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【再生可能エネルギー(バイオマス)・バイオ技術】RNA デバイス CAD 遺伝子操作 
 
仮訳 

 
RNA 制御に CAD を活用（米国） 

RNA 制御システムを遺伝子操作できる CAD ツールを JBEI が開発 
 
 何百ものトランジスタを積層した集積

回路の作成を可能にしたコンピュータ支

援設計(CAD)ツールがそのうち、生物化

学分野にお目見えするかもしれない。 
DOE の Joint BioEnergy Institute ：

JBEI(バイオエネルギー共同研究所)の
研究者たちが、微生物の遺伝子発現を制

御する生体成分すなわち｢RNA注1デバイ

ス｣の操作を可能にする、CADタイプの

モデリングおよびシミュレーションツー

ルをRNA分子向けに開発した。 
 
｢生物学上のシステムでは、機能上の複

雑さが多重スケールで示されるため、特

定のニーズに合うように、微生物制御シ

ステムをより大規模に、より複雑に操作

できる有効な設計ツールを作れるかどう

かが大きな懸案事項となっている｣と、JBEI のディレクターで、合成生物学および代謝工

学の権威である Jay Keasling 氏は述べ、こう続けた。 

JBEI の研究者たちは、RNA 成分の操作が行える

CAD ツールを開発した。これにより、最先端バイ

オ燃料の微生物を利用した生産や、現在、石油化

学薬品から作られているその他の商品にとって、

極めて大きな将来性が見込まれる。（画像提供：バ

ークレー研究所、Zosia Rostomian 氏） 

｢我々の研究により、細胞の遺伝子情報を処理し、莫大な量の遺伝子の発現をプログラミン

グできる複雑なRNAをベースとしたシステム操作が可能なCADプラットフォーム開発の

基盤を確立する。また、これはおそらくより一層重要なことだが、我々は RNA の機能に

関する研究のフレームワークを提供し、バイオ化学上の生物物理学的なモデリングを活用

して、綿密な設計による生物学的な遺伝子操作の戦略を策定できる将来性を実証したの

だ。｣ 
 

Lawrence Berkeley National Laboratory(Berkeley Lab) と University of 

                                                 
注1 RNA：ribo nucleic acid(リボ核酸) 
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California(UC) Berkley校の職も兼務するKeasling氏は、この研究内容を｢Science注2｣誌に

掲載した論文の著者である。論文のタイトルは｢Model-driven engineering of RNA devices 
to quantitatively-program gene expression.(定量的遺伝子発現に向けたモデル駆動型

RNAデバイスの遺伝子操作)｣で、共同執筆者には、James Carothers、Jonathan Goler、
Darmawi Juminagaの各氏が名を列ねている。 
 

合成生物学は新興の化学分野であり、

ここでは、分子、遺伝子回路や細胞な

どの新しい生体デバイスの設計、構築、

あるいは微生物などの既存の生体シス

テムの再設計、遺伝子操作が行われる。

目指すものは主に、シンプルで低コス

トかつ再生可能な出発物質から持続可

能な方法で有益な化学製品を作ること

である。その他の遺伝子操作領域と同

様に、ローカルな成分の挙動をベース

とした全体的な機能のミュレーション

や設計のための CAD ツールは、複雑

な生体デバイスやシステムの構築には

不可欠である。しかし、この研究が行

われる以前には、生物学用の CAD タ

イプのモデルやシミュレーションツー

ルは、極めて限られていた。 

Jay Keasling(左)氏と James Carothers 氏は、代謝経

路を操作して、クリーンでグリーンな最先端バイオ燃

料の生産を増やすのに役立てるため、RNA の CAD タ

イプモデル・シミュレーションを使用している。 
(写真提供: Berkeley Lab、Roy Kaltschmidt 氏) 

 
｢関連性のある設計パラメータの特定と、期待される成分挙動の影響を受ける範囲の決定が、

その他の遺伝子操作領域向け CAD ツールの開発段階において重要なステップとなってき

ている｣と、Science 誌に掲載された論文の筆頭著者である生物学者で、JBEI および

California Institute for Quantitative Biosciences(カリフォルニア数量バイオサイエンス

研究所)における Keasling 研究グループのメンバーである Carothers 氏は述べ、こう続け

る。｢RNA をベースとした遺伝子制御システム設計を行うための CAD タイプのシミュレ

ーションツールやモデリングツールを開発するために、機能的な複雑さを管理するための

汎化が可能な遺伝子操作戦略をとったのだ。最終的には、さらに確立した遺伝子操作領域

で見られるツールに対抗できる、合成生物学向けの CAD プラットフォームの開発を望ん

でいる。そしてこの研究は、その方向性において重要な、技術的かつ概念上のステップで

あると我々は考えている。｣ 
 

Keasling 氏、Carothers 氏とその共同執筆者たちは、複雑な 3 次元の形状に折りたたむ

                                                 
注2 http://www.sciencemag.org/ 
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ことができる、リボザイムやアプタザイムと呼ばれる RNA シーケンスへの、独自の設計

に基づいたアプローチに注力した。タンパク質のように、リボザイムやアプタザイムは、

代謝産物を結びつけ、反応を促し、バクテリア、イースト、哺乳類の細胞内の遺伝子発現

を制御する役割を果たすことができる。 
 

RNA の折り畳みの生化学機能の機械的なモデルと動的な生物物理学的なシミュレーシ

ョンを使用して、試験管内、生体内、コンピュータを用いた特性を示す成分から、定量的

に予測できる機能を持つリボザイム、アプタザイムのデバイスが作られた。次に、このモ

デル・設計戦略は、大腸菌バクテリアのための 28 個の遺伝子発現デバイスを作ることに

よって実証された。テストを行ってみると、これらのデバイスの遺伝子発現レベルは、予

測値と実測値とで 94%の相関と、極めて良く一致した。 
 

｢システム機能のシミュレーションに必要な詳細データを把握するには十分に洗練され

ているが、成分の特性を計測して調整できる、つまり、デザインを変更できるといった観

点から、シンプルなモデルを作る必要があったのだ｣と Carothers 氏は述べ、こう続けた。

｢化学エンジニアが、バルブにより流動体の流れを制御するノブを回して化学工場の操業を

調整するのと同じように、予測通りに変更可能なシステム部位として、デザインの変数を

考えている。我々の研究では、ノブの回転の代表的なものは、折り畳まれた RNA やリボ

ザイム触媒反応の具体的な動的条件であり、我々のモデルは、これらのノブの回転の組み

合わせによって、全体のシステム機能にどのように影響するかを我々に示すことが求めら

れる。｣ 
 

JBEI の研究者たちは現在、微生物由来燃料の生産量を増加させる代謝経路操作にそれ

らを用いているリボザイムやアプタザイムのデバイスと同様に、RNA 制御の CAD タイプ

のモデルやシミュレーションを使用している。JBEI は、クリーンでグリーンな再生可能

バイオ燃料の商業規模の生産を可能にする技術の開発を進めるために DOE の Office of 
Science(科学技術局)によって設立された 3 つの DOE Bioenergy Resesarch Centers(DOE
のバイオエネルギー研究センター)の 1 つである。 JBEI の成功への鍵は、リグノセルロ

ース系バイオマスを消化でき、今日のエンジンに使用されているガソリン、ディーゼル燃

料、ジェット燃料に代わる輸送燃料を糖から合成する微生物の遺伝子操作にあるだろう。 
 
｢最先端バイオ燃料に加えて、従来の有機化学技術を用いた場合には低コストかつ高歩

留まりの生産が難しい再生可能原料から化学物質を生産するための、微生物の遺伝子操作

に関する研究も行っている｣と Carothers 氏は述べている。 
 
JBEI でこれまでに開発された RNA モデルおよびシミュレーションでは、全ての RNA 

CAD プラットフォームに十分ではないが、Keasling 氏、Carothers 氏と、その共同執筆

者たちは、この目標に向けた研究を進めている。 
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｢RNA 制御システムのエキスパートになりたいわけではないが、我々の研究方法や RNA
デバイスを自分たちの研究に活用したいと考える研究者たちが、我々が開発したモデルや

シミュレーションツールを、さらに利用しやすいものにしようという積極的な試みも行っ

ている｣と、Carothers 氏は述べた。 
 

JBEI での研究は、大腸菌と微生物による最先端バイオ燃料の生産に焦点を絞ったもの

であるが、Science 誌に掲載された論文の著者たちは、自分たちの研究コンセプトは、哺

乳類のシステムや細胞に機能をプログラミングするのにも利用できるのではないかとも考

えている。 
 
｢我々は最近、糖尿病やパーキンソン病などの病気を治療に、培養した幹細胞を用いる

再生式の薬物療法の安全性と効果を高めるために我々が開発した RNA を用いた遺伝子制

御システムの操作方法についての研究を行う研究プロジェクトをスタートさせたのだ｣と 
Carothers 氏は述べた。 
 
この研究の一部は、JBEI を通して DOE の Office of Science から、また Synthetic 

Biology Engineering Research Center (SynBERC) を 通 し て National Science 
Foundation からの承認を得ることで支援を受けている。 
 

JBEIは、DOEのOffice of Scienceによって 2007 年に設立された 3 つのBioenergy 
Research Centers (バイオエネルギー研究センター)の 1 つである。これは、Berkeley Lab
主導の科学研究のパートナーシップであり、Sandia National Laboratories(サンディア国

立研究所)、University of California(カリフォルニア大学)のBerkeley校、Davis校、

Carnegie Institution for Science(カーネギー研究所), Lawrence Livermore National 
Laboratory(ローレンス・リバモア国立研究所) が参加している。DOEのBioenergy 
Research Centers は、基礎的な科学研究のブレイクスルーを追及する分野横断的な、多

くの施設の研究チームを支援している。このような研究は、セルロース系バイオ燃料や、

食料品以外の植物の繊維を原料とした全国レベルでコスト効率に優れたバイオ燃料を生産

するために必要とされている。 
詳細については、以下のサイトを参照のこと。 
www.jbei.org 
 

Lawrence Berkeley National Laboratory（ローレンス・バークレイ国立研究所）は、

持続可能エネルギーの研究を進め、人の健康を守り、新材料を作り、宇宙の起源や終焉を

解明することで、世界的に火急の科学研究課題に取り組んでいる。 
カリフォルニア大学は、DOE の Office of Science に代わり Berkeley Lab のマネージメ

ントを行っている。詳細については、以下のサイトを参照のこと。 
www.lbl.gov. 
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DOE の Office of Science は、物理科学の基礎的研究をサポートする米国で唯一の最大支

援組織であり、現代で最も最優先すべき課題の一部に取り組むべく、研究を行っている。

詳細については、以下のサイトを参照のこと。 
http://science.energy.gov/ 
 
 
追加情報： 
 
Jay Keasling 氏の研究の詳細は、以下のサイトを参照のこと。 
http://keaslinglab.lbl.gov/ 
 
California Institute for Quantitative Biosciences の詳細は、以下のサイトを参照のこと。 
http://qb3.org/ 
 
SynBERC の詳細は、以下のサイトを参照のこと。 
http://www.synberc.org/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
出典：本資料は、Berkeley Labの以下  ”CAD for RNA”の記事を翻訳したものであ

る。http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/12/22/cad-for-rna/ 
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