
蛋白系バイオマス資源の有価化学品への高効率変換研究開発 
 

 

要旨 

 

 本研究開発は、非化石資源からの化学品の生産、すなわち、“バイオリファイナリーの構

築”を目指して、これまでメタン醗酵以外には有効な利用技術を見出さないでいる余剰汚泥

や畜産廃棄物等の蛋白系バイオマス廃棄物から高効率で有価化学品を製造する新規なバイ

オ変換技術開発研究を行なうことを目的としている。 

本技術開発研究は下記の二つの要素技術工程に関するバイオプロセスの開発を行なうこと

より構成されている。 

１． 蛋白系バイオマスを嫌気性微生物叢により各種低分子有機化合物に分解する前段

「液化工程」技術開発。 

２． 前段工程からの各種低分子有機化合物を有価化学品へ変換するために使用される

微生物（Clostridium kluyveri；自然界からの探索菌および遺伝子工学的手法による

改良菌）を用いた後段「高効率バイオコンバージョン」技術開発。 

 

 以下に、H16 年度実施内容の要約を記すると共に、本年度は３年間の本事業研究の最終

年度にあたり、その成果の概要を記す。 

 

１．前段「液化工程」技術開発 

 

豆腐製造工程から排出される有機性排水の嫌気醗酵で生成する各種混合有機酸からの

後段バイオコンバージョン反応原料となる酢酸やプロピオン酸などの低分子の有機酸への

変換プロセスを構築し、プロセスの性能について検討した。その結果、混合有機酸中のコ

ハク酸からは主としてプロピオン酸が生成され、乳酸、クエン酸からはプロピオン酸と酢

酸が生成することが判明した。 

 蛋白系バイオマスである肉骨粉を原料として有機酸生成プロセスおよびメタン発酵プロ

セスの構築を行い、生成される有機酸の同定およびプロセスの性能について検討を行った。

酸生成プロセスは、希釈率 D = 0.05～0.15 d-1 で安定した運転が行え、希釈率 0.15 d-1 の

条件では供給した肉骨粉の有機成分（VSS）の 65%が分解され、主に酢酸とプロピオン酸

に変換されていた。Ni2+, Co2+を添加しないことで、メタン生成細菌の働きが抑制されたが、

肉骨粉中に Ni2+, Co2+が微量含まれていたため完全には抑制できなかった。一方、メタン

発酵プロセスは希釈率 D = 0.05～0.1 d-1 で安定した運転が行え、供給した肉骨粉の有機性

成分の 70%がメタンおよび CO2 に変換されていた。微生物叢の解析を行った結果、両プロ

セスとも真正細菌が優占していたが、古細菌はメタン発酵プロセスの方が多く存在した。
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古細菌は Methanosaeta 属の酢酸資化性メタン生成古細菌が優占して存在し、真正細菌は

Firmicutes 門に属するものが多く存在した。 

 

２．後段「高効率バイオコンバージョン」技術開発 

 

２．１ 自然界からの Clostridium kluyveri 種探索と長鎖炭素化合物（有価化学品） 

生産研究 

 

 短鎖炭素化合物を発酵基質として用い、発酵産物として長鎖炭素化合物を生産する嫌気

性菌を自然界から分離し、二種の嫌気醗酵に成功した。 

 第一の嫌気醗酵に用いた嫌気性菌は Clostridium kluyveri に属す細菌で、高効率の炭素

収 率 で エ タ ノ ー ル (C2) 、 酢 酸 (C2) か ら カ プ ロ ン 酸 (C6) 、 酪 酸 (C4) を 生 産 し た

（C2+C2→C4,C6）。そこで、分離株の中で最も生産性が高かった K 株をジャーファーメ

ンターを用いて pH 制御下で、NaHCO3 の添加培養をしたところ、飽和濃度(112.4 mM)

を超える濃度のカプロン酸生産が可能になった。炭素数 2 の酢酸、エタノールから炭素数

6 のカプロン酸生産への代謝変換にはじめて成功した。 

 第二の嫌気醗酵では、エタノール(C2)と炭酸(C1)を基質とし、増炭有機酸生産を試みた

（C1＋C2→C3）。供試土壌からエタノールと炭酸から増炭有機酸を生産する株を 2 株分離

した。両菌を 16SｒDNA による同定の結果、分離株 MA‐1 に関しては、Clostridium 
propionicum DSM 1682 と 98%、また分離株 MA‐2 に関しては、Clostridiu glycolicum 

MH 5 と 100%の相同性を有していた。分離株との対照実験を行なうために、Clostridium 
propionicum JCM 1430T、Clostridiu mglycolicum JCM 1401T を用いた。分離株と供試菌

との菌学的性質はすべて一致したが、菌の形状に違いが観察された。これら属種が、エタ

ノールと炭酸を基質とし、プロピオン酸を生産するという報告はないが、MA‐2 株は比較

的良好に生育し、かつ培養 35 時間目にはエタノールを完全に資化し、生育を停止した。

このことから、MA‐2 株の初発エタノール濃度を上げる、もしくは培養中にエタノールを

添加することで、さらに生育の向上および発酵産物生産の向上が期待できるものと推察さ

れた。 

 短鎖炭素化合物を長鎖炭素化合物へと変換する嫌気性菌は自然界に普遍的に存在し、生

物変換システムとしても有用と期待される。今後これらの菌を用いた有用物質生産システ

ムが発展することが望まれる。 

 

２．２ Clostridium kluyveri のゲノム解析 

 

ホールゲノムショットガン法による Clostridium kluyveri のゲノム解読は、昨年度のホ

ールゲノムショットガンフェーズに続いて、フィニッシングフェーズに移行し、3,893,029 
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bp（GC 含量 32%）の環状染色体配列、および、59,184 bp の環状プラスミド配列を得て

終了した（完全解読）。 

近縁種との染色体ゲノム DNA 配列の比較では、Clostridium acetobutylicum と、

Clostridium tetani と比較的配列が似ていることが示唆された。遺伝子予測の結果、3307

個の遺伝子（染色体：3251 個、プラスミド：56 個）の蛋白質コード遺伝子が予測された。

機能未知遺伝子は全体の約 30%で、エネルギー生産、アミノ酸輸送・代謝関連遺伝子が数

多く存在、逆に、糖輸送・代謝関連遺伝子が少ないことが特徴であった。アセトンブタノ

ール発酵で用いられる Clostridium acetobutylicum と比較することにより、アルコール・

アルデヒドデヒドロゲナーゼやピルビン酸を代謝する酵素遺伝子が顕著に多いことが明ら

かとなった。 

全ゲノム配列を用いた遺伝子予測、機能解析の結果に基づいて C. kluyveri の代謝解析

を行った。C. kluyveri は糖を代謝しないが、解糖系酵素遺伝子はコードされていた。ま

た、他の Clostridium 属細菌より、TCA サイクルを構成する遺伝子が多く、ピルビン酸の

代謝酵素も多様であった。C2 化合物からの、酪酸、カプロン酸、その他の化合物生産の

ための代謝経路を検討し、酵素遺伝子を同定した。これらの解析の結果より、酪酸のみ、

カプロン酸のみを選択的に生産するための代謝設計（遺伝子組み換え案）の提示を行った。

同時に、酪酸、カプロン酸以外の化合物（アスパラギン酸等）の生産のための代謝設計を

示した。短鎖炭素化合物からの多様な有価化合物生産の可能性を示したことで、蛋白系バ

イオマスからの有価化合物の高効率生産のためのバイオプロセス開発に必要な基盤情報を

得ることができた。 

 

 

【３年間の本事業研究の成果概要】 

 

１． 前段「液化工程」技術開発 

 ・ モデル蛋白バイオマスとして BSA（牛血清アルブミン）を用いた液化工程反応基礎

解析研究により、液化反応の高効率化には微量金属（Ni２+、Co2+）制限反応法が極

めて有効であることを見出した。 

 ・ 上記知見を基に、実蛋白系バイオマス（余剰汚泥、フェザーミール、肉骨粉、豆乳

排水）の液化反応においても目標の液化変換率（50％）を達成した。 

 ・ 液化反応において機能する微生物叢の菌叢解析を行なうことにより、より効率的な

微生物集団叢構築なための基礎知見を得た。 

 

２． 後段「高効率バイオコンバージョン」技術開発 
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２．１ Clostridium kluyveri 種探索とその長鎖炭素化合物生産（増炭反応） 

 ・ 自然界より、短鎖炭素化合物（酢酸/エタノール）から長鎖炭素化合物（酪酸、カプ

ロン酸）への変換機能が優れた Clost idium kluyveri 変異株を探索し、その反応

解析を行なった。同時に、別種の（エタノール／炭酸）→プロピオン酸変換微生物

も探索及び同定。 

r

 

２．２ Clostridium kluyveri のゲノム解読 

 ・ Clostridium kluyveri NBRC12016 株のゲノム完全解読を終了した。 

（環状染色体配列：3,893,029ｂｐ、環状プラスミド配列：59,184ｂｐ） 

 ・ 本ゲノム遺伝子の特徴は、エネルギー生産、アミノ酸輸送・代謝関連遺伝子が相対

的に多く存在し、糖輸送・代謝関連遺伝子が少ないことである。 

 ・ 本遺伝子情報に基づき、酪酸、カプロン酸そしてアスパラギン酸等に関する選択的

生成のための代謝経路設計を行なった。 

 

１，２の研究成果は本バイオプロセス開発の具体的着手のための有用な基礎知見となるも

のである。 
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Research and Development of a Highly Efficient Bioprocess for Production of 
Valuable Chemicals from Protein- containing Biomass and Organic Waste 
 
 
Summary 
 

  The purpose of this R&D is to carry out bio-chemical production from non-fossil 

resources, in other words, to realize the “biorefinery concept”. We seek to develop novel 

bioconversion techniques in order to produce valuable chemicals from 

protein-containing waste biomass at high efficiency. To this date, the only effective 

usage for protein-containing biomass such as surplus sludge and livestock waste has 

been methane fermentation. 

  The focus of this project is to develop a novel bioprocess for the following two key 

techniques: 

１．Developing the “liquefaction process,” a process which precedes the degradation of 

protein-containing waste biomass into low-molecular-weight compounds by 

anaerobic microbial flora  

２． Developing a “highly efficient bioconversion” technique using microorganism 

(Clostridium kluyveri screened in the natural world or modified by metabolic 

engineering) to convert low-molecular-weight organic compounds which were 

obtained from the preceding process into valuable chemicals.  

 

  Since this fiscal year will be the final year of this 3 years project, the overall 

achievements of this project will be reported together with the research activities of 

FY2004.  

 

 

[Main achievements of this 3 years project] 

 

１．Developing the “liquefaction process” (first step) 

 

 By basic analyses on the liquefaction process reaction which uses BSA (Bovine 

Serum Albumin) as model protein-containing biomass, we have found that the 

trace metal (Ni2+, Co2+) restriction reaction method is extremely effective for 

carrying out the liquefaction process at high efficiency.  

 Based on the above-mentioned knowledge, the targeted liquefaction conversion 
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yield (50%) was attained with actual protein-containing biomass (surplus sludge,   

feather meal, meat-and-bone meal, and soymilk drainage).  

 By analyzing microbial flora that function during the liquefaction reaction, basic 

knowledge needed for the creation of a more efficient microbe was obtained.  

 

２．Developing a “highly efficient bioconversion” (second step) 

 

２ ． １  Investigating the Clostridium kluyveri species and long-chained carbon 

compound production (increasing of carbon number) 

 

 After investigating natural mutants of Clostridium kluyveri which have superior 

conversion abilities of short-chained carbon compound (acetic acid/ethanol) to 

long-chained carbon compound (butric acid & caproic acid), we analyzed the 

reaction process. At the same time, different microbes that convert (ethanol/ 

carbonic acid) into propionic acid were identified. 

 

２．２ Deciphering the Clostridium kluyveri genome  

 

 We have fully deciphered the genome sequence (100%) of the Clostridium 
kluyveri NBRC12016 strain (circular chromosome sequence: 3,893,029bp, circle 

plasmid sequence: 59,184 bp)  

 A characteristic feature of this genome is that the number of  genes related with 

energy production, amino acid transportation, and metabolism respectively are 

relatively high while there are few sugar transport/metabolic genes.  

 Using the obtained genetic information, we could designe a metabolic pathway 

for the   selective production of butyric acid, caproic acid, asparagine acid, etc. 

 The research achievements of 1 and 2 serve as useful basic knowledge for the 

further development of the aimed bioprocess. 

 

 

Chapter 1 “Development of a highly efficient liquefaction technology for protein- 
containing biomass resources and production technology for organic acid” 
 
  Anaerobic mesophilic and thermophilic continuous acidification processes from 

aliphatic acids, such as succinate, lactate and citrate, were constructed.  At an HRT of 

1.0 d, succinate was effectively converted to propionate.  The main products from 
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lactate and citrate were propionate and acetate. 

  Anaerobic mesophilic continuous acidification and methane fermentation 

processes from meat-and-bone meal were constructed.  The maximum dilution rate for 

the acidification process was 0.15 d-1.  The VSS digestion efficiency was 65% and the 

main products were acetate and propionate.  The maximum dilution rate for the 

methane fermentation process was 0.1 d-1.  The VSS digestion efficiency was 70% and 

the main products were methane and carbon dioxide.  Microbial community analyses 

revealed that microorganisms belonging to the domain Bacteria were dominant in both 

processes.  The number of archaeal cells was larger in methane fermentation process 

than that in acidification process.  In the domain Archaea, cells affiliated with the 

genus Methanosaeta, the aceticlastic methanogen, were dominant in both processes.  

In the domain Bacteria, cells affiliated with the phylum Firmicutes were dominant in 

both processes.   

 
 
Chapter 2 “Long-chain carbon compounds production in Clostridium  species”  

 
  Our research has been succeeded in identifying two distinct bacteria species that 

both produce long-chain carbon compounds from short-chain carbon compounds. One is 

three C. kluyveri specie’s strains produce butyrate (C4) and caproate (C6) from acetate 

(C2) and ethanol (C2). Another is two peculiar strains (C. propionicum and C. 
glycolicum species) produce propionate (C3) in presence of carbonate (C1) and ethanol 

(C2). We presented these characteristic studies of unique strains and examined each 

optimal yield of carbon compounds. 

  First of all, K strain, one of C. kluyveri homology’s species, showed a higher 

productivity among isolated ones. The strain was cultured in  pH controled and 

NaHCO3 added jar fermentor. The result was that the strain produced 112.4 mM of 

caproate production, whose concentration was resulted in saturation point. We 

succeeded first time in enabling metabolism-transformation from acetone (C2) and 

ethanol (C2), short-chain carbon compounds, to caproate (C6), long-chain carbon 

compounds. 

  Secondary, we also isolated unique bacteria that produce propionate (C3) in 

presence of carbonate (C1) and ethanol (C2) conditions. 16S rDNA sequence data 

analysis identified two peculiar strains, which are characterized as MA-1 showed 98% 

homology to C. propionicum JCM1430T, and MA-2 showed 96% homology to C. 
glycolicum JCM1401T. Since these species have not been discussed previously as 
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species producing propionate, our research is regarded highly in ways that isolated 

MA-1 and MA-2, and control strains have their unique characteristics. In comparison 

with strain’s productivities, the strain MA-2 has a higher potential of utilizing ethanol 

consumption to produce propionate. 

  We will review culturing methodologies for maximizing the growth yields and the 

fermentation productivities of these isolated strains.  

 
 
Chapter 3 “Genome sequence of Clostridium kluyveri”  
 
  Clostridium kluyveri is an anaerobic soil bacterium that ferments ethanol in the 

presence of acetate to form butyrate and caproate. Genome sequencing of C. kluyveri 
was conducted by using a whole genome shotgun method. In a “finishing phase” after 

the “shotgun phase”, we filled the gaps between the contigs using PCR, primer-walking 

and other methods. After assembling approximately 72,000 reads, we successfully 

obtained the complete genome sequence including a circular chromosome (3,893,023 bp 

with 3251 protein coding genes) and a plasmid (59,184 bp with 56 protein coding 

genes). The chromosome encodes 7 rRNA clusters and 61 tRNAs. GC content is 32.0%, 

which is similar to those of genome-sequenced Clostridium strains (C. acetobutylicum, 

C. perfringens, C.tetani). 
  Based on functional classification of C. kluyveri genes, it was found that C. 
kluyveri encodes much more genes related to “Energy production and conversion” and 

“Amino acid transport and metabolism” than other 3 Clostridium strains. Compared 

with C. acetobutylicum, it is especially characteristic that C. kluyveri possseses many 

alcohol/aldehyde dehydrogenases, many nitrogenases, citrate synthase and fumarete 

reductase.  

  We constructed a hundred of metabolic pathway maps of C. kluyveri. C. kluyveri 
encodes glycolytic pathway, partly-deficient TCA cycle and a variety of genes to 

metabolize pyruvate. We also estimated the genes related to the formation of butyrate 

and caproate from ethanol and acetate. Based on these metabolic pathway analysises, 

we proposed gene disruption from C. kluyveri genome to produce butyrate or caproate 

selectively from ethnaol and acetate. We also designed the metabolic pathways to 

produce other products like asparate from ethanol. These finding will provide helpful 

information to develop bio-processes to convert short-chain chemicals to long-chain 

compounds and to realize efficient bio-conversion of protein-derived biomass. 
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