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(57)【要約】
【課題】
本発明は、セルロース原料を発酵により分解可能で、
かつ発酵による温度上昇に耐えうる微生物株、及びこれ
を用いたセルロース原料の分解処理方法、ならびに同株
を用いたセルロース原料からのエタノールの生産方法を
提供することを目的とする。
【解決手段】
上記課題の解決のため、本発明は、以下の性質を有す
ることを特徴とするバチルス・リケニフォルミス（Ｂａ
ｃｉｌｌｕｓ ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）菌株を提
供する。
（１）３８−４５℃の温度条件下で生存及び増殖が可
能
（２）セルロースを分解して還元糖を生産可能
【選択図】 図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の性質を有することを特徴とするバチルス・リケニフォルミス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ
ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）菌株。
（１）３８−４５℃の温度条件下で生存及び増殖が可能
（２）セルロースを分解して還元糖を生産可能
【請求項２】
受託番号がＮＩＴＥ
ォルミス

Ｐ−８９１で寄託された、請求項１に記載のバチルス・リケニフ

Ｒ８菌株。
10

【請求項３】
受託番号がＮＩＴＥ
ォルミス

Ｐ−８９２で寄託された、請求項１に記載のバチルス・リケニフ

Ｒ１５菌株。

【請求項４】
請求項１から請求項３のうちいずれか１項に記載のバチルス・リケニフォルミス菌株を
用いる、セルロース原料の分解処理方法。
【請求項５】
請求項１から請求項４のうちいずれか１項に記載のバチルス・リケニフォルミス菌株を
用いる、エタノールの生産方法。
20
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、３８−４５℃という高温条件下でセルロース原料（以下「セルロース系バイ
オマス」ともいう）の分解及びエタノール生産が可能な微生物株及びこれを用いたセルロ
ース原料の分解処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
石油代替燃料として、微生物が様々な原料から発酵生産するバイオエタノールは化石燃
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料と異なり、いわゆるカーボン・ニュートラルな燃料として地球温暖化対策に寄与するも
のとして期待されている。しかしながら現状では、特に食糧と競合しないセルロース系バ
イオマスからのエタノール生産においては、コスト面での問題が大きく、産業化には到っ
ていないのが現状である。
【０００３】
セルロース系バイオマスの利用、セルロース系バイオマスからのバイオエタノール生産
には、主成分であるセルロースがグルコースのグリコシド結合によって形成される直鎖状
のポリマーであることから、このグリコシド結合を切断して（セルロースを分解処理して
）グルコースを生じさせ、得られたグルコースを糖源としてエタノール発酵をさせるため
の技術が開発されている。セルロースの分解方法には主として化学的な処理方法、すなわ
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ち高温・高圧・強酸の条件下でグリコシド結合を切断する方法（特許文献１）と、生物学
的な処理方法、すなわちセルラーゼなどのセルロース分解を触媒する酵素を用いる方法（
特許文献２）が知られている。
【０００４】
セルロースの化学的な処理が環境への負荷が高い処理方法であることから、環境への負
荷が相対的に低い、生物学的にセルロースを分解するための方法の開発が試みられている
。各種生物に由来するセルラーゼはその代表的な例であり、細菌（特許文献３）、糸状菌
（特許文献４）、原生動物（特許文献５）等から単離されたセルラーゼが開示されている
。
【０００５】
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更に、セルロース分解能力を持つ微生物自体に着目し、いわゆる発酵によって生きた微
生物にセルロースを分解させる方法が、再利用可能という点からも期待されているが、工
業的な実用レベルには至っていないのが現状である。セルロースを微生物に分解させる方
法としては、遺伝子組換えにより、通常発酵に用いられる微生物に他種生物由来のセルロ
ース分解酵素を組み込んで発現させる方法（特許文献６）があげられるが、組み換え生物
の環境への放出の観点等から実現していない。
【０００６】
一方、セルロース分解能／セルロース分解酵素産生能を有する微生物株の利用としては
、バチルス属微生物（Ｂａｃｉｌｌｕｓ

ｓｐ．）ＫＳＭ−Ｎ２５７株（ＦＥＲＭ

Ｐ−

１７４７３；特許文献７）、アクレモニウム・セルロリティカス（Ａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ
ｃｅｌｌｕｌｏｌｙｔｉｃｕｓ）Ｃ１株（ＦＥＲＭ
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Ｐ−１８５０８；特許文献８）、

セルロモナス属微生物Ｋ３２Ａ株（特許文献９）、バチルス属微生物ＫＳＭ−３３０（微
工研菌寄第１１２２３号；特許文献１０）などが開示されている。それぞれ所定の有用性
を示すものの、産業的にセルロースを微生物発酵により分解しグルコースを産生するか、
またはセルロースそのものから微生物発酵工程でエタノールを生産するには至っていない
のが現状であった。
【０００７】
加えて、微生物を用いた有用物質の発酵生産においては、微生物が原料を代謝する過程
で生じる発酵熱が発酵微生物自身の活性を大幅に低下させることが問題となっている。現
状ではほとんどの場合、発酵槽に冷却装置を併設し、発酵槽内の温度を一定範囲に保つと
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いう形でこの問題を解決しているが、コストダウン、省エネルギーの観点から、幾つかの
系では、それぞれの菌種・菌株で通常適用されている温度条件よりも高い温度条件下でも
生理活性を保つという形質（本発明においてはこの形質を「耐熱性」と定義する）を有す
る微生物株を用いる試みがなされている。しかしながら、微生物を用いたセルロース系バ
イオマスの発酵分解に関する技術では、この様なアプローチはなされていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４３３０８３９号

グルコース及び／又は水溶性セロオリゴ糖の製
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造方法
【特許文献２】特許第３０７５６０９号

セロオリゴ糖の製造方法

【特許文献３】特許第４３９２７７８号

新規なセルラーゼを産生する放線菌、その放線

菌が産生するセルラーゼ、およびそのセルラーゼを作成する方法
【特許文献４】特許第３９６２８０５号

セルラーゼ活性を有するタンパク質およびその

製造法
【特許文献５】特許第４２２４６０１号

シロアリ共生原生動物由来のセルラーゼ遺伝子

【特許文献６】特許第４０１７８２４号

エンドグルカナーゼ酵素およびそれを含んでな

るセルラーゼ調製物
【特許文献７】特許第４３８２９９４号

新規アルカリセルラーゼ

【特許文献８】特許第４０２５８４８号

セルロース原料の分解方法

【特許文献９】特許第３７１０９９７号

新規微生物、同微生物産生酵素および同酵素を
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用いる植物繊維分解方法
【特許文献１０】特許第２９２９０２３号

セルラーゼ及びこれを産生する微生物及びセ

ルラーゼの製造法
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
上記の現状に鑑み、本発明は、セルロース原料を発酵により分解可能で、かつ発酵によ
る温度上昇に耐えうる微生物株、及びこれを用いたセルロース原料の分解処理方法を提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題の解決のため、本発明者らは、セルロース分解能力を有する微生物叢（Ｍｉｃ
ｒｏｂｉａｌ

ｆｌｏｒａ）としてウシルーメン内の微生物群集に着目し、ここに存在す

る微生物から（１）セルロースのみを糖源とする
培養

（２）４０℃近辺という高い温度域で

という２つのスクリーニング過程を経て培養可能な微生物株の探索を行った。この

結果、通性好気性のグラム陽性桿菌の一種バチルス・リケニフォルミス（Ｂａｃｉｌｌｕ
ｓ

ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）の特定の菌株が、セルロース分解能、４０℃近辺での

高い生理活性という形質を有することを見いだし、本発明を完成させた。
10

【００１１】
すなわち本発明の第１の態様は、以下の性質を有することを特徴とするバチルス・リケ
ニフォルミス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ

ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）菌株を提供する。

（１）３８−４５℃の温度条件下で生存及び増殖が可能
（２）セルロースを分解して還元糖を生産可能
【００１２】
本発明の第２の態様は、受託番号がＮＩＴＥ
載のバチルス・リケニフォルミス

Ｐ−８９１で寄託された、請求項２に記

Ｒ８菌株を提供する。

【００１３】
本発明の第３の態様は、受託番号がＮＩＴＥ
載のバチルス・リケニフォルミス

Ｐ−８９２で寄託された、請求項２に記

Ｒ１５菌株を提供する。
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【００１４】
本発明の第４の態様は、第１から第３の態様のうちいずれか１つに記載のバチルス・リ
ケニフォルミス菌株を用いる、セルロース原料の分解処理方法を提供する。
【００１５】
本発明の第５の態様は、第１から第３の態様のうちいずれか１つに記載のバチルス・リ
ケニフォルミス菌株を用いる、エタノールの生産方法を提供する。
【００１６】
なおバチルス属細菌に関しては、耐熱性を有する酵素が幾つかの事例で単離されており
（特開２００６−１４９３７４、特開２００１−０５７８５２、特表２００２−５２９６
１０）、またバチルス属細菌ではないが耐熱性のセルラーゼ及びこれを生産する微生物株
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（特許第３５１２９８１号、特公平７−２１１３）も提示されているが、これらの発明に
おける『耐熱性』とは、バチルス属細菌が休眠状態に入る際に芽胞を形成しこの芽胞が６
０℃以上の高温にも耐えうるという観察結果より導かれたもので、主として６０℃以上の
温度域において酵素自身が活性を失わないという意味での耐熱性であり、本発明における
、微生物自身が高い温度条件下で生理活性を失わないという意味での「耐熱性」とは異な
る技術思想に基づく発明である。更にバチルス・リケニフォルミス種に関しては、下記実
施例にも示すとおり、その標準的な菌株ではセルロース原料を糖源とした生育も３８℃以
上の増殖もエタノール生産能も認められないため、上記の『耐熱性』やセルロース分解能
、エタノール生産能についてもバチルス属細菌に一般的に認められるものではなく、本発
明の菌株がバチルス・リケニフォルミス種の中でも際だった性質を有することを示してい
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る。
【発明の効果】
【００１７】
本発明を利用することにより、セルロース系バイオマスの分解処理、セルロース系バイ
オマスからのエタノール生産を４０℃近辺という高い温度条件下で効率的に行うことが可
能となる。有用物質の発酵生産におけるコストの大きな部分が発酵熱の冷却コストに起因
することから、本発明は特に冷却コストを抑えたセルロース原料からのバイオエタノール
生産を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】耐熱性セルロース分解菌のスクリーニング結果を示す。
【図２】耐熱性セルロース分解菌のセルロース分解能を菌株ごとに比較して示す。
【図３】静置・撹拌条件下におけるセルロース分解能を菌株ごとに比較して示す。
【図４】セルロース分解能を持つ既存の微生物株、及びバチルス・リケニフォルミス標準
株と本発明の菌株におけるセルロース分解能を比較して示す。
【図５】バチルス・リケニフォルミス標準株と本発明の菌株における４２℃における生育
とセルロース分解の経時変化を比較して示す。
【図６】バチルス・リケニフォルミス標準株と本発明の菌株における４２℃における生育
とエタノール生産の経時変化を比較して示す。
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【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下に本発明を実施するための形態を示す。本発明は、３８−４５℃、より好ましくは
４０−４５℃という高い温度条件下で生存及び増殖が可能、セルロース原料の分解処理（
セルロースを分解して還元糖を生産可能）が可能という２つの形質を有するバチルス・リ
ケニフォルミス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ

ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）菌株を提供し、好ま

しい態様として具体的な菌株としては、下記実施例に記載のＲ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４，Ｒ
５，Ｒ６，Ｒ７，Ｒ８，Ｒ９，Ｒ１０，Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ１３，Ｒ１４，Ｒ１５，Ｒ１
６菌株のうちいずれかより選択される菌株、より好ましい態様としては受託番号がＮＩＴ
Ｅ

Ｐ−８９１で寄託された、バチルス・リケニフォルミス

がＮＩＴＥ

Ｒ８菌株、または受託番号

Ｐ−８９２で寄託された、バチルス・リケニフォルミス

Ｒ１５菌株を提供
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する。
【００２０】
バチルス・リケニフォルミスはグラム陽性の桿菌の一種で、土壌中や鳥類の羽毛中に普
遍的に観察される菌種であり、また食品の腐敗の原因菌としても知られる。培養条件下に
おける生育の至適温度は３０℃近辺（バチルス・リケニフォルミス）であり、セルロース
分解との関連性、バイオエタノール生産との関連性などには着目されていなかった。下記
実施例に示すとおり、セルロース分解能を有する糸状菌の一種トリコデルマ・リーセイ（
Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ

ｒｅｅｓｅｉ）との比較において、３０℃という通常用いられ

る温度ではトリコデルマの方がＲ８，Ｒ１５菌株よりも高いセルロース分解能を示すが、
４０℃ではこれが逆転し、４１−４２℃ではトリコデルマのセルロース分解能がほぼ０に
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なるのに対しＲ８，Ｒ１５菌株はこの温度でも旺盛なセルロース分解能を示すことが本発
明者らにより明らかにされ、更に、下記実施例に示すとおり本発明の提供する菌株のセル
ロース分解能に関しては、静置条件の方が通常用いられる撹拌条件よりも約４−１２倍も
高いセルロース分解能を示すため、これまでの着眼点ではバチルス・リケニフォルミスの
特定の菌株におけるセルロース分解と耐熱性に関する潜在能力が見逃されてきた可能性が
ある。
【００２１】
本発明においては、ウシのルーメン内に存在する微生物群集を採取し、セルロースのみ
を糖源とし４０℃近辺の温度条件下で培養するというスクリーニングにより、Ｒ８及びＲ
１５菌株を単離したが、ウシルーメン内に常在する微生物とセルロースに関する先行研究
（半田ら、日本微生物生態学会講演要旨集２０
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ｐｐ３９）においては、ブチリビブリオ

・フィブリソルベンス（Ｂｕｔｙｒｉｖｉｂｒｉｏ

ｆｉｂｒｉｓｏｌｖｅｎｓ）、プレ

ボテラ属（Ｐｒｅｖｏｔｅｌｌａ）、セレノモナス・ルミナンチウム（Ｓｅｌｅｎｏｍｏ
ｎａｓ

ｒｕｍｉｎａｎｔｉｕｍ）、ルミノバクター・アミロフィルス（Ｒｕｍｉｎｏｂ

ａｃｔｅｒ

ａｍｙｌｏｐｈｉｌｕｓ）、コリネバクテリウム・ビタルーメン（Ｃｏｒｙ

ｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｖｉｔａｒｕｍｅｎ）及び系統不明の細菌が報告されているが

、バチルス・リケニフォルミスとルーメン、及びセルロース分解とを結びつけるような報
告は無く、本発明の着眼点がこれまでの着眼点とは異なっていたことを示している。
【００２２】
本発明の提供するバチルス・リケニフォルミスＲ８菌株は、１６ｓ

ｒＤＮＡの塩基配
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列において配列番号１に記載の塩基配列を有し、４５℃で生存可能、カルボキシメチルセ
ルロース（ＣＭＣ）を唯一の糖源として培養したとき、４８時間で約０．４ｍｇ／ｍｌの
還元糖を、７２時間で約０．８５ｍｇ／ｍｌの還元糖をそれぞれ生成可能で、かつセルロ
ース原料を糖源として４８時間で約０．００５５％のエタノールを、７２時間で約０．０
０６５％のエタノールをそれぞれ生成可能という特徴を持つ菌株である。
【００２３】
本発明の態様におけるＲ１５菌株（寄託番号：ＮＩＴＥ

Ｐ−８９２）についても、上

記態様におけるＲ８菌株と同じスクリーニングにより単離された菌株であり、１６ｓ

ｒ

ＤＮＡの塩基配列において配列番号２に記載の塩基配列を有し、４５℃で生存可能、ＣＭ
Ｃを唯一の糖源として培養したとき、４８時間で約０．３ｍｇ／ｍｌの還元糖を、７２時
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間で０．７ｍｇ／ｍｌの還元糖をそれぞれ生成可能で、かつセルロース原料を糖源として
４８時間で約０．００３５％のエタノールを、７２時間で約０．００５％のエタノールを
それぞれ生成可能という特徴を持つ菌株である。
【００２４】
本発明の提供する菌株が利用可能なセルロース原料とは、植物が合成するセルロースを
主成分とする繊維質の原料であればどのようなものであっても良く、セルロース以外の植
物細胞壁成分、例えばヘミセルロースやリグニン等を含んでいても良い。また形態も、刈
り取った植物体を物理的に細かく破砕したもの、パルプかす、加工野菜残渣、パガス、廃
材チップ、稲わら、古紙等、セルロースを主成分とするものであればどのようなものであ
20

っても良い。
【００２５】
本発明の提供する菌株を用いたセルロース原料の分解処理方法とは、直接・間接を問わ
ずセルロース原料を本発明の提供する菌株を用いて発酵的に分解する方法を指し、その形
態は問わない。また本菌株を用いたセルロース原料の分解処理方法とは、セルロース原料
からの糖類（好ましくは単糖類、より好ましくは還元糖である単糖類）の生成方法も含む
ものである。この中でも特に、反応液を撹拌しない、静置条件下でのセルロース原料の分
解処理方法に本発明の提供する菌株は適している。
上記態様で得られたセルロース原料に由来する糖類は、他の発酵工程と組み合わせるた
めの原料とすることができる。

30

【００２６】
本発明の提供する菌株はまた、エタノールの生産方法、より好ましくはセルロース原料
からのエタノールの生産方法にも適用可能である。ここでいうエタノール生産方法とは、
原料の糖化からエタノール発酵までのプロセスを包含するものであり、いずれのプロセス
であっても本発明の提供する菌株を用いるエタノールの生産方法であれば、それは本発明
に含まれるべきものである。このとき、利用可能な態様は大別して（Ａ）セルロース原料
を分解して糖類を生成し、得られた糖類を他種のエタノール発酵微生物、好ましくはサッ
カロマイセス、クリベロマイセス属等の酵母やザイモモナス属細菌、ザイモバクター属細
菌によるエタノール生産の基質とする

（Ｂ）セルロース原料から本発明の提供する菌株

のうち好適なものを用いてエタノールを生産する

の２つの態様が利用可能である。（Ａ

）の態様においては、セルロース原料を本発明の菌株を用いて発酵分解する工程と、セル

40

ロース原料から得られた糖類を原料に上記他種のエタノール発酵微生物を用いてエタノー
ル発酵を行う工程が考えられるが、これは同一の発酵槽内であっても別々の発酵槽内であ
っても良い。一方（Ｂ）では、同一の発酵槽内でセルロース原料から本発明の提供する菌
株のうち好適なものを用いて直接エタノール発酵を行うことが可能である。
以下に本発明の実施例を示すが、本発明は実施例にのみ限定されるものではない。
【実施例１】
【００２７】
（菌株のスクリーニング）山口大学附属農場で飼育しているウシ（肉牛、メス）よりル
ーメン液を採取し、０．２％カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、０．６７％イース
トニトロゲンベースｗ／ｏアミノ酸・硫酸アンモニウム、０．０２％ペプトン、１．７％
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寒天を含むＣＭＣ寒天培地プレートに１０μｌを塗り広げ、３８℃、３９℃、４０℃、４
１℃、４２℃、４５℃で一晩生育させた。それぞれのプレートに生じたコロニーをカウン
トしたところ、図１Ａの通りの結果が得られた。これらのコロニーのうち、より耐熱性が
高い菌株として、４２℃で生育したコロニーをＲ１〜Ｒ８、４５℃で生育したコロニーを
Ｒ９〜Ｒ１６とそれぞれ命名した。これらのコロニーを再度上記のＣＭＣ寒天培地プレー
トにスポットし、４５℃で一晩培養した結果が図１Ｃで、どの菌株もこの温度条件下でよ
く生育した。またこのプレートをヨウ素カリウム２ｇ、ヨウ素１ｇを蒸留水３００ｍｌに
溶かした染色液で染色した結果が図１Ｂである。この染色によりセルロース成分が暗色に
染まるが、コロニーが生じた部分ではセルロース成分が分解されているため染色が起こら
10

ない。
【００２８】
（耐熱性セルロース分解菌のカルボキシメチルセルロース分解能）上記で得られた各菌
株を、２％カルボキシメチルセルロース、０．６７％イーストニトロゲンベースｗ／ｏア
ミノ酸・硫酸アンモニウム、０．０２％ペプトンを含む液体培地５ｍｌに植菌し、４２℃
の静置条件で７２時間生育させた。培養開始から４８時間後、７２時間後の培地を採取し
遠心分離機で培地上清を得た。これらの培地上清の還元糖をジニトロサリチル酸法（ＤＮ
ＳＡ法；Ｍｉｌｌｅｒ

１９５９．Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ

３１

以下同じ）によって測定

した。
図２に、スクリーニングで得られた各菌株のＣＭＣ分解能を比較して示す。図中Ｒ１，
Ｒ２…は各菌株を表し、縦軸は培養液中の還元糖量（ｍｇ／ｍｌ）を示し、これがＣＭＣ

20

分解能の指標である。白い棒グラフは培養開始後４８時間の結果を、黒い棒グラフは７２
時間の結果をそれぞれ表している。グラフが示す通り、特に７２時間後の還元糖量に着目
すると、Ｒ８株が０．８ｍｇ／ｍｌと最も多く、次いでＲ１５株が約０．７５ｍｇ／ｍｌ
という結果となった。
【００２９】
（静置・撹拌条件での比較）上記の各菌株を、２％カルボキシメチルセルロース、０．
６７％イーストニトロゲンベースｗ／ｏアミノ酸・硫酸アンモニウム、０．０２％ペプト
ンを含む液体培地５ｍｌに植菌し、４２℃において、静置、撹拌それぞれの条件で４８時
間生育させた。４８時間後の培地を採取し遠心分離機で培地上清を得た。これらの培地上
30

清の還元糖をジニトロサリチル酸法によって測定した。
図３に、静置・撹拌条件での各菌株のＣＭＣ分解能を比較して示す。図中Ｒ１，Ｒ２…
は各菌株を、縦軸は培養液中の還元糖量（ｍｇ／ｍｌ）を示し、薄い灰色の棒グラフは静
置条件下での結果を、濃い灰色の棒グラフは撹拌条件下での結果をそれぞれ表している。
グラフが示す通り、全ての菌株で静置条件の方が撹拌条件よりもよくＣＭＣを分解し、特
にＲ７菌株（約０．４３ｍｇ／ｍｌ）、Ｒ８菌株（約０．４ｍｇ／ｍｌ）、Ｒ１５菌株（
０．３ｍｇ／ｍｌ）でその活性が高かった。
【００３０】
図２と図３での結果を総合し、Ｒ７株が７２時間後の還元糖量が少ないことから、以後
、セルロース分解能が高い菌株として、Ｒ８菌株とＲ１５菌株の２つを検証に用いた。ま
た定法に従い、これらの菌株からゲノムＤＮＡを抽出し、１６ｓ

ｒＤＮＡの塩基配列を

40

決定したところ、Ｒ８株が配列番号１の塩基配列を、Ｒ１５株が配列番号２の塩基配列を
、それぞれ有することが明らかとなった。これらの塩基配列をＢＬＡＳＴ用い、既存のも
のと比較したところ、バチルス・リケニフォルミス種の細菌とほぼ一致（９９％以上）し
たため、本菌株をバチルス・リケニフォルミス種と同定した。
【００３１】
（他種菌株との比較）

Ｒ８，Ｒ１５菌株が示したセルロース分解能を、同種の他菌株

、及び他種のセルロース分解菌と比較した。同種の比較対象としては、バチルス・リケニ
フォルミス

ＮＢＲＣ１２２２０菌株（同種の標準菌株）を、他種の比較対象としては、

糸状菌類の一種トリコデルマ・リーセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ
ＲＣ３１３２９菌株を選択した。

ｒｅｅｓｅｉ）ＮＢ
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２％カルボキシメチルセルロース、０．６７％イーストニトロゲンベースｗ／ｏアミノ
酸・硫酸アンモニウム、０．０２％ペプトンを含む液体培地５ｍｌに各菌株を植菌し、３
０℃、３７℃、３９℃、４０℃、４１℃、４２℃の静置条件で７２時間生育させた。７２
時間後の培地を採取し、遠心分離機で培地上清を得た。これらの培地上清の還元糖量を、
ジニトロサリチル酸法により測定した。
【００３２】
図４に、本発明の菌株及び他菌株との比較結果を示す。グラフ横軸は各温度条件（ｓｔ
ａは静置条件を示す）を、縦軸は培養液中の還元糖量（ｍｇ／ｍｌ）を示し、白い棒グラ
フはＲ８菌株、黒い棒グラフはＲ１５菌株、薄い灰色のグラフはトリコデルマ・リーセイ
ＮＢＲＣ３１３２９菌株、濃い灰色のグラフはバチルス・リケニフォルミスＮＢＲＣ１２
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２００菌株の結果をそれぞれ表している。グラフ左寄り、３０℃と３７℃においては、ト
リコデルマが最も高いセルロース分解能を示し、反対にバチルス・リケニフォルミスの標
準菌株ではセルロース分解能を全く示さなかった。一方、３９℃では本発明の２菌株とト
リコデルマのセルロース分解能がほぼ同程度になり、４０℃以上では逆転した。特に４１
℃、４２℃においては、トリコデルマがほとんどセルロースを分解できないのに対し、本
発明の菌株は旺盛なセルロース分解能を維持しており、高温条件下における本発明の菌株
の高いセルロース分解能が示された。
【００３３】
（Ｒ８，Ｒ１５菌株の生育とセルロース分解、及びエタノール生産の経時変化）本発明
の菌株の生育とセルロース分解、及び生育とエタノール生産の経時変化を、バチルス・リ

20

ケニフォルミス標準菌株（ＮＢＲＣ１２２００菌株）との間で比較した。２％カルボキシ
メチルセルロース、０．６７％イーストニトロゲンベースｗ／ｏアミノ酸・硫酸アンモニ
ウム、０．０２％ペプトンを含む液体培地３０ｍｌに各菌株を植菌し、４２℃の静置条件
で７２時間生育させた。０，２４，４８，７２時間後の培地を採取し、遠心分離機で培地
上清を得た。これらの培地上清に含まれる還元糖量をジニトロサリチル酸法によって、エ
タノール量を酢酸菌由来の精製アルコールデヒドロゲナーゼを用いた方法（Ａｄａｃｈｉ
ｅｔ

ａｌ．１９７８．Ａｇｒｉｃ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．４２）によってそれぞれ測

定した。
【００３４】
図５に、生育とセルロース分解の経時変化を示す。グラフ横軸は培養開始からの時間を
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、左縦軸は生育の指標としてのＯＤ６００値（棒グラフに対応）を、右縦軸は培養液中の
還元糖量（ｍｇ／ｍｌ

折れ線グラフに対応）を表し、白い棒グラフはＲ８菌株の生育、

黒い棒グラフはＲ１５菌株の生育、薄い灰色の棒グラフは標準菌株の生育を表し、折れ線
―○―はＲ８菌株のセルロース分解、折れ線―●―はＲ１５菌株のセルロース分解、折れ
線―△―は標準菌株のセルロース分解をそれぞれ表す。グラフが示す通り、この温度（４
２℃）においては、標準菌株が２４時間までに幾らかの増殖は示すものの４８−７２時間
では減少するのに対し、本発明の２菌株、特にＲ８菌株は高い増殖能を示した。Ｒ１５菌
株ではＲ８菌株に比べ若干増殖能は劣るものの、７２時間後には培養液中の還元糖量がＲ
８菌株とほぼ同程度にまでなり、菌体あたりのセルロース分解能という観点では優れた性
質を示した。この系では標準菌株はまったくセルロースを分解せず、本発明の菌株の特殊
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性が裏付けられた。
【００３５】
図６に、生育とエタノール生産の経時変化を示す。グラフ横軸は培養開始からの時間を
、左縦軸は生育の指標としてのＯＤ６００値（棒グラフに対応）を、右縦軸は培養液中の
エタノール濃度（％

折れ線グラフに対応）を表し、白い棒グラフはＲ８菌株の生育、黒

い棒グラフはＲ１５菌株の生育、薄い灰色の棒グラフは標準菌株の生育を表し、折れ線―
○―はＲ８菌株のエタノール生産、折れ線―●―はＲ１５菌株のエタノール生産、折れ線
―△―は標準菌株のエタノール生産をそれぞれ表す。グラフが示す通り、この温度におい
てＲ８菌株は、セルロースのみを糖源とした高いエタノール生産能を示し、２４時間で約
０．００２％、４８時間で約０．００５５％、７２時間で約０．００６５％であった。一
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方Ｒ１５株も、立ち上がりは若干遅いもののエタノール生産能を示し、４８時間で約０．
００３％、７２時間で約０．００５％であった。
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