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要 約 

 地球温暖化対策や化石燃料からの依存脱却などを背景に、バイオマス資源からのバイオ

燃料生産量は急増しており、2009 年度の米国バイオエタノール生産量は 105 億ガロン（約

4,000 万 KL）と予想されている。日本でも京都議定書に基づいた温暖化ガス（CO2）の排

出削減目標を達成するため、輸送用燃料としてバイオ燃料を「2010 年に 50 万 KL を供給

する」ことが計画され、すでに北海道や沖縄などでバイオエタノール製造への取り組みが

始まっている。しかし、国内バイオエタノール生産量は 2010 年度で 3 万 KL の範囲であり、

供給の過半は海外からの輸入に頼るものと思われる。さらに、トウモロコシや油糧油など

のバイオマス資源は、食糧との競合や環境破壊等の問題が指摘されている。経産省と農水

省が 2008 年 3 月に発表した「バイオ燃料技術革新計画」では、食料と競合しないセルロー

ス系エタノールの革新的技術開発が提唱され、海外でも既に大規模な開発競争が始まって

いる。このような中で注目されているバイオマスがセルロース系バイオマス（木質系、稲

わら、スイッチグラス等）や廃棄物系の低品位バイオマス（食品廃棄物等）、および栽培

系バイオマス（ユーカリ、海藻等）である。本研究プロジェクトでは、CO2の大規模固定

法としても注目されている、乾燥などに強い環境耐性ユーカリの選抜、同じく栽培系バイ

オマスである海藻の利用法の検討、木質のセルロースを利用するための白色腐朽菌による

選択的リグニン分解、セルロース系バイオマスを原料とした次世代バイオ燃料として、バ

イオブタノールとバイオ水素の研究開発を行った。 
 第１章は緒言である。 
 第２章は、大規模植林による地上隔離に係る基盤技術の開発である。DNA マーカーを指

標とした Eucalyptus globulus 精英樹選抜法開発法を開発する目的に、ユーカリの耐環境

性クローン苗を温室で栽培し、対照系統 NP-1、高生長系統 J-025、耐乾燥系統 M-075 に
対して系統識別を可能とする RAPD（Random Amplified Polymorphic Sequence）マーカ

ーの探索を実施した。ガラス温室栽培した 3系統の E. globulus精英樹候補の若葉よりゲノ

ム DNA を単離し、これを鋳型に任意の 12 塩基からなる 200 種類のプライマーで PCR を

行い、遺伝子の増幅パターンを比較することで RAPD 分析を行った。その結果 31 種類の

プライマーにおいて再現性のある遺伝子増幅が確認された。得られた各系統の DNA フィ

ンガープリントを詳細に比較した結果、13 種類のプライマーにおいて系統間で異なる遺伝

子増幅が確認され、少なくとも今回モデルケースとして実験に用いた E. globulus 3 系統の

系統識別が可能な RAPD マーカーが単離された。今後、よりマーカー精度を向上させるこ

とで、精英樹選抜に利用可能な RAPD マーカーの確立が期待される。 
 第３章は、バイオマスの革新的利用技術の開発であり、木質系バイオマスの効率的なリ

グニン除去を担子菌を用いて行う。選択的リグニン分解菌 Ceriporiopsis subvermispora は、

木材腐朽において、セルロースを残してリグニンを高選択的に分解するという特徴を有し

ており、酵素糖化前処理などに有用な菌として注目されている。本菌は、木材腐朽の際、
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菌体外に粘質性多糖のマトリックス（sheath）を分泌する。sheath は木材細胞壁と菌糸の

間を埋めるように存在しており、菌糸や酵素と腐朽の現場をつなぐインターフェースの役

割を果たしていると考えられている。選択的リグニン分解は、酵素から遠く離れた場所で

起きることから、sheath は、代謝物によるラジカル反応の反応場を制御する重要な役割を

担っていると考えられる。本年度は、C. subvermispora の選択的リグニン分解の分子機構

を解明・強化する目的で解析を行い、C. subvermispora による代謝物を介するリグニン

分解のマーカー化合物になると予想される新規な ceriporic acids の酸化誘導体を複数見

出した。また、バニリン添加によって長鎖の脂肪酸及び ceriporic acids の産生量、およ

び脂肪酸不飽和化酵素遺伝子 (Cs-fad2)の転写が促進されることを明らかにした。さらに、

本菌における安定な形質転換系の開発に初めて成功した。 
 第４章も同じくバイオマスの革新的利用技術の開発であり、海藻に含まれる糖を原料と

したバイオ燃料生産の基盤技術研究を行った。海藻成分調査より、日本近海で生育するマ

コンブ、ケルプなどはアルギン酸を主成分とし、マンニトールも比較的多く含まれている

ことが明らかになっている。従って、海藻をバイオマスとしての利用する際は、アルギン

酸やマンニトールの代謝機構の解明が重要であると考えられた。本年度は、コリネ型細菌

のマンニトール代謝機能について研究を行った。コリネ型細菌のマンニトール代謝オペロ

ンは三つの遺伝子から構成されているが、野生型のコリネ型細菌は、マンニトールを唯一

の炭素源、エネルギー源として生育できない。従って、これら 3 つの遺伝子の機能を同定

し、マンニトールがどのように代謝されて解糖系に導入されるのか、その代謝経路を解明

した。さらに、3 つの遺伝子の中の制御遺伝子を改変する事により、マンニトールを栄養源

として生育できることが分かった。また、マンニトールからのエタノール生産も確認した。 

 第５章は、バイオマスからの革新的有用物質生産のための基盤技術開発であり、セルロ

ース系バイオマスなどからのブタノール生産技術の開発を行った。ブタノールは、バイオエタ

ノールに続く次世代バイオ燃料として注目されているが、嫌気性細菌であるクロストリジウム属細菌

のアセトン・ブタノール・エタノール発酵（ＡＢＥ発酵）経路にて生成するため、生産性が低く、実用

化への課題があった。そこで本技術開発では、工業用の好気性微生物に、ブタノール生産遺伝子

を導入し、新規な高生産性ブタノール生産株を創生することが目的である。本年度は、生産性の

向上を目指し、ブタノール生産代謝系の最終段階であり、生産の律速反応の一つと考えられる、ブ

チルアルデヒドデヒドロゲナーゼ、及びブタノールデヒドロゲナーゼ反応について、これらの反応を

触媒する、より高機能な酵素遺伝子を探索した。また、好気性工業微生物として本技術開発で用

いている大腸菌について、現状でのブタノール耐性を確認するために、ブタノール濃度の増殖へ

の影響を調べた。 
 第６章は、バイオマスからの革新的有用物質生産のための基盤技術開発であり、セルロー

ス系バイオマスなどからの水素生産技術開発を行った。本研究では、バイオマス由来のグ

ルコースから水素を生成する「嫌気水素生産」とその代謝物である有機酸と光から水素を
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生成する「光水素生産」を改良し、これらを統合したバイオリアクターによる効率的なバ

イオ水素生成システムの構築を目指している。本年度は、「嫌気水素生産」の大腸菌に異種

起源のヒドロゲナーゼ（水素発生酵素）を導入し、その遺伝子の 適発現条件を検討した。

また、光合成細菌については、Rhodobacter sphaeroides の酢酸代謝系を改良し、酢酸から

PHB（ポリヒドロキシブチレート）を合成する遺伝子系を破壊して酢酸からの水素生産量

の向上を検討した。PHB は、酢酸代謝系の一部で貯蔵物質として知られている。 
 第７章 は、まとめと研究成果である 
  

Summary 
 

Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE) is running 
this project as for “the Programmed Methods CO2 Fixation and Effective Utilization 
Technology Development”supported by the Ministry of Economy, Trade and Industry 
(METI). 
 Biorefinery is to produce biofuels and biochemicals such as ethanol, butanol, 
polymers, organic acids etc. from non-food biomass resources (corn stover, wood chips, 
etc.) as opposed to fossil fuel. In this project, we focused on the unused biomass 
resources such as hard biomass (wood), cellulosic biomass (corn stover, rice straw, etc.), 
low grade biomass (food waste, garbage etc.) and marine biomass (sea weed). For large 
scale CO2 fixation, we also developed selecting methods of environmental 
stress-tolerant Eucalyptus globulus elite trees for effective afforestation in infertile 
areas. The purpose of this research is to expand the use of these biomass resources and 
establish the production technologies of biofuels from them.  
 Chapter 1 is a preface. 
 Chapter 2 is a technology development of geological strage of CO2 by 
large-scale afforestation. To develop a new procedure selecting Eucalyptus globulus elite 
trees by DNA markers, we explored RAPD（Random Amplified Polymorphic Sequence）
markers which discriminate E. globulus three lines (NP-1: control line, J-025: high 
growth line, M-075: high drought tolerant line) . Genome DNA from young leaves of E. 
globulus three lines was prepared and used for PCR as a template with random 12 mer 
primers. We screened 200 primers and identified 31 primers that yield reproducible 
amplification products from genome DNA of all lines. We carefully analyzed DNA 
fingerprints obtained from 31 primers between E. globulus three lines and isolated 13 
primers yielding different DNA fingerprint pattern between lines. Improvement of 
accuracy of these RAPD markers will help effective and easy method for screening and 
selection of stress-tolerant Eucalyptus globulus elite trees. 
 Chapter 3 is a technology development of hard-biomass (wood) utilization. A 
selective white rot fungus, Ceriporiopsis subvermispora degrades lignin in wood with 
minimum damage of cellulose. Application of this fungus to biopulping and 
pretreatments for enzymatic saccharification of wood biomass has been studied. To 
elucidate the molecular mechanism for the selective lignin degradation and to do 
molecular breeding in C. subvermispora, we found new metabolites including various 
kinds of oxidized derivatives from ceriporic acids, which can be used as potential 
marker compounds to assess the metabolites-mediated lignin degradation by the fungus.  
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We also demonstrated that addition of vanillin induced production of long chain fatty 
acids and ceriporic acids, and transcription of a delta12-fatty acid desaturase gene 
(Cs-fad2).  Moreover, a stable genetic transformation system was developed in the 
fungus, for the first time. 
 Chapter 4 is a technology development of marine-biomass (sea weed) 
utilization. Major organic contents of seaweeds are alginate and mannitol, however, 
their metabolism in bacteria has not yet been elucidated. Thorefore it is important to 
investigate the alginate and mannitol metabolic pathways. In this project, we studied a 
mannitol metabolic pathway in coryne-form bacteria and concerning genes which serve 
in the mannitol metabolism. Corynebacterium glutamicum has a mannitol catabolic 
operon consisting of three genes, but it has no ability to utilize mannitol as a sole carbon 
and energy sources for growth. Therefore we indetified the genes and elucidate their 
functions in the mannitol metabolism. We also modified one of the genes which serve as 
a reguration of the operon. After modificaiotn of the gese, the bacterium recovered its 
ability to grow on mannitol as the sole carbon and energy sources. Moreover, we 
identified production of ethanol when mannitol was used for a sole carbon source for its 
growth.  
 Chapter 5 is a technology development of biobutanol. Butanol has attracted 
attention as a next generation baiofuel as well as cellulosic bioethanol. Anaerobic 
bacteria, Clostridia have been used in ABE (acetone, butanol, and ethanol) fermentation 
process, however, there are problems associated with the process such as low 
productivity and the strictly obligate anaerobic conditions. To circumvent such problems, 
we have been carrying out research into a novel butanol production process by 
industrial microorganism and are aiming to establish the fundamental technology. This 
year, to advancement of butanol productivity, we explored more useful genes encoding 
two key enzymes for butanol production, i.e. butyraldehyde dehydrogenase (BYDH) and 
butanol dehydrogenase (BDH). To confirm the butanol tolerance of E. coli, effects of 
butanol on cell growth were also examined. 
 Chapter 6 describes results of studies on an integrated biological hydrogen 
production process from biomass. Hydrogen is a next generation clean energy resource 
because it generates only water when it burns. Bio-hydrogen is produced from 
renewable resources of biomass by anaerobic bacteria, photosynthetic bacteria, and 
algae. The aim of this project is to make effective strains of anaerobic and 
photosynthetic bacteria with modified hydrogen metabolism pathways. Finally we 
integrate them to make a bio-hydrogen generation system which uses sugar, organic 
acids, and light as energy sources. This year, we introduced a new hydrogen producing 
enzyme (hydrogenase) gene into E. coli, and optimized its expresion and induced 
contiotion in the cells. In the genetic engeneering of photosynthetic bacteria, we 
disrupted one of poly-3-hydroxybutyrate (PHB) synthetic genes to improve its hydrogen 
production from acetic acid. PHB is known to be one of by-products in its acetate 
metabolism in Rhodobacter sphaeroides.  
 Chapter 7 shows conclusion and discussion. 
 

 

 




