
(資料 5) 
 
【再生可能エネルギー (バイオマス)】バイオマス ビサボレン 蛋白質三次元結晶構造 
 
仮訳 

 
ビサボレンへの変換の障害をクリア（米国） 

2012 年 1 月 9 日 
 

D2 ディーゼル燃料の生合成代替燃料

として、香料や調味料に使用される化合

物であるテルペンの一種のビサボレンが

有望であるという 近の発見が、グリー

ンエネルギーコミュニティやトラック運

送業界で大変注目されている。米国エネ

ルギー省(DOE: Department of Energy)
所管のバイオエネルギー共同研究所

(JBEI: Joint Bio Energy Institute)の第

2 チームの研究者達は、高度なバイオ燃

料である微生物ベースによるビサボレン

生産の加速の鍵を握るタンパク質の三次

元結晶構造を解明した。 

クリックして拡大画像へ 

JBEI の研究者達は、AgBIS 酵素を解明し、それがセ

スキテルペンのシンターゼで初めて発見された三次

構造である 3 つのへリックスドメインから構成され

ることを発見した。この発見は高度なバイオ燃料や

その他への利用にとって重要なものである。 

 
 JBEIのバイオエンジニアであるPaul Adams氏とJay Keasling 氏は、アメリカオオモミ
注中に存在し、ビサボレンのテルペン直接前駆体であるビサボリンを合成する酵素のタン

パク質結晶構造を解明した。アメリカオオモミのα-ビサボリンシンターゼ(AgBIS) と呼

ばれるこの酵素が微生物に侵入して働きだすと、微生物が単糖をビサボリンに変換するの

を妨げる障害となった。 
「私たちが解明した AgBIS の高分解能構造によって、微生物がより速くビサボリンを作

らせるように酵素の設計変更をすることが可能になるはずです。」と、X 線結晶構造解析の

第一人者である Adams 氏は述べ、こう続ける。「また、処理能力を遅らせるような阻害効

果を獲得し、また、もしかするとビサボレンに似た他種の燃料を生産する酵素を作れるか

もしれません。」 
 
 JBEI の技術部門を率いる Adams 氏は、Cell Press 出版社の Structure 誌に掲載されて

                                                 
注 アメリカオオモミGrand fir(Abies grandis)：アメリカ北西部太平洋岸産の非常に樹高の高いモミで、長く

曲がった枝と深緑色の葉を持つ（出典：http://ejje.weblio.jp/content/abies+grandis） 
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いる本研究の論文の責任著者である。同論文は ”Structure of a Three-Domain 
Sesquiterpene Synthase: A Prospective Target for Advanced Biofuel Production”と題さ

れる。Adams 氏と Keasling 氏の共同著者は Ryan McAndrew 氏、Pamela Peralta-Yhya
氏、Andy DeGiovanni 氏、Jose Pereira 氏、および Masood Hadi 氏である。 
 
 JBEI は、高度なバイオ燃料の商業生産技術を進展させるため DOE の科学局(Office of 
Science) によって設立されたバイオエネルギー研究センター (Bioenergy Research 
Centers) の 3 組織のうちの 1 組織である。JBEI はローレンス・バークレー国立研究所

(Berkeley Lab)が率いる複数機関に渡るパートナーシップであり、カリフォルニア州

Emeryville に本部を置く。 
 

昨年秋、JBEI の研究者達は、ビサボ

レンが米国内で生産できるクリーンでグ

リーンな再生可能エネルギーとして、今

日のディーゼルエンジン用燃料の標準で

ある D2 ディーゼル燃料を代替する新し

く高度なバイオ燃料となる可能性を発見

した。合成生物技術を利用して、単糖か

らビサボリンを作るバクテリアとイース

トの菌株を開発した。ビサボリンはそれ

から水素化されてビサボレンとなる。こ

のことは大変有望視されてはいるが、ビ

サボレンの微生物ベースの生産が商業的

に実現可能となるには、ビサボリンの生

産量を向上させる必要がある。 

クリックして拡大画像へ  
（左から）Andy DeGiovanni 氏、Paul Adams 氏、

Pamela Peralta-Yahya 氏、Ryan McAndrew 氏は、

J ビサボレンバイオ燃料の微生物ベースでの生産に

重要なタンパク質の3次元構造を解明したJBEIのメ

ンバーである。（写真提供：バークレイラボ Roy 
Kaltschmidt）  
「非効率なテルペンシンターゼ酵素が、同酵素により操作された微生物が使用する代謝

経路における障害となっています。」と、初期および現在の JBEI チームの一員である

Peralta-Yahya 氏は述べる。「AgBIS の結晶構造が解明されたので、ビサボリンの生産量

に経済競争力をもたらす触媒効率と安定性を向上させるような遺伝子操作が可能となりま

した。」 
 
 Peralta-Yahya 氏と彼女の同僚研究者らは、AgBIS 酵素が、炭素数が 15 個のテルペン

化合物であるセスキテルペンのシンターゼ中で初めて発見された三次構造である 3 つのへ

リックスドメインから構成されることを発見した。この独特な構造の発見は、Structure
誌の共同筆頭著者である McAndrew 氏が説明するように、いくつかの分野で重要な意味

を持つ。 
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「ジテルペン(炭素数が 20 個のテルペン化合物)と類似している AgBIS の構造を解明した

AgBIS の 3 次元結晶構造の解明は、DOE 科学局のシンクロトロン放射光の国立のユー

「単独のタンパク質、そして異なる阻害因子および共同因子を持つタンパク質と、数種

研究は DOE の科学局により支援された。 

#   #   # 
 

JBEIは、DOEの科学局(Office of Science) によって 2007 年に設立された 3 つの組織の

バ

ことが、あまり良く特性の解っていない酵素の働きへの見識だけでなく、植物中の原型的

な 3 次ドメインのテルペノイドシンターゼが 2 次ドメインのセスキテルペンシンターゼに

成るという、進化遺産(データ)解明の手掛かりを私たちに与えてくれるのです。これらの

酵素は多種の特殊な化学物質を作ることから、テルペノイドシンターゼの構造と働きに関

する私たちの知識をより深めることにより、バイオ燃料だけでなく豊富な実用的用途をも

たらすかもしれません。」 
 
 

ザー施設であり、世界初の第 3 世代ライトソースであるバークレイラボの Advanced Light 
Source (ALS)のタンパク質結晶解析技術により可能となった。JBEI の研究チームは、こ

の研究に Berkeley Center for Structural Biology (BCSB)が運転する 5 つのタンパク質結

晶解析ビームラインのうちの 3 つ、8.2.1、8.2.2.および 5.0.3.を利用した。 
 
 

の結晶に関するデータを収集したので、複数のビームラインを使う必要がありました。」と、

2004 年から 2011 年まで BCSB の所長を務めた Adams 氏は述べる。「また、AgBIS 解明

のために私たちが採った手法には、超偏向ビームラインである 8.2.1 および 8.2.2 で提供さ

れる高流量可変 X 線を必要としました。」 
 
本

 
 

イオエネルギー研究センター(Bioenergy Research Centers)のうちの 1 組織である。

JBEIはバークレー研究所(Berkeley Lab)の率いる科学的パートナーシップであり、これに

はサンディア国立研究所(Sandia National Laboratories)、カリフォルニア大学バークレー

校とデイビス校(University of California campuses of Berkeley and Davis)、カーネギー

研究所(Carnegie Institution for Science)、およびローレンス・リバモア国立研究所

(Lawrence Livermore National Laboratory)が含まれる。DOEのバイオエネルギー研究セ

ンターは、セルロース系バイオ燃料、または非食用植物繊維からのバイオ燃料の、費用対

効果が高く国家レベルでの生産に必要な基本的な科学的ブレイクスルーを探求する多くの

専門分野に渡る複数機関の研究チームをサポートしている。詳しくはウェブサイ

トwww.jbei.orgを参照のこと。 
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ローレンス・バークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の

保護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で も重要とされる科

学的課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、

12 件のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学はDOEの科学局を管理し

ている。詳しくはウェブサイトwww.lbl.govを参照のこと。 
 

 OEの科学局(Office of Science)は、物理化学の基礎研究をサポートする米国における唯D
一の大規模な組織で、現代の も喫緊の課題に取り組んでいる。詳しくはウェブサイ

トscience.energy.gov.を参照のこと。 
 

 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 

典：本資料は米国ローレンス･バークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
 
出

Clearing a Potential Road Block to Bisabolane 
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/01/09/agbis-structure-solved/print/ 
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