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【再生可能エネルギー特集】バイオマス バイオ燃料 ハイスループット・パイプライン 
 

高速パイプラインによるバイオマス解析（米国） 
 
 米国立再生可能エネルギー研究所（National Renewable Energy Laboratory: NREL）
では、新パイプラインで 1,000のバイオマスサンプルを同時に分析しており、適切な酵素
を加えたときにどのサンプルが最も早く糖化され、バイオ燃料に変換されるかを発見しよ

うとしている。 
 
 スイッチグラス、ポプラ、他の再生可能なバイオマスから車やトラック用の燃料を 360
億ガロン（1,362億 6,000万リットル）生産することになっている期限まで、あと 12年に
迫っている。 
 
 エネルギー自立・安全保障法には、米国は 2022年までに 360億ガロンのバイオ燃料を
生産するという目標が記されている。これが実現すれば、現在ガソリンが独占している年

間の輸送用燃料の 3 分の１が、バイオ燃料で占められることになろう。オバマ大統領は
2010 年 2 月に、同法を重視していると表明し、この法律により海外の石油に対する米国
の依存度が低下し、公害が軽減し、国家安全保障が高まり、クリーンエネルギー関連の高

給与の雇用が増加するであろうと述べた。 
 
 これを実現するのが大量のバイオマスであり、酵素が最も簡単に発酵性糖に分解できる

樹木や植物を求めて、草原、森林、研究所に頻繁に出かけることになる。1 年前には、再
生可能燃料になる可能性がある少数の樹木や植物を分析するのに、何十人もの大学生を動

員して残業させても一週間かかったものだった。しかし今では、NRELの科学者やそのパ
ートナーたちのお陰で、以前なら数種類のみの検査にかかっていたのと同じ時間で、1,000
以上のサンプルを検査できるようになったのである。同様に重要なことは、NRELの最新
のハイスループット注1・パイプラインにより、原料とそれを分解する酵素の両方を選別し

て、バイオマスの糖化に最適な組み合わせを見つけ出せるということである。 
 
驚異的な分析能力：新しく、不可欠 
ハイスループットのバイオマス難分解性パイプライン（Biomass Recalcitrance 

Pipeline）は、バイオエネルギー科学センター（BESC）注2で生産されつつある大量のポ

プラ、スイッチグラス、他のバイオマスサンプルを分析するために建設された。BESCは、
大学、企業、国立研究所からの 20 のパートナーが連携して、バイオマス原料の糖化を決
定する要因についての基本的な理解を進めるためのものである。同センターは、エネルギ

                                                 
注1 ハイスループット（high throughput）スクリーニングとは、自動化装置・ロボットなどを利用して迅速な
物性評価を行う方法で、試料ライブラリの設計、合成、評価、情報処理等の段階から成るシステムである。 

注2 BioEnergy Science Center: BESC（http://bioenergycenter.org/） 
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ー省（Department of Energy: DOE）のエネルギー効率および再生可能エネルギー局のバ
イオマスプログラム注3、および同省の生物環境研究局注4のプログラムの支援の下で建設さ

れた。BESCで NRELが果たすべき役割の一つは、植物の細胞壁の難分解性を克服するた
めのヒントを求めて、数千もの異なる植物を選別するという気の遠くなるような作業を担

当することである。 
 
 数年前には聞いたこともなかったようなパイプラインの驚異的な分析能力は、極めて重

要である。なぜなら、単に適切な種類のポプラを探し出すという問題ではなく、干し草の

山から針を探し出す（膨大な数の樹木の中から、遺伝子や化学的構造の理由で酵素を加え

ると糖化が起こり易くなるたった一本の木を探し出す）ようなものだからである。この木

が見つかれば、農業用森林で成長の早い新しいポプラを生育し、再生可能な輸送用燃料向

けに持続的に収穫できるのである。 
 
 バイオ燃料の収量が最も多い植物を見つけるために、科学者は小規模な醸造所をつくり、

植物の細胞壁を壊すために酵素を加える。すると糖鎖が分離され、さらに微生物の助けを

借りて発酵を経てバイオ燃料になる注5。 
 
特定の植物が糖化に強く抵抗を示すことを、難分解性（recalcitrance）という。隠れた
遺伝子や難分解性が最も小さな植物の科

学的性質を見つけ出す NREL の取り組
みは、複数の分野で海外の専門家たちの

注目を集めた。彼らは、NRELや同研究
所の最新鋭ハイスループット分析が植物

の化学的性質、遺伝子、難分解性を迅速

かつ同時に分析することに期待を寄せて

いる。 
 
現段階では、彼らはまだ調査を始めた

にすぎないが、BESC で研究する NREL
の研究者と NRELのパートナーは、最初
の 1,000本のポプラを分析した結果、自
然状態では予想外に高い 25％という難分解性の差異があることを発見した。 
 
                                                 
注3 再生可能エネルギー局：Office of Energy Efficiency and Renewable Energy（EERE） 
バイオマスプログラム→http://www1.eere.energy.gov/biomass/  

注4 生物環境研究局：Office of Biological and Environmental Research
（http://www.er.doe.gov/Program_Offices/BER.htm） 

注5 セルロース（多糖類に属する物質。グルコース分子がいくつもつながって構成されており、この構造を糖
鎖と呼ぶ。）が酵素の働きによりグルコースに分離される（糖化という）。さらにグルコースが微生物の働

きによりエタノールに変換される（発酵という）。このようなプロセスを説明した文章である。 

NREL化学・触媒科学グループのロブ・サイ
クス氏は、新たなハイスループット・パイプ
ラインでの高速分析用にバイオマスのサン
プルを回転トレーに置いている。Credit: Pat 
Corkery 
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再設計されたプレートで複雑な分析の処理が可能 
NRELでの重要なブレークスルーは、難分解性を検査し、しかも数百本（数本ではない）

の木を同時に検査するのに必要な過酷な温度、圧力および pH条件に対処し得る分析・評
価（assay）システムを考案したことである。 
 
 「これはユーレカ注6といっても過言ではない。」NREL バイオ科学センターのディレク
ター、ジム・ブレイナード氏は、財布程度の大きさの 96ウェル（96-well）注7プレートを

持ち上げながら、こう述べた。一般的に、こうしたプレートは、液体を分注したり、サン

プル調査を行ったりするときに使用される

が、NRELのチームはプレートを再設計す
ることにより、極限の分析・評価条件でも

分析を実施し、ウェルの中にバイオマスを

正確に投入する作業をロボットに覚えさせ

る方法を見つけた。ポプラのサンプル（小

さなビニール袋に入ったおがくず）がパシ

フィック・ノースウェスト研究所から

NRELに届き、ロボットが各小袋からサン
プルをひとつまみして、それを注意深くプ

レートのウェルに入れる。NRELのプレー
トの最もユニークなところは、バイオマス

の前処理（酸および熱）用の反応器として

も、その後の化学反応（サンプルに加えた

酵素の働きによるグルコース、キシロース、

他の糖への分離）用の装置としても機能す

ることである。 
 
 通常、プレートにある 96 のウェルのそ
れぞれには、バイオマスのサンプルを 5mg
投入する。プレートは 20 枚積み上げるこ
とができるので、約 2,000のサンプルを同
時に分析することもできるのである。サン

プルが一つの器具から別の器具へ移動しな

がら、どのように酵素がサンプルから糖を

分離し、結晶セルロースを分解するかが分

析される。 

                                                 
注6 ユーレカ（eureka）とは、ギリシャ語で「見つけた」という意味。アルキメデスが、アルキメデスの原理
を発見したときに発した言葉であると言われている。 

注7 写真では、プレート上に穴が開けられている。これを、well（井戸）と呼んでいると思われる。 

NRELの上級科学者スティーブ・デッカー氏
は、ロボットがポプラのサンプルに酵素を加
えるのを注視している。これは、植物が糖化
される方法を分析するハイスループット・プ
ロセスの一部である。 
Credit: Pat Corkery 

NRELの研究者たちは、新たなハイスループ
ット・パイプラインを用いて分析されたポプ
ラが、確実に各ウェルにちょうど 5mg 入る
よう注意を払う。 
Credit: Pat Corkery 
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 同時に、各サンプルの一部を用いて難分解性の一因となる細胞壁の化学的性質や遺伝子

の特徴が分析される、と NREL化学・触媒科学注8グループのマーク・デービス主席マネー

ジャーが語った。これらの結果が、サンプルが採集された場所や環境などに関する情報に

追加された時、あるいはこうした情報と関連づけられた時、「どの遺伝子が難分解性を決定

しているかが明らかになり始めるのだ」デービス氏はこう語った。 
 
最良の酵素と植物の発見には遺伝学と化学が必要 
 「NRELの高速パイプラインを用いた分析は、単に奇跡をもたらすような植物を見つけ
るのではなく、奇跡をもたらすような酵素を発見することでもある」とデービス氏は述べ

た。また、ハイスループット分析・評価により「結晶セ

ルロースを分解できる酵素のライブラリ（library）の調
査が可能になり、新たな酵素のカクテル（組み合わせ）

を開発し易くなる」とのことである。目標とするのは、

自然の状態で難分解性が最も低い植物を見つけることだ

けでなく、バイオマス原料と酵素の組み合わせを最適化

できる検査法を開発することである。 
 
 難分解性の化学的性質が解明されたとき初めて、栽培

する植物を一か八かの賭けで決める事態から脱し、より

高い商業的利益を上げることができるのである。 
 
デービス氏のグループは、他の大学や BESCの研究者

と協力しており、すでに量的形質座位（Quantitative 
Trait Loci: QTL）と呼ばれる染色体上にある点を確認す
る優れた方法を発見した。QTLを確認したということは、
DNA という 2 万の遺伝子から成る二重鎖の片方の鎖に
ある約100の遺伝子内で何か興味深いことが起きている
ことを示している。ひとたび研究者のチームがホットス

ポット注9を絞り込むと、その後は遺伝学者がこれを引き

継ぐことができる。遺伝学者たちは 100程度の遺伝子を
迅速に選別し、特異な値を示す一つの遺伝子を発見する。

これが、不本意にも酵素に降伏して糖化するよう植物の

細胞壁に指示を出す遺伝子である。 

                                                 
注8 Chemical and Catalyst Science（http://www.nrel.gov/biomass/chemical_catalyst_science.html） 
注9 ゲノムの複製を阻害することにより，その阻害部位近傍の組み換えが活性化されるとき、組み換えが活性
化した領域を「組み換えのホットスポット」という。（参照：「進化多様性生物学領域」、大学共同利用機

関法人 自然科学研究機構 基礎生物学研究所、要覧 2006、p.38
（http://www.nibb.ac.jp/catalogue/2006/pub_3839.pdf）） 

NREL化学・触媒科学グループ
のクリステン・グラコム氏は、
研究所の最新鋭のハイスルー
プット・パイプラインで分析さ
れる予定の 48 のポプラのサン
プルを検査している。酵素がど
のように細胞壁を壊して糖化
させるかを理解することは、輸
送用燃料用に最も費用効果的
なバイオマスを発見するのに
極めて重要である。 
Credit: Pat Corkery 
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 それでも、これらすべての主要サンプルを獲得するために働いた哀れな大学生たちの問

題が残る。デービス氏によれば、原料の採取やサンプルの準備は「以前は実験の中でも簡

単な部分であったが、今では労働集約的な部分になっている」という。 
 
 研究所の科学者たちは遺伝子に焦点を絞っているため、彼らはおそらく、糖化を促進す

る遺伝子だけでなく、細胞壁の厚さや高分子組成の違いに関連するかもしれない遺伝子も

見つけるであろう。「このパイプラインの本当にすごいところは、それが非常に長いこと

である。植物生態学者や環境学者から、植物生育者や分子生物学者、分析化学者や酵素学

者、バイオ情報科学者（bioinformaticist）、植物の細胞壁構造の専門家まで、幅広い領域
の科学者が関わる。これらすべての科学者が協力しなければ、この任務を遂行することは

できないだろう」とデービス氏は言う。 
 
「企業や大学からサンプルが送られてくるお陰で、今年、我々の研究は本格的に進んで

いる」デービス氏はこう続けた。NRELのパートナーには、オークリッジ国立研究所注10（最

初の 1,000 本のサンプルの遺伝子を分析）や ArborGen（奇跡をもたらすような木を探査
する産業界のパートナー）といった企業が含まれている。 

 
 デービス氏およびブレイナード氏は、バイオマスの可能性は非常に大きいと言う。「バイ

オマスは大気中から二酸化炭素を吸収するため、大気中の温室効果ガスの増加を抑制し、

場合によっては温室効果ガスを減らすこともできるかもしれない。バイオマス原料は自己

組織化注11し、自己修復し、自己再生する。確かに水や土地の使用といった注意すべき問題

はあるが、バイオマスは今後 20 年で再生可能な輸送用燃料の第一候補になると考えてい
る」とブレイナード氏は述べた。 
  
 NREL のバイオ科学およびバイオマスに関する研究の詳細はウェブサイト注12から参照

できる。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：High-Speed Pipeline Revs Up Biomass Analysis 

（http://www.nrel.gov/features/20100308_pipeline.html?print）    

                                                 
注10 Oak Ridge National Laboratory （http://www.ornl.gov/） 
注11 自己組織化（self-assembly、self-organization）とは、生物のように他からの制御なしに自分自身で組織

や構造をつくり出す性質のことである。(引用：「自己組織化」、ウィキペディア 
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%8C%96)) 

注12 バイオ科学→http://www.nrel.gov/basic_sciences/technology.cfm/tech=16 
バイオマス→http://www.nrel.gov/biomass/ 


