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ナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合による
革新的な水処理微生物制御技術の開発

　下水、廃水などの浄化処理の主流技術である活性汚泥法は、微生物の機能を利用し
た水処理技術です。これまで、様々な技術開発により最適化が進み、完成度の高い技
術となっています。しかし、利用している微生物の種々の活性そのものを制御する技術
開発はそれほど行われてきていません。したがって、水処理微生物制御技術の開発は革新
的な水処理技術の開発に資すると考えられます。一方、膜分離活性汚泥法（Membrane 
Bioreactor：MBR）や種々の水処理に膜を用いる技術開発が進んでいますが、処理の
現場では膜上に付着する微生物がその膜上に形成するバイオフィルムにより発生する
目詰まりであるバイオファウリングへの対策が重要な課題となっています。
　一番単純な生物群である細菌も、実にいろいろな機構を駆使して多様な環境中に
おける生存戦略をとっています。これまで高等生物のみの機能と考えられてきた個
体間での情報伝達であるコミュニケーション機能が、細菌にも存在していることが
分かってきました。このコミュニケーション機能はクォーラムセンシング（Quorum 
Sensing：QS）と呼ばれ、細菌の物質分解能や物質生産能、バイオフィルム形成能、
病原性の発現など、様々な機能を QSの制御下で行っていることが明らかとなってき
ています。
　そこで本研究課題では、細菌のコミュニケーション機能をナノテクノロジーとバイ
オテクノロジーを駆使して制御することにより、水処理微生物の活性を制御する技術
開発やバイオフィルム形成制御、バイオファウリング対策を可能にする技術開発を目
的として研究を行いました。
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活性汚泥からのAHL合成細菌、
AHL分解細菌の単離と解析

　活性汚泥の中に微生物コミュニケーションを行う細菌がいることを明らか
にし、一方、微生物コミュニケーションを邪魔する能力を持つ細菌もいるこ
とを明らかにしました。

　本研究課題の目標である革新的な水処理技

術の開発を達成するために、微生物コミュ

ニケーションの制御技術の活用を図ること

が全体目標の一つとなっています。細菌は、

クォーラムセンシング（QS）と呼ばれる微

生物コミュニケーションにおいて、自ら生産

し、菌体内外に拡散、分泌するシグナル物質

をコミュニケーションの「言葉」として用い

ています（図2上）。特に、グラム陰性細菌で

は、アシル化ホモセリンラクトン（AHL）と

いう化学物質（図2下）を、広く共通の「言

葉」として用いています。細菌は、QS によ

り、物質生産や物質の分解、バイオフィルム

の形成などの機能を制御しています。そこ

で、この QSを制御することで水処理技術に

資する技術開発が可能になります。また、環

境中には、この AHL を分解する能力を持っ

た細菌がいることも分かってきています。つ

まり、AHL のやりとりをすることで活性化

する細菌がいる一方で、AHL を分解するこ

とで、その邪魔をしている細菌もいるという

ことになります。

　廃水処理技術で中心的役割を果たしている

活性汚泥は多種多様な微生物が集まってでき

図2　QS概念図
上：菌体数が少ない場合は、シグナル物質の濃度も低く、活性も低い。増殖・
集合して菌体数が増加すると、シグナル物質の濃度も高くなり、活性化する。
下：グラム陰性細菌の代表的なシグナル物質であるアシル化ホモセリンラ
クトン（AHL）。細菌の種類によってアシル鎖長が異なる構造（n=0，1，2，
3……）の AHL を用いている。
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浄化センター）の活性汚泥

処理施設より採取した活性汚泥から、AHL

を生産する細菌とAHLを分解する細菌を、そ

れぞれ単離し、その属と種を同定しました。

AHL 合成細菌の取得には、外部のAHL に応

答して紫色の色素を生産するレポーター株を

用いて、視覚的に簡便に検出できる方法を用

いました。AHL 分解細菌の取得には、添加

したAHL を分解できるかどうかを検出する

方法を用いました。全体で、AHL合成細菌を

107株、AHL 分解細菌を46 株単離し、同定

宇都宮大学 理事（研究・産学連携担当）・副学長
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研究成果

表紙：左写真：活性汚泥をCOCRM（共焦点反射顕微鏡）法で観察した画像。右写真：RO（逆浸透）膜に形成されたバイオフィルム。

という報告は本研究が初めてです。さらに、

この AHL 分解能の解析を行った結果、これ

までに報告がない酵素群に属する AHL アシ

ラーゼ（分解酵素）を生産していることが分

かりました。また、モデル細菌である緑膿菌

（Pseudomonas aeruginosa ）に分解酵素を

導入することで、QS に制御される機能を抑

制可能であることが示されました。この分解

酵素はアシル鎖※1 長が長いAHLに対して特

異的に分解活性を示すことから、長鎖AHL

を生産することで知られる活性汚泥中の脱窒

細菌の活性に何らかの影響を及ぼす可能性が

期待されます。

表1　栃木県内7カ所の浄化センターの活性汚泥か
ら取得に成功したAHL合成細菌
AHL合成細菌の95％はAeromonas 属細菌が占めていた。採
取場所の環境が大きく異なっても、細菌叢に大きな差はみられ
なかった。

• 活性汚泥中から新たなAHL分解細菌とAHL分解酵素の取得に成功…………………
• バイオファウリング物質中にAHLの存在を確認…………………………………………
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• 新たなバイオフィルム形成抑制素材の開発に成功………………………………………
• 微生物コミュニケーションとバイオフィルム形成の革新的解析技術を開発…………
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図1　研究の全体像

※1 アシル鎖…アシル基（R-CO-）の R の部分が炭素鎖
（-CH2-CH2-）で構成されているもの。

表2　栃木県内7カ所の浄化センターの活性汚泥か
ら取得に成功したAHL分解細菌
AHL分解活性を有するAcinetobacter 属細菌の報告は初めて
のことである。採取場所の環境が大きく異なっても、細菌叢に
大きな差はみられなかった。

することに成功しました（表1、表2）。

AHL合成細菌の大部分（107株中102

株）は Aeromonas 属細菌でした。ま

た、AHL 分 解 細 菌 は、Acinetobacter
属細菌が一番多い（46 株中 21 株）菌

種でした。大きく環境が異なる場所

から採取した試料でしたが、細菌叢

にはあまり差がないという結果になり

ました。なお、活性汚泥内にAHL 分解

性のAcinetobacter 属細菌が存在する

ています。この活性汚

泥の中に、QS のシグ

ナル物質であるAHL

を生産する細菌、そし

て、AHL を 分 解 す る

能力を持っている細菌

が存在していることが

確実であれば、それら

の細菌を利用すること

が可能になると考え、

活性汚泥からのAHL

合成細菌やAHL 分解

細菌の単離と解析を行

いました。

　栃木県内 7 カ所の浄
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微生物コミュニケーションと
バイオフィルム形成の解析

　バイオファウリングを起こした水処理膜上に形成されたバイオフィルム中
に、初めてAHLの存在を確認しました。

　膜分離活性汚泥法や種々の水処理に膜を用

いる場合、膜上に付着する微生物がその膜上

に形成するバイオフィルムにより発生する目

詰まりであるバイオファウリングへの対策が

重要な課題となっています。逆圧洗浄などの

物理的な剥離や酸やアルカリによる化学的な

洗浄などが一般的ですが、十分な効果が得ら

れないこともあり、新たな技術開発が求めら

図4　膜ろ過ユニットに生じたバイオファウリングの解析
上段は活性汚泥処理水をRO膜処理するモデル実験系の模式図。下段左と中央の写真は前処理フィルターと RO 膜上
に生じたバイオフィルムの様子。下段右の写真はレポーター株が試料中のAHLに応答して色を出している様子。この
実験結果によって、膜上に生じたバイオファウリング物質中にAHLの存在を初めて確認した。

れています。細菌によるバイオフィルム形成

は、素材表面への細菌の初期吸着から始まり、

その後、菌体の増殖に伴い、菌体外多糖（EPS）

類の分泌などが起こり、バイオフィルムが形

成されます（図3）。この EPS類の生産や分泌

とバイオフィルム形成が QS 制御下にあるこ

とが明らかとなってきています。例えば、遺

伝子工学的手法により AHL 合成遺伝子を破
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研究成果

　水処理微生物のコミュニケーション機構の

一つである QS を制御するには、情報伝達を

担うシグナル分子の濃度を人為的にコント

ロールすることが有効です。グラム陰性細菌

の QS のシグナル分子として利用されている

AHL は低分子量であり、細胞外へも容易に

拡散していきます。そのため、菌体密度が増

加すれば、菌体内外の AHL 濃度も上昇しま

す。AHL の高濃度条件では、細胞内におい

て AHL とそのレセプターの複合体が安定に

形成し、この複合体が標的遺伝子に作用する

ことでバイオフィルムの形成など多様な細胞

機能が活性化されます。

　シグナル分子である AHL のトラップ素材

を培養液に共存させ、菌体の外で AHL を捕

獲することで、Q S を遮断し、細胞機能を外

部から制御可能となることに注目しました。

AHL のトラップには環状オリゴ糖であるシ

クロデキストリン（CD）を利用します。CD は

6 〜 8 分子のグルコースが環状に結合した天

然物で、その生体安全性から医薬分野での薬

物輸送や、食品分野での添加物として広く利

用されているナノ分子です。水中では環の内

側は疎水性となるため、培養液に拡散した

AHL 分子の疎水性アシル鎖と包接複合体を

形成可能です。そのため菌体内部では、AHL

の低濃度条件が継続するために、QS は不活

性な状態を維持します。

　効果の検証には、セラチア菌を用いました。

セラチア菌は QS により赤色の抗菌物質プロ

ディジオシンの生産を制御していますが、CD

を混合した培地でセラチア菌を培養すること

により、QS を制御することに成功しました

（図5）。図では培地の右側半分だけに CD を

混合しているため、菌体は白いコロニーを形

成し増殖しているにもかかわらず、赤色のプロ

ディジオシン生産が抑制されていることが分

かります。このシグナル分子のトラップ法は、

細菌を殺すことなく、細菌数を保持したまま

物質生産を細胞外部から制御する、我々のグ

ループが開発した新しい手法です。

　液体培養でもこの手法は有効で、培養液

に溶解した CD、水で膨潤したヒドロゲル担

体、高分子ビーズ、フィルム、ファイバーな

どへ CD を固定化した各種素材を開発し、目

的に応じて素材の種類や形状を使い分ける

一連の材料化を推進しました（図6）。また、

CDとAHLとの分子間相互作用は核磁気共鳴

（1H-NMR）測定により確認し、形成した複合

体の安定性は水晶振動子マイクロバランス法

などを用いた物理化学的な解析により、結合

定数を定量的に求め評価しました。AHLは

疎水基と水素結合形成部位を有する両親媒性

分子であるため、CDのほかにもAHL捕捉担

体として両親媒性ポリマーからなる微粒子、

構造制御したブロックコポリマー※3が形成

する自己組織化ミセル※4など多彩な素材を

設計し、AHLの濃度制御によるQS抑制効果

を明らかにしました。

　このように、微生物が生産する、ある特定

の化学物質を水の中から取り除くだけのシン

プルな操作で、微生物コミュニケーションを

制御し、微生物を生かしたままその機能のコ

ントロールが可能となります。

図5　CD による AHL トラップがセラチア菌の赤色色素プロディジオ
シン生産に及ぼす効果
寒天プレートの右半分に混合したα ‒CD は、細胞外へ放出された AHL と複合体を形
成し QS の不活性状態を維持する。CD の疎水性空孔に AHL のアシル鎖が包接した複
合体を形成する。
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図3　バイオフィルム形成（左）とバイオファウリング（右）
EPS 分泌によるバイオフィルム形成に QS が関与している。

宇都宮大学 理事（研究・産学連携担当）・副学長
（顔写真は p.2 を参照）
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壊した細菌は、初期吸着能に変化はみられま

せんが、立体的なバイオフィルムを形成する

能力が欠落することが報告されています。し

たがって、QS を阻害することにより、バイ

オフィルムの形成を抑制できることが明らか

となってきました。

　そこで、本研究では、まず、実際のバイオ

ファウリング物質中の細菌叢の解析と QS の

シグナル物質である AHL の存在確認を行い

ました。活性汚泥を用いた生物処理水を RO

（逆浸透）膜処理するモデル系を構築し、数

週間運転させたところ、透過圧が上昇したた

め、バイオファウリングが生じていることが

示唆されました。目の粗いろ過膜である前処

理フィルターと RO 膜ユニット、それぞれを

解体したところ、両者に大量のバイオファ

ウリング物質が付着していることが明らか

となりました（図4）。このバイオファウリ

ング物質や処理水中に存在する細菌叢を 16S 

rRNA 塩基配列を基に解析※2したところ、

Acidobacteria 属細菌のようにバイオファウ

リング物質中で特異的に構成割合が増加する

細菌の存在が明らかとなりました。さらに、

バイオファウリング物質中の AHL の存在を

確認したところ、微量でしたが AHL の存在

が確かめられました。バイオファウリング

物質から直接 AHL の存在が示された報告は

本研究が初めてです。また、この結果から、

QS 制御がバイオファウリング抑制技術に応

用できる可能性が示されました。

微生物コミュニケーション制御素材
の開発

研究成果

　微生物コミュニケーションの一つであるQSを制御する新素材の開発に成
功しました。微生物が生産するシグナル分子を効果的に捕捉するトラップ法
を原理としています。

図6　CDを固定化した微生物コミュニケーション制御素材

※2 16S rRNA塩基配列系統解析…リボソーム小サブユニッ
トを構成する RNA（16S rRNA）の塩基配列を用いて細
菌の系統分類を行う方法。16S rRNAの塩基配列は各菌
種に固有で保存されており、比較することにより、分類、
同定が可能となる。このことから、「細菌の指紋」など
とも呼ばれている。

※3 ブロックコポリマー…同一種の単量体（モノマー）が連続
した領域から構成される高分子鎖。

※4 自己組織化ミセル…親水部と疎水部を有する両親媒性分
子が、水中において疎水性相互作用により集積した会合体。
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微生物コミュニケーションと
バイオフィルム形成の革新的解析技術の開発

　微生物コミュニケーションの一つであるQSの制御技術を水処理微生物
制御技術に応用する、また、その効果を評価するために、活性汚泥中やバ
イオフィルム中の活性とQSとの関係を定性的および定量的に解析する技
術を種々開発し、新たな知見の数々の取得に成功しました。

　QS の制御技術を水処理微生物制御技術に

応用するために、また、その効果を評価する

ためには、活性汚泥中やバイオフィルム中の

活性と QS との関係を定性的、および、定量

的に解析する必要があります。

　そこで、細菌の代謝産物生産や基質消

費を測定する技術である AFGAS（Airtight 

Flow-reactor for nondestructive Gaseous 

m e t a b o l i t e  A n a l y s i s  a n d  S t r u c t u r e 

visualization）法を本研究に応用しました。

その結果、活性汚泥の硝化活性や脱窒活性に

AHLの添加効果があることを、初めて明らか

としました（図9）。

　続いて、複合系微生物の呼吸活性を種レベ

ルで測定可能とする技術であるSIP-D（Stable 

Isotope Probing for Dissimilation）法を新た

に開発し、同様に本研究に活用しました。活

性汚泥中の硝化活性を細菌種ごとに測定でき

る本手法により、QS が活性汚泥の細菌叢に

与える影響を種レベルで解析することに成功

しました。この成果により、本研究課題で作

製した QS 制御素材が効果を示す細菌を予測

できるようになりました。さらに、モデル細

菌において脱窒能の調節を解析したところ、

それに関わる新たなタンパク質、および、そ

のメカニズムの同定にも成功しました。この

タンパク質は既存の転写調節因子とは全く異

なるメカニズムを介して脱窒を調節している

ことが明らかになり、基礎生物学的に重要な

知見が得られました。

　一方、バイオフィルムを非破壊、非修飾で

可視化、観察可能とする共焦点反射顕微鏡法

の連続的最適化技術〔COCRM（Continuous-

Optimizing Confocal Reflection Microscopy）

法〕の改良に成功しました（図10）。この手

法を用いて、複合系微生物バイオフィルムの

観察や、モデル細菌のバイオフィルム構造に

環境が与える影響を解析することが可能にな

りました。その結果、バイオフィルム形成に

関わる新たなシグナル物質や薬剤等を同定す

ることに成功し、今後のバイオフィルム、バ

イオファウリング制御剤としての利用に繋が

る成果が得られました。また、活性汚泥で優

占化する細菌において、外から薬剤等を加え
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バイオフィルム形成抑制素材
の開発

　微生物コミュニケーション機構の一つであるQSはバイオフィルムの形成
にも関与しています。QSを分子レベルで不活化することで、QSを遮断し、
バイオフィルム形成量を低減化することが可能となります。

　本研究課題では水処理微生物のコミュニ

ケーションの一つであるQSを制御する手法

として、1）菌体が生息する水中からシグナル

分子であるAHLを捕獲し除去するAHLトラッ

プ法に加え、2）菌体に取り込ませた AHL 類

似化合物（アンタゴニスト）によりレセプター

をブロックする拮抗阻害法、3）AHL を酵素

反応により加水分解することで不活化し一連

のQSを遮断するシグナル分子分解法を構築

しました（図7）。　

　以下では 3）の手法のうち、微生物を固定化

した素材と、AHL 分解酵素を固定化した素

材について紹介します。

　環境中には AHL を生産し微生物同士でコ

ミュニケーションをする細菌群のみではなく、

AHL の分解酵素を生産し異種細菌のコミュ

ニケーションを妨害する細菌群が存在しま

す。前出の通り、本研究課題では、栃木県内

にある複数箇所の浄化センターの活性汚泥か

らAHL 分解活性を有する細菌の単離に成功

しています。例えば「AHL分解細菌」を「QS

細菌」と共培養すれば、QS を抑制可能です。

そこで、高分子微粒子を容易に調製可能なア

ルギン酸ナトリウム水溶液にAHL 分解細菌

の培養液を混合し、これを適切なノズルから

ゲル化剤槽に滴下することで、AHL 分解細

菌を包括固定化したヒドロゲルビーズ（0.5 〜

5 mm）を簡便に調製（毎時 7万ビーズを作製）

可能としました。このゲルビーズは、セラチ

ア菌のプロディジオシン生産を 5％以下まで

抑制可能であり、さらにモデル細菌（緑膿菌）

のバイオフィルム形成量を有意に低減化する

ことを明らかにしました。

　続いて、固定化微生物の開発に加え、QS

とバイオフィルム形成に対して抑制効果を

発揮する固定化酵素担体の調製に成功して

います。遺伝子工学的手法により、AHL 分

解酵素を大量取得しました。AHL 分解酵素

溶液を紡糸原液となるポリビニルアルコール

（PVA）水溶液と混合し、エレクトロスピニン

グ装置を用いて電界紡糸※5、化学架橋する

ことで、PVA ファイバー不織布を調製しま

研究成果

宇都宮大学 大学院工学研究科 教授
（顔写真は p.5 を参照）

加藤 紀弘

図8　電界紡糸により調製した固定化AHL分解酵素が、QS抑制、
バイオフィルム形成抑制に及ぼす効果
AHL分解酵素であるAHLラクトナーゼ（AiiM）は、PVAファイバー不織布への固
定化の有無によらず、セラチア菌の赤色色素プロディジオシン生産抑制効果を示し
た（左上）。電界紡糸によりAiiMを固定化した不織布を緑膿菌の培養液に浸漬する
ことにより（左下）、培養液中のガラス基板上のバイオフィルム量（24 h）を低減す
ることに成功した（右）。

した。この固定化酵素は熱安定性が向上して

おり、70℃で 24 時間加熱しても酵素活性を

示し、緩衝溶液（5℃）中で 3 カ月保存した

後でもセラチア菌のプロディジオシン生産量

を 30％程度に抑制可能、すなわち、QS 制御

が可能でした。緑膿菌の培養液に AHL 分解

酵素を固定化した不織布を浸漬する実験系に

おいて、同じ培養液中にあるガラス基板上で

のバイオフィルム形成への抑制効果を評価し

たところ、得られるバイオフィルムの厚みは

減少し、バイオフィルム形成量が低減化され

たことを確認しています（図8）。また、細菌

分離に利用されるポリアミド膜の表面におい

ても同様の効果が観察されました。本研究で

設計、合成した QSの抑制素材が、バイオフィ

ルム形成の抑制効果を示すことを明らかにし

ました。

図7　ナノテクノロジーを用いた QS 抑制素材の、バイオフィルム形成抑
制技術への応用 

図9　脱窒・硝化活性の測定に用いた改良型AFGAS法
AFGAS法の改良型を用いて活性汚泥の硝化活性や脱窒活性にAHLの添加効果があることを、初めて明らかとしました。左は硝化活性を測っているところ、
右は嫌気条件で脱窒活性を測っているところ。

筑波大学
生命環境系
教授

野村 暢彦

図10　COCRM 法を用いた RO 膜上のバイ
オフィルムの観察画像
緑：微生物群集、灰色：RO膜。

※5 電界紡糸…高分子溶液を入れたシリンジに外部から高電
圧を加えると、プラスに帯電した高分子溶液はマイナス
電極に向けて噴射される。この間に溶媒を揮発させ細繊
維を形成させる紡糸（エレクトロスピニング）法。

ることによってバイオフィルム形成を抑制で

きることを明らかにできました。

　以上のように、Q S制御技術を利用した革

新的水処理微生物制御技術の開発に資する、

種々の革新的解析技術の開発と応用に成功し

ました。
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