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要  約 

 

 

本研究開発は、プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発事業の一テーマと

して、経済産業省からの資金をもとに、財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）が主

体で実施するものである。 

バイオマスは再生可能な資源であり、それらを有効に活用することによって、経済社会

システムの中に炭素循環を組み入れることが出来る。本研究開発では、微生物集団系によ

りバイオマスからアルコール、乳酸等の有用物質を高効率で生産できる手法を開発するこ

とを目標としており、現行石油原料より生産されている化学品の本手法による原料転換は

非常に大きなCO2削減効果をもたらす。 

今日に至るまで、有機性化合物のバイオ変換はその殆どが単一の微生物種またはその改

良株を用い、殺菌された培地で機能を発現させることによって為されてきた。しかし、現

実の自然界に於ける有機性廃棄物分解は多数の微生物の協同作用により効率的・相乗的に

行われている。 

人為的に、微生物集団により有機性廃棄物を分解・利用する際に解決すべき現時点の課

題としては、１）微生物集団系の中でどのような微生物種がどのように協同的に機能を果

たしているかの解明が不十分であり、遺伝子操作等の最新のバイオテクノロジー技術の利

用が困難である。２）集団としての微生物機能発現システムの制御方法が確立していない

ため、有用生産物の高選択的高生産性技術の確立が困難である。等が考えられる。 

本研究開発における実施項目は、以下の 4項目である。 

(1) 各種バイオマス分解に適応した新規微生物集団の創製と機能解析 

(2) 微生物集団の再構成系の構築 

(3) 有用物質生産微生物の育種と創製微生物集団への固定化 

(4) 創製微生物集団のバイオマス分解システムの最適化 

 

本成果報告書は、平成１６年度に実施した研究の成果についてまとめたものである。以

下に内容を要約する。 

 

第 1 章は、緒言である。 

 

第 2 章では、ソフトバイオマス（稲わら）分解微生物集団の創製と機能解析について成果

をまとめた。 

当該微生物集団から新たに Clostridium sp. FG4 株を分離した。FG4 株にセルロース分解

性はなく、オリゴ糖利用性が確認された。また稲わら表面にセルロース分解細菌である CSK1

株に加え、FG4 株も付着している様子が観察された。 
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当該微生物集団の稲わら分解を酵素化学的に解析し、セルラーゼやキシラナーゼが高発

現している他、リグノセルロースの分解過程で補助的に作用すると考えられるアラビノフ

ラノシダーゼ、フェルラ酸エステラーゼ活性が検出された。またセルラーゼおよびキシラ

ナーゼ活性は CSK1 株以外の単離株からも検出されたが、集団中では CSK1 株由来の酵素が

主に発現していた。これら酵素の発現量は CSK1 株の純粋培養時に比べ集団中で非常に高く

なっていたが、その要因として CSK1 株の生育促進だけでなく、一細胞当たりの発現量の増

大も示唆された。さらに CSK1 株の純粋培養ではセルロース分解によって生じたオリゴ糖が

蓄積するのに対し、集団中ではオリゴ糖濃度が低く抑えられていた。当該微生物集団の稲

わら以外のリグノセルロースに対する分解速度を評価したところ芝草に対しても高い分解

活性を示した。 

 

第 3 章では、微生物集団の再構成系の構築について成果をまとめた。 

４種混合培養系（CSK1 株＋M1-3 株＋M1-5 株＋M1-6 株）は、元の微生物集団と同等のセ

ルロース分解活性を示した。CSK1 株と共存する非セルロース分解細菌の役割として、培養

液の嫌気化、pH 調整、セルロース分解産物の消費が示唆され、これらの働きにより CSK1 株

によるセルロース分解が促進されていると考えられた。ただし継代培養を 35 回以上繰り返

すと、分解性は変わらず維持されたのに対し、構成細菌の一種が消失した。元の微生物集

団のように微生物集団構造についても高い安定性を示す集団を再構成するためには、さら

に細菌の組合せを検討する必要がある。 

 

 

第 4章では、創製微生物集団のバイオマス分解システムの最適化について成果をまとめた。 

該稲わら分解微生物集団に固定し、有用物質を生産させる目的で、コリネ型細菌を遺伝的に

改変し、エタノールの選択的生産を目指した。ピルビン酸デヒドロゲナーゼ(PDC)とアルコー

ルデヒドロゲナーゼ(ALD)遺伝子導入株を作成し、エタノールをグルコースから効率的生産さ

せることが出来た。このエタノール生産株を、稲わら分解微生物集団に導入して生成物の経時

変化を調べた。その結果、エタノールや有機酸の増加が見られた。また、導入したコリネ菌の

定着状態についても評価を行った。 

 

第５章では、本プログラム研究一年目（平成 16 年度）の成果をまとめるとともに、今後の

課題について記した。 
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Research and Development of an Innovative Bioprocess: 

Establishment of Microbial Community System 

 

Summary 

 

Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE) is running this 

project as one of themes for “the Programmed Methods CO2 Fixation and Effective 

Utilization Technology Development” which supported by the Ministry of Economy,  

Trade and Industry (METI). 

 

Chapter 1: Introduction 

 

Chapter 2: Construction and analyses of microbial community degrading soft-biomass 

(rice straw) 

Clostridium sp. FG4 was isolated from the microbial community. Strain FG4 utilized 

oligosaccharide but not cellulose. Strain FG4 and a cellulolytic bacterium, strain 

CSK1 adhered to the rice straw.  In addition to cellulase and xylanase, 

arabinofranosidase and ferulic acid esterase were detected in culture supernatant 

of the microbial community. Zymogram analyses of cellulase and xylanase indicated 

that these enzymes produced in the microbial community were derived from strain CSK1. 

These enzymatic activities in the microbial community were higher than those in the 

pure culture of strain CSK1. The growth of strain CSK1 was accelerated in the community. 

In addition, strain CSK1 in the community would increase the enzyme expression level. 

Consumption of oligosaccharide by non-cellulolytic bacteria possibly affected the 

growth and enzyme expression of strain CSK1. 

The microbial community degraded turf grass as well as rice straw. 

 

Chapter 3: Reconstruction of the microbial community 

A four-strains-mixed-culture consisting of strain CSK1 and aerobic isolates had high 

cellulose degradation capability compared to that of the original microflora. 

Comparison of the cellulose degradation processes of the pure culture of strain CSK1 

and the mixed-culture indicated that the non-cellulolytic bacteria contribute to 

cellulose degradation by supplying anaerobic environment, neutralizing pH, and by 
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consuming metabolites. More than 35 times of subcultures did not affect the 

cellulose-degradation efficiency but lost one of the members.  

 

Chapter 4:  Optimization of the microbe community system adapted for biomass 

decomposition 

To produce valuable chemicals such as ethanol from rice straw, a recombinant 

corynebacterium (strain R) was constructed by introducing PDC and ALD genes into the 

strain. After cultivation of the strain, it was introduced into the microbial 

community for straw decomposition, and production of chemicals such as alcohols and 

organic acids organic was investigated. Consequently, the increase in ethanol, acetic 

acid, etc. was found in the straw decomposition solution. Evaluation was also 

performed about the fixability of the introduced strain to the microbe community. 

 

Chapter 5: Conclusions and Future Plans 
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第1章 緒言 
 
１．１ 目的 
 
  1997年 12月の気候変動枠組み条約第 3回締約国会議（COP３）において採択された
京都議定書が 2005年２月に発効した。地球温暖化問題の解決のため、温室ガス排出目標を
短期的かつ緊急に達成することに加え、より長期的に渡って排出減を実行していくことが

不可欠である。このため、地球温暖化に最も影響を及ぼす二酸化炭素を固定化、有効利用

する技術開発が求められている。 
 バイオマスは再生可能な資源であり、それらを有効に活用することによって、経済社会

システムの中に炭素循環を組み入れることが出来る。本研究開発では、微生物集団系によ

りバイオマスからアルコール、乳酸等の有用物質を高効率で生産できる手法を開発するこ

とを目標としており、現行石油原料より生産されている化学品の本手法による原料転換は

非常に大きなCO2削減効果をもたらす。 
 
 
１．２ 背景と課題 
 

1.2.1 背景 
 
今日に至るまで、有機性化合物のバイオ変換はその殆どが単一の微生物種またはその改

良株を用い、殺菌された培地で機能を発現させることによって為されてきた。しかし、現

実の自然界に於ける有機性廃棄物分解は多数の微生物の協同作用により効率的・相乗的に

行われている。 
このような微生物集団による有機性廃棄物の分解・利用は、 
１）多様な各種微生物の機能を総合して利用できるので、多様な基質（バイオマス）に

対応でき、有機性廃棄物のような多様な化合物からなるソフトバイオマスやリグノセル

ロース系ハードバイオマスの分解に非常に有力な方法となる。 
２）このような分解微生物集団へ有用物質生産菌を付与し、微生物集団を人為的に再構

成すれば、従来のバイオマス変換技術での技術的・経済的課題の多い分解前処理工程が

不要となり、殺菌処理も不要となるので、非常にシンプルな合理化バイオ変換プロセス

が構築できる。 
等の利点がある。 
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1.2.2 課題 
 
人為的に、微生物集団により有機性廃棄物を分解・利用する際に解決すべき現時点の課

題としては、 
１）微生物集団系の中でどのような微生物種がどのように協同的に機能を果たしている

かの解明が不十分であり、遺伝子操作等の最新のバイオテクノロジー技術の利用が困難

である。 
２）集団としての微生物機能発現システムの制御方法が確立していないため、有用生産

物の高選択的高生産性技術の確立が困難である。 
等が考えられる。 
 
 
１．３ 実施項目 
 
本研究開発における実施項目は、以下の 4項目である。 

(1) ソフトバイオマス分解に適応した新規微生物集団の創製と機能解析 
(2) 微生物集団の再構成系の構築 
(3) 有用物質生産微生物の育種と創製微生物集団への固定化 
(4) 創製微生物集団のソフトバイオマス分解システムの最適化 

 
以下に各項目ごとの実施内容について記述する。 

(1) 各種バイオマス分解に適応した新規微生物集団の創製と機能解析 
基礎解析研究が進んでいる稲わらの解析結果を基に、ソフトバイオマスに適応した、

安定かつ効率的な新規バイオマス分解微生物集団を創製する。すなわち、該稲わら分解

微生物集団への各バイオマスに対応したセルロース分解能を有する既知微生物の導入、

あるいは新たに自然界からの微生物集団の単離・取得により、新規バイオマス分解微生

物集団の創製を行う。これまでに単離した稲わらの微生物集団分解系では、数十回にわ

たる植え継ぎ（１年以上の繰り返し）や－８０℃で微生物集団を凍結保存しても分解活

性が保持されるという高い安定性と、５０℃、約１週間の静置培養で培養液１００ｍＬ

中の１０ｇの乾燥稲わらが分解消失するという高速分解能力を示している。創製した各

種バイオマスに適応した微生物集団に関しても、上記稲わら分解微生物集団の性能に相

当する安定性と高速分解能を目指す。 
また、該微生物集団中の各微生物種のソフトバイオマス分解能・有用物質生成能等に

関する微生物機能を解析すると共に、ソフトバイオマス分解工程における各微生物間の

増殖・共生等に関わる相互関係を明らかにする。 
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(2)  微生物集団の再構成系の構築 
該新規微生物集団に関して、バイオマス分解活性を低下させず、可能なかぎり単純な

構成よりなる微生物集団の再構成系を構築する。すなわち、稲わら分解微生物集団を例

にとると、上記研究項目に記したように、微生物集団より個々の微生物を単離し、セル

ロース分解活性や有用物質生産能等の生物機能を明らかにした微生物種を一つずつ組み

合わせていき、元の微生物集団と変わらない稲わら分解速度と安定性を保持し、しかも

できる限り少ない種類よりなる微生物集団の再構成系を確立する。これにより、集団中

の個々の微生物の増殖変化・生物的役割分担等を明確にすることができる。 
(3)  有用物質生産微生物の育種と創製微生物集団への固定化 
有用物質生産を例えばアルコール・乳酸等に集約させた微生物を遺伝子組換え手法等

により別途育種する。これまで RITE 微生物研究グループでは、ゲノム解析・プロテオ
ミクス解析・ＤＮＡチップ解析等の解析技術と高効率遺伝子導入法、ゲノムレベルでの

代謝工学的改変技術等の最新遺伝子組換え技術を駆使して、コリネ型細菌や大腸菌等に

よる乳酸・コハク酸・エタノール・水素の高生産システムの構築において優れた成果を

得ている。しかしながら、一般的に、微生物集団に外部から既知の実験室において構築

した微生物を導入・共存させることは、各微生物によって増殖最適条件（系内のｐＨ・

温度等）が異なること、利用炭素源が異なること、増殖阻害を示す物質を他の微生物が

分泌すること等の問題から非常に困難である。これらの課題を解決するため、有用物質

生産微生物の遺伝子組換え改良を進める、あるいは、遺伝子組換えホストとなる微生物

を変更する等の手法により、上記創製微生物集団へ導入するための改良有用物質生産遺

伝子組換え微生物の創製を行う。 
さらに該育種微生物を、創製されたソフトバイオマス分解微生物集団に安定に固定化

し、高選択・高効率に有用物質生産を行う改良型微生物集団へと人為的に再構成する。

すなわち、改良有用物質生産遺伝子組換え微生物を実際に各種ソフトバイオマス分解微

生物集団に導入し、その微生物叢の変化をバイオマス分解活性と有用物質生産性等を指

標として解析し、導入微生物が安定に固定化保持されるかを調べる。また、繰り返し植

え継ぎを行いその安定性を解析する。 
 
(4)  創製微生物集団のバイオマス分解システムの最適化 
システムを最適化し、バイオマスからの有用生産物への無前処理（無殺菌）バイオ変

換法基盤技術を確立する。すなわち、上記研究項目において創製した新規ソフトバイオ

マス分解微生物集団に関して、pH・温度・嫌気度等の培養・反応条件、殺菌処理必要性
の有無、実用化を想定したスケールアップと保存条件の検討等を行う。この結果より、

微生物機能発現システムの制御方法を確立する。また、該微生物集団内の個々の微生物

を遺伝子組換えにより、バイオマス分解能及び有用物質生産能等の生物的機能増強の可

能性に関しても検討する。 
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これら 4項目のうち、平成 16年度は(1)～(4)について実施した。 

 
 

 
１．４ 実施体制 
 
 1.4.1 研究開発実施体制 
 

RITE研究所 

微生物研究グループ 
東京大学大学院 

農学生命科学研究科

研究企画グループ プログラム研究チーム 

教授：五十嵐 泰夫

他２名 
他１０名 

所長：茅 陽一 

副所長：木村 邦夫 

委託 

東京大学 
生産技術研究所 

 
 
 
 
 
 
 
 教授：五十嵐 泰夫

他２名  
 
 
 

TL：高木 正人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL：岡
ＧＬ：湯川 英明 
村 繁寛 
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担当：矢口 時也 



 

 
 
 
 1.4.2 実施担当者 
 
業務管理者 微生物研究グループ・グループリーダー 湯川 英明 

氏 名 所属・役職 担当事業内容 

登録研究員 

 
湯川 英明 
 
 
乾 将行 
 
 
横山 益造 
 
 
射場 毅 
 
 
木原 誠 
 
 
稲富 健一 
 
 
篠田 吉史 
 
 
川口 秀夫 
 
 
沖野 祥平 
 
 
須田 雅子 
 
 
塚本 周平 
 

 
微生物研究グループ・グ
ループリーダー 
 
微生物研究グループ・主
任研究員 
 
同上・同上 
 
 
同上・同上 
 
 
同上・同上 
 
 
同上・同上 
 
 
微生物研究グループ・研
究員 
 
同上・同上 
 
 
同上・同上 
 
 
同上・同上 
 
 
同上・同上 

 
研究総括 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
1. 
 
 
1.
 
 
2. 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
3. 

1.  稲わら分解微生物集団の創製と機能解析 
2.  微生物集団の再構成系の構築 
3.  有用物質生産微生物の育種 
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【委託先】 

委託先名 東京大学大学院農学生命科学研究科 

業務管理者 教授  五十嵐 泰夫 

経理責任者 東京大学農学系経理課長 最首 八重子 

東京大学大学院農学生命科学研究科 
〒１１３－８６５７     東京都文京区弥生１－１－１ 
（最寄り駅：営団地下鉄 南北線 東大前駅 ） 
氏 名 所属・役職 担当事業内容 

主な研究実施

場所及び 
登録研究員 

五十嵐 泰夫 
 
新井 博之 
 
加藤 創一郎 

応用生命工学専攻・応用微生物

学研究室 教授 
応用生命工学専攻・応用微生物

学研究室 助手 
応用生命工学専攻・応用微生物

学研究室 博士課程 2年 

研究統括 
 
2. 
 
2. 

委託先名 東京大学生産技術研究所千葉実験所 

業務管理者 教授  五十嵐 泰夫 

経理責任者 東京大学農学系経理課長 最首 八重子 

東京大学生産技術研究所千葉実験所 
              バイオマスリファイナリー研究室 
〒２６３－００２２    千葉県千葉市稲毛区弥生町１－８ 
（最寄り駅：JR総武鉄 西千葉駅 ） 
氏 名 所属・役職 担当事業内容 主な研究実施

場所及び 
登録研究員 

五十嵐 泰夫 
 
崔  宗均 

（ｻｲ･ｿｳｷﾝ） 
春田 伸 

東京大学生産技術研究所・研究

担当 
東京大学大学院農学生命科学研

究科・客員助教授 
東京大学大学院農学生命科学研

究科・寄付講座教員 

研究統括 
 
1. 
 

1. 

 
担当項目：1. 稲わら分解微生物集団の創製と機能解析 
      2. 微生物集団の再構成系の構築 

3. 有用物質生産微生物の育種 
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１．５ 実施スケジュール 
2004 2005 

実 施 項 目 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1.稲わら分解微生物集団

の創製と機能解析 

(1) 微生物集団の微生物
叢の解析 

(2) 主要構成微生物の単
離･同定 

(3) 単離微生物の微生物
集団内における生理

的機能の解析 

(4) バイオマス分解速度
と安定性の解析 

(5) その他バイオマスの
効率的分解微生物集

団の創製 

 

2.微生物集団の再構成系

の構築 

(1) 稲わら分解微生物集

団の再構成系の構築 

(2) 再構成系の安定性の
評価 

 

3.有用物質生産微生物の

育種 

(1) 有用物質生産遺伝子
組換え微生物の創製 

(2) 微生物集団への有用
物質生産株の導入可

能性検討 

 

創製微生物集団バイオマ

ス分解システムの最適化 

(1)導入した有用物質生

産株の定着性の評価 

(2)有用物質生産株の導

入効果評価 
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第２章 稲わら分解微生物集団の創製と機能解析 

Ｈ１６年度は、昨年度までに創製した稲わらを分解する微生物集団の微生物叢を解

析することを目標とした。稲わら分解微生物集団から主要微生物の単離・同定を進め

るとともに、それら微生物の分解過程での分布を解析した。さらに、主に酵素化学的

アプローチにより、各微生物の集団内における生理的役割（セルロース分解等）を解

析した。 

 

２．１ 主要構成微生物の単離・同定 

2.1.1 嫌気条件での微生物の単離・同定 

昨年度までに、表 2.1.1-1 に示す細菌の単離・同定を終了している。 

表 2.1.1-1 H15 年度までの単離株 

Isolate  Growth Utilization 

 Aerobic Anaerobic  

Bacillus sp. M1-1 ＋ ＋ saccharides, acetate 

Pseudoxanthomonas sp. M1-2 ＋ ＋ glucose 

Pseudoxanthomonas sp. M1-3 ＋ ＋  

Virgibacillus sp. M1-4 ＋ － acetate 

Brevibacillus sp. M1-5 ＋ － glucose 

Bordetella sp. M1-6 ＋ －  

Pseudoxanthomonas sp. M1-7  ＋ ＋ glucose 

Bacillus sp. M1-8 ＋ ＋ saccharides 

Brevibacillus sp. M1-9 ＋ － not tested 

Bacillus sp. M1-10 ＋ － not tested 

Clostridium straminisolvens 

CSK1 
－ ＋ cellulose, cellobiose 

しかし PCR-DGGE 解析で検出されていた Clostridium 属細菌（C. thermosuccinogenes

近縁）は、未単離であった。そこで近縁種の性質をもとに嫌気条件下で集積培養を行

い、単離を進めた。 

①集積培養 

・培地: DSM 502 medium with 0.5% of fructose（表 2.1.1-2） 

微生物集団の培養液を接種し、50℃、嫌気条件（窒素ガス 100%）で 7 日間培養した。

植え継ぎを数回繰り返すと目的の Clostridium属細菌と数種の Bacillus属細菌が集積

されていることを PCR-DGGE 法で確認した。 
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表 2.1.1-2 DSM502 培地の組成 

NaCl 1.20 g/l  NaHCO3 2.50 g/l 

MgCl2・6H2O 0.40 g/l  yeast extract 0.03 g/l 

CaCl2・2H2O 0.15 g/l  Casamino acids 0.03 g/l 

NH4Cl 0.27 g/l  Na2S・9H2O 0.15 g/l 

KH2PO4 0.21 g/l  Resazurin 1.00 mg/l 

Na2SO4 0.10 g/l  carbohydrate 0.5 % 

Na2HPO4 2.66 g/l  vitamin solution a 10.0 ml/l 

KCl 0.30 g/l  trace elements b 1.0 ml/l 

 

a ; vitamin solution b; trace elements 

Biotin 2.0 mg HCl (25%) 10.0 ml 

Folic acid 2.0 mg FeCl2・4H2O 1.5 g 

Pyridoxine-HCl 10.0 mg ZnCl2 70.0 mg 

Thiamine-HCl・2H2O 5.0 mg MnCl2・4H2O 100.0 mg 

Riboflavin 5.0 mg H3BO3 6.0 mg 

Nicotinic acid 5.0 mg CoCl2・6H2O 190.0 mg 

D-Ca-Pantothenate 5.0 mg CuCl2・2H2O 2.0 mg 

Vitamin B12 0.1 mg NiCl2・6H2O 24.0 mg 

p-Aminobenzoic acid 5.0 mg Na2MoO4・2H2O 36.0 mg 

Lipoic acid 5.0 mg Distilled water 990 ml 

Distilled water 1000 ml   

②単離 

・培地１：DSM 502 medium with 0.5% of fructose の寒天培地。 

・培地２: PY medium with 0.5% of fructose (or glucose)（表 2.1.1-3）を 50℃培

養の場合は寒天で、また 60℃培養の場合は gelrite で固化した。 

上記集積系を元に､嫌気下、培地１でコロニー形成したのは Bacillus 属細菌のみで

あった。そこで培地２（含グルコースまたはフルクトース）について 50℃または 60℃

で嫌気培養した結果、約２週間で全ての条件においてコロニー形成が認められた。得

られたコロニーをいくつかピックアップし、同ＰＹ液体培地に接種して、嫌気（窒素

ガス 100%）、50℃または 60℃で培養した。その結果、60℃､フルクトースの条件で増殖

が見られた。ここからＤＮＡを抽出し､PCR 法により、Clostridium 属細菌を確認した。

次いで上記同様のコロニ－形成操作を再度行い、２株の単離株、FG4、FG6 を得た。 
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表 2.1.1-3 PY 培地（pH 7.0）の組成 

peptone 10 g 

yeast extract 10 g 

CaCl2 8 mg 

MgSO4 8 mg 

K2HPO4 40 mg 

KH2PO4 40 mg 

NaHCO3 400 mg 

NaCl 80 mg 

cysteineּHClּH2O 1 g 

resazurin 1 mg 

carbohydrate 5 g 

Distilled water 1000 ml 

③16S rDNA 解析 

単離した FG4 株と FG6 株の配列は全く同一であったため、以降の実験には FG4 株を

使用した。FG4 株の 16S rDNA 塩基配列は、以前集団から PCR-DGGE 法で検出されてい

た断片の配列と完全に一致したため、目的の細菌が単離できたと考えた。 

BLAST 検索の結果、FG4 株の近縁種は Clostridium thermosuccinogenes で、その配

列相同性は 99.7%であった（図 2.1.1-1）。 
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strain_FG4                GACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAGTAGAGTTCAACACTGA 
C_thermosuccinogenes      -------------------CCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAGTAGAGTTCAACACTGA 
                                             ***************************************** 
 
strain_FG4                GTATTCGAGCGTTGGCAAAAGTTAAGCCAGCGTCATGCACAAACTACCTTGTTGATAGAC 
C_thermosuccinogenes      GTATTCGAGCGTTGGCAAAAGTTAAGCCAGCGTCATGCACAAACTACCTTGTTGATAGAC 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                ATATTTAAAAGAAAGTTTTGTGCATCACGCTAAATTAAGTGCCTGACACAATGCTATGAC 
C_thermosuccinogenes      ATATTTAAAAGGAAGTTTTGTGCATCACGCTAAATTAAGTGCCTGACACAATGCTATGAC 
                          *********** ************************************************ 
 
strain_FG4                TAAAGCAAGTCAAAATAGTATTGATAAGAGACGCCATACTTGAGTGCTGAGTGTTGGACT 
C_thermosuccinogenes      TAAAACAAGTCAAAATAGTATTGATAAGAGACGCCACACTTGAGTGCTGAGTGTTGGACT 
                          **** ******************************* *********************** 
 
strain_FG4                CTACTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGGGCAACCTGCCTTGCACAGGGGGATAAC 
C_thermosuccinogenes      CTACTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGGGCAACCTGCCTTGCACAGGGGGATAAC 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                ACAGGGAAACTTGTGCTAATACCGCATAACATCACGGGGAGGCATCTTCCTGTGATCAAA 
C_thermosuccinogenes      ACAGGGAAACTTGTGCTAATACCGCATAACATCACGGGGAGGCATCTTCCTGTGATCAAA 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                GGAGAAATCCGGTGCAAGATGGGCCCGCGTCCGATTAGCTAGTTGGCGGTGTAACGGACC 
C_thermosuccinogenes      GGAGAAATCCGGTGCAAGATGGGCCCGCGTCCGATTAGCTAGTTGGCGGTGTAACGGACC 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                ACCAAGGCGACGATCGGTAGCCGAACTGAGAGGTTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACA 
C_thermosuccinogenes      ACCAAGGCGACGATCGGTAGCCGAACTGAGAGGTTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACA 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                CGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCGCAATGGAGGAAACTCTGA 
C_thermosuccinogenes      CGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCGCAATGGAGGAAACTCTGA 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                CGCAGCAACGCCGCGTGAAGGATGAAGGTCTTCGGATTGTAAACTTCTTTGATGAGGGAC 
C_thermosuccinogenes      CGCAGCAACGCCGCGTGAAGGATGAAGGTCTTCGGATTGTAAACTTCTTTGATGAGGGAC 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                GAAGGAAGTGACGGTACCTCAAAAACAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGT 
C_thermosuccinogenes      GAAGGAAGTGACGGTACCTCAAAAACAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGT 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                AATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGCGCGTAGGCGGGGA 
C_thermosuccinogenes      AATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGCGCGTAGGCGGGGA 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                TGTAAGTCAGATGTGAAATACCATGGCTCAACCGTGGGGCTGCATCTGAAACTATGTTTC 
C_thermosuccinogenes      TGTAAGTCAGATGTGAAATACCATGGCTCAACCGTGGGGCTGCATCTGAAACTATGTTTC 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                TTGAGTGCTGGAGAGGAAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGG 
C_thermosuccinogenes      TTGAGTGCTGGAGAGGAAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGG 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                AGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACAGTAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCG 
C_thermosuccinogenes      AAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACAGTAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCG 
                          * ********************************************************** 
 
strain_FG4                TGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGGATACTAGGT 
C_thermosuccinogenes      TGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGGATACTAGGT 
                          ************************************************************ 

図 2.1.1-1 FG4 株の 16S rDNA 塩基配列と Clostridium thermosuccinogenes（Y18180）

との alignment 結果（次ページに続く）
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（前ページからの続き） 

 
strain_FG4                GTAGGAGGTATCGACCCCTTCTGTGCCGGAGTAAACACAATAAGTATCCCACCTGGGGAG 
C_thermosuccinogenes      GTAGGAGGTATCGACCCCTTCTGTGCCGGAGTAAACACAATAAGTATCCCACCTGGGGAG 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                TACGGCCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCAGTGGAGTAT 
C_thermosuccinogenes      TACGGCCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCAGTGGAGTAT 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                GTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATACAGAGGGATATG 
C_thermosuccinogenes      GTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATACAGAGGGATATG 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                TCAGAGATGGCATAGCTCTTCGGAGCCTCTGTACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTC 
C_thermosuccinogenes      TCAGAGATGGCATAGCTCTTCGGAGCCTCTGTACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTC 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                GTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTTGTTAGTTGGTAA 
C_thermosuccinogenes      GTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTTGTTAGTTGGTAA 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                CACGTAAAGGTGACCACTCTAACGAGACTGCCGGTGACAAATCGGAGGAAGGTGGGGACG 
C_thermosuccinogenes      CACGTAAAGGTGACCACTCTAACGAGACTGCCGGTGACAAATCGGAGGAAGGTGGGGACG 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                ACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCCTGGGCTACACACGTACTACAATGGCTACAACA 
C_thermosuccinogenes      ACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCCTGGGCTACACACGTACTACAATGGCTACAACA 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                AAGGGAAGCGAAGCCGTAAGGCGGAGCAAATCCCCAAAAGTAGTCCCAGTTCGGATTGTG 
C_thermosuccinogenes      AAGGGAAGCGAAGCCGTAAGGCGGAGCAAATCCCCAAAAGTAGTCCCAGTTCGGATTGTG 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                GGCTGCAACCCGCCCACATGAAGTCGGAATTGCTAGTAATGGCAGGTCAGCATACTGCCG 
C_thermosuccinogenes      GGCTGCAACCCGCCCACATGAAGTCGGAATTGCTAGTAATGGCAGGTCAGCATACTGCCG 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                TGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTCAGCAACACCC 
C_thermosuccinogenes      TGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTCAGCAACACCC 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                GAAGTCAGTAGCTTAACCGCAAGGAGGGCGCTGCCGAAGGTGGGGCCGATGATTGGGGTG 
C_thermosuccinogenes      GAAGTCAGTAGCTTAACCGCAAGGAGGGCGCTGCCGAAGGTGGGGCCGATGATTGGGGTG 
                          ************************************************************ 
 
strain_FG4                A-------------------------------------- 
C_thermosuccinogenes      AAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGG 
                          *                                       

図 2.1.1-1 FG4 株の 16S rDNA 塩基配列と Clostridium thermosuccinogenes（Y18180）

との alignment 結果（前ページからの続き） 
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2.1.2 Clostridium sp. FG4 株の生理性状 

新たに単離した FG4 株についてその糖資化性を調べた。試験する基質を 0.5% w/v

含む DSM502 培地を用いて、50℃で７日間培養し、培養液の酸性化を指標に資化性を判

定した。 

表 2.1.1-4 FG4 株の糖資化性 

glucose xylose fructose cellobiose cellulose† xylan inulin‡ rice 

straw 

＋ ＋ ＋ ＋ － － ＋ － 

Cultivation in DSM 502 medium with no carbohydrate was used as negative 

control. +; pH decrease > 1.0, －; pH decrease < 0.5.  

†; cellulose powder (Avicel) or filter paper. ‡; a storage polysaccharide 

in plant roots, mainly composed of fructose β2→1 linkage. 

FG4 株はセルロースやキシランといったリグノセルロース構成高分子を利用しない

が、セロビオース、グルコース、キシロースの利用性が観察された（表 2.1.1-4）。 
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２．２ 稲わら分解微生物集団の微生物叢の解析 

2.2.1 深さ方向への微生物種の分布 

昨年度、構築した再構成系を用いて、その培養液を凍結し、垂直方向に三つに分断

した。回収した各分画から DNA を抽出し、各微生物量を定量 PCR 法により定量した（図

2.2.1-1 ）。 こ こ で 用 い た 再 構 成 系 は 、 Clostridium straminisolvens CSK1 、

Pseudoxanthomonas sp. M1-3、Bordetella sp. M1-6 からなる３種混合培養である。 
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図 2.2.1-1 培養液の垂直方向への微生

層（液面）；Ｂ、中層；Ｃ、下層。 

各微生物の酸素感受性に対応した分布が観察された。偏性嫌気性細菌 CSK1 は上層

よ

物

の分布 

Ａ、上

○CSK1 株、◆M1-3 株、▲M1-6 株 
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りも中層、下層に多く、一方、好気性細菌 M1-6 株については下層にいくに従ってそ

の量が低下した。また M1-3 株は嫌気、好気条件ともに生育を示すため、垂直方向への

分布については明確な違いは見られなかった。
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 2.2.2 セルロース基質付着細菌の検出 

稲わらをセルロース基質とした PCS 培地（peptone, 0.5%; yeast extract, 0.1%; 

NaCl, 0.5%; CaCO3, 0.2%）で当該微生物集団を 5 日間培養し、培養液および分解中の

稲わらからそれぞれ DNA を抽出し、16S rDNA を対象とした DGGE 解析による比較を行

った（図 2.2.2-1）。稲わらは培養液からピンセットを用いて取り出し、50mM Tris-HCl 

buffer pH8.0 で 2 回洗浄し、余分な培養液を除去したものを用いた。 

 

 

図 2.2.2-1 培養液画分と稲わら付着画分の DGGE プロファイルの比較 

 

その結果、培養液画分と稲わら付着画分ではバンドパターンに違いが見られた。

CSK1 株に対応するバンドは培養液画分ではほとんど検出されなかったが、稲わら付着

画分では非常に強く検出された。Clostridium sp. FG4 株は両画分で検出された。一

方、培養液画分で強く検出された Pseudoxanthomonas sp. M1-3 株および Bordetella sp. 

M1-6 株のバンドは稲わら付着画分では強度が低くなっていた。M1-3 株は付着画分にも

検出されたが、培養液中での存在比が高いために完全に洗い落とされていない可能性

もある。 
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2.2.3 稲わらに付着している Clostridium 属細菌の定量 

PCR を行った。各菌の DNA 量を全 DNA 量に対する割合で示した（図 2.2.3-1）。 

2.2.3-1 リアルタイム PCR に使用した各株特異的プライマー 

Primer Sequences (5'-3') E. coli position Target 

稲わらをセルロース基質とした PCS 培地で微生物集団を 6 日間培養し、上記同様に

培養液および分解中の稲わらを分画して、それぞれから DNA を抽出した。CSK1 株また

は FG4 株の 16S rDNA に特異的な PCR プライマー（表 2.2.3-1）を用いてリアルタイム

 

表

CSK198f ACATAACGAGGCGGCATCGCT 181-198 CSK1 

CSK439r CACTTTCTTCGTCCCCAATC 463-439 CSK1 

FG190f ATCACGGGGAGGCATCTTCC 183-199 FG4 

FG460r TTCCTTCGTCCCTCATCA 442-461 FG4 
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図 2.2.3-1 各画分における CSK1 株および FG4 株の DNA 定量結果 

CSK1 株は培養液画分では全細菌の 1%弱を占めるに留まったが、稲わら付着画分で

は約 40%を占めていた。また FG4 株は培養液画分で約 13%と少ないが、稲わら付着画分

では約 30%の存在率を示しており、稲わらに付着している優占種の一つと考えられた。 

 

2.2.4 各単離株のセルロース付着性 

これまでに単離している細菌菌体の結晶セルロースに対する付着性を、セルロース

培養は 3 回行い、平均値、標準偏差を求めた。 
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と 法 する DSM122 培地（表

2.2.4-1）で 7 日間、FG4 株はフルクトースを主な炭素源とする PY 培地で 5 日間、そ

れ以外の各単離株は稲わらとグルコースを含む PCS培地で 3～5日間培養し菌体を用い

た。付着性試験の方法は以下の通り。 

1) 培養・集菌後、OD600 が約 1.5 になるように PBS で調整した菌体希釈液 250 μl

を 500 μl Avicel 懸濁液（10% w/v in PBS）と混合し、30 秒間激しく混合。 

2) 同時にコントロール 1（菌体のみ）およびコントロール 2（Avicel のみ）を準備。 

3) 2～6 時間静置。 

4) OD600 を測定し、以下の式で付着性を定義した。 

Adhesion (%) = 100×(ODcontrol 1‐ODsample＋ODcontrol 2) / ODcontrol 1 

培地の組成

 

の共沈 で評価した。CSK1 株はセロビオースを炭素源と

表 2.2.4-1 DSM122  

(NH4)2SO4 1.30 g/l

MgCl2・6H2O 2.60 g/l 

KH2PO4 1.43 g/l 

K2HPO4 5.52 g/l 

CaCl2・2H2O 0.13 g/l 

Na-β-glycerophosphate 6.00 g/l 

Yeast extract 4.50 g/l 

Resazurin 1.10 mg/l 

FeSO4・7H2O 1.00 mg/l 

Glutathione 0.25 g/l 

cellulosic material   

avicel or 5.0  g/l 

filter paper or 5.0  g/l 

cellobiose or 5.0  g/l 

rice straw 10.0  g/l 

表 2.2.4-2 菌体の付着性評価 

isolate CSK1 M1-5 M1-6 FG4 M1-1 M1-3 M1-4 

adhesion 

(%) 90±2.4 65±7.1 

－

6.2±0.71

－

6.1±1.9 －6.0±3.2

－

2.8±2.7 

0.23±2.

9 

実験は 2 回行い、平均値±標準偏差で示した。 

K1 で 90%、FG4 で 65%の付着が見られ、他の単離株ではほとんど濁度の減少が見

ら

CS

れなかった（表 2.2.4-2）。 
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2.2.5 走査型電子顕微鏡（SEM）観察 

タルアルデヒドで固定して、SEM による解析

を

稲わらをセルロース基質とした PCS 培地で集団を 6 日間培養し、培養液から稲わら

の小片を回収し、緩衝液で洗浄し、グル

行った。稲わら上に多数の桿菌（図中、矢印）が確認できた（図 2.2.5-1）。 

 

図 2.2.5 解中の稲わら片の-1 集団で分 SEM 像 
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2.2.6 稲わら付着細菌の FISH 法による検出 

セルロース付着性が見られた二種の Clostridium 属細菌の存在様式を確認するため、

それぞれの rRNA に対する特異的オリゴヌクレオチドプローブを作製した（表 2.2.6-1）。

プローブ FG については Alexa488 または Alexa555 で標識した二種を、プローブ CSK

については Cy3 または Alexa647 で標識した二種を用意した。全細菌を対象とするプロ

ーブ EUB338 は Alexa647 で標識した。 

表 2.2.6-1 FISH 解析に使用したプローブ 

Probe Sequences (5'-3') E. coli position Target 

FG GAAGATGCTCCCCCGTGAT 183-198 FG4 

CSK AAAGCGATGCCGCCTCGTT 185-200 CSK1 

EUB338 GCTGCCTCCCGTAGGAGT 338-355 most bacteria

セルロース表面での二種の Clostridium 属細菌の染め分けを確認するため、まずろ

紙を基質とした液体培地で CSK1 株と FG4 株の混合培養を６日間行い、 紙繊維を回収

して FISH 解析を行 重染色した共焦

点レーザー顕微鏡像を図 2.2.6-1 に示す。CSK プローブの蛍光を赤で、FG プローブの

蛍光を緑で示している。観察したろ紙繊維上には CSK1 株と FG4 株が混じり合った状態

で付着しているのが確認された。ただし中には CSK1 株のみが付着している繊維もあっ

た。 

ろ

った。プローブ CSK-Cy3 と FG-Alexa488 によって二

 

図 2.2.6-1 二種 Clostridium 属細菌混合培養におけるろ紙表面の FISH 解析 

CSK-Cy3 の対象となった細胞を赤で、FG-Alexa488 の対象となった細胞を緑で、ま

たろ紙の繊維の微分干渉像を青で示した。 
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次いで微生物集団による稲わら分解を観察した。稲わらをセルロース基質とした

PCS 培地で集団を 8 日間培養し、培養液から稲わらを取り出して細胞固定を行い、稲

わ

株が付着した繊維はわずかであった。 

 

 

図 2.2.6- 稲 わ ら 表

Clostridi 菌の検出

CSK-Al 対象とな

で、FG-Alexa555 の対象となった細胞を赤

で

また同一のサンプルについて三種のプローブ CSK-Cy3、FG-Alexa555、EUB-Alexa647

を用いて FISH 解析を行った（図 2.2.6-3）。EUB-Alexa647 のみで染色された細胞は青

で、CSK-Cy3 または FG-Alexa555 で染色された細胞はともに紫で示されるが、青色の

細胞は検出されなかった。このように FISH 解析では稲わら繊維上に Clostridium 属細

菌以外の細胞は確認されなかった。 

 

図 2.2.6-3 稲わら表面での Clostridium

属細菌と他細菌の検出 

EUB-Alexa647 のみの対象となった細胞

を濃青（矢印）で、EUB-Alexa647 に加え

CSK-Cy3、FG-Alexa555 の対象となった細胞

を（青＋赤＝）紫で示した。また稲わらの

自

 

ら微小繊維部を試料とした。プローブ CSK-Alexa647 および FG-Alexa555 を用いて

二重染色した結果を図 2.2.6-2 に示す。CSK-Alexa647 の蛍光を青で、FG-Alexa555 の

蛍光を赤で示している。両菌が稲わら繊維上に検出されているが、観察したどの視野

でも同一繊維上に両菌が共存している様子は観察されなかった。また観察した多くの

繊維は CSK1 株のみが付着しており、FG4

2  面 で の 二 種 の

um 属細  

exa647 の った細胞を青

、稲わらの自家蛍光を紫で示した。 

 

 

 

 

家蛍光を青で示した。 
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２

株について調べ、比較した。 

これら酵素活性の測定には集団および各単離株の培養上清を用いた。それぞれの培

養条件は以下の通り。 

・微生物集団：稲わらをセルロース基質とする

・CSK1 株：稲わらを含む液体培地で 10

・FG4 株：フルクトースを主な炭素源とする液体培地で

わ

晶 を

還

ス等量として定量した（表 2.3.1-1）。集団か

セラーゼ）およびキシラナーゼ活性が検出された。 

一 方 、 調 べ た 単 離 株 で は 、 CMCase

Pseudoxanthomonas sp. M1-3 株に検出された。これら単離株の結晶セルロースに対す

る

 

表 2.3.1-1 セルラーゼ、キシラナーゼ活性 

 CMCase Avicelase Xylanase 

．３ 単離微生物の微生物集団内における生理的機能の解析 

微生物集団からリグノセルロース分解関連酵素活性を検出・定量し、同様に各単離

2.3.1 セルラーゼ、キシラナーゼ活性の検出 

PCS 培地で 7～12 日間 

日間、嫌気培養 

26 日間、嫌気培養 

らを含む PCS 培地で 7～12 日間 

セルロース（Avicel）またはキシラン

元糖をジニトロサリチル酸法でグルコー

らはセルラーゼ活性（CMCase およびアビ

活 性 が Clostridium sp. CSK1 株 と

・好気性細菌：微生物集団と同様、：稲

カルボキシメチルセルロース（CMC）、結

基質として 50℃で酵素反応を行い、生じる

反応性は乏しく活性の定量的測定はできなかった。またキシラナーゼ活性は CSK1

株、M1-3 株および Brevibacillus sp. M1-5 株で検出された。どちらの活性について

も CSK1 株が最も高い比活性を示した。 

sample U/ml U/mg U/ml U/ml U/mg 

n.t. ＜0.002 － 

n.t. 0.007  0.057  

n.t. ＜0.002 － 

n.t. 0.014  0.027  

n.t. ＜0.002 － 

n.t. ＜0.004 － 

n.t. 0.12  0.76  

3.2 0.061 6.2  15  

のグルコース等量の還元力を生ずる酵素活性 

M1-1 ＜0.002 － 

M1-3 0.014 0.11 

0.29 

集団 1.4 

M1-4 ＜0.002 － 

M1-5 ＜0.002 － 

M1-6 ＜0.002 － 

FG4 ＜0.004 － 

CSK1 0.046 

1U = 1min に 1μmol

n.t. = not tested 
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2.3.2 セルラーゼ、キシラナーゼ活性のタンパク質解析 

これらの活性をもつタンパク質のプロファイルを得るため、各培養上清を SDS-PAGE

で分離後、それぞれの活性バンドの検出を行った。各培養上清は必要に応じて分子量

50 L filter unit/Millipore USA）を

用いて濃縮し試料とした。separating gel には 0.1%(w/v)の CMC あるいはキシランを

含む 8% polyacrylamide gel を用い、stacking gel には 3% polyacrilamide gel を用

いて定法通り SDS-PAGE を行い、活性バンドを以下のようにして検出した。 

、２回洗浄 

4) ゲルを 50mM KPi buffer pH6.5 で 1～3 分間洗浄 

5) 余分なバッファーを捨て、ゲルを 50℃で 20 分間インキュベート 

6) ゲルを 0.1% congo red 水溶液で 10～20 分間染色 

7) ゲルを 1M NaCl 水溶液で脱色し、活性バンドを検出 

8) 必要に応じて CBB 染色し全タンパク質を染色 

CMC を基質に用いた活性染色の結果を図 2.3.2-1 に、キシランを基質に用いた結果

を図 2.3.2-2 に示した。ここでは酵素活性測定で活性ありと判断した単離株に加え、

付着細菌として検出された FG4 株も合わせて解析した。これら試料のうち M1-3 株は

SDS-PAGE 前に煮沸処理すると活性バンドが得られなかったため、煮沸せずに泳動して

いる。また比較のため微生物集団についても煮沸無しの試料を解析した。 

3）に A

～L、および N の 13 本の活性バンドが検出された。CSK1 株の培養上清（レーン 1）に

A～K および M、N の 13 本の活性バンドが検出された。このように集団と CSK1 株では A

～K および N の 12 本のバンドが一致していたが、L、M のバンドについてはそれぞれ一

方にし れて 。また はバンド 、H の強度 高く に

対して C では が強く されると 相違も また 1 株

以外にも （レ ）にバ O が検出されたが、そのバンドは集団には確認

されなかった。P homon . M1-3 株（レーン 8）では煮沸処理をしていな

いためタ 質 せず メアとなっ が、ゲ バン

出された。しかしこのバンドも集団（レーン 7）には見つからず、集団内で発現して

いるセルラーゼ活性タンパク質はそのほとんどすべてが CSK1 ある えら

れた。 

00 カットの限外濾過膜（Ultrafree-MC 5000 NMW

1) ゲルを洗浄液(25% isopropanol, 37.5mM Tris-Cl pH8.0)で 30 分間

2) ゲルを 50mM Tris-Cl pH8.0 で 30 分間、１回洗浄 

3) ゲルを 100mM sodium acetate pH5.0 で 15 分間、２回洗浄 

まずセルラーゼ活性バンドについて見てみると、集団の培養上清（レーン

か検出さ いない 集団で D、F が特に 、それ

SK1 株 バンド J 検出 いった 見られた。 CSK

FG4 株 ーン 5 ンド

seudoxant as sp

ンパク が充分解離 、ス ている ル下方に ド P が検

株由来で と考
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レーン No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

sample CSK CSK 集団 集団 FG4 集団 集団 M1-3 集団 

活性量(%) 230 50 100 50 ＜10 50 100 30 20 

煮沸の有無        なし なし   

図 2.3.2-1 セルラーゼ活性タンパク質プロファイル 

各培養上清を SDS-PAGE で分離後、基質として CMC を用いて活性染色した。各レー

ンのサンプル量は集団サンプル（レーン 3）の活性量に対する割合として示した。前

処

についても集団内のほとんどすべてが CSK1 株由来であると考えられた。 

理で煮沸していないものは”なし”と示した。各アルファベットは分子量から推定

される独立した活性バンドを示す。 

 

キシラナーゼについても同様の結果が得られた。CSK1 株に A～O の 15 本の活性バン

ドが検出され（レーン 1）、それらは集団からも検出された（レーン 3）。ただしバンド

J が検出されていないが、近接するバンド K が強く検出されているためであると考え

られる。またセルラーゼ活性同様、集団と CSK1 株でバンド強度には違いが見られてい

る（例；集団ではバンド G、K が強く、CSK1 株ではバンド E が強い）。他の単離株では

Brevibacillus sp. M1-5 株（レーン 5）にバンド P が検出され、それは集団には見ら

れなかった。また Pseudoxanthomonas sp. M1-3 株（レーン 8’）にバンド Q が検出さ

れたが、集団（レーン 7’）には検出されなかった。以上より、キシラナーゼ活性タ

ンパク質

 27



 

レーン No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7' 8

CSK CSK 集団 集団 M1-5 集団 集団 M1-3 集団 集団 M1-3

) 120 25 100 100 4 20 20 3 20 20 3

無      なし なし

' 9'

sample  集団

活性量(%  20

煮沸の有      なし なし   

図 2.3.2-2 キシラナーゼ活性タンパク質プロファイル 

 

2.3.3 培養系あたりの総セルラーゼ、キシラナーゼ活性 

清の活性だけでなく、稲わら付着画分を含めた培養系全体の総活性を測定した。稲わ

らをセルロース基質とした PCS 培地で微生物集団を 5、10、15 日間培養し、以下に示

す 3 つの画分のセルラーゼ、キシラナーゼ活性を測定した。 

A. 培養液画分：ガーゼでろ過した培養液 

B. Tris 抽出画分：ガーゼに捕捉した稲わらから 50mM Tris-HCl pH8.0 で抽出 

C. 水抽出画分：さらに稲わらから脱イオン水で抽出 

また CSK1 株純粋培養についても同様に分画した活性を測定した。CSK1 株は稲わら

を基質とした PCS 培地および DSM122 培地を用い、嫌気条件で行った。 

各培養上清を SDS-PAGE で分離後、基質としてキシランを用いて活性染色した。各

レーンのサンプル量は集団サンプル（レーン 3）の活性量に対する割合として示した。

前処理で煮沸していないものは”なし”と示した。各アルファベットは分子量から推

定される独立した活性バンドを示す。

 

稲わらに多くの CSK1 株菌体が付着していることが明らかとなった。そこで培養上
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各画分のセルラーゼ活性および総活性を表 2.3.3-1 に示した。同様にキシラナーゼ

について表 2.3.3-2 に示した。CSK1 株の DSM122 培地での培養では集団と同様 5、10、

15 日目に試料を採取したが、PCS 培地では生育が遅かったため、16、27 日間培養した

結果を示している。 

表 2.3.3-1 分画回収したセルラーゼ活性 

  総活性* 総活性に占める割合（％） 

sample/medium 培養日数 （U/100ml） 培養液 Tris 抽出 水抽出 

5 105  82.9 11.4 5.4 

10 135  91.1 6.1 2.3 集団/PCS 

15 113  94.7 4.1 1.3 

      

5 2.2  40.9 24.1 35.0 

10 9.0  53.3 22.2 24.4 CSK1/DSM122 

15 14 22.1 15.7 

6  21.0 37.1 

7 5   1.  

 63.6

      

16 .2 40.3
CSK1/PCS 

2  .6 51.8 2 4 28.6 

*1U = 1min に 1μmol のグルコース等量の還元力を生ずる酵素活性。 

活性* 総活性に占める割合（％） 

実験は 2 回行い、平均値を示した。 

 

表 2.3.3-2 分画回収したキシラナーゼ活性 

  総

sample/medium 培養日数 （U/100ml） 培養液 Tris 抽出 水抽出 

5 379  72.0 19.3 8.7 

10 717  92.2集団/PCS 60.0 19.5 

15 588  96.1 3.4 0.4 

      

5 4.2  33.3 38.1 26.2 

10 34  52.9 32.4 13.8 CSK1/DSM122 

15 48  58.3 29.2 12.5 

      

16 9.5  30.5 34.7 34.7 

27 8.0  41.3 32.5 26.3 
CSK1/PCS 

*1U = 1min に 1μmol のグルコース等量の還元力を生ずる酵素活性 

実験は 2 回行い、平均値を示した。 
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微生物集団の総セルラーゼ、キシラナーゼ活性は 5 日目、10 日目と増加し 15 日目

でやや減少が見られた。また集団では培養液画分の活性が高く、水抽出で得られるよ

うな強固に付着した活性の割合は低かった。特に培養後期で水抽出画分の活性の減少

が見られるが、これは分解によって稲わらが減量しているためであると考えられる。

一方 CSK1/PCS では 16～27 日間培養しても活性は低く、10 日間培養した集団の活性に

比べて、セ 1/75 程度であった。また比較

的速い増殖の見られた CSK1/DSM122で の培 り、

PCS 培地での活性より高いものの、 1 ル / ナ

ーゼ）であった。これら CSK1 株 純粋培 分画し 分 量の差 く、

集団とは稲わら分解量も異なるが、集団 粋培養 K1 株の挙動に違いがあるの

かも知れない。 

以上から集団内では総活性に占める付着画分の活性は少なく、また集団内で発現し

ている総活性は CSK1 株の純粋培養時に比べ、顕著に高いことが分かった。 

 

ルラーゼ、キシラナーゼ活性それぞれ 1/20、

は 15日間 養期間中、緩やかに増加してお

集団の活性の /10（セ ラーゼ）、1 15（キシラ

の 養では た三画 の活性 は少な

内と純 で CS
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2.3.4 培養過程における CSK1 株の推移 

定した。集団中の CSK1 株の DNA 量は定量 PCR 法により求め、純粋培養時には、抽出し

た DNA 量を蛍光試薬 Hoechst33258 (BIO-RAD)で直接、定量した（表 2.3.4-1）。 

表 2.3.4-1 分画回収した CSK1 株の DNA 量 

CSK1 株の 

総 DNA 量 

CSK1 株の総 DNA 量に 

占める割合（％） 

上記のように培養系を三つの画分に分け、それぞれの CSK1 株の DNA 量の推移を測

sample/medium 培養日数 

（μg/100ml） 培養液 Tris 抽出 水抽出 

(220)

5 18 * 23.3 26.7 47.8 

10 5.4 (154) 33.3 27.8 38.9 

15 1.9 (166) 57.9 26.3 15.3 

集団/PCS 

       

5 1.8  n.t. n.t. n.t. 

10 1.8  n.t. n.t. n.t. CSK1/DSM122 

15 2.0  n.t. n.t. n.t. 

       

16 6.1  n.t. n.t. n.t. 
CSK1/PCS 

27 3.7  n.t. n.t. n.t. 

*培養系の総 DNA 量を括弧内に示した。 

n.t. = not tested 

2 回の実験の平均値を示した。 

微生物集団内では 5 日目で CSK1 株の DNA 量が最も多く、その後減少した。特に 5

日目では全 CSK1 の約 50%が水抽出画分に検出されており、培養初期に稲わらに強く付

着していると考えられた。ただし培養とともに稲わらが分解していくと総 CSK1 量も

1/10 に減少し、水抽出画分に検出される CSK1 株の割合も減少した。 

CSK1 株の純粋培養では、酵素活性と同様に培地による違いが見られたが、酵素活性

の高かった DSM122 培地よりも PCS 培地での生育量が多かった。しかし純粋培養では微

生物集団で見られたような DNA 量には達せず、集団内で CSK1 株の増殖が促進されてい

ることが明らかとなった。 

ここで培養過程における酵素活性量と DNA 量の推移を見てみると、集団では活性の

ピークは DNA 量のピークよりも遅れていた。それぞれの分子の寿命の違いや増殖と酵

素発現の時期のずれによるものと考えられる。培養過程におけるそれぞれの最大値を

用いて単位 DNA 量当たりの酵素活性を評価すると（表 2.3.4-2）、集団と CSK1/DSM122
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に 用いた CSK1/PCS と比較するとセルラー

ゼ活性で 7.5 倍、キシラナーゼ活性で 26 倍高く、集団内では細胞当たりの発現量も増

大していると考えられた。 

表 2.3.4-2 単位 DNA 量当たりの酵素活性 

DNA 量当たりの活性（U/μg DNA）

は大きな差はみられなかったが、同じ培地を

sample/medium 

成さ オリゴ糖の  

シノール-鉄

セルラーゼ キシラナーゼ

集団/PCS 7.6  40.7  

CSK1/DSM122 7.3  24.7  

CSK1/PCS 1.0  1.6  

 

2.3.5 培養過程で生 れる 定量

多くのセルラーゼ産生株において培地中のオリゴ糖濃度がセルラーゼ発現および

活性に影響を与えることが報告されている。そこで培養過程におけるオリゴ糖濃度を

定量し、微生物集団と CSK1 株純粋培養を比較した。 

集団および CSK1 株を稲わらを基質として培養し、ヘキソース（セルロースの分解

によって生じるセロオリゴ糖が主）をアンスロン法で（図 2.3.5-1）、またペントース

（ヘミセルロースの主成分であるキシランの分解産物であるキシロオリゴ糖が主）は

オル (Ⅲ)-塩酸法で（図 2.3.5-2）定量した。CSK1 株については PCS 培地

だけでなく、先と同様に DSM122 培地でも培養・測定した。 

0

500

1000

1250

0 5 10 15 20
days

250

750

he
xo

se
(m

g/
l)

 

図 2.3.5-1 培養過程のヘキソース濃度の推移 

実験は 2 回行い、平均値を示した。バーは標準偏差を示す。

集団/PCS、▲；CSK1/PCS、■；CSK1/DSM122、◆ 
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図 2.3.5-2 培養過程のペントース濃度の推移 

実験は 2 回行い、平均値を示した。バーは標準偏差を示す。

集団/PCS、▲；CSK1/PCS、■；CSK1/DSM122、◆ 

5 日間の培養でヘキソー

スが 800～900 mg/l、ペントースが 1500～2000 mg/l になった。 

 

2.3.6 セロビアーゼ、キシロビアーゼ活性の検出 

集団および各単離株からオリゴ糖消費に関わる酵素活性の検出を行った。それぞれ

の培養条件は以下の通り。 

・微生物集団：稲わらをセルロース基質とする PCS 培地で 7～12 日間 

・CSK1 株：稲わらを含む DSM122 培地で 15 日間、嫌気培養 

・FG4 株：フルクトースを主な炭素源とする PY 培地で 26 日間、嫌気培養 

・好気性細菌：微生物集団と同様、稲わらを含む PCS 培地で 7～12 日間 

基質付着画分を含む培養系全ての菌体を回収し、超音波破砕した遠心上清を無細胞

抽出液として活性測定に用いた。酵素反応は 50℃で行い、下記基質の分解によって生

成する p-ニトロフェノールを吸光光度計によって定量した。結果を表 2.3.6-1 に示す。 

・セロビアーゼ活

・キシロビアーゼ

 

集団では培養によるヘキソースおよびペントース濃度の上昇は見られず、培養過程

を通してそれぞれ 200～300 mg/l、300～400 mg/l であった。一方、CSK1 株の純粋培

養では培地に関わらず、培養経過とともに蓄積が観察され、1

性、20mM p-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside 

活性、20mM p-nitrophenyl-β-D-xylopyranoside 
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表 2.3.6-1 セロビアーゼ、キシロビアーゼ活性

セロビアーゼ キシロビアーゼ
sample 

U/mg protein* U/mg protein*

M1-1 ＜0.16** 0.98  

M1-3 11  44  

M1-4 ＜0.01** ＜0.01** 

M1-5 0.18  19  

M1-6 ＜0.01** ＜0.01** 

FG4 28  16  

CSK1 18  1.4  

集団 39  232 

*1U = 1min に 1nmol の p-ニトロフェノールを生成する酵素活性 

**1400 分の反応でも有意な吸光度変化が見られなかった。 

実験は 2 回行い、平均値を示した。 

セロビアーゼ活性は、CSK1 株、FG4 株、Pseudoxanthomonas sp. M1-3 株、Brevibacillus 

sp. M1-5 株に検出された。キシロビアーゼ活性は、上記 4 株に加え Bacillus sp. M1-1

株

性を示した。 

 

 

に加え、アラビノフラノシダーゼ、フェルラ酸エステラ

ーゼ、ラッカーゼおよびペルオキシダーゼ類の活性も重要である。そこで微生物集団

および各単離株の培養上清からこれらの活性の検出を行った。 

アラビノフラノシダーゼ活性は、p-nitrophenyl-α-L-arabinofuranoside を基質と

して反応によって生じる p-ニトロフェノールを吸光光度計によって定量した。フェル

ラ酸エステラーゼ活性は、フェルラ酸エチルから遊離するフェルラ酸を HPLC で定量し

た 。 ラ ッ カ ー ゼ お よ び ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ 類 の 活 性 は 、 反 応 基 質 と し て ABTS

（2,2'-Azinobis (3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonic Acid) solution、和光純薬工

業、0.03% ABTS および 0.024% H2O2 を含む）を用いて、反応生成物を吸光光度計で検

出した。本基質はペルオキシダーゼの発色試薬であり、ラッカーゼやリグニン分解ペ

ル ABTS と反応

 

に検出された。また集団では細胞抽出液だけでなく、培養上清からもキシロビアー

ゼ活性が検出されている（87U/ml）。単離株の中では FG4 株が最大のセロビアーゼ活性

を示し、その比活性は CSK1 株の 1.5 倍であった。一方 CSK1 株のキシロビアーゼ活性

は特に低く、M1-3 株、M1-5 株、FG4 株が CSK1 株の 10 倍以上の比活

2.3.7 その他の酵素活性の検出

リグノセルロースの効率的な分解には種々の酵素が関与しており、分解の中心を担

うセルラーゼ、キシラナーゼ

オキシダーゼ類に特異的なものではないが、ラッカーゼも酸素存在下で

 34



することが確認さ  Rhus vernificera, 

SIGMA, Germany)、リグニンペ ゼ(f ete chrysosporium, 

Jena Bios, Germany)、マンガ ーゼ oma frowardii, Jena 

Bios, Germany)を使 室温で反 を確認した

 

表 2.3.7-1 その他の酵素活性 

l* 

れている。陽性対照には市販のラッカーゼ(from

ルオキシダー rom Phanerocha

ンペルオキシダ (from Nematol

用し、 応の進行 。 

U/m

フェル

エス

ラッカ

ペル

 

7.8  

sampl

e 
アラビノ 

フラノシダーゼ 

ラ酸 

テラーゼ 

ーゼ、 

オキシダーゼ類 

M1-1 102 n.d. n.t. 

M1-3 n.d. n.t. 

M1-4 

M1-5 

M1-6 n.t. 

FG4 5.4  n.d. n.t. 

－4

＜1.8 n.d. n.t. 

8.4  12  n.t. 

＜1.8 n.d. 

CSK1 0.42  n.d. n.t. 

集団 8.7  61  ＜1.3×10  

*アラビノフラノシダーゼ、1U = 1min に 1nmol の p-ニトロフェノール

を生成する酵素活性；フェルラ酸エステラーゼ：1U = 1min に 1nmol

のフェルラ酸を生成する酵素活性；ラッカーゼおよびペルオキシダー

ゼ類：1U = 1min に 1μmol の ABTS を酸化する酵素活性。 

n.d. = not detected、n.t. = not tested 

集団の培養上清から、アラビノフラノシダーゼ、フェルラ酸エステラーゼ活性が検

出されたが、ラッカーゼおよびペルオキシダーゼ類の活性は検出されなかった（表

と高い比活性が得ら

れた。フェルラ酸エステラーゼ活性は Brevibacillus sp. M1-5 株からのみ検出された。 

 

2.3.7-1）。また単離株のアラビノフラノシダーゼ活性は M1-4 株と M1-6 株を除く全て

の単離株に検出された。ただし CSK1 株のアラビノフラノシダーゼ活性は低く、

Bacillus sp. M1-1 株や FG4 株でそれぞれ CSK1 株の 200 倍、40 倍
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２．４ 微生物集団のバイオマス分解速度と安定性の解析 

昨年度から引き続き、継代培養を繰り返しているが、変わらず効率的な分解を示し

て
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２．５ まとめ・考察 

Clostridium sp. FG4 株の単離により、これまで検出されていたすべての構成微生

物種を揃えることができた。また FG4 株にセルロース分解性は見られなかったが、稲

わらへの付着性が確認された。その有機物資化性からセルロース分解によって生成さ

れるオリゴ糖を利用していると考えられた。付着細菌の検出実験において、定量 PCR

や DGGE 法といった DNA 解析と FISH 解析で異なる結果が得られている。FISH 解析で

は FG4 株の存在率は低く、また他細菌の付着も確認されなかった。これは DNA 抽出に

使用した試料と FISH 解析用に調整した試料の違いによるものと考えられる。つまり微

小繊維のみを選択的に取り出して観察する FISH 法に対し、DNA 抽出では稲わら全体を

対象としているため洗浄効率が低く、強く付着していない菌体も多く残存していたと

考えられる。このことは結晶セルロースに対する菌体の付着性が見られなかった M1-3

株の DNA が、稲わら付着サンプル中に検出されたことからも推測できる。ただし微小

繊維として剥離されなかった他の稲わら部分については自家蛍光が強く菌体の FISH

観察は困難であり、その細菌分布は不明である。各細菌に対する抗体を作成し、免疫

SEM 法を適用した電子顕微鏡等によるより高分解能な解析が必要である。 

また本章では、微生物集団による稲わら分解を酵素化学的に特徴づけた。その結果、

セルラーゼやキシラナーゼのほかにリグノセルロースの分解過程で補助的に作用する

と考えられるアラビノフラノシダーゼ、フェルラ酸エステラーゼ活性も検出され、集

団の高効率分解の一因と考えられた。しかしリグニンを直接分解するラッカーゼまた

はペルオキシダーゼ類の活性は検出されなかった。本微生物集団の稲わらの分解過程

でリグニン重量の減少が確認されているが、これは直接的なリグニンの分解ではなく、

フェルラ酸エステラーゼにより多糖とリグニンが切断され、リグニンが可溶化したた

めと考えられた。 

セルラーゼおよびキシラナーゼ活性は CSK1 株以外の単離株からも検出されたが、

集団中で主に発現しているのは CSK1 株由来であると考えられた。また CSK1 株の培養

上清から多数の活性タンパク質が検出されているが、それは他の Clostridium 属細菌

で報告されているようにリグノセルロース分解酵素複合体（セルロソーム）の存在を

示唆している。また CSK1 株のセルロースへの付着もこのセルロソームに含まれるセル

ロース結合ドメインによると考えられる。これら酵素の発現量は CSK1 株の純粋培養時

に比べ集団中で非常に高くなっていた。その要因として CSK1 株の生育促進だけでなく、

一細胞当たりの発現量の増大も示唆された。CSK1 株の純粋培養ではセルロース分解に

よって生じたオリゴ糖が蓄積するのに対し、集団中ではセルロースを分解しているに

も関わらず、オリゴ糖濃度が低く抑えられていた。純粋培養条件では高濃度のオリゴ

糖によって酵素発現が抑制されていると考えられる。これに加えて、昨年度、報告し

法
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ているように他の好気性細菌による酢酸消費が培地の酸性化を防いでいると考えられ

ることから、このような他細菌の代謝が集団内での CSK1 株の生育を補助していると予

想された。 

また微生物集団の稲わら以外のリグノセルロースに対する分解速度を評価したと

ころ芝草に対して高い分解活性を示し、本集団の適用範囲の拡大が期待される。 
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第３章 微生物集団の再構成系の構築 

３．１ ４種混合培養系のセルロース分解特性 

3.1.1 各種混合培養系のセルロース分解特性の比較 

昨年度はセルロース分解細菌 CSK-1と他の 10株の単離株による２種混合の効果を検

証し、そこでセルロース分解活性の見られた３種の好気性細菌（M1-3、M1-5、M1-6）

と CSK1 株からなるの４種混合系（CSK+M356）が元の群集と同程度の分解活性を示すこ

とを報告した（図 3.1.1-1）。 

 

図 3.1.1-1 混合培養系によるろ紙分解量の比較 

Open bars, filter paper degradation during days 0-4; gray bars, filter paper 

degradation during days 4-8. Cultivation was conducted in 70.0 ml of PCS medium 

with 700 mg of filter paper under static aerobic conditions, except for; AN, 

cultivated under anaerobic conditions instead of aerobic conditions; 122, 

cultivated in medium 122 instead of PCS medium. Values are expressed as means 

of two replications. Error bars indicate SD. *, significantly lower (P < 0.05) 

filter paper degradation during 8 days than that of CSK + M356. 

この４種混合培養系にさらに他の分離株を導入した５種混合系（CSK+M356+M1-1 や

CSK+M356+M1-4）や得られている全ての細菌を混合した CSK+all aerobic isolates の

活性は低く、分解活性は４種混合系が最も優れていた。 

そこで４種混合培養系によるろ紙分解過程をさらに詳細に解析した。 
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3.1.2 生成物の解析 

各細菌を適当な条件で一夜以上培養し、等量ずつ混合して４種混合培養系とした。

以下の測定はすべて混合培養系を一度継代培養した第２世代を対象に解析している。

ろ紙分解過程におけるろ紙分解量、水溶性糖濃度、pH、酢酸濃度の推移を測定し、CSK1

株純粋培養（嫌気条件）と比較した（図 3.1.2-1）。混合系でろ紙は培養開始後 4 日間

で約 57％、10 日間で約 89％分解していた。一方、純粋培養系でも初期分解速度は混

合系に匹敵するが、培養後期にかけて分解速度が低下し、10 日培養後の分解量も低か

った。また pH 推移の違いは顕著で、純粋培養では培養開始後 2～3 日目に約 6 まで低

下した pH がさらに下がっていくのに対し、混合系では徐々に上昇し、10 日後には約

7.5 にまで上昇した。この pH 推移は元の微生物集団の培養過程でみられる特徴と同様

である。 

ろ紙分解に伴う生成物である水溶性糖はろ紙の減少に伴って増加し続け、混合培養

系では培養開始 10 日後に約 1550 mg/l であったのに対し、純粋培養では 2500 mg/l

以上の蓄積が見られた。ただし混合培養系でも元の微生物集団と比較すると蓄積量が

多くなっていた。酢酸に関しては、活発なろ紙の分解がみられる培養開始 3 日後に最

も多く検出され、その後わずかな減少が見られた。しかし純粋培養では３日目以後も

上昇していった。 

 

 40



図 3.1.2-1 ４種混合系と CSK1 株純粋培養のろ紙分解過程の比較（前ページ） 

Cultivation was conducted in 70.0 ml of liquid medium with 700 mg of filter 

paper. Pure culture of C. straminisolvens CSK1 (filled diamond) was cultivated 

in medium 122 under anaerobic static conditions; CSK + M356 (open circle) was 

cultivated in PCS medium under aerobic static conditions. (a) Filter paper 

degradation, (b) pH value, (c) cellooligosaccharides concentration, and (d) 

acetate concentration. Values are expressed as means of two replications for two 

culture solution samples. Error bars indicate SD. 

これらの結果から、CSK1 株の純粋培養と異なり４種混合培養では、CSK1 株以外の細

菌が酢酸や水溶性糖といったセルロース分解産物を除去しており、また pH 調整効果も

あることが分かった。これらの挙動は元の微生物集団と類似しており、４種混合培養

により元の集団が再現できていると考えられる。ただし水溶性糖の蓄積量に違いが見

られている。 
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３．２ ４種混合系の安定性評価 

3.2.1 セルロース分解特性の安定性 

高い分解効率を示した４種混合培養系について、継代培養を繰り返し、ろ紙分解性

を評価した。第 12 世代と第 41 世代のろ紙分解率はそれぞれ 5.02 mg/ml/4 days、5.18 

mg/ml/4 days とほとんど変わらず、継代培養による分解率の低下は観察されなかった。 

 

3.2.2 構成微生物種の安定性 

４種混合系について、培養過程における各構成細菌の数の推移を解析した。それぞ

れの 16S rDNA に特異的な PCR プライマーを設計し（表 3.2.2-1）、各細菌の DNA 量を

リアルタイム PCR により定量した。図 3.2.2-1 には各細菌の定量値の合計を 100 とし

て相対値で示した。 

 

表 3.2.2-1 定量 PCR に利用した PCR プライマー 

Primer Sequence (5’-3’) E. coli

position 

Targeted isolates

CSK198f ACATAACGAGGCGGCATCGCT 181-198 CSK1 

CSK439r CACTTTCTTCGTCCCCAATC 463-439 CSK1 

M3-459f GTTGGGGAAGAAATCCTGCT 440-459 M1-3 

M3-743r TGCCTCAGTGTCAGTGTTGG 762-743 M1-3 

M5-225f TGGCTTTTCGCTATCACTGG 207-225 M1-5 

M5-489r TAGCCGTGGCTTTCTCGTCA 508-489 M1-5 

M6-456f TTTGGCAGGAAAGAAATAGG 437-456 M1-6 

M6-742r GCATGAGCGTCAGTGTTATC 761-742 M1-6 

 

第３世代の培養過程を見ると、培養初期に少なかった嫌気性細菌 CSK1 株が２日目

には高い割合で存在していることが示された。また M1-3 株以外の細菌にも培養過程で

変動がみられたが、その推移は第 12 世代では異なっていた。さらに継代培養を繰り返

し第 37 世代目では M1-5 株が検出されなくなっていた。上述したようにこの４種混合

系は第 41 世代でも変わらない分解性を示していたが、継代培養により一種の細菌が欠

落していたことが明らかとなった。 

 42



 

 

図 3.2.2-1 ４種混合培養系の培養過程における各細菌 DNA 量の推移 

(a)第３世代、(b)第 12 世代、(c)第 37 世代。 Open circle, C. straminisolvens CSK1; 

filled diamond, Pseudoxanthomonas sp. M1-3; open square, Brevibacillus sp. M1-5; 

filled triangle, Bordetella sp. M1-6. Values are expressed as means of two 

replications for two DNA samples. Error bars indicate SD. 
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３．３ まとめ・考察 

４種混合系（CSK1 株＋M1-3 株＋M1-5 株＋M1-6 株）は、セルロース分解性細菌 CSK1

株の純粋培養に比べ高いセルロース分解性を示し、またその分解性は元の微生物集団

と同等であった。これら他細菌の役割として、培養液の嫌気化、pH 調整（中性化）、

酢酸や水溶性糖といったセルロース分解産物の消費が示唆され、これらの働きにより

CSK1 株によるセルロース分解が促進されていると考えられた。 

これまでにもセルロース分解細菌と非セルロース分解細菌の混合培養による分解

の 効 率 化 に 関 す る 報 告 例 は あ る が （ C.thermocellum と Thermoanaerobacter 

ethanolicus、C.thermocellum と Methanobacterium thermoautotrophicum など）、そ

れらは全て 2 種混合培養系であり、またセルロース分解菌およびそのパートナーとも

に嫌気性細菌である。本研究のように３種以上の細菌から成り、しかも嫌気性セルロ

ース分解細菌と好気性細菌との組み合わせによって嫌気条件を必要とせず継代培養後

も安定にセルロースを分解する混合培養系の構築は世界的に見ても全く新しい成果で

ある。 

ただし継代培養を繰り返しても分解性は変わらず維持されたのに対し、35 回を超え

る継代培養により構成細菌の一種が消失した。よってこの４種混合系は機能的には安

定であったが、微生物集団構造の安定性はまだ完全ではなかった。構造的な安定性を

含め、元の微生物集団を再現するためには、さらに細菌の組合せを検討する必要があ

ると考える。まず新たな分離株として本年度得られた嫌気性細菌 Clostridium sp. FG4

株の追加を予定している。本株は元の微生物集団の DGGE 解析で主要バンドとして検出

されている。また 4 種混合培養系のろ紙分解におけるオリゴ糖蓄積量が元の微生物集

団より高くなっていたが、FG4 株にはオリゴ糖消費活性があり、FG4 株の添加により分

解プロセスも元集団に類似した混合系を再構築できると考えている。 
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第 4 章 創製微生物集団のバイオマス分解システムの最適化 

  

 ソフトバイオマス分解微生物集団へ有用物質生産菌を付与し、人為的に再構成する

ことで、従来のバイオマス変換技術での技術的・経済的課題の多い分解前処理工程が

不要となり、殺菌処理も不要となるので非常にシンプルな廃棄物処理等のバイオプロ

セスが構築できる。さらに、廃棄物から効率的に有用物質を回収することができるた

め、処理費用の削減にもなる。 

これまでに RITE 微生物研究グループでは、ゲノム解析・プロテオミクス解析・DNA

チップ解析などの遺伝子組換え技術を駆使してコリネ型細菌や大腸菌等による有用物

質の生産株の育種を行ってきた。これらの最新技術を適用してバイオマス分解微生物

集団へ導入するための有用物質生産微生物の育種を行った。本年度は、ソフトバイオ

マス（稲わら）分解微生物集団に有用物質生産能を高めた改良コリネ菌を導入して稲

わらからの有用物質生産を行う場合の条件を検討し、コリネ菌の定着能を評価した。

昨年度は乳酸およびコハク酸の選択的生産株を育種したが、本年度はさらに選択的エ

タノール生産株を育種した。安定性や分析法等を検討した結果、微生物集団へ導入す

る有用物質生産菌にはコリネ型細菌エタノール生産株を用いた。 

 

４．１ 有用物質生産遺伝子組換え微生物の創製 

4.1.１ 遺伝子組換えコリネ菌と大量培養 

 

(1) 供試菌株 

Corynebacterium glutamicum R にピルビン酸デカルボキシラーゼ(PDC)とアルコー

ルデヒドロゲナーゼ(ALD)遺伝子を導入した株を供試菌株として使用した。 

(2) 菌体の培養 

菌体の培養は以下の手順に従い行った。PDC およびＡＬＤ遺伝子を導入した株の培

養の際にはクロラムフェニコール（5μg/ml）を添加した。 

① プレート培養 

A プレート (表 4.1.1-1) で 33 ℃で 12 時間培養し、シングルコロニーを得た。 

② 前培養 

前培養は A 培地 (表 4.1.1-1) 10 ml に最終 glucose 濃度 4 %を加えて 33 ℃、200 rpm、

12 時間振とう培養した。 

③ 本培養 

2 L のフラスコを用いて、グルコース 4%を含む A 培地 500 ml に初期濃度が OD610=0.05

になるよう菌体を植菌し、33 ℃、200 rpm にて、12 時間好気下で振とう培養を行っ

た。振とう培養機は、Innova 社 Incubator shaker 4330 を用いた。また、ジャーによ

る培養では、A 培地を 1Ｌジャーファーメンター（バイオット、 BMJ-01）に入れ、121℃、
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20 分オートクレーブした。グルコースを終濃度が 4%となるように、また、初期菌体濃

度が OD610nm = 0.05 になるように前培養液を接種し、33 ℃、1000 rpm、1 で滅菌空

気を通気して培養試験を行った。また、溶存酸素濃度を 1.0 ppm 以上を保つために、

適宜純酸素を空気に混合して通気した。また、グルコース濃度が 10 mM 以下になる毎

に、終濃度が 4％となるようにグルコースを逐次添加した。培養中の pH は、5 M-アン

モニア溶液を用いて pH 7.6 に制御した。 

④ 回収・洗菌 

増殖した菌体を遠心分離で回収し、BT-U 培地(表 4.1.1-1)で 2 回洗菌した。回収・

洗菌の条件は、5000 × g、4 ℃、10 min で行った。遠心分離機は、BECKMAN 社 Abanti 

HP-20 xp を用いた。 

表 4.1.1-1 各培地成分 

 

４．２ 有用物質生産遺伝子組換え微生物の微生物集団への導入 

2.1 導入方法と分析  

解する微生物集団に、有用物質を生産する改良コリネ型細

S 培地   0.5% peptone、0.1% yeast extract、0.5% NaCl、0.2% CaCO3 

A plate A BT-U

(NH
2
)

2
CO 2.0 2.0 ‐

(NH
4
)

2
SO

4 7.0 7.0 7.0

KH
2
PO

4 0.5 0.5 0.5

K
2
HPO

4 0.5 0.5 0.5

MgSO
4･7H

2
O 0.5 0.5 0.5

Biothin 200 ug 200 ug 200 ug

Tiamine 200 ug 200 ug 200 ug

FeSO
4･7H

2
O 0.006 0.006 0.006

MnSO
4･H

2
O 0.0042 0.0042 0.0042

Yeast 2.0 2.0 -

Casamino acid 7.0 7.0 -

Agar 3.0 ‐ ‐

A plate A BT-U

(NH
2
)

2
CO 2.0 2.0 ‐

(NH
4
)

2
SO

4 7.0 7.0 7.0

KH
2
PO

4 0.5 0.5 0.5

K
2
HPO

4 0.5 0.5 0.5

MgSO
4･7H

2
O 0.5 0.5 0.5

Biothin 200 ug 200 ug 200 ug

Tiamine 200 ug 200 ug 200 ug

FeSO
4･7H

2
O 0.006 0.006 0.006

MnSO
4･H

2
O 0.0042 0.0042 0.0042

Yeast 2.0 2.0 -

Casamino acid 7.0 7.0 -

Agar 3.0 ‐ ‐

 

4.

 Ｈ１６年度は稲わらを分

菌を導入し、稲わらを原料とした場合の有用物質生産や微生物集団へのコリネ菌の定

着性について調べた。用いた微生物集団は、１％の稲わらを含むＰＣＳ培地（下記）

で継代培養（５０℃）を行った系を使用した。 
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PC



  1% rice straw 

 昨年度の報告により、PCS 培地にはペプトンや酵母エキス濃度が高く、稲わら由来の

S 培地：   0.05% peptone、0.01% yeast extract、0.2% NaCl、0.1% (NH4)2SO4,  

生産物を観察するのが困難なため、まず稲わら以外の炭素源の量を減らした以下に示

す ACS 培地を生産物の分析に使用した。 

 

AC

  0.2% CaCO3、1% rice straw 

 

良コリネ型細菌（Corynebacterium glutamicum R）を導入する場合の最も重要な条

     表 4.2.1   微生物集団へのコリネ細菌の導入 

50-5 

 改

件は温度と導入するタイミングである。コリネ型細菌の至適温度は３３℃であるが、

微生物集団は 50℃である。そこで、条件として 40℃および 50℃の二つの条件で行っ

た（表 4.2.1）。また、導入するタイミングは稲わら分解が進行してグルコース濃度が

最大になる４日以降を目安として、生成物の変化を見ながら導入時期を決めることに

した。 

    

番号 40-1 40-5 50-1 

温度 40℃ 40℃ 50℃ 50℃ 

(wet) (wet) (wet) (wet)

稲わら 1.5ｇ 1.5ｇ 1.5ｇ 1.5ｇ 

ACS ACS ACS ACS 

培地量 

コリネ菌量 1ｇ  5ｇ  1ｇ  1ｇ  

培地組成 

150 ml 150 ml 150 ml 150 ml 

 

回のコリネ菌の導入実験スケジュール（days) 

19 20 21 22 

今

9  10  11  12 13 14 15 16 17 18 

 験終了 

ml のコニカルビーカーに 150 ml になるよう培養液（ＡＣＳ培地）を加

       ↑11 日目にコリネ菌を導入    ↑分析終了↑実

      

 反応は 200 

え、予め滅菌処理を行った稲わら 1.5ｇを加えてオートクレーブを行った。微生物集

団溶液 0.66 ml（稲わらで前培養）を植菌して 40 および 50℃で反応を開始した（静置

培養、pH 7.5）。図（4.1.2-2, 4.1.2-3 参照）。当初、栄養培地が少ないＡＣＳ培地を

用いていたが、40℃での分解が遅かったため 9 日めにＰＣＳ培地と同じ最終濃度にな

る様、栄養培地を追加して培養を行った。 
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4.2.2 生産物の経時変化 

 

(1) 生産物分析条件 

嫌気反応における各時間のグルコース及び、有機酸、エタノール濃度の分析は、以

下に示した方法に従い行った。グルコース濃度の測定は、グルコースアナライザー(王

子計測：BF-4)を用いた。分析条件は、流速 1 ml/min、リン酸バッファー(pH 7.0)、

グルコース電極温度 35 ℃とした。また、1 mＭ 以下の濃度の場合は F－キット 

グルコース（Ｊ．Ｋ．インターナショナル）を用いた。Ｆ-キットは、グルコースをヘ

キソキナーゼでリン酸化した後、デヒドロゲナーゼで NADP を還元し、その際のＮＡＤ

ＰＨの吸光度変化（340nm）からグルコース濃度を測定する原理である。 

 

(2) 有機酸濃度  

 高速液体クロマトグラフィー（東ソー：LC8020）を用いて、以下の条件で測定した。 

   検出器：CM 

   カラム：東ソー TSK-GEL:PApak-A (有機酸分析カラム) 

   移動相：0.75 mM 硫酸 

   流速：1 ml/min 

   カラム温度：40℃ 

 

(3)エタノール濃度 

ガスクロマトグラフ GC-14B （AOC-20i を装、島津）を用いて以下の条件で分析した 

  《ガス流量》 

N2: 35 ml/min 

H2: 60 kPa 

Air: 60 kPa 

  《GC 設定条件》⇒ FILE 1（測定時間４分） 

Injection temp.: 200℃ 

Column temp.: 160℃ 

Detector: FID 

Detector temp.: 200℃ 

Column: Thermon 1000 Sunpak-A (サイズ：3.2mmID x 2.1 m) 

  《濃度測定》0.2％ EtOH を外部標準液とし、分析前に濃度補正を行なう 

  《クロマトパック・ファイル名》⇒ @EtOH1 
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(4)生産物の経時変化 

 

 50℃の実験では、導入したコリネ菌が 5-10 日後には検出されなかったので（4.1.3

参照）、実験結果は 40℃のみを示した。稲わらからの微生物集団の生産物濃度は用い

た培地によって変化することをＨ15年度に報告したが、培養温度が 10℃下がった 40℃

でも同様に各生成物濃度の変化が見られた。まず、グルコース濃度については昨年の

50℃と同様には非常に低く 0.05ｍＭ以下もしくは検出されなかった。乳酸はどちらの

温度でも最高で約 1ｍＭであった。一方、酢酸とエタノールについては差が見られた。

50℃での両者の濃度は最高 3ｍＭと 35ｍＭであったが（Ｈ15 年度報告参照）、40℃で

は 20ｍＭと 4ｍＭと逆転した（今回の実験）。しかし、希釈培地であるＡＣＳ培地の場

合は 50℃でも酢酸濃度が 13ｍＭまで上昇したことが昨年報告されており、この場合も

同様にエタノール生産量は減少し、最高 5ｍＭとなっていた（15 年度報告）。図 4.2.2.1

に生産物（エタノール）濃度の経時変化グラフを、図 4.2.2.2～7 に分解時の写真を示

す。一方、コリネ菌を導入した後、クエン酸やリンゴ酸、酢酸の変化はコントロール

（40-Ｃ）と比較してほとんど変化はなかったが、乳酸、コハク酸、エタノールが増加

した。乳酸は 8 倍（40-5）、コハク酸は 1.6 倍（40-1）、3 倍（40-5）、エタノールは 4

倍（40-5）、ギ酸は 0.7 倍（40-5）になった。その後徐々に増加する成分もあった。今

回はエタノール生産遺伝子を導入した改良コリネ菌を用いたが、この効果が見られた

のは 40-5（40℃、5ｇwet）コリネ菌を導入した実験系であった。 
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    図 4.2.2.1 生産物（エタノール）濃度の経時変化 

     11 日目（↓）にコリネ菌を導入（40℃培養、40-Ｃ：コントロール、40-5： 

     コリネ菌導入） 
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図 4.2.2-2 稲わら分解 40℃（1 日目）  図 4.2.2-3 稲わら分解 50℃（1 日目） 

 

    

図 4.2.2-4 稲わら分解 40℃（11 日目） 図 4.2.2-5 稲わら分解 50℃（11 日目） 

 

 

   

図 4.2.2-6 稲わら分解 40℃（17 日目） 図 4.2.2-7 稲わら分解 40℃（17 日目） 

     11 日目にコリネ菌導入    11 日目にコリネ菌導入（4.1.2-6 と同一） 
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図 4.2.2.2～7 の稲わら分解の写真でも分るように、今回は 15 日付近で稲わらのほ

とんどが分解された。昨年度の報告とは異なり日数が倍近く必要であった。これに関

しては、培養温度や培養容器の開口部分、培地組成などが影響しているものと思われ

るが、本件に関しては昨年度の報告でも培地組成の変化で、生成物その他が変動する

ことは既に報告されている。導入したコリネ菌は、数日で白色に沈殿したが、特に稲

わら分解に影響が出ることはなかった。 

 

4.2.3 導入した有用物質生産株の定着性の評価 

  

 導入したコリネ菌の定着性を調べるために、導入 10 日後の培養液のサンプリングを

行いコリネ菌用のＡ培地アガーに 33℃で培養してコロニーを観察した。その結果を図

4.1.3-1 に示す。50℃での培養では、Ａ培地のみのプレートには細菌がコロニーを形

成するが（図Ａ）、クロラムフェニコール耐性のコリネ菌（アルコール生産遺伝子にク

ロラムフェニコール耐性のマーカーが付随）はほとんどいないため、クロラムフェニ

コールを含んだプレートには何も生えてこない（図Ｂ）。一方、40℃ではクロラムフェ

ニコール耐性のコリネ菌が定着しているため、クロラムフェニコールを含んだプレー

トにも同様にコリネ菌がコロニーを形成した。 

  

        

 

  図 4.2.3-1 導入１０

        Ａ：Ａ培

        33℃で 2－

        40℃培養

 

  

Ａ             Ｂ  

日後の微生物集団+コリネ菌のプレート培養。 

地、Ｂ：Ａ培地+クロラムフェニコール 

4 日培養。 

（40－Ｃ、40－1）、50℃培養（50-Ｃ、50-５）  
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４．３ 考察 

 

微生物集団に有用物質生産微生物を導入して、ソフトバイオマスから有用物質生産

をシングルプロセスで行う目的で、稲わら分解微生物集団にエタノール生産能を付与

した改良コリネ菌を導入した。その結果、40℃では微生物集団へのコリネ菌の定着が

10 以上見られ、またエタノール生産性も 4 倍ほど増加しているのが確認された。この

ことから、我々の当初の目的の検証に成功したと考えられる。今後、さらにエタノー

ル等の有用物質の生産性を上げる条件を検討する。 
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第５章 結言 

 

５．１ 研究結果まとめ 

 

(1)  ソフトバイオマス（稲わら)分解微生物集団の創製と機能解析 

ソフトバイオマス微生物集団から新たに Clostridium sp. FG4 株を分離した。FG4 株にセ

ルロース分解性はなく、オリゴ糖利用性が確認された。また稲わら表面にセルロース分解

細菌である CSK1 株に加え、FG4 株も付着している様子が観察された。 

当該微生物集団の稲わら分解を酵素化学的に解析し、セルラーゼやキシラナーゼが高発

現している他、リグノセルロースの分解過程で補助的に作用すると考えられるアラビノフ

ラノシダーゼ、フェルラ酸エステラーゼ活性が検出された。またセルラーゼおよびキシラ

ナーゼ活性は CSK1 株以外の単離株からも検出されたが、集団中では CSK1 株由来の酵素が

主に発現していた。これら酵素の発現量は CSK1 株の純粋培養時に比べ集団中で非常に高く

なっていたが、その要因として CSK1 株の生育促進だけでなく、一細胞当たりの発現量の増

大も示唆された。さらに CSK1 株の純粋培養ではセルロース分解によって生じたオリゴ糖が

蓄積するのに対し、集団中ではオリゴ糖濃度が低く抑えられていた。また、本微生物集団

を稲わら以外のリグノセルロースに対して適用し、分解速度を評価したところ芝草に対し

ても高い分解活性を示した。 

 

(2) 微生物集団の再構成系の構築について成果をまとめた。 

４種混合培養系（CSK1 株＋M1-3 株＋M1-5 株＋M1-6 株）は、元の微生物集団と同等のセ

ルロース分解活性を示した。CSK1 株と共存する非セルロース分解細菌の役割として、培養

液の嫌気化、pH 調整、セルロース分解産物の消費が示唆され、これらの働きにより CSK1 株

によるセルロース分解が促進されていると考えられた。ただし継代培養を 35 回以上繰り返

すと、分解性は変わらず維持されたのに対し、構成細菌の一種が消失した。元の微生物集

団のように微生物集団構造についても高い安定性を示す集団を再構成するためには、さら

に細菌の組合せを検討する必要がある。 

 

(3) 創製微生物集団のバイオマス分解システムの最適化 

ソフトバイオマス分解微生物集団に有用物質生産微生物を固定し、バイオマスから有用物質

をシングルステップで生産させる目的で、本年度はコリネ型細菌を遺伝的に改変し、エタノー

ルの選択的生産株の取得を目指した。まず、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ(PDC)とアルコール

デヒドロゲナーゼ(ALD)遺伝子を遺伝子組換えツールが揃ったコリネ型細菌に導入し、グルコ

ースから効率的にエタノールを生産可能な株を作製した。この改良エタノール生産株を稲わら
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分解微生物集団に導入し、稲わらを原料として生成物を調べた。その結果、コントロールの微

生物集団と比較して、エタノールや有機酸の増加が見られた。また、導入したコリネ菌が微生

物集団中に活性がある状態で定着していることも確認された。 

 

５．２ 今後の課題 

 

(1) ソフトバイオマス分解微生物集団の創製と機能解析 

単離微生物の当該微生物集団内における生理的機能の解析するため、培養系内における

各微生物の空間分布（稲わら表面、液面と液中等）および集団内での代謝特性（有機物利

用性プロファイル、培養液の嫌気化、pHの調整等）や酵素活性を指標に解析し、各微生物

の役割を詳細に推定する。また、稲わら分解微生物集団を麦わら、芝草等のバイオマスに

適用する。 

 

(2) 微生物集団の再構成系の構築 

 単離した主要構成微生物４種を様々な組合せで混合し、ろ紙を効率的に分解する再構成

系が得られた。この構成微生物種の最適制御条件をさらに検討し、分解速度および安定性

の向上を目指す。特に、継代培養を繰り返しても分解性は変わらず維持されたのに対し、

35 回を超える継代培養により構成細菌の一種が消失したことから、この４種混合系は機能

的には安定であったが、微生物集団構造の安定性はまだ完全ではなかったと思われる。構

造的な安定性を含め、元の微生物集団における活性をを再現するために、本年度得られた

嫌気性細菌 Clostridium sp. FG4 株の再構成系への追加が考えられる。 

 

(3)  創成微生物集団バイオマス分解システムの最適化 

  微生物集団への導入菌としては、育種コリネ菌の他に乳酸菌等が考えられる。導入した

有用物質生産株の定着性の評価のため、FISH や PCR 等の遺伝子レベルでの検出法により導

入菌の定着性を定量的に評価する必要があろう。また、導入した有用物質生産株が微生物

集団内で最適な活性が保てるように培養条件を最適化し、さらに目的生成物の生産効率や

バイオマス分解性を維持しながら、安定性等のシステムの最適化を図る。 
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