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　今日、異常気象、都市化、人口増加などの影響から、世界各地で水不足や水質汚染
が懸念され、安全・安心な水の安定的供給が強く求められています。清澄な水資源に
制限のある地域においては、水の一過型利用から脱却し、水質に応じた水の使い分け
や、カスケード的な利用により水量を確保すること、また、最小のエネルギーで目的
の水質の水を得て有効利用することが重要となります。この新たな水循環システムを
構築するためには、水の量的管理から質的管理への転換を図ることが重要です。
　そこで本研究課題では、「膜分離技術」と「バイオテクノロジー」を基盤技術とし
て積極的に活用・融合を図り、革新的水処理技術の創出および処理水（再生水）の迅
速かつ正確な安全性評価手法の開発を目的として、研究を実施しました。具体的には、
水循環システム構築に必須である自律・分散型の先端的水処理技術により処理された
下・廃水（再利用水）の安全性評価・管理手法の開発を行いました。下・廃水の処理
水（再利用水）中の微量汚染化学物質リスク評価のために、トキシコゲノミクス的ア
プローチを用いた新規多指標型毒性評価法を、病原微生物（ウイルスおよび細菌）リ
スク評価のために、腸管系ウイルスの新規感染性評価法の確立を目指しました。
　提案する水循環システムが構築されれば、水需要の大部分を占める非飲用系の用水
には、高度に処理した下・廃水（再利用水）を用い、飲料用系の用水には河川上流部
や地下水などの清澄な水源を用いるとともに、精密な浄水処理をして供給する新しい
都市水循環システムの構築が可能となります。
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生物応答に基づく
下水処理水の安全性評価手法の開発

　都市下水は天候に左右されない都市におけ

る貴重な水資源であり、本研究課題で提案す

る水循環システムにおいて、下水処理水（再

生水）を多様な水源の一つとして位置づけ積

極的に再利用することを考えています。ヒト

の健康に影響を及ぼす可能性のある間接的飲

用水利用や農業利用においては、安全性を担

保する技術的な仕組み（マルチプルバリア）

や厳密な水質のモニタリング体制の確立が必

要不可欠です（図2）。
　都市下水の処理水には微量ながらも数多く

の有害物質（毒性が全く未知の化学物質も含

まれている）が残留し、多様な毒性作用機序

によりヒトの健康に影響をもたらすことが懸

念されます。しかし、これら化学物質の個々

の健康リスクを評価することには限界があり

ます。そこで、ヒト培養細胞（ヒト肝がん由

来細胞）を下水処理水に直接曝露することに

より、特異的に発現するヒト遺伝子（群）を

DNAマイクロアレイ技術を用いて網羅的に解

析し、既存の発現遺伝子ライブラリーと比較

することにより、未知物質を含む全下水処理

水のヒトの健康に及ぼす影響（変異原性や発

がん性など）を評価するための多指標型毒性

評価法の開発を目指しました（図3）。DNA
マイクロアレイ技術とは、数千から数万種類

の遺伝子を整列配置したプラスチックやガラ

スなどの基板を使って、網羅的に遺伝子発現

を解析できる技術です。

　本研究では、都市下水処理水の細胞毒性、

遺伝毒性および生体異物反応を同時に評価

できるmultiple endpoints gene alteration-

based（MEGA）アッセイ法を構築しまし

た。下水処理水をヒト肝がん由来細胞株

（HepG2）に曝露し、ヒトDNAマイクロア

レイを用いて発現遺伝子を検出し、下水処理

水による細胞毒性と関連があった遺伝子群

を選定しました。続いて、リアルタイム RT-
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表紙：左画像：腸内細菌Enterobacter cloacae SENG-6株に吸着するノロウイルス粒子（矢印）。右画像：蛍光色素により重金属が染色された水サンプル。

図1　研究の全体像

PCR 法により選定した遺伝子群の有意変動

を評価し、最終的に 8つの遺伝子が下水処

理水中の細胞毒性を高感度に検出できること

が明らかになりました。また、がん抑制タン

パク質 p53 に関連する遺伝子群、生体異物

の代謝に関わるシトクロム P450 に関連する

遺伝子群を、遺伝毒性および生体異物反応を

検出するために選定しました。これにより、

3つの毒性作用機序（細胞毒性、遺伝毒性お

よび生体異物反応）を簡便、高感度かつ、同

時に検出することが可能なMEGA アッセイ

を実現しました。

　一方、都市下水の再利用を念頭に置いた場

合、処理水の塩素消毒は必要不可欠です。し

かしながら、塩素消毒によって有害な消毒副

生成物が生成され、発がん性などの新たなリ

スクが生じることが懸念されます。そこで本

研究では、標準活性汚泥処理水ならびに膜分

離活性汚泥処理水を塩素で処理し、ヒト培養
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　未知物質を含めた全下水処理水のヒトの健康に及ぼす影響を評価するた
めの多指標型毒性評価法の開発を行いました。

図2　想定される（セミ）クローズド型水循環システム
MBR：膜分離活性汚泥法、NF：ナノろ過、RO：逆浸透、GAC：粒状活性炭。

　なお、研究チームの体制変更により、研究項
目「生物高速ろ過＋凝集＋MF膜ろ過（セラミッ
ク膜およびPTFE膜）システムの開発」の成果
については、京都大学・伊藤禎彦教授の研究
チームの成果パンフレットに、研究項目「革新
的な省エネ・省スペース型膜分離活性汚泥法
（MBR）の開発」「膜ファウリング機構の解明と
その制御（低ファウリング膜の開発）」の成果に
ついては、工学院大学・中尾真一教授の研究
チームの成果パンフレットに掲載しています。
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　下水処理再生水中にはヒトに対して健康被

害を与え得る多種多様な病原体が存在します

が、中でも腸管系ウイルスは粒径が小さいた

めに膜ろ過による物理的除去が困難で、かつ

指標細菌と比して消毒剤耐性が高いことか

ら、膜技術を最大限に活用した水循環システ

ムを構築する上で特に注意を有します。その

ような腸管系ウイルスの中でも、近年被害を

増大させているのがノロウイルスです。ノロ

ウイルスは年齢を問わず感染し、強い下痢や

嘔吐などの症状をもたらしますが、感染者の

糞便と共に下水に混入しますので、下水再生

利用の際には確実に除去する必要がありま

す。しかしながら、ノロウイルスはその感染

能力を評価することができないため、下水処

理再生水中からノロウイルス遺伝子が検出さ

れたとしても、それがどれほどの危険性を意

味するのかを判断することが困難でした。本

研究では、感染性を有するノロウイルスを選

択して濃縮する目的で活用可能な細菌由来の

血液型決定抗原様物質を探索しました。

　ヒトの血液型は、赤血球や小腸上皮細胞表

面上に発現したオリゴ糖（血液型決定抗原）

の構造により決定されます。ノロウイルス

は、この血液型決定抗原に特異的に結合する

ことで、細胞への感染を開始すると考えられ

ています。そこで本研究では、ヒトの糞便中

からこの血液型決定抗原と近い構造を持つ物

質（血液型決定抗原様物質）を保持する腸内

細菌を探索しました。その結果、血液型決定

抗原様物質を保持する複数の菌株が得られ、

中でもEnterobacter cloacae  SENG-6 株は
大量の A型抗原を菌体外に分泌し、ノロウ

イルス粒子を特異的に捕捉できることを確

認しました（図5）。さらに、Enterobacter 
cloacae  SENG-6 株と同様に血液型決定抗原
様物質を菌体外に分泌する菌株が下水中にも

数多く存在することを確認したほか、ノロウ
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佐野 大輔細胞を用いた細胞毒性および遺伝毒性試験に

加え、遺伝子発現解析を行うことによって、

消毒した処理水が細胞に与える影響を網羅的

に評価しました。さらに、フーリエ変換質量

分析計を用いて処理水中の残留有機物および

塩素消毒により生じた消毒副生成物の組成を

解析し、毒性試験結果と比較しました。その

結果、膜分離活性汚泥処理水を塩素消毒する

と、有意変動遺伝子数は減少しましたが、標

準活性汚泥処理水では増加しました（図4）。
また、標準活性汚泥処理水は塩素消毒すると

細胞毒性が強くなりましたが、膜分離活性汚

泥処理水の毒性は弱まりました。このように、

有意変動遺伝子数の変化と細胞毒性の変化は

一致しました。この理由として、膜分離活性

汚泥処理水中には、塩素消毒により分解され

やすい酸素 /炭素比の小さい有機物質が標準

活性汚泥処理水よりも多く残存しており、塩

素消毒により分解されて細胞毒性が弱まった

と考えられます。細胞毒性および遺伝毒性試

験などの毒性評価と有機物分析を組み合わせ

ることにより、塩素消毒後の標準活性汚泥法

と膜分離活性汚泥法の処理水水質の違いを詳

細に評価することができました。

　本MEGA アッセイを用いることにより、

究極の水循環シナリオである下水再生水の直

接（または間接）飲用再利用を考えた場合、

どのような下水再生処理プロセスをどのよ

うな浄水処理プロセスと組み合わせ、どのレ

ベルまで下水を再生（処理）すれば、ヒトの

健康に影響を及ぼさないと科学的にいえるの

か？という難問に、遺伝子応答レベルで極め

て鋭敏かつ迅速に答えを出すことが可能にな

ると考えられます。現行の一律排水基準や

飲料水水質基準を満たすことは当然ですが、

もっと進めて、下水由来の未知物質を含めた

全処理水を対象としたヒトの健康への影響を

把握することが可能になると思います。さら

には、毒性原因物質の特定、毒性削減方法の

提案を可能とし、新たな下・廃水管理手法を

提供するための一助となることが期待され

ます。

世界初、ノロウイルスの検出に活用可能な
腸内細菌由来血液型決定抗原様物質を発見

　ある種の腸内細菌が、自らが分泌した血液型決定抗原様物質を介して
ノロウイルスを特異的に捕捉することが可能であることを確認しました。

図6　血液型決定抗原様物質分泌細菌を利用したノロウイルス粒子除去
血液型決定抗原様物質分泌細菌を混合すれば、ノロウイルスよりも孔径の大きい膜でろ過し
ても、高いウイルス除去効率を得ることが可能となる（上図）。

研究成果

イルス粒子と血液型決定抗原様物質分泌細菌

を混合すると、ノロウイルス粒子よりも孔径

が大きい膜（精密ろ過膜など）でろ過しても

ノロウイルスを効率的に除去することが可能

であること（図6）を確認しました。
　Enterobacter cloacae  SENG-6 株 をはじ
め、本研究で得られた血液型決定抗原様物質

分泌細菌は実験室内で容易に培養することが

可能であるため、細菌由来の血液型決定抗原

様物質を用いたノロウイルス濃縮・検出技術

や、膜を用いた下水からのノロウイルス除去

技術に応用することが可能です。また、河川

などの水環境中でも、これらの細菌がノロウ

イルスを結合した状態で存在する可能性も考

えられるため、血液型決定抗原様物質分泌細

菌の存在は、水環境中におけるノロウイルス

の挙動の解明につながる可能性もあります。

図4　塩素消毒による膜分離活性汚
泥処理水と標準活性汚泥処理水の毒
性変化

遺伝子発現パターンの
クラスター解析

モデル化学物質および
試料水曝露系の遺伝子
発現パターンの比較

試料水

ヒト由来培養細胞

図3　動物実験に代わってヒトの遺伝
子発現変化で毒性の有無やメカニズ
ムを鋭敏に検出、予測できる多指標
型バイオアッセイ

図5　Enterobacter cloacae SENG-6株の分泌するA型抗原
に結合するノロウイルス
ノロウイルス粒子を矢印で示す。
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水中の重金属を
オンサイトで分析できる技術を開発

　水中の重金属と選択的に結合し、結合すると色が変わる蛍光色素を開発
しました。複雑な前処理なしで、蛍光色素を水に添加するだけで水中の重
金属を分析することに成功しました。

　重金属はたとえ低濃度でも長期間摂取する

と健康影響が現れる物質です。飲料水水質基

準に含まれる重金属には、カドミウム、水銀、

鉛、クロム、亜鉛、銅などがあります。現在、

重金属は誘導結合プラズマ（ICP）発光分光

分析法、ICP質量分析法、原子吸光分析法な

どの大型の分析装置によって分析されていま

す。これらの装置には、オンサイトで分析が

できない、分析精度は高いものの分析に時間

がかかる、分析コストが高い、といった問題

があります。オンサイトで分析できる方法と

して、ボルタンメトリー法、電気化学的分析

法、比色法などがありますが、これらの方法

は検出限界値が高い、一斉分析できない、他

の物質の阻害を受けやすい、といった問題が

あります。そこで本研究では、重金属と結合

すると蛍光色が変わる蛍光色素を開発して、

これをサンプル水に添加するだけで水中の重

金属を分析できる技術を開発しました。

　まず、本研究グループで新規の蛍光色素を

4種類合成しました（図9）。そして、各蛍
光色素がどの金属と選択的に結合するのかを

調べました。図9に 1種類の金属を含む溶液
中での各蛍光色素のブラックライト下での蛍

光色を示しました。図9中の「probe」は蛍
光色素のみを含む溶液の蛍光色です。色素1

と色素2は緑色、色素3は赤色、色素4は蛍

光が弱いことが分かります。上部に示した各

イオンと混合したところ、例えば色素1はサ

ンプル水にZn、Cd、Hg が入っている時にの

み蛍光色が変わりました。一方、環境中に一

般に存在するNa、Mg、K、Caが入っているサ

ンプル水では変色しませんでした。各色素は、

蛍光分子（構造式の左上）は全く同じですが、

金属と結合するキレート部分（構造式の右下）

が異なっています。そのため、蛍光色素によっ

て結合する、すなわち色が変わる金属が異なっ

ていることが図9から分かります。
　次に検量線を作成しました。標準液のZn2+

濃度を0μMから50μMまで段階的に増大

させると、539nmの蛍光強度が低下し、

567nmの蛍光強度が増大しました。ブラッ

クライト下での蛍光色を見ると、緑色から黄

色に蛍光色が連続的に変化している様子が肉

眼でも確認できました。2波長の蛍光強度の

比（567nm/539nm）を使って検量線を作成

しました（図10）。検量線を四次関数で近似
したところ、決定係数は0.999以上となりま

した。検出限界値は0.14μM（9μg/L）でした。

　この検量線を使って実サンプル中のZn2+

濃度を分析しました。実サンプルとしては路

面排水を選びました。路面排水を孔径 0.45

μmのメンブレンフィルターでろ過し、これ

と色素1を含んだアセトニトリル溶液を1対1
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複数種病原体の同時一斉検出法による
水の安全性評価

　従来の糞便指標菌による間接的な環境リスク

評価では、病原微生物の存在を正確に把握する

ことができませんでした。より正確なリスク評

価のためには、環境中における複数種の病原微

生物濃度を直接的に測定する必要があります。

本研究では、複数の病原微生物を同時一斉に検

出・定量する手法を開発し、水の安全性を評価

することを目的としました。

　水系感染症を引き起こす病原体を特異的に定

た農業用水は生鮮野菜の栽培には不向きで、す

なわち食中毒を引き起こす可能性が高いことが

分かりました。穀物（イネ・ムギ）や非生食野

菜（ダイズ等）を栽培するには問題ありませんが、

生食する野菜を栽培する場合はろ過などの病原

体低減化処理が推奨されます。

　本研究は、複数種病原体を同時一斉に検出・

定量しリスク評価を行うことが可能であると、

世界で初めて示しました。本リスク評価は病原
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で混合しました。図11に検量線から求め
た Zn2+ 濃度と ICP 発光分光分析装置で求め

た Zn2+ 濃度の関係を示しました。路面排水

は国内 3地点から採水しましたが、採水地

点によらず、蛍光色素で求めた Zn2+ 濃度は

ICP 発光分光分析装置で求めた Zn2+ 濃度に

対して 25％以内の精度で分析できました。

　重金属汚染は人為的のみならず自然的にも

発生しますので、国の経済的水準によらず世

界中に見られる環境問題です。本研究の技術

を応用すれば、複数の金属をオンサイトで一

斉分析できるマルチセンサを開発できます。

このような技術が普及すれば、人々の健康リ

スクを低減させること、公共用水域の水質を

保全することができます。我々は現在、ヒ素、

水銀、カドミウムイオンの簡易分析法を開発

しています。今後は金属イオンに加えて、病

原微生物、有害有機化合物の簡易分析法も開

発していきます。

　複数種病原体を同時一斉に検出・定量できるマイクロ流体チップを開発
しました。この新規手法を用いることにより、信頼性の高い水の安全性評
価が可能になります。

体濃度の測定値に基づいているため、大腸菌等

の糞便指標菌による間接的なリスク評価よりも

正確であるといえます。加えて、今回用いたマ

イクロ流体チップは1回につき96検体まで扱

えるため、水質モニタリングに向いています。

河川水や農業用水だけでなく、飲料水や下水再

生水のモニタリングや安全性評価への応用が期

待されます。

量検出する高感度遺伝子検出アッ

セイ（定量的PCR）を合計20個

開発しました。開発したアッセイ

をマイクロ流体チップ上で反応さ

せることにより、複数種の病原体

を同時一斉に定量検出することが

できました（図7）。また、この
病原微生物定量チップを用いるこ

とにより、河川水、湖沼水および

農業用水に含まれる病原体濃度の

測定が可能であることを示しまし

た。下水処理水が流れ込む河川に

おいては病原ウイルスが高い濃度

で検出され、湖沼水および農業用

水においては渡り鳥の飛来時に高

濃度の病原細菌が検出されました

（図8）。
　これらの結果を用いて水の安全

性評価を行ったところ、今回用い

図8　新規手法によって測定された、農業用水中
の病原細菌濃度
eaeA遺伝子（◯）、virA 遺伝子（■）、ciaB 遺伝子（▲）およ
びplc 遺伝子（♦）は、それぞれ病原性大腸菌、赤痢菌、カン
ピロバクターおよびウェルシュ菌を特異的に検出するために
用いた。赤色の網掛けは渡り鳥の飛来時期を示す。
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図11　国内3地点から採取した路面排水のZn2+
濃度を、図10の検量線を用いて分析した結果

図10  蛍光強度の比（567nm/539nm）から
求めた色素1の検量線

図7　マイクロ流体チップに基づく複数種病原体の同時一斉検出の概要
マイクロ流体チップ（左上の写真）の左側に96検体、右側に96種類の遺伝子検出試薬を入れると、両者はマイクロ流路を通って
中央部で混ざるため、合計で9216（＝96× 96）の組み合わせで定量的PCRを行うことができる。 図9　本研究グループで合成した新規の蛍光色素4種
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「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」研究領域

「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」は、科学技術振興機構（JST）が推進する戦略
的創造研究推進事業のうち「CREST（クレスト）」で2009年に発足した研究領域です。17の研究チーム
が、互いに連携を図りながら、現在抱えている、あるいは気候変動などによって将来さらに深刻化すると
予想される国内外の様々な水問題への適応策となる、物理的・社会的な水利用システムの創出を目指して
います。革新的な水処理技術や水資源管理システムによって、水供給、排出、再利用、資源回収における、
水の質と量の統合的な最適化を行い、エネルギー、コスト、環境負荷、健康・環境への安全性、地域社会
の状況などの観点からもっとも合理的で持続可能な水資源の利用システムを提起する研究で、かつ、実社
会への適用性を十分に配慮した研究を推進しています。
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