
概 要 
 

本研究開発は、財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）が新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）の委託を受けて「エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素

固定化技術研究開発」のテーマにおいて平成１２年度より５カ年の計画で実施を開始し、

３年目の平成１４年度に経済産業省（METI）からの補助金事業である、二酸化炭素固定化・

有効利用技術等対策事業費補助金「エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素固定

化技術開発」に引き継がれ、さらに最終年度である平成１６年度に「石炭・古紙等活用型

二酸化炭素固定化技術開発」に引き継がれ、微生物を利用した古紙の有効利用技術につい

て実施したものである。 
本研究開発の最終目標は、微生物機能を用いて古紙を糖まで分解し、さらに生成した糖

と二酸化炭素から有機酸等の有用物質を生産する、化学プロセスと競合可能な高生産性バ

イオプロセスの構築である。 従って、本研究開発の主要な課題は、1.古紙を効率的に糖化

する微生物利用技術、及び 2.糖類から有用物質生産を行うバイオコンバージョン技術の二

つの技術確立である。 本成果報告書では、これら技術課題について、５カ年計画の最終年

度である平成１６年度に得られた研究成果をまとめた。以下に内容を要約する。 
 

第１章は、緒言である。 
 

第２章では、古紙等から糖類を生産する技術開発の成果をまとめた。  
昨年度に引き続き、酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関に関する検討を石川県農

業短期大学に研究委託し、高いセルラーゼ活性を有する耐熱性カビ Thermoascus 
aurantiacus IFO9748 株のβ-グルコシダーゼ BGⅠ、BGⅡを取得し、その性質を解明した。

また、古紙の分解を担う酵素機能の解析に関して、秋田県立大学に研究委託し、白色腐朽

菌 Pleurotus ostreatus （ヒラタケ）のマンガンペルオキシダーゼ(MnP)の転写レベルでの挙

動を解明し、さらに選抜した 2 菌株の培養液による未晒しクラフトパルプの脱リグニン(漂
白)における、白色度の向上の検討を行った。また、セルロースおよびヘミセルロースを効

率的に分解する Clostridium cellulovorans が有する高分子複合体セルロソームの機能解析を

行った。C. cellulovorans の新規エンドグルカナーゼのクローニングと転写発現解析、C. 
cellulovorans によるトウモロコシ繊維の分解におけるセルラーゼ、ヘミセルラーゼの相乗

効果と足場タンパク CbpA の役割、及び細胞の cooperation による菌体外タンパク質複合体

の形成についての検討を行った。 
 
第３章では、糖類から有機酸等の有用物質を生産するバイオコンバージョン技術確立の

研究成果についてまとめた。 
バイオコンバージョン工程にて、糖類と二酸化炭素から有機酸等を生産する、コリネ型
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細菌の物質生産条件下（酸素抑制条件下）における増殖制御遺伝子群、及び物質生産関与

遺伝子群の遺伝子発現挙動を解明するために、C. glutamuicum R の全遺伝子対応型 DNA チ

ップを用いて、トランスクリプトーム解析を行った。さらにこの解析結果を基に、物質生

産条件下にて特異的に有用遺伝子を発現させることが可能な転写制御因子の取得を行った。

また、有用物質の原料である糖類をより効率的に利用するための糖類の利用性の拡大につ

いて検討を行った。C. glutamuicum R の特異的糖類取込み酵素遺伝子と他の微生物の酵素

遺伝子との比較解析によって、C. glutamuicum R が有する糖類利用性の解明した。さらに、

昨年度に引き続いて京都大学大学院農学研究科に CO2 取り込み機能を有する新規微生物

（酵素）の探索を研究委託した。今年度は、リブロースモノリン酸経路鍵酵素遺伝子を形

質転換することによるホルムアルデヒド耐性能の向上について検討を行った。 
 

第４章では、成果と今後の課題についてまとめた。  
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Summary 

 
This 5-year R&D project entrusted to the Research Institute of Innovative Technology for 

the Earth (RITE) by New Energy and Industrial Technology Development (NEDO) under the 
theme “Research and Development of Technologies for Paper Wastes Reuse for Energy Use 
Rationalization and for Atmospheric CO2 Fixation” was started in the fiscal year 2000. From fiscal 
year 2002, the project was restarted under the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
under the new theme “Development of Technologies for Paper Wastes Reuse for Energy Use 
Rationalization and for Atmospheric CO2 Fixation”. The ultimate goal of the study is to establish 
bioprocesses more efficient than the chemical processes currently used for the degradation into 
saccharides of waste papers, and for the production of useful compounds, such as organic acids, 
from fermentation of the resulting saccharides coupled to fixation of atmospheric CO2. These latter 
two goals represent major technical challenges.  

From an economic point of view, the key R&D points are: (a)engineering of 
microorganisms with improved properties for efficient saccharification of paper wastes, and (b) 
establishment of a new bio-conversion technology in which the strictly aerobic coryneform 
bacteria function as whole cell catalysts producing useful substances under conditions of repressed 
growth.  

This report summarizes the results obtained within the framework of this study during the 
fourth year of the project (fiscal year 2004). The report includes the following 4 chapters.  
 
 
Chapter 1: Introduction  
 
Chapter 2: Waster paper saccharification 

In order to make production of sugars by enzymatic degradation more efficient, 
improvements of microorganism were examined. Parts of the fundamental aspects of this research 
were performed in alkalophilic bacteria in collaboration with Ishikawa Agricultural College and 
Akita Prefectural University (respectively, “Structural Analysis of Enzymes and Relationships 
between Structure and Function” and “Analysis of Enzyme Function in the Degradation of 
Recycled Paper”). Furthermore, the cellulosome, a complex assembly of enzymes and scaffolding 
proteins that is characterized by a remarkable degradative ability of cellulose and hemicellulose 
was investigated. In this physical year, cloning and expression analysis of a new endglucanase, 
synergistic effect of cellulase and hemicellulase, and extracellular formation of cellulosome were 
investigated.  
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Chapter 3: Bio-conversion technology development  
Corynebacterium glutamicum R does not grow under oxygen-limiting conditions, but 

produces high concentrations of organic acids instead. Using this unique features, 
development of a novel bio-conversion process for organic acid production from sugars 
sourced from waste paper was studied. In this physical year, the following studies were carried 
out.  

The DNA microarray analyses were carried out for understanding the metabolic changes 
of C. glutamicum R between under aerobic culture and oxygen deprivation condition. The 
expansion of sugar availability in C. glutamicum R was investigated for utilization of various 
renewable sources. Under the theme “Exploration of New Microorganisms and Novel Enzymes on 
Carbon Dioxide Fixation”, collaborative research with Kyoto University was carried out.  
 
Chapter 4: Conclusions to date and future plans  
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