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現在に至る

好アルカリ性細菌による食油由来「廃グリセロール」の再資源化

低炭素社会の実現に向けて、世界各国で植物油（トリグリセリド）からバイオディーゼル燃料（ BDF ）
が製造されており、その生産量は年々増加している。日本においても、主に廃食油からアルカリ触媒法
によりBDF が生産され、バスやゴミ収集車などの燃料として利用されている。一方で、BDF 製造の
際には原料油脂の 10-20 ％のグリセロールが生じる。この副生される廃グリセロールは、アルカリ性で、
油分やメタノールなどの不純物を多く含むため、その利活用が進んでおらず、再資源化が求められてい
る。本研究では、微生物による廃グリセロールの再資源化を目指し、廃グリセロールおよび酸処理（脱油）
した廃グリセロール（脱油廃グリセロール）を炭素源として、2 種類の細菌（ Aeromonas 属細菌 L 株と

Azotobacter vinelandii ）を培養し、その生成物の解析を行った。
0.5 ％グリセロールに相当する未処理の廃グリセロールおよび脱油廃グリセロールを炭素源とした最
少培地において、L 株は良好に生育した。菌の増殖に伴い、培養液の pH およびグリセロール濃度は
低下した。培地中への有機酸の分泌が考えられたため、HPLC 分析を行ったところ、定常期の培養
上清に酢酸や乳酸などの存在が確認された。また、培養上清を薄層クロマトグラフィーで展開したとこ
ろ、ニンヒドリンに反応性を示す物質が、培養時間と共に増加することがわかった。菌体抽出液のグリ
セロールデヒドロゲナーゼ活性とグリセロール 3 -リン酸デヒドロゲナーゼ活性を調べたところ、後者の酵
素活性を確認できた。以上より、L 株に取り込まれた廃グリセロール中のグリセロールは、リン酸化され
た後、グリセロール3 -リン酸デヒドロゲナーゼによって酸化され、更に、ジヒドロキシアセトンリン酸を通る
経路で代謝されることにより、有機酸やアミノ化合物へと変換されると考えられた。
一方 A. vinelandii は、廃グリセロール培地では生育不良を示したが、脱油廃グリセロールを炭素源
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とした場合には良好に生育した。廃グリセロール中に含まれる油分が本菌の増殖を阻害していると考え
られるため、本研究では脱油廃グリセロールの有効利用の検討を進めた。脱油廃グリセロール（ 0.5 ％
グリセロール相当）を炭素源、大気窒素を窒素源として A. vinelandii を培養すると、培地中のグリセ
ロール濃度は低下し、多糖アルギン酸濃度が増加した。電子顕微鏡解析および蛍光染色による顕微
鏡観察により、脱油廃グリセロールに増殖した定常期の菌体にはポリヒドロキシ酪酸（ PHB ）顆粒の蓄
積が観察された。単離した PHB 顆粒には、他の細菌の PHB 顆粒への局在性が報告されているタン
パク質成分のうち、主要タンパク質であるフェイシンは検出されたが、PHB 合成酵素 PhbC は検出され
なかった。PhbC 遺伝子を破壊したΔPhbC 株において、PHB の蓄積は認められなかったが、野生型
とほぼ同等の生育を示し、アルギン酸の生産量にも違いが見られなかった。逆に、アルギン酸合成欠
損株（ΔAlgD 株）において、PHB の合成促進は認められなかった。一方、寒天培地上のコロニーの
ムコイド性を指標に選抜した突然変異株は、野生型より生育は劣るが、約 2 倍のアルギン酸生産量を
示した。
以上の結果より、BDF 合成の副産物である廃グリセロールを炭素源として、産業上有用な物質の
生産の可能性が示された。L 株では、未処理の廃グリセロールを炭素源として用いることが可能であ
り、様々な有機酸が培地中に分泌された。培養条件（培地成分・濃度や pH 制御）あるいは代謝経
路の改変によって、今後、生産量の増加が期待できる。A. vinelandii では、酸処理した廃グリセロール
を炭素源として、窒素源を添加することなく、培養可能であり、従来から産業上注目されているPHB や
アルギン酸の生産が可能であることが示された。ポリマー生産の向上はさらなる工夫が必要であるが、

A. vinelandii を用いた安価な原料からの高品質（高均一性）なアルギン酸の生産の可能性が示唆さ
れる。また、細菌の PHB 顆粒の合成機構に関しては諸説提唱されているが、そのいずれにおいても
PhbC が PHB 顆粒の表面に局在するとされている。本菌では、PhbC は PHB 顆粒には局在しないこ
とから、PHB 顆粒はこれまで提唱された経路とは異なる合成過程を経ている可能性が考えられた。

1. はじめに
バイオディーゼル燃料（ BDF ）は、軽油の代替燃料として用いられるバイオマス液体燃料であり、燃
焼効率が高く、一酸化炭素の低減に効果的であるうえ、硫黄成分を含まないため、排ガス中の硫黄
酸化物を低減し、大気汚染防止や地球温暖化抑制にも有効である。こうした背景により世界の BDF
製造量は年々増えており、2016 年における製造量は 308 億リットルと見積もられている（ 1 ）。原料の植物
油脂（トリグリセリド）には、ヨーロッパでは主にナタネ油が、アメリカやブラジルではダイズ油が使われて
いる。日本ではほとんどが廃食油、いわゆる使用済みテンプラ油、を利用して BDF が製造され、公共
車両（市バスやゴミ収集車）などの燃料として用いられている。トリグリセリドとメタノールが、アルカリ触
媒を介して反応し、BDF が生成される際（ 2, 3 ）、グリセロール（廃グリセロール）が原料油脂の 10-20 ％
程度副生される（ 4, 5 ）。グリセロールはバイオリファイナリー社会への転換の基幹物質であるが、廃グリセ
ロールはアルカリ性かつ未反応の脂肪酸やメタノールなどの不純物を多く含むため、その生物的・
化学的利用には精製などの手間とコストが問題となり、ほとんどは産業廃棄物として処分される。こ
のような現状に鑑み、廃グリセロールの利用方法に関する研究が活発化している（ 6, 7 ）。本研究では、
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二種類の細菌（ Aeromonas 属細菌 L 株と Azotobacter vinelandii ）を用いて廃グリセロールの再資源
化の可能性を検討した。
使用した細菌はいずれもグラム陰性の土壌細菌である。L 株は水田土壌より単離した桿菌で、アル
カリ条件下（ pH10 以上）で良好に生育する好アルカリ性細菌であるが（未発表）
、その産生物質に関
する知見は全く得られていない。一方、A. vinelandii は昔からよく研究されている非共生性窒素固定
細菌である。培用に窒素源を必要とせず、細胞内に生分解性プラスチックの一種であるポリヒドロキシ
酪酸（ PHB ）を蓄積し、細胞外に酸性多糖アルギン酸を分泌することが知られている（ 8 ）。

2 . 材料と方法
脱油廃グリセロールの調製
廃グリセロールは京都市の廃食用油燃料化施設より提供された。本廃グリセロールは、約 50 ％グリ
セロール、25％脂肪酸、15％メタノールを含み、10 倍希釈液の pH は 10.5 であった。廃グリセロールに
等量の5M HClを加えて攪拌したのち、8000rpm で10 分間、室温で遠心分離した。分離した二層の
うち、上層を除去後、NaOHを用いて pHを10に調整し、これを脱油廃グリセロールとした。
菌株と培養方法

Aeromonas 属細菌 L 株は、1mg/mL KH2PO4 、1mg/mL（NH4 ）2SO4 、1mg/mL NaCl、0.1mg/mL
MgSO 4 ･7H 2 O 、および 0.5 ％グリセロール相当の廃グリセロールあるいは脱油廃グリセロールを
基本培地とし、30 ℃、120spmで好気的に培養した。尚、滅菌前の培地のpHを10に調整して用いた。
窒素固定細菌 A. vinelandii ATCC12837 の培養は、modified Burk’s medium（ MB 培地：
0.2mg/mL NaCl 、0.05mg/mL CaSO 4 ･2H 2 O 、0.2mg/mL MgSO 4・7H 2 O 、2.9μg/mL
Na 2MoO 4･2H 2O 、27μg/mL FeSO 4･7H 2O 、0.66mg/mL K 2HPO 4 、0.16mg/mL KH 2PO4 ）を
基本培地とし、炭素源として 0.5 ％グリセロール相当の廃グリセロールあるいは脱油廃グリセロールを
添加して30 ℃、120spm で好気的に行った。
遺伝子破壊株作製
既報と同様に（ 8 ）、PHB 合成酵素遺伝子の中央にカナマイシン耐性遺伝子を組込むことにより、

A. vinelandii の PhbC 破壊株（ΔPhbC ）を作製した。
顕微鏡観察
細胞の切片構造を、透過型電子顕微鏡（JEOL JEM-1200EX ）により解析した（東海電子顕微鏡
解析）。細胞内の PHB 顆粒を可視化するために、培養液に0.1 容の 0.1mg/mL ナイルレッド（エタノー
ル溶液）を混合したのち、共焦点走査型レーザー顕微鏡（ Zeiss 、LSM710 ）を用いて、543nm のレー
ザー光における蛍光観察を行った。
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生成物の定量
グリセロールの定量にはグリセロール定量キット（ Cayman Chemical ）を用いた。有機酸の分析に
は、HPLCを用いた。PHB の定量は、乾燥菌体を酸加水分解したのち、ガスクロマトグラフィーで分析
することによって行った（ 8 ）。アルギン酸の定量は既報に基づき行った（ 9 ）。
酵素活性測定
反応液［ 20mM グリセロール、0.5mM NAD 、50mM Tris-HCl（ pH7 ）］に 0.2 容の細胞抽出液
を加え、30 ℃で 340nm の吸光度の変化をモニターすることによりグリセロール脱水素酵素活性を測定
した。グリセロール 3 -リン酸脱水素酵素活性の測定には、反応液［ 20mM グリセロール 3 -リン酸、
0.5mM ホルマザン、0.2mM フェナジンメトサルフェート、10μM FAD 、10mM Tris-HCl（ pH7 ）］を
使用し、これに0.4 容の細胞抽出液を加え、30 ℃で570nm の吸光度の変化をモニターした。

3. 結

果

（ I）Aeromonas 属細菌 L 株
廃グリセロールにおける生育
本菌は、廃グリセロールと脱油廃グリセロールのどちらを炭素源とした場合でも、良好に増殖した
（図 1 ）
。培地中のグリセロールは、菌の生育にしたがって初期濃度の0.5％から約半分にまで減少した。
pHも培養時間の経過と共に低下し、廃グリセロール培地で約 pH5.5 、脱油廃グリセロール培地で
約 pH4.8となった。

図1 . 廃グリセロールおよび脱油廃グリセロール培地におけるL 株の培養
実線：廃グリセロール、破線：脱油廃グリセロール。▲：波長 600nm における濁度（ OD600 ）、
●：培地の pH 、◆：グリセロール濃度
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菌体外分泌物
培養液を薄層クロマトグラフィーに供したところ、培養時間と共にニンヒドリンに反応する物質の増
加が見られた（データ省略）。一方、培地の pH が下がることから、有機酸の分泌が予測されたため、
HPLC 法で分析したところ、酢酸、乳酸を中心とした有機酸の分泌が確認された（図 2 ）。廃グリセ
ロール、脱油廃グリセロールともに、培養経過に従い、有機酸の分泌の増加が見られた（データ省略）。

図 2 . L 株の培養上清における有機酸の濃度
30 ℃、5 日間、120spm で振とう培養したときの
培養上清中の有機酸を HPLC 法で定量した。
黒：脱油廃グリセロール培地、灰：廃グリセロール
培地。

グリセロール代謝経路
廃グリセロールに増殖した L 株の細胞抽出液について、グリセロールデヒドロゲナーゼとグリセロール
3 -リン酸デヒドロゲナーゼの活性を測定したところ、グリセロールを基質とした反応では酵素活性は検
出されなかったが、グリセロール 3 -リン酸を基質とした反応では酵素活性が検出された。したがって、
L 株は、BDF の副産物である廃グリセロールを未処理のまま利用することができ、取り込まれたグリセ
ロールは、主にグリセロール3 -リン酸を通る経路で代謝されると考えられた（図 3 ）。

図 3 . L 株におけるグリセロールの代謝と有機酸生産
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（ II ）Azotobacter vinelandii
廃グリセロールにおける生育
本菌は、廃グリセロールでも若干の増殖は見られたものの（データ省略）、酸処理をした脱油廃グリ
セロールを用いた場合に、より良好な生育を示した（図 4 ）。廃グリセロール中に含まれる油分もしくはそ
の他の混入物が生育を阻害すると考えられるため、本菌の培養実験は、以後、脱油廃グリセロールを
用いることとした。増殖に対する培地の初期 pH の影響は、中性からpH10 の範囲で、大きな差はみら
れなかった（データ省略）。培養時間と共に、濁度が上がり、逆にグリセロール濃度は低下した。一方
で、培地中のアルギン酸濃度は培養時間と共に増加した。この間、pHの大きな変化は見られなかった。

図 4 . A. vinelandii の脱油廃グリセロール培地における増殖

脱油廃グリセロール生育菌の形態
脱油廃グリセロールを炭素源として培養した菌体内には、PHB の蓄積が認められた（図 5 左）。
一方で、細胞の内周には、膜に囲まれた小胞様の構造体が多数見られた（図 5 左・右）。また、アルギ
ン酸分泌に機能すると考えられる外膜小胞（図 5 右）も観察された。
PhbC 遺伝子破壊株の性質
本菌は PHB を生産することが知られている。PHB は、アセチル CoA から 3 段階の酵素反応
によって合成される。PHB 合成の最後の反応である重合化を触媒する酵素（ PhbC ）の遺伝
子内に抗生物質耐性遺伝子を組込むことにより、PhbC 遺伝子破壊株（Δ PhbC 株）を作製し
た。本破壊株は、細胞内の大きな顆粒は欠失したものの、細胞内周の膜小胞（あるいは細胞質
膜の窪み）は野生型と同様に認められた（図 5 中）。PHBもしくは乾燥菌体を酸性条件下で熱処
理し、得られた PHB 分解物をガスクロマトグラフィーで分析したところ、Δ PhbC 株では PHB 分
解物のピークは検出できなかった（図6）
。また、Ralstonia eutropha 由来 PhaCに対する抗血清（神奈川
大学 白木麻里博士より分与頂いた）を用いてウェスタンブロッティングを行ったところ、野生株の細胞
抽出液にはPhbC が検出されたが、ΔPhbC 株では検出されなかった（データ省略）。これらの結果は、
遺伝子破壊株では PhbC が合成されず、PHB 顆粒が蓄積されなくなったことを示している。
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図5 . A. vinelandii 超薄切片の透過型電子顕微鏡像
左：野生型 A. vinelandii 、中：ΔPhbC 株、右：野生株の細胞内周に見られる膜小胞と細胞外周の外膜小胞。

図 6 . PHB 加水分解物の検出
サンプル（ none：ネガティブコントロール、PHB：市販 PHB（ Aldrich ）、
野生株：野生型A. vinelandii の乾燥菌体、ΔPhbC株：ΔPhbC株の乾燥菌体）
を酸加水分解した後、ガスクロマトグラフィーで分析した。

PHB 顆粒の形成機構とその性質
蛍光色素ナイルレッドで染色することにより、細胞内の PHBを可視化し、本菌の PHB 蓄積過程を調
べた。培養初期は細胞の縁に蛍光がみられ、対数期後期、定常期となるにつれ、内部に PHB の大き
な塊が生じる様子が観察された（図 7 ）。ΔPhbC 株でも細胞の縁に蛍光が認められたが、分子内部
の PHB の蓄積は見られなかったことから（図 8 ）
、培養初期に見られる細胞の縁の蛍光は PHB 由来
ではなく、おそらく脂質などの疎水性物質に由来するものと考えられた。
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図7 . PHB 顆粒の形成過程
培養菌体を蛍光試薬（ナイルレッド）で処理し、共焦点走査型レーザー顕微鏡で観察した。左：増殖、右：顕微鏡像。
右図の（i）
～
（iii）は、それぞれ、左図の同じ番号の培養時間における菌体の結果を示す。スケールバー：1μm 。

図 8 . ΔPhbC 株の生育（左）とPHB の蓄積（右）
培養 48 時間の菌体を蛍光試薬で処理し、顕微鏡観察を行った。

細菌内に蓄積した PHB 顆粒を精製したところ、PHB 顆粒の主要タンパク質であるフェイシン（ 10 ）の
存在が確認された（データ省略）。一方、ウェスタンブロッティングと免疫電子顕微鏡解析のどちらにお
いてもPHB 顆粒中に PhbC の存在は認められなかった。免疫電子顕微鏡解析の結果、ペリプラズム
や、細胞膜近くにある電子密度の低い白抜きの領域への PhbC の局在がみられた（図 9 ）。

図 9 . A. vinelandii におけるPhbC の局在性
スケールバー：200nm
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アルギン酸産生
アルギン酸は、2 種類のウロン酸（マンヌロン酸とグルロン酸）が直鎖状に連なったポリマーであり、昆
布やわかめなどの褐藻類や、一部の細菌が産生する。A. vinelandii もアルギン酸生産細菌の一種で
あり、細胞外に分泌されたアルギン酸はバイオフィルムの主成分となる。アルギン酸は、増粘剤・安定剤
として食品に、また、繊維として医療に利用される他、農作物と競合しないバイオマスとして、バイオエ
タノールの原料としての可能性が示されている。PHB 合成経路を遮断したことで、ΔPhbC 株ではアル
ギン酸の生産量が増加することが予想されたが、増殖速度とアルギン酸生産量のどちらも、野生株と
ΔPhbC 株において大きな変化は見られなかった（図 10 ）。
アルギン酸は、フルクトースからの代謝過程で、マンヌロン酸ポリマーの一部がグルロン酸に変換され
ることにより、ヘテロポリマーとして生合成される（図 11 ）。GDP マンノースデヒドロゲナーゼ遺伝子破
壊株（ΔAlgD 株）は、野生型より旺盛な増殖を示すものの、PHB は、産生された後に分解される。そ
の結果として、ΔAlgD 株の細胞内 PHB 顆粒の蓄積は、野生型よりも減少することを見出している（ 8 ）。
一方、寒天培地上のコロニーのムコイド性を指標に選抜した突然変異株は、野生型より生育は劣るが、
約 2 倍のアルギン酸生産量を示したことから（ 8 ）、さらなる工夫を重ねることにより、アルギン酸（あるいは
PHB ）の高生産株の育種は可能であると考えられる。

図 10 . 野生株とΔPhbC 株における
アルギン酸産生
●：野生株の増殖
▲：ΔPhbC 株の増殖
○：野生株のアルギン酸生産
△：ΔPhbC 株のアルギン酸生産

図 11 . A. vinelandii におけるグリセロール代謝とポリマー生産
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4. 考

察

BDF 合成の副産物である廃グリセロールを炭素源として、産業上有用な物質の生産の可能性が
示された。L 株では、未処理の廃グリセロールを炭素源として用いることが可能であり、酢酸、乳酸、
コハク酸などの様々な有機酸が培地中に分泌された。対糖収率に換算すると、廃グリセロール培地で
13.1 ％
（酢酸）、8.8 ％
（乳酸）
、脱油廃グリセロール培地で 35.7 ％
（酢酸）
、16.3 ％
（乳酸）ではあるが、
グリセロールの消費量が 0.25％と低いため、培地中での各有機酸の濃度は低い状態（それぞれ 0.24 、
0.25 、0.58 、0.40mg/mL ）に留まった。培養条件（培地成分・濃度や pH 制御）あるいは代謝経路の
改変によって、今後、生産量の増加が期待できる。

A. vinelandii では、酸処理した廃グリセロールを炭素源として、窒素源を添加することなく培養可能
であり、従来から産業上注目されている PHB やアルギン酸の生産が可能であることが示された。アル
ギン酸の生産量を上げるため、PHB 生合成経路を遮断した変異株ΔPhbC を作製したが、アルギン
酸の生産量に大きな変化は見られなかった。アルギン酸非生産株においてもPHB の蓄積量が増加し
なかったことから、生産性の向上にはさらなる工夫が必要と考えられる。アルギン酸は褐藻類から大量
に調製可能であるが、季節や栽培場所などの環境要因に応じて構成糖の比率や分子量に変動が見
られ、この分子不均一性が産業における利用価値を低減している側面がある。細菌は培養制御が容
易であることから、本菌を用いた安価な原料からの高品質（高均一性）なアルギン酸の生産が期待さ
れる。また、細菌における PHB 顆粒の合成機構に関しては諸説が提唱されているが、そのいずれに
おいてもPhbC が PHB 顆粒の表面に局在するとされている。しかし本菌では、単離した PHB 顆粒の
ウェスタンブロッティング解析においても、また、細胞切片の免疫電子顕微鏡解析においても、PHB 顆
粒に PhbC が見出されなかったことから、PHB 顆粒はこれまで提唱された経路とは異なる経路で形成
されると考えられた。
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