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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。 

 昨年 2005 年の平均気温（世界）は、これまでの 100 年以上の観測で も高くなったと米

航空宇宙局（NASA）が発表した。近年のハリケーンや熱波などの異常気象が、このような

地球温暖化が原因で起こっている可能性があることを IPCC(気候変動に関する政府間パネ

ル）も指摘している。この地球温暖化問題の解決のため、温室効果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技術開発の推

進は人類に課せられた 重要課題の一つである。このため、地球温暖化に 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でカーボンニュートラルな資源であり、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を

本手法によって原料転換することにより非常に大きな CO2削減効果が期待される。 

 バイオマスには大別してエネルギー作物系と廃棄物系に分けられ、廃棄物系はさらにセ

ルロース系（稲わら、コーンストーバ等のソフトバイオマス）、木質系（建築廃材などのハ

ードバイオマス）、都市ゴミ・し尿（蛋白質系）に分けられる。本研究の目的は、①セルロ

ース系廃棄物（稲わら；ソフトバイオマス）の効率的な廃棄物処理法を開発すること、②

ソフトバイオマスから有用物質を回収することの二つであり、この目標の達成によるバイ

オマスからの効率的な廃棄物処理技術の確立と処理コストの削減を 終ゴールとして研究

に取り組んだ。 

 従来の発酵法によるバイオマスからの有機物の生産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廃棄系バイオマスの分解・利用は、 

１）各種微生物の機能を総合して利用できるので、いろいろな基質（バイオマス）に

対応でき、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、廃棄物系バイオマスから直接有用

物質を回収する、シングルステップのバイオ変換プロセスが構築できる。 
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等の利点がある。 

一方、人為的に、微生物集団にバイオマスを分解・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 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。これら

の課題を解決するため、本研究開発では以下の３項目を実施する。 

 

本研究開発における実施項目 

(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 適化 

 

本成果報告書は、平成 1７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、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。 

当該微生物集団の機能改変を目指して外来細菌の導入を試みた。乳酸生成菌を新たに分

離し、既存の乳酸菌とともにその添加効果を評価したが、充分な乳酸の蓄積は見られなか

った。一方、外来のセルロース分解細菌 Clostridium thermocellum を添加したところ、C. 

thermocellum の至適生育温度である 60℃でも良好な分解を示すようになった。この系では

培養温度によって既存のセルロース分解菌と C. thermocellum の生育が調節されているだ

けでなく、細菌叢全体の適応が見られた。また添加効果が現れるためには、数回の継代培

養が必要であり、菌叢の馴養による適応期間であると考えられた。またメタン発酵菌群を

添加したところ、安定なメタンガスの発生が観察され、水素資化性メタン菌の残存も確認

できた。単一微生物ではなく、菌群として共存する微生物とともに添加したことが有効で

あったと考えられる。 

 

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。 

新たに分離した FG4 株を用いて５種混合培養系（CSK1 株、FG4 株、M1-3 株、M1-5 株、M1-6

株）を構築した。そのセルロース分解活性と構成細菌種の安定性を評価し、20 回以上の継
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代培養にも機能および構造が変わらないことを確認した。この５種混合系の各細菌種の役

割を解析し、セルロースの分解に伴う代謝フローを明らかにした。それを基に低分子物質

の蓄積を目指して、構成種の組合せを検討したが、特定物質の充分な蓄積と集団の安定性

を同時に得ることは困難であった。またこれらの結果から、効率的なセルロース分解およ

び混合系の安定性の機構に関する知見を得た。 

 

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 適化について成果をまとめた。 

稲わら分解微生物集団に有用微生物を導入し有用物質を生産させる目的で、コリネ型細菌に

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(ADH)遺伝子を導入し、エタ

ノール生産株を育種して稲わらからのエタノールの直接生産を目指した。コリネ型細菌導入時

期の検討、培養温度、培地の循環等を変化させ、エタノールを指標としてバイオマス分解シス

テムの 適化条件を検討した。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章は本研究成果のまとめである。 
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Research and Development of an Innovative Bioprocess: 

Establishment of Microbial Community System 

 

Summary 

 

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

project as part of the larger "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 analysis of rice straw-degrading microbial community 

We set out to modify the function of the rice straw-degrading microbial community 

by addition of exogenous microorganisms. Addition of lactic acid producing bacteria 

isolated in this study or lactic acid bacteria from other culture collections did 

not affect the production of lactate in the microbial community. On the other hand, 

addition of a cellulolytic bacterium, Clostridium thermocellum, enabled the microbial 

community to degrade cellulose at 50°C and 60°C. In the community to which C. 

thermocellum was added, two species of cellulolytic bacteria coexisted in varying 

relative populations according to the cultivation temperature. The whole bacterial 

community structure also adapted to the changes in temperature. Several subcultures 

were necessary to realize the effects of addition of exogenous organism. Furthermore, 

addition of methanogenic microflora to the microbial community was evaluated. Stable 

methane production and existence of hydrogenotrophic methanogens were observed. 

Addition of microflora, as opposed to a single organism, was more effective in bringing 

about the desired results. 

 

Chapter 3: Reconstruction of the microbial community 

A five-strain mixed culture was constructed using strains CSK1, FG4, M1-3, M1-5, 

and M1-6. The cellulose degradation capability and the structure were stable upon 

repetitive subcultures. Analysis of the role(s) of each strain revealed the metabolic 

flow through cellulose degradation. On the basis of these findings, we examined the 
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production of useful chemicals from cellulose by changing the combinations of strains. 

However, a sufficient amount of target compounds did not accumulate in stable mixed 

cultures. These results reveal the mechanisms involved in effective cellulose 

degradation and structural stability. 

 

Chapter 4:  Optimization of the microbial 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 E. coli-derived pyruvate 

decarboxylase (PDC) and alcohol dehydrogenase (ADH) genes into the strain. After 

cultivation of the strain, it was added to the microbial community for straw 

decomposition, and production of chemicals (ethanol and organic acids) was analyzed. 

In this year、we investigated the effects of temperature, incubation time of the mixed 

culture, amount of bacteria to be introduced, separation culture method etc, to 

achieve an optimal ethanol production. We summarized these results and we found that 

the addition of corynebacterium after partial degradation of straw cellulose by the 

microbe community was effective for the production of ethanol. The stability of these 

introduced strains to the microbial community was also evaluated. 

 

Chapter 5: Conclusions and Summary 

 




