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【再生可能エネルギー（バイオマス）】脂肪酸 バイオリアクター 代謝経路 
 
仮訳 

 
新たな合成生物技術により 

微生物によるディーゼル燃料生産量が増加（米国） 
バイオエネルギー共同研究所、代謝経路の制御を行う動的システムを開発 

 
 米国エネルギー省(DOE)のバイオエ

ネルギー共同研究所(JBEI)の研究者

が開発した新たな合成生物技術により、

微生物によるクリーンで環境に優しく

再生可能なバイオディーゼル燃料の生

産注1において、目覚ましい進展が達成

された。この新たな技術－dynamic 
sensor-regulator system：DSRS (動的

センサー制御システム)と称される－

は、脂肪酸ベースの燃料や化学品が生

産される際に、微生物内の代謝の変化

を感知し、その生産に影響する遺伝子

の発現を制御することが可能である。

ある実証では、微生物によるグルコースからのバイオディーゼル生産において、3 倍増と

いう結果を出した。 
 
 「DSRS は、微生物がバイオリアクター内に存在する間、脂肪酸ベースの燃料や化学品

の生産向上に向けて代謝経路を動的に制御できる合成システムとしては 初の実例であり、

驚異的かつ強力な新たなツールである。」と語るのは、本研究を主導した JBEI 所長で、合

成生物学における世界的な研究者の 1 人でもある Jay Keasling 氏である。 
 
ローレンス･バークレー国立研究所(バークレー研究所)生物科学担当の副所長でもある

Keasling 氏は、『Nature Biotechnology』誌に掲載された本研究に関する論文の責任執筆

者である。本論文のタイトルは、「Design of a dynamic sensor-regulator system for 
production of FAbased chemicals and fuels(脂肪酸ベースの化学品および燃料の生産に向

けた動的センサー制御システムの設計)」である。共同執筆者には、Keasling 氏が指導す

                                                 
注1 訳者注：厳密には、細胞で物質が合成･生成されることを「産生」といい、「生産」と区別した専門用語で

あるが、本訳文では多くの者への理解目的から「生産」と表現する。 
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るJBEIのFuels Synthesis Division(燃料合成部)所属のFuzhong Zhang氏、およびJames 
Carothers 氏がいる。 
 
 再生可能で、環境に優しい方法で生産される新たな輸送燃料の必要性は、かつてないほ

ど高まっている。科学の研究では、植物バイオマス由来の液体燃料をコスト効率良く商業

生産できる方法が発見されれば、 良の化石燃料代替物の 1 つとなるということが一貫し

て主張されてきている。この目標を達成するための中心的な研究活動において、脂肪酸－

「自然の石油」と呼ばれる植物細胞の中にある高エネルギー分子－が注目されている。脂

肪酸は現在、バイオ燃料だけでなく、界面活性剤、溶剤、そして潤滑剤といった広範囲に

わたる主要な化学品の原材料として役だっている。 
 

 『Nature Biology』誌の主執筆者である

Zhang 氏は、次のように語る。「微生物によ

る脂肪酸からの燃料や化学品の生産は、化学

合成と比較して、より地球環境に優しく持続

可能な代替方法である。しかし、微生物によ

る化学品生産において、特にバイオ燃料や大

量に生産する低価格な化学品と採算が合うよ

うにするには、高い生産性、力価、そして収

率が不可欠である。」 

バイオエネルギー共同研究所 (JBEI)の Jay
Keasling 氏と Fuzhong Zhang 氏は、JBEI の

James Carothers 氏が開発した動的センサー制

御システムを使用し、微生物によるグルコースか

らのバイオディーゼル燃料生産を 3 倍増とした。

（写真：バークレー研究所 Roy Kaltschmidt 氏）

 
 微生物による脂肪酸ベースの化学品生産を

阻害するものは、合成物生成中の代謝の不安

定さである。 
 
 Zhang 氏は次のように語る。「低すぎる濃

度の経路遺伝子の発現は、バイオ合成経路に

障壁を生み出してしまう。一方で、高すぎる

濃度での発現は、リソース細胞を望まれる化

学物質に供されずに、不要な酵素や中間代謝

物の生産に流用されてしまう。さらに、これ

らの酵素や中間代謝物が蓄積すると、微生物

に有毒な作用を及ぼし、収率や生産性を低下

させてしまう可能性がある。」 
 
 合成バイオロジーのツールを使うに当たり、この難問に対処するため開発された戦略が

いくつかあったが、こういった従来の戦略は遺伝子発現レベルを静的に制御するだけであ

る。 
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 「遺伝子発現の制御システムがバイオリアクター内の特定の条件に適合され、その条件

が変化すると、制御システムは反応できなくなり、結果として合成に不具合をもたらす。」

と Zhang 氏は語る。 
 
 DSRS は、遺伝子操作された経路の中で鍵となる中間代謝物を感知することによって、

合成中にバイオリアクター内の微生物の代謝状態に対応する。その後、バイオリアクター

内で条件が変化しても、 大限の生産性に向けて経路を 適化する水準や比率でこれらの

供給を可能とするように、DSRS がこれらの中間物の生産や消費を管理する遺伝子を制御

する。 
 
 「自然は、バイオ合成中間体の感知に使用されるセンサーを発達させてきた。しかし、

自然に発生するレギュレーターは、遺伝子操作した経路を規制するのにはおおよそ十分で

はない。というのは、これらのレギュレーターは大量の化学品を生産するよりむしろ、宿

主の生存を支えるために発展を遂げてきたものだからだ。」と、Zhang 氏は語る。 
 

DSRS を創り出すため、Zhang 氏、Keasling 氏、そして Carothers 氏は、グルコース

から直接ディーゼル燃料を生成するよう JBEI で遺伝子操作された大腸菌バクテリアの株

に注目をした。大腸菌は十分に研究された微生物であり、脂肪酸を合成する自然の能力や、

遺伝子操作に例外的に従順な点からも、バイオ燃料研究の理想的な対象である。JBEI 研

究者は 新の研究で、ディーゼル燃料のバイオ合成経路において鍵となる中間代謝物－脂

肪酸アシル CoA－のためのバイオセンサーを初めて開発した。そして次に、細胞内のアシ

ル CoA レベルに応じて特定の遺伝子の発現を促進するプロモーター(DNA の一部)を開発

した。これらの合成プロモーターは、脂肪酸と「IPTG」として知られる誘導因子が共に

存在する時にのみ、完全に活性化する。 
 
 Zhang 氏はこう語る。「生成物の生産歩留まりを 大化するように厳重に調節された代

謝経路において、プロモーターから漏れ出る遺伝子の発現を排除することが不可欠である。

我々の合成プロモーターは、IPTG によって誘導されるまで抑制されており、また誘導レ

ベルは脂肪酸/アシル CoA レベルによって自動的に調整されることから、バイオディーゼ

ル燃料や他の脂肪酸ベース化学品の生産を制御するのに、すぐにでも使用可能である。」 
 
バイオディーゼル燃料を生産する大腸菌株に DSRS を導入することで、株の安定性が向

上し、燃料の収率は 3 倍となり、理論上の 大値が 28%に達した。技術がなお一層改良さ

れることで、収率はさらに高くなるはずである。また、DSRS は脂肪酸ベースおよびその

他の化学品の微生物生産にも適用できる。 
 

Zhang 氏はこう語る。「多数の自然のセンサーが利用可能なことを考えると、DSRS 戦

略は、多くのバイオ合成経路にまで拡張が可能であり、それにより新陳代謝を平衡させ、
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生産力価や収率を増加し、生産宿主を安定させる。自然のセンサーが利用可能か否かに関

係なく、代謝経路を動的に調整することがいつの日か可能となり、微生物による化学品や

燃料の生産を商業規模で競争力のあるものにする。」 
 
 本研究は DOE 科学局から一部支援を受けたほか、Synthetic Biology Engineering 
Research Center (SynBERC)を通じて、全米科学財団(National Science Foundation)から

も支援を受けた。 
 

#  #  # 
 
 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。 
 
 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 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、13 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。 
 
 DOE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

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。 
 
追加情報 

JBEIに関する更なる情報は、ホームページを参照 www.jbei.org 
 
SynBERCに関する更なる情報は、ホームページを参照 http://www.synberc.org/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
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出典：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。 
“New Synthetic Biology Technique Boosts Microbial Production of Diesel Fuel” 
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/03/26/dsrs-boosts-microbial-production-o
f-diesel-fuel/ 
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