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概 要  
 

本技術開発は、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（METI）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）が実施するものである。   
微生物による CO2 利用プロセスは、主に光合成細菌や藻類を用いて研究開発が行わ

れてきたが、これら従来プロセスにおいて、CO2 は単に微生物菌体の増殖に利用され

るだけであった。しかし、微生物による CO2 利用プロセスの真の実現化には、プロセ

スが経済性を有することが必要であるため、微生物菌体ではなく、より付加価値の高

い物質に CO2 を変換しなければならない。我々はこれまでに、コリネ型細菌

(Corynebacterium glutamicum R)の特性を利用し、バイオマス由来の糖類と CO2 からコ

ハク酸を生成する RITE プロセスを構築し、CO2 を原料とする有用化学物質生産技術

の可能性を見出した。そこで本技術開発では、RITE プロセスを拡大展開し、CO2 を原

料とした微生物による有用物質生産技術体系の開発に寄与する基盤研究を行う。  
本技術開発の主要な技術課題は、CO2 有効利用に特化した改良微生物の構築であり、

そのために、微生物の細胞レベルにおける CO2 利用能力を高効率化を目的とした以下

の実施項目を挙げた。  
 

(1)微生物細胞内への CO2 取り込み機構の解明と強化技術の開発  
(2)微生物細胞内における新規 CO2 Integration（組み込み）機構の探索とその高効率化  
(3)細胞内エネルギー生成機構の高効率化  
 

本成果報告書は、上記実施項目を中心に平成１７年度に実施した技術開発の成果に

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、微生物細胞内への CO2 取り込み機構の解明と強化技術の開発について

の成果をまとめた。本年度は、コリネ型細菌の CO2 取り込み機構に関与酵素遺伝子の破壊

株の構築と、その挙動解析を行った。ターゲットとして、ATP 依存の HCO3
-取り込み複合体のコ

ンポーネント遺伝子である cmpA と相同性の高い CglR1353、細胞内にて CO2 と HCO3
-の平衡

反応を触媒するカルボニックアンヒドラーゼ遺伝子と相同性の高い CglR2573、  CglR0196, 

CglR0984 の計 4 遺伝子を選択した。 
 

第３章では、微生物細胞内における新規 CO2 Integration (組み込み )機構の探索とそ
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の高効率化についての成果をまとめた。本年度は、CO2 組み込み速度が増加した遺伝

子高発現株の実用的利用と発現量解析を目的として、C. glutamicum R ゲノム中への本

酵素遺伝子のインテグレーションを検討した。  
 

第４章では、エネルギー源である糖類の利用能の拡大を目的として、糖輸送酵素の

解析・強化についての成果をまとめた。本年度は、C. glutamicum R 株の主要な糖の輸

送システムであるホスホエノールピルビン酸：糖  ホスホトランスフェラーゼシステム

(PTS)の各酵素遺伝子を染色体配列より探索し、それぞれの酵素遺伝子の機能同定を行

った。  
 

第５章では、成果と今後の課題についてまとめた。   
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Summary 

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

“Research and development of fundamental technology for production of useful compounds from 
CO2”, as one of themes for “ the Programmed Methods CO2 Fixation and Effective utilization 
Technology Development” which by supported by the Ministry of Economy, Trade and Industry 
(METI).  

The key R&D points are:  
(a) Characterization and enhancement of microbial CO2 uptake system 
(b) Enhancement of CO2 integration reaction  
(c) Improvement of the intracellular energy conversion 
 
This report summarizes the results obtained within the framework of this study during the 

first year of the project (fiscal year 2005). The report includes the following five chapters.  
 
Chapter 1: Introduction  
 
Chapter 2: Characterization and enhancement of microbial CO2 uptake system  
 In last physical year, five gene of CO2 active transporter and three genes of CO2 
accumulation enzymes might exist in C. glutamicum R on the basis of homology searches of these 
genes. Therefore, as a means to analyze the CO2 uptake system, these genes mutants were 
constructed. And then, characteristics of these mutants under aerobic plate culture were 
investigated. 
 
Chapter 3: Enhancement of CO2 integration reaction  

Studies on enhancement of CO2 integration reactions for the purpose of increase the rate 
of CO2 fixation were carried out. About 220 of gene of CO2 integration enzyme (enzymes using 
CO2 as the substrate are 210, and the HCO3

- are 10) were already identified. In the last year, the 
rate of CO2 fixation increased by of overexpression of the pyruvate carboxylase which is one of 
the anaprelotic enzymes. In this physical year, integration of this gene to the genome was 
examined for practical use.   

 
Chapter 4: Improvement of the intracellular energy conversion 
 Improvement of microbial sugar transport systems were investigated for efficiently 
provision energy to CO2 integration reaction in bacterial cells. In this physical year, based on 
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molecular biological information of phophotransferase system (PTS) which is main sugar 
transportation system, construction of the periplasmic enzymes (PTS Enzyme II) gene disruptants 
were carried out.. 
 
Chapter 5: Conclusions to date and future plans  
 




