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【ライフサイエンス】再生可能ポリマー 食品添加物 バイオマス モノづくり 
 
微生物の働きを利用したバイオマスからのモノづくりの研究開発動向 
 
 本稿では、表題に関して、米国ストラテジック・ビジネス・インサイト社(SBI: Strategic 
Business Insights,Inc.)のレポートを編集・翻訳して紹介する。 
 
はじめに 

 
微生物が有機製品に広く使用できることは知られている。しかし、タンパク質治療など

の多くの成果は、正確な条件で比較的小規模に行う組織培養を必要とする。化学物質は、

それほど厳しくない条件でも生成可能であり、廃棄バイオマス（例えば、セルロース系廃

棄物やコーンシロップなど）を成長培地として利用する。エタノールやブタノールのよう

なバイオ燃料は、非常に広範な研究分野となっているが、その他の多くの化学製品も、同

様な方法で製造される。遺伝子工学に加え、最近では合成生物学が、遺伝子組み換えや組

織への代謝経路を可能にしており、これは特殊なバイオマス廃棄物への耐性を上げるのみ

ならず、その組織とは異質な化合物の生成を可能にするものである。乳酸のような化合物

は、再生可能ポリマーの生産に使用でき、フマル酸やコハク酸などは、医薬品の製造に利

用できる。バイオマス由来の化合物は化石燃料を必要としないため、より環境にやさしい。

微生物を利用したバイオマス処理方法について、ここ 1年間の研究・開発動向を、以下に
示す。 
 
再生可能ポリマー 
 

 SUNY-College of Environmental Science and Forestry (Syracuse, New York)の科
学者らは、バイオディーゼル産業の副産物であるグリセロールを利用し、バクテリア

がこれを低コスト炭素源として使用して高付加価値な生分解性ポリヒドロキシアル

カノアート(PHA: polylactic acid)を生成できるようにした。たとえば、バークホルデ
リア・セパシア菌 ATCC 17759 は、グリセロール濃度 3～9%（容積%）でポリ-3-
ヒドロキシ酪(PHB)を合成した。この発酵は、PHB生成量 200L（リットル）にまで
規模が拡大し、乾燥バイオマスと PHB の収率はそれぞれリッターあたり 23.6 g/L、
7.4 g/Lとなった注1。 

 
 韓国科学技術院(Korea Advanced Institute of Industrial Science and Technology, 

KAIST)と同国の化学企業 LG Chemで構成される科学者らのチームは、化石燃料系
化学物質を使用することなく、生物工学により、汎用プラスチック用品用途向けのポ

リマーを生成することに成功した。この科学者チームは、自然資源や再生可能資源か

らプラスチックを生産する鍵をにぎるバイオベースのポリマーであるポリ乳酸

                                                 
注1 http://www3.interscience.wiley.com/journal/123196118/abstract 
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(PLA)の研究に焦点を絞った。これまで PLA は、発酵と、化学重合プロセスの 2段
階により生成され、これはいずれも複雑で高価であった。しかし今では、この研究チ

ームが、代謝経路を遺伝子工学で改変した大腸菌株を使用して、直接発酵によりポリ

乳酸や共重合体を生成する一段階のプロセスを開発した。再生可能 PLA製品や乳酸
含有共重合体が、より安価で商業的にも実現可能なものとなったとしている注2。 

 
 Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Cuernavaca, Mexico)の研究者らは、
枯草菌を使用して、グルコースやセロビオースからのホモ乳酸発酵を実現した。生分

解性プラスチックは、乳酸から作られたポリマーであるポリ乳酸から作ることができ

る。この化合物は、微生物を使用することで、基質となる再生可能資源から生成する

ことができる。枯草菌は、米国食品医薬品局(FDA)が GRAS微生物 (一般的に安全と
見なされている)と認めるグラム陽性のバクテリアである。枯草菌は、環境に存在す
る単糖類よりも複雑な炭素源を利用するために、プロテアーゼ、セルラーゼ、シラナ

ーゼ、アミラーゼなどの様々な種類の酵素を生成、分泌する。従って、枯草菌は、化

学製品を製造するために、リグノセルロース系バイオマスに含まれる炭水化物ポリマ

ーの加水分解に使用できる可能性がある。農産工業廃棄物のセルロース片を酵素加水

分解すると、セロビオースと少量のグルコースが生じる。枯草菌は、好気条件下で、

基質としてセロビオースを使用して増殖する注3。 
 

 アイオワ州立大学(Iowa State University/ Ames, IA)の科学者らは、ガス化バイオマ
スの合成ガス発酵によるポリヒドロキシアルカン酸と水素の製造について、その実現

可能性の評価を行った。検討したバイオリファイナリー注4は、スイッチグラスを原料

とし、熱化学的方法で合成ガス(主に水素と一酸化炭素から構成されるガス状混合物)
に変換した。合成ガスを、ロドスピリルム・ルブラム(紅色非硫黄細菌)を使用して発
酵させ、PHA、濃縮水素が製造される。バイオリファイナリーの一日あたりの総生
産量は、PHA 12Mg 注5 と水素ガス 50 Mgと推測される。バイオリファイナリーの
設立資金は 5,500 万ドル、年間運営コストは 670 万ドルと見積もられている。水素
の想定市場価値が$2.00/kg の場合、PHA製造コストは$1.65/kgとなる注6。 

 
 ワシントン州立大学(Washington State University/ Pullman,WA)の科学者らは、廃
棄処分されるジャガイモやグルコースで培養したペレット化した糸状菌、リゾプス・

オリゼを使用して、乳酸とキチンの同時生産を実証した。乳酸とキチンの同時生産方

法は、原料に農業廃棄物を利用し、ペレット化したリゾブス・オリゼ発酵を使用する

3段階プロセスにより、真菌性乳酸製造の効率、収益およびコスト面の改善を行う注7。 

                                                 
注2 http://dx.doi.org/10.1002/bit.22547 and http://dx.doi.org/10.1002/bit.22548 
注3 http://www.microbialcellfactories.com/content/8/1/23  
注4 植物を燃料に転換する工場。生物精製所と訳されることもある。 
注5 メガグラム。1Mg=1,000,000g=1,000kg 
注6 http://www.springerlink.com/content/582353467wx2218n/ 
注7 http://www3.interscience.wiley.com/journal/121452801/abstract 
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 University of Patras (Greece)の科学者らは、複合バイオ水素・バイオポリマー生産
に、オリーブオイルの絞りかす排水を利用した研究を行っている。水素と揮発性脂肪

酸 (VFA: volatile fatty acids)が、嫌気性発酵を介して生産され、次に酸性廃液は、
好気性生分解性ポリマーの生産の基質として利用された。実測された PHA 収率は、
乾燥バイオマス重量の 8.94%であった注8。 

 
食品添加物 

 
 Universite de Lome (Togo)の科学者らは、パイナップルの皮を処理して酢を製造す
る研究を行っている。酢は、アルコール発酵、酢酸発酵の 2種類の連続発酵により生
産される。アルコール発酵は、30℃の環境でサッカロマイセス・セレビシエを使用
し、酢酸発酵は、酢酸菌というバクテリアを使用するが、これらはいずれも、パイナ

ップルジュース中に自然発生する注9。 
 

 Kasetsart University (Bangkok, Thailand)の研究者らは、遺伝子組換え大腸菌を使
用してグリセロールから L‐フェニルアラニンを生成した。L‐フェニルアラニンは
通常、グルコースまたはスクロースを炭素源として使用する発酵により生成される。

大腸菌を使用した L‐フェニルアラニンの量産にグリセロールを利用すると、スクロ
ースベースやグルコースベースでの発酵に比べ、生産コストを大幅に低減できる可能

性がある注10。 
 

 King Mongkut's University of Technology (Bangkok, Thailand)の科学者らは、ムコ
ールルキシー(Mucor rouxii)と農業副産物を使用して、γ-リノレン酸(GLA)を生成し
た。この真菌細胞が、米ぬかや大豆粉末上で良く成長する。GLA は米ぬか発酵によ
り収率高く生成される。最大の収率として、30℃にて 5 日間の培養により、発酵バ
イオマス 1kgあたり 6gの GLAが計測された。低コスト GLA 生成プロセスが実現
され、GLA含有の発酵製品は食品添加物として利用できる注11。 
 

 US Department of Agriculture laboratory (Philadelphia,Wyndmoor)の研究者らは、
発酵エタノール燃料生産の高付加価値な副産物として、トウモロコシ繊維からのアス

タキサンチン生産について評価を行った。赤色酵母（イースト）の 5つの菌株が、ト
ウモロコシ繊維由来の糖類を使用したアスタキサンチン生産用にテストされた。テス

トされた糖は、グルコース、キシロース、アラビノースである。5つの菌株はすべて、
上記の糖 3種をアスタキサンチン生成に利用することができた。このうち、アラビノ
ースを使用した場合に、アスタキサンチン収率が最も高くなることがわかった。また、

                                                 
注8 http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.12.001 
注9 http://dx.doi.org/10.3923/pjbs.2009.859.865 
注10 http://www.springerlink.com/content/3v27351u62u67122/ 
注11 http://www3.interscience.wiley.com/journal/122386131/abstract 
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高濃度グルコースは、他の 2つの糖の利用を抑制することも観測された。使用した糖
1g当たりのアスタキサンチン収率は 0.82 mgであった注12。 
 

 Virginia Polytechnic Institute and State University (US,VA, Blacksburg)の研究者
らは、バイオディーゼル由来の粗グリセロール上にピシウム・イレギュラレ真菌を培

養して、エイコサペンタエン酸(EPA: eicosapentaenoic acid)を生成する研究を行っ
ている。粗グリセロールは、バイオディーゼル産業の主要な副産物であり、粗グリセ

ロールから微生物発酵により高付加価値な製品を生産することで、この副産物を大量

に活用できる。この結果は、EPA 強化食品や強化飼料を製造できる菌類バイオマス
の生成に、粗グリセロールが使用できることを示している注13。 

 
 Universidade Federal do Ceara(Brazil)の研究者らは、カシューアップルジュース

(cashew apple juice)を基質に使用し、マンニトールを生成する研究を行っている。
工業的発酵の基質に余剰農産物を利用することは生産コストを減らし、これらの産物

が廃棄された場合に環境に与える悪影響を減らす上でも興味深い代替案となった。カ

シューアップルジュースの糖質は、グルコースとフルクトースである。スクロースの

添加により、マンニトール収率(85%)に有利に働くが、生産性は落ちる。最も良い結
果が出たのは、カシューアップルジュースのみを基質として適用した場合で、還元糖

が合計で 50g/L(内、フルクトースが 28g/L)にて、収率 18g/Lのマンニトール、この
際、67%のフルクトースがマンニトールに変換されており、生産性は一時間当たり
1.8g/Lであった注14。 

 
その他の化合物 

 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brazil)の研究者らは、人毛を使用して、
枯草菌 AMR のケラチン分解活性の評価を行っている。彼らの研究により、枯草菌 
AMR が、ケラチナーゼとゼラチナーゼの活性および人毛ケラチンペプチドととも
にセリンペプチターゼを生成し、人毛を加水分解できることがわかった。この研究

データより、毛髪加水分解酵素で得られるペプチドは、将来、製薬や化粧品向けの

用途に有用であると推察される注15。 
 

 神戸大学の研究者らは、α-アミラーゼとリジンデカルボキシラーゼを共発現
(coexpress)するコリネバクテリウム・グルタミン酸(Corynebacterium glutamicum)
を使用して、可溶性でんぷんからカダベリンを生成した。このカダベリンの発酵は、

ピリドキサール-5'-リン酸を使用せず、唯一の炭素源として可溶性でんぷん 50g/Lを
使用した。AmyA と CadA を共発現するグルタミン酸生産菌は、可溶性でんぷんか

                                                 
注12 http://www.springerlink.com/content/g507444x251ht800/ 
注13 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf803922w  
注14 http://www.springerlink.com/content/q48h652t7j1678l1/ 
注15 http://www3.interscience.wiley.com/journal/122654445/abstract 
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らカダベリンを生成した。コリネバクテリウム・グルタミン酸は、バイオマス資源

からカダベリンを生成する上で、大きな潜在可能性がある注16。 
 

 Jiangnan University (China) の研究者らは、アクチノバチルス・サクシノゲネス
を使用して、藁の加水分解物からコハク酸を生成した。研究結果によると、藁加水

分解物に含まれるグルコースとキシロースの両方がコハク酸生成に利用され、コハ

ク酸の嫌気性発酵では、稲わらや麦わらよりも、トウモロコシ藁の加水分解物の方

が、良い結果が得られることがわかった。しかしながら、とうもろこし藁の加水分

解物(CSH: corn straw hydrolysate)による糖の一次濃縮の際に、その数値は 60g/L
を超え、細胞増殖とコハク酸生成は抑制された。回分発酵では、5Lの撹拌型バイオ
リアクター内のトウモロコシ藁の加水分解において、初期糖質濃度 58g/L で 48 時
間培養後に、コハク酸濃度 45.5g/L、収率 80.7% という結果が得られた。一方、流
加回分発酵では、コハク酸の濃度は、発酵 44時間後に、1時間あたり 1.21g/Lの収
率で 53.2g/Lという結果が得られた注17。 

 
編集： NEDO（担当： 総務企画部 久我健二郎） 
翻訳： NEDO（担当： 総務企画部 原田玲子 ） 

 
出典：Strategic Business Insights Explorer Program 
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注16 http://www.springerlink.com/content/qp1080656t31570k/ 
注17 http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.11.043 
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