
る。この方法は，染料により染色された細胞の有無をカ
ウントすることで，生細胞密度と死細胞密度を得る。こ
のため，この手法を用いる場合には，必ずサンプリング
が必要となる。

リファレンス濃度 [g/L]

予
測
濃
度
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] 
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一方，インラインで測定する方法としては，インピー
ダンス計測法 (3) がある。生細胞は，導体である細胞質を
不導体である細胞膜が覆っており，電気的にはコンデン
サとして扱うことができる。死細胞は細胞膜の損傷など
により，分極が起きにくい。そのため，培養液のインピ
ーダンスを測定することで得られるキャパシタンス成分
は，通常は生細胞の数と比例関係を示し，密度情報に変
換することが可能となる。

ところが，細胞密度がピークに到達し，死細胞が増え
始める培養の後半になると，キャパシタンス成分と生細
胞数の関係が崩れ，比例関係が保てなくなる。この理由は，
細胞の大きさや膜質などが変化することにより，一細胞
あたりのキャパシタンス値が培養初期と異なるためと考
えられる。

この問題を解決し，培養期間を通して精度よく生細胞
密度を測定するために，キャパシタンスと生細胞数の関
係が変化するタイミングを捉え，そのタイミングの前後
で異なる検量線を使用するという方法が考えられる。本
研究では，インピーダンス計測法をベースに，複数周波
数のキャパシタンスデータを用いることにより状態変化
のタイミングを検出し，予め用意した異なる検量線を自
動で切り替える方法を開発した。この方法により，培養
のフェーズに合った検量線の選択が可能となり，測定精
度を向上させることができる。

図 3 は，トリパンブルー染色法とインピーダンス計測
法（従来法）および今回開発した手法を比較した結果で
ある。開発した方法では，培養期間を通して，トリパン
ブルー染色法と比べて，測定値の乖離を 20% 以下に抑制
することができた。

図 3 測定手法の異なる細胞密度測定値の比較

4. 細胞状態の推定とグルコース流加速度の制御

我々は，３章で述べたインラインセンサで得られた値
を用いて，細胞の状態をオンラインで推定する機能を開
発した。さらに，推定した細胞の状態に基づいて培養槽
内のグルコース消費量を予測し，それに合わせてグルコ
ースの流加速度を制御する手法を開発した。上述の二つ

の機能を実現するシステムの構成を，図 4 に示す。

図 4 細胞状態の推定とグルコース流加速度の制御

4.1 細胞状態の推定
ここでは，細胞状態をオンライン推定する方法（図 4

下部）について述べる。
本研究では，ノイズを含むインラインセンサの測定デ

ータから細胞状態を推定する問題を定式化し，それらを
推定する手法として，非線形カルマンフィルタを採用し
た。システムモデルは，細胞密度，グルコース濃度，乳
酸濃度，各比速度の時間発展などを表すモデル式である。
このうち，グルコース濃度については （1） 式で与えられ，
グルコース溶液流加による濃度上昇分と細胞消費による
濃度減少分の差として表される。

（1）

：培養液のグルコース濃度

：グルコース溶液の流加速度

：培養液量

：グルコース溶液濃度

：グルコース比消費速度

：生きている細胞の密度

このシステムモデルによる予測が実際の現象，つまり
センサの測定値と整合するように，モデルを逐次修正し，
細胞状態をオンラインで推定する。実際の CHO（Chinese 
Hamster Ovary）細胞培養系に適用し，細胞状態（比増
殖速度，グルコース比消費速度，乳酸比生産速度）の時
間経過をオンラインで把握できることを確認した（図 5）。
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図 5 細胞状態のオンライン推定

4.2 グルコース溶液流加速度の制御
次に，オンラインで求めた細胞状態に応じて変化する

グルコース消費量を予測し，流加速度を制御する（図 4
中央部）。

培養槽全体でのグルコース消費量は，推定した細胞密
度とグルコース比消費速度および培養液量から求めるこ
とができる。これらに加え，ポンプ速度などの流加にお
ける制約条件の下に，グルコースの溶液流加速度を求め
る最適化問題を構成した。その最適化問題をオンライン
で逐次的に解くことで，グルコース濃度が制御仕様（例
えば 2 g/L ± 50%）を満たすように，グルコース溶液を
自動流加するシステムを構築した。

5. 細胞培養システムの試作と評価

5.1 細胞培養システムの試作
ここまで説明してきた技術を使ったラボ用培養制御シ

ステムとして，図 6 に示す装置を試作した。
試作機は，主に培養槽，インラインセンサ，制御装置

から構成される。インラインセンサは，pH センサ，DO
センサ，温度センサに加えて，グルコースと乳酸濃度を
測定する NIRS（Near InfraRed Spectroscopy）センサと，
生細胞密度を測定するインピーダンスセンサの計５つが
あり，６項目のパラメータを測定する。

図 6 ラボ用培養制御システム

制御装置は基本制御機能と高度制御機能を有する。基
本制御機能は，pH，DO，温度をそれぞれ個別に制御する。
これらのうち，pH はアルカリ溶液の添加と CO2 ガスの
通気量により制御し，DO は酸素の通気量，温度はバン
ドヒーター電力により，それぞれ制御する。

高度制御機能は，NIR センサとインピーダンスセンサ
の値に基づき，従来オンラインで知り得なかった細胞状
態を推定する。さらに，培養槽全体のグルコース要求量
を予測して，グルコース濃度を目標の濃度幅に制御する
ようにグルコース溶液を流加する。このような，NIR セ
ンサやインピーダンスセンサと，細胞状態に応じた制御
機能を統合した培養システムはまだ商用化されておらず，
海外の大手製薬企業においても研究が進められている状
況にある。

5.2 試作機での評価
前節で説明した試作機を用いて細胞培養実験を行

い，開発したインラインセンサや制御機能についての
評価を実施した。実験に使用した細胞は，生産細胞
株 と し て 広 く 利 用 さ れ て い る DG44 株 で あ り， 培 地
は BalanCD®CHO Growth A （without Glucose） を 用 い
た。リファレンス用のオフライン測定には，BioProfile® 
FLEX（細胞密度）と CedexBio（グルコース濃度）を使
用した。基本制御項目の設定値は温度 37 ℃，pH 7，DO 
50%（飽和百分率）で，培養期間を通して一定に制御した。

図 7 に細胞増殖曲線を示す。培養６日目に 8 × 106 
cells/ml まで増殖し，生存率は 90% 以上が保たれている。
使用した細胞株の特性から考えて，問題のない培養が行
えた。また，3.2 節で述べたインピーダンスセンサにお
ける生細胞密度の測定については，オフラインで測定し
たリファレンス値に対して，20% 以下の誤差範囲に収ま
っている。複数周波数のキャパシタンス成分を利用して
検量線を自動で切り替えることにより，培養後半も精度
よく測定できることを確認した。

図 7 細胞増殖曲線
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図 8 には，グルコース濃度のトレンドを示す。NIR セ
ンサによるグルコース濃度の測定値は，オフラインで測
定したリファレンス値に対して ± 1 g/L 以下の誤差に収
まり，実用レベルであることが確認できた。乳酸の測定
値についても，同様の結果を得ている。

グルコース濃度の制御機能については，細胞状態の推
定値に基づくグルコース消費量予測を行い，グルコース
溶液を自動で連続的に流加した。その結果，オンライン
推定値は設定濃度である 2 g/L に対し，20% 以下の誤差
範囲で制御できることが確認できた。

図 8 グルコース濃度制御トレンド

6. おわりに

本論文で述べたように，各インラインセンサの測定精
度や高度制御機能の細胞状態推定およびグルコース濃度
制御機能について，特定の細胞株と培地を使用した社内
の細胞培養系において，十分使用できる性能であること
を示すことができた。今後は，複数の細胞種，培地に対
する試作機の評価を実施することで，細胞株や培地が変
化した際に，センサの精度などへの影響を評価していく
予定である。

グルコース濃度を一定濃度に維持する方法以外にも，
細胞の代謝状態を加味して濃度を変化させるなどの応用
例は考えられる。本技術をさらに発展させることで，生
産性の向上や品質の安定化に貢献していきたい。
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