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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
消化汚泥を唯一の栄養源とする培養液で生育でき、消化汚泥に水を添加した培養液に接種
してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間培養したときの固形物重量の減少率（％）が１
０．０％以上である微生物を、消化汚泥を含有する培養液で培養する消化汚泥の分解方法
であって、前記微生物がペニシリウム・ジャンシネラム（Penicillium janthinellum）、
カニンガメラ・バイニエリ（Cunninghamella bainieri）、ネオサルトリア・フィシェリ
（Neosartorya fischeri）、ウンベロプシス・イサベリナ（Umbelopsis isabellina）の
いずれか１種又は２種以上の微生物であることを特徴とする消化汚泥の分解方法。
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【請求項２】
微生物がキシラナーゼ及びキチナーゼ活性を有することを特徴とする請求項１記載の消化
汚泥の分解方法。
【請求項３】
微生物がペニシリウム・ジャンシネラムＣｅｄａｒＷＡ２株（受託番号：ＮＩＴＥ

Ｐ−

１５２３）、カニンガメラ・バイニエリＣｅｄａｒＷＡ４株（受託番号：ＮＩＴＥ

Ｐ−

１５２４）、ネオサルトリア・フィシェリＯｒｅＷＡ株（受託番号：ＮＩＴＥ
２２）、ウンベロプシス・イサベリナＦｅｒｎＷＡ株（受託番号：ＮＩＴＥ

Ｐ−１５
Ｐ−１５２

５）のいずれか１種又は２種以上の微生物であることを特徴とする請求項１又は２記載の
消化汚泥の分解方法。
【請求項４】
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消化汚泥からあらかじめ金属を溶脱させる工程を含むことを特徴とする請求項１〜３のい
ずれか記載の消化汚泥の分解方法。
【請求項５】
消化汚泥を唯一の栄養源とする培養液で生育でき、消化汚泥に水を添加した培養液に接種
してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間培養したときの固形物重量の減少率（％）が１
０．０％以上である、ペニシリウム・ジャンシネラム（Penicillium janthinellum）Ｃｅ
ｄａｒＷＡ２株（受託番号：ＮＩＴＥ

Ｐ−１５２３）、カニンガメラ・バイニエリ（Cu

nninghamella bainieri）ＣｅｄａｒＷＡ４株（受託番号：ＮＩＴＥ

Ｐ−１５２４）、

ネオサルトリア・フィシェリ（Neosartorya fischeri）ＯｒｅＷＡ株（受託番号：ＮＩＴ
Ｅ

Ｐ−１５２２）、ウンベロプシス・イサベリナ（Umbelopsis isabellina）Ｆｅｒｎ

ＷＡ株（受託番号：ＮＩＴＥ

10

Ｐ−１５２５）のいずれかの微生物。

【請求項６】
キシラナーゼ及びキチナーゼ活性を有することを特徴とする請求項５記載の微生物。
【請求項７】
請求項５又は６記載の微生物を、消化汚泥を含有する培養液に接種して培養することを特
徴とする、消化汚泥分解物と微生物との混合物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、消化汚泥を唯一の栄養源とする培養液で生育でき、消化汚泥に水を添加した
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培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間培養したときの固形物重量の減少
率（％）が１０．０％以上である微生物や、かかる微生物を、消化汚泥を含有する培養液
で培養する消化汚泥の分解方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
家庭生活ならびに産業由来の下水を浄化する場合、一般には活性汚泥法等の生物学的処
理が用いられている。生物学的処理では下水中の有機物、窒素、リン等の汚染物質を処理
槽に棲息する微生物に栄養として摂取させることで下水の上澄みを浄化し、河川等の自然
水域に放流できる仕組みとなっている。かかる処理槽では、下水から汚染物質が除去され
た量に応じて微生物が増殖し、増殖した微生物が廃棄物として大量に発生しており、これ
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は余剰汚泥と呼ばれている。このように、地域の下水処理場には毎日大量の下水が流入す
ることから余剰汚泥の年間発生量は莫大なものとなる。
【０００３】
そこで、下水処理場で排出される余剰汚泥を有効利用する手段として、バイオガス（メ
タン含有ガス）生産が採用されるようになってきた。特によく研究されているのはメタン
生産菌等の嫌気性微生物による嫌気消化技術であり、例えば、余剰汚泥を汚泥分、液状有
機性廃棄物及び固形状有機性廃棄物とともにメタン発酵処理する廃棄物処理方法（例えば
、特許文献１参照）や、メタン生成菌を主体とする嫌気性菌が自己固定化したグラニュー
ル汚泥を充填したメタン生成槽を備えた汚泥処理装置（例えば、特許文献２参照）や、ア
ルカリ無添加の余剰汚泥、あるいは０．０２Ｎ以下のアルカリ濃度でアルカリ条件とした
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余剰汚泥を、嫌気条件で加温処理して得られた可溶化液を上向流嫌気性汚泥床法により高
速メタン発酵処理する余剰汚泥の処理方法（例えば、特許文献３参照）が報告されている
。
【０００４】
このように、余剰汚泥を有効利用する手段として、バイオガス生産が行われているが、
バイオガス生産ではメタン生産菌等の嫌気性微生物によって生分解しやすい成分、例えば
、水溶性糖質、タンパク質、脂質等の下水中の水溶性有機物や、活性汚泥微生物の細胞内
成分は分解されるものの、分解後には難生分解性の成分、例えば、活性汚泥微生物やメタ
ン生産菌の細胞壁多糖に由来するキチン、人毛に由来するケラチン、し尿由来のセルロー
ス、キシラン等の難分解性糖質などの消化汚泥が発生する。その消化汚泥の量は年間およ
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そ１億７千万トンにも達し、我国で最も大量に排出される産業廃棄物であり、産業廃棄物
全体の４４．５％も占める（例えば、非特許文献１参照）。発生した消化汚泥は、一部が
建設資材の副原料や下水堆肥の原料として利用されるにとどまり、残りの多くは有効な用
途もなく産業廃棄物として処分される現状にある。
【０００５】
そこで、消化汚泥を減量する方法が研究されている。例えば、消化汚泥の一部分にオゾ
ン処理を行ない、オゾン処理後にアルカリ処理及び嫌気性消化を行なう工程を含む有機性
廃液の処理方法（例えば、特許文献４参照）が報告されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１−３０９４３８号公報
【特許文献２】特開平９−２９２９０号公報
【特許文献３】特開平０９−１１９４号公報
【特許文献４】特開２００５−７３３９号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】平成２３年度事業
度実績（概要版）

産業廃棄物排出・処理状況調査報告書

平成２１年

第２５頁
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
これまでに、物理化学的処理工程を含まず、生物学的に消化汚泥を処理する技術は開発
されていない。また、消化汚泥を唯一の栄養源とする培養液で生育でき、消化汚泥に水を
添加した培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間培養したときの固形物重
量の減少率（％）が１０．０％以上である微生物を単離したことも報告されていない。本
発明の課題は、下水処理の最終産物である消化汚泥を微生物によって分解する方法や、消
化汚泥を分解する微生物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
本発明者は、下水処理の最終産物である消化汚泥を分解できる微生物を鋭意探索した。
消化汚泥の主要成分は難生分解性とはいえ、元々は微生物の増殖バイオマスを多く含むこ
とから、これを生分解できる微生物は比較的容易に得られるであろうと当初期待したが、
探索開始から数年間は消化汚泥を分解できる微生物を得ることができなかった。そこで原
因を検討し、汚泥に含まれる重金属類や消化汚泥を脱水するために用いられる凝集剤の塩
化アルミニウム等が微生物の生育に悪影響を与えていることが関与していると考え、酸処
理によって金属を溶脱させた消化汚泥を用いて再度微生物探索を試みたところ、消化汚泥
を分解する能力を持つ微生物を単離することができ、かかる微生物が意外にも消化汚泥を
唯一の栄養源とする培養液で生育できるものであることを確認し、本発明を完成した。
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【００１０】
すなわち本発明は、[１]消化汚泥を唯一の栄養源とする培養液で生育でき、消化汚泥に
水を添加した培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間培養したときの固形
物重量の減少率（％）が１０．０％以上である微生物を、消化汚泥を含有する培養液で培
養する消化汚泥の分解方法であって、前記微生物がペニシリウム・ジャンシネラム（Peni
cillium janthinellum）、カニンガメラ・バイニエリ（Cunninghamella bainieri）、ネ
オサルトリア・フィシェリ（Neosartorya fischeri）、ウンベロプシス・イサベリナ（Um
belopsis isabellina）のいずれか１種又は２種以上の微生物であることを特徴とする消
化汚泥の分解方法や、[２]微生物がキシラナーゼ及びキチナーゼ活性を有することを特徴
とする上記[１]記載の消化汚泥の分解方法や、[３]微生物がペニシリウム・ジャンシネラ
ムＣｅｄａｒＷＡ２株（受領番号：ＮＩＴＥ

ＡＰ−１５２３）、カニンガメラ・バイニ
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(4)
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ＡＰ−１５２４）、ネオサルトリア・フ

ィシェリＯｒｅＷＡ株（受領番号：ＮＩＴＥ

ＡＰ−１５２２）、ウンベロプシス・イサ

ベリナＦｅｒｎＷＡ株（受領番号：ＮＩＴＥ

ＡＰ−１５２５）のいずれか１種又は２種

以上の微生物であることを特徴とする上記[１]又は[２]記載の消化汚泥の分解方法や、［
４］消化汚泥からあらかじめ金属を溶脱させる工程を含むことを特徴とする上記［１］〜
［３］のいずれか記載の消化汚泥の分解方法に関する。
【００１１】
また本発明は、［５］消化汚泥を唯一の栄養源とする培養液で生育でき、消化汚泥に水
を添加した培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間培養したときの固形物
重量の減少率（％）が１０．０％以上である、ペニシリウム・ジャンシネラム（Penicill
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ium janthinellum）、カニンガメラ・バイニエリ（Cunninghamella bainieri）、ネオサ
ルトリア・フィシェリ（Neosartorya fischeri）、ウンベロプシス・イサベリナ（Umbelo
psis isabellina）のいずれかの微生物や、［６］キシラナーゼ及びキチナーゼ活性を有
することを特徴とする上記［５］記載の微生物や、［７］ペニシリウム・ジャンシネラム
が、ペニシリウム・ジャンシネラムＣｅｄａｒＷＡ２株（受領番号：ＮＩＴＥ

ＡＰ−１

５２３）であることを特徴とする上記［５］又は［６］記載の微生物や、［８］カニンガ
メラ・バイニエリが、カニンガメラ・バイニエリＣｅｄａｒＷＡ４株（受領番号：ＮＩＴ
Ｅ

ＡＰ−１５２４）であることを特徴とする上記［５］又は［６］記載の微生物や、［

９］ネオサルトリア・フィシェリが、ネオサルトリア・フィシェリＯｒｅＷＡ株（受領番
号：ＮＩＴＥ

ＡＰ−１５２２）であることを特徴とする上記［５］又は［６］記載の微
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生物や、［１０］ウンベロプシス・イサベリナが、ウンベロプシス・イサベリナＦｅｒｎ
ＷＡ株（受領番号：ＮＩＴＥ

ＡＰ−１５２５）であることを特徴とする上記［５］又は

［６］記載の微生物に関する。
【００１２】
さらに本発明は、［１１］上記［５］〜［１０］のいずれか記載の微生物を、消化汚泥
を含有する培養液に接種して培養することにより得られる、消化汚泥分解物と微生物との
混合物や、［１２］上記［１１］記載の消化汚泥分解物と微生物との混合物を含む燃料に
関する。
【発明の効果】
【００１３】

30

本発明に用いる微生物は消化汚泥を唯一の栄養源とする培養液で生育でき、消化汚泥の
分解能力も高いことから、消化汚泥を低コストで大量に分解することができ、産業廃棄物
の大幅な減量が可能となる。また、本発明によって得られた消化汚泥の分解物と微生物と
の混合物（以下「汚泥−菌体混合物」ともいう）は燃焼時発熱量が高いことから、燃料と
しての利用が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】分離した消化汚泥分解微生物の顕微鏡写真である。
【図２】消化汚泥分解試験の結果を示す図である。
【図３】ＣｅｄａｒＷＡ２における熱量測定の結果を示す図である。
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【図４】分離した消化汚泥分解微生物の系統樹を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本発明の微生物としては、消化汚泥を唯一の栄養源とする培養液で生育でき、消化汚泥
に水を添加した培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間培養したときの固
形物重量の減少率（％）が１０．０％以上であるペニシリウム・ジャンシネラム（Penici
llium janthinellum）、カニンガメラ・バイニエリ（Cunninghamella bainieri）、ネオ
サルトリア・フィシェリ（Neosartorya fischeri）、又はウンベロプシス・イサベリナ（
Umbelopsis isabellina）に属する微生物であれば特に制限されず、また、本発明の消化
汚泥の分解方法としては、上記本発明の微生物を、消化汚泥を含有する培養液で培養する
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方法であれば特に制限されず、かかる本発明の消化汚泥の分解方法により、消化汚泥を低
コストで大量に分解することができ、産業廃棄物の大幅な減量が可能となる。また本発明
は、上記本発明の微生物を、消化汚泥を含有する培養液に接種して培養することにより得
られる消化汚泥分解物と微生物との混合物に関する他、かかる消化汚泥分解物と微生物と
の混合物を含む燃料に関する。さらに、本発明の消化汚泥の分解方法により得られる汚泥
−菌体混合物もまた燃料として有用である。
【００１６】
本発明において、「消化汚泥」とは、余剰汚泥をメタン生産菌等の嫌気性微生物によっ
て生分解した際に発生する難生分解性の成分から構成される汚泥残渣であり、かかる消化
汚泥には、活性汚泥微生物等の好気性菌及びメタン生産菌等の嫌気性菌の細胞壁多糖に由
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来するキチン、人毛に由来するケラチン、し尿由来のセルロース、キシラン等の難分解性
糖質が含まれる。
【００１７】
本発明において、「消化汚泥を唯一の栄養源とする培養液」とは、消化汚泥以外の有機
物、無機物等の微生物が生育するために必要な栄養源を添加していない培養液、好ましく
は懸濁培養液であり、懸濁状態にある消化汚泥や消化汚泥と水との混合物等を挙げること
ができる。培養液のｐＨは５であり、適宜調節することができる。また、培養液を使用す
る前には、必要に応じてオートクレーブ等により培養液を滅菌処理することができる。
【００１８】
本発明において、「固形物重量の減少率（％）」とは、（培養前の固形物重量（ｇ）−
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培養後の固形物重量（ｇ））／培養前の固形物重量（ｇ）×１００で求められ、上記培養
前の固形物重量とは、微生物を接種した培養前の消化汚泥の乾燥重量であり、上記培養後
の固形物重量とは、培養後の汚泥−菌体混合物の乾燥重量であり、ここで乾燥重量は、遠
心分離（３０００ｒｐｍ、１０分）後の残渣を乾燥（１０５℃、２４時間）した重量（ｇ
）である。
【００１９】
本発明において、「消化汚泥を含有する培養液」とは、少なくとも消化汚泥を含有する
培養液であれば特に制限されず、かかる培養液には、消化汚泥や水の他に、必要に応じて
有機物、無機物等の栄養源やｐＨ調節剤を添加することができる。また、培養液を使用す
る前には、オートクレーブ等により培養液を滅菌処理してもよい。
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【００２０】
本発明において、消化汚泥を含有する培養液で培養し、消化汚泥を分解する際の培養条
件は特に制限されないが、例えば培養液のｐＨは４〜８、好ましくは５〜７であり、培養
温度は２０℃〜３５℃、好ましくは２５℃〜３０℃であり、培養時間は３日〜２０日、好
ましくは７日〜１４日であり、通気培養、振とう培養、撹拌培養、静置培養、又はこれら
の組み合わせでもよい。
【００２１】
本発明の消化汚泥の分解方法に用いる微生物や本発明の微生物としては、上記固形物重
量の減少率（％）が１０％以上のペニシリウム・ジャンシネラム（Penicillium janthine
llum）、カニンガメラ・バイニエリ（Cunninghamella bainieri）、ネオサルトリア・フ
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ィシェリ（Neosartorya fischeri）、ウンベロプシス・イサベリナ（Umbelopsis isabell
ina）のいずれかの天然から分離した微生物やその人為的な変異株であれば特に制限され
ないが、キシラナーゼやキチナーゼ活性、好ましくはキシラナーゼ、キチナーゼ及びケラ
チナーゼ活性を有する微生物や、固形物重量の減少率（％）が１３％以上、好ましくは１
４％以上、より好ましくは１８％以上、さらに好ましくは２５％以上の微生物や、汚泥−
菌体混合物の単位重量あたりの燃焼時発熱量（発熱により増加する温度センサーの電圧値
を燃焼時間で積分した値；μＶｓｅｃ／ｍｇ）が１００００以上、好ましくは１１０００
以上、より好ましくは１２０００以上の微生物を好適に例示することができる。なお、消
化汚泥の分解方法に用いる場合には、上記微生物を２種以上用いてもよい。
【００２２】
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本発明の消化汚泥の分解方法に用いる微生物や本発明の微生物としては、天然から分離
したペニシリウム・ジャンシネラムＣｅｄａｒＷＡ２株（受領番号：ＮＩＴＥ

ＡＰ−１

５２３）、カニンガメラ・バイニエリＣｅｄａｒＷＡ４株（受領番号：ＮＩＴＥ
１５２４）、ネオサルトリア・フィシェリＯｒｅＷＡ株（受領番号：ＮＩＴＥ

ＡＰ−
ＡＰ−１

５２２）、若しくはウンベロプシス・イサベリナＦｅｒｎＷＡ株（受領番号：ＮＩＴＥ
ＡＰ−１５２５）、又はそれらの変異株を特に好適に例示することができる。かかる天然
から分離した微生物は、独立行政法人製品評価技術基盤機構
〒２９２−０８１８

特許微生物寄託センター（

千葉県木更津市かずさ鎌足２−５−８）に２０１３年２月1日付で

それぞれ寄託されている。
【００２３】
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本発明の消化汚泥の分解方法においては、消化汚泥からあらかじめ金属を溶脱させる工
程を含むことが好ましい。金属には、アルミニウム等の軽金属や、銅、ニッケル、鉛、亜
鉛、カドミウム等の重金属が含まれる。金属を溶脱させる方法としては、消化汚泥を硫酸
や塩酸等の鉱酸、好ましくは硫酸で処理し、その後酸を除去する方法を挙げることができ
、例えば２Ｎの硫酸で１時間処理し、その後消化汚泥と酸の混合物をろ過し、ろ過残渣を
十分量の水で洗浄する方法が挙げることができる。金属を溶脱させることにより、微生物
の増殖力が高まり、消化汚泥の分解能力が向上する。
【００２４】
さらに本発明の微生物の菌糸体や胞子は、消化汚泥を分解するためのキットや微生物製
剤として使用されてもよく、その場合には、本発明の微生物を用いて消化汚泥を分解する
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方法等を記載した文書を添付することができる。
【００２５】
本発明において、消化汚泥を含有する培養液に本発明の微生物を接種して、消化汚泥分
解物と微生物との混合物を得る際の培養条件は、前述の本発明の消化汚泥の分解方法にお
ける培養条件と同様である。かかる消化汚泥分解物と微生物との混合物には、消化汚泥の
分解物、消化汚泥の未分解物、増殖した微生物等が含まれる。
【００２６】
本発明の燃料としては、上記消化汚泥分解物と微生物との混合物を含む固形物を好適に
例示することができ、かかる固形物としては、培養後の培養液を遠心分離して培養上清を
除去した後に残った残渣の乾燥物や、培養後の培養液におがくず、もみ殻等の可燃性吸水
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物質を添加し、必要に応じて乾燥したものを挙げることができる。上記遠心分離の条件は
特に制限されないが、消化汚泥の量や組成、微生物の種類によって適宜調整することがで
き、例えば回転数は１０００〜１００００ｒｐｍ、好ましくは２０００ｒｐｍ〜５０００
ｒｐｍ、より好ましくは２５００ｒｐｍ〜３５００ｒｐｍであり、時間は１分〜６０分、
好ましくは３分〜３０分、より好ましくは５分〜１５分である。上記乾燥の温度や時間は
、消化汚泥の量や組成、微生物の種類によって適宜調整することができ、例えば、温度は
９０℃〜１２０℃、好ましくは１００℃〜１１０℃であり、時間は１２時間〜３０時間、
好ましくは２０時間〜２８時間である。
【実施例１】
【００２７】
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［消化汚泥分解微生物の探索］
（消化汚泥の酸処理）
下水処理場から入手した脱水消化汚泥３００ｇと２Ｎ硫酸６００ｍｌをガラスビーカー
に加えて混合し、１時間室温静置し、活性汚泥に含まれる金属を溶脱した。この方法で酸
処理を施した消化汚泥と硫酸の混合物をガーゼでろ過し、ガーゼ上に残った消化汚泥を十
分量の水で洗浄することで硫酸を除いた。水洗を繰り返すごとにｐＨ試験紙を消化汚泥に
漬け、ｐＨが６以上に戻った時点で硫酸が除去されたと判断した。さらに消化汚泥を１０
５℃で２４時間乾燥させた後、オステライザーブレンダー（Ｏｓｔｅｒ社製）で破砕する
ことで乾燥粉末とした。
【００２８】
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（汚泥分解微生物の分離）
消化汚泥分解微生物を得るために、山口県各所（森林など９箇所）より土壌を採集し、
土壌１０ｇを滅菌水３０ｍｌに懸濁して接種源とした。消化汚泥２００ｍｇと水１０ｍｌ
からなる消化汚泥培養液（以下、単に「消化汚泥培養液」ともいう。）をフラスコに入れ
て１２１℃、１５分間オートクレーブ（ＴＯＭＹ社製）にて滅菌した。滅菌後の消化汚泥
培養液のｐＨは５．０であった。熱処理により汚泥中の一部の成分が水に溶出したことに
より、ｐＨが低下したと考えられる。次に、滅菌した消化汚泥培養液に接種源０．２ｍｌ
を加え、３０℃で７日間振とう培養（集積培養）した。集積培養によって微生物増殖が認
められたフラスコから菌液０．２ｍｌを採取し、滅菌した新鮮な消化汚泥培養液が入った
フラスコに接種し、継代培養を７日間行った。この継代培養を２回繰り返した後、菌液３
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０μｌをＹＭ寒天培地（１０ｇ／ｌグルコース、３ｇ／ｌ酵母エキス、３ｇ／ｌ麦芽エキ
ス、５ｇ／ｌバクトペプトン、２０ｇ／ｌバクトアガー）に接種し、３０℃で静置培養を
７日間行った。出現したコロニーを滅菌済み爪楊枝で拾い、これを新しいＹＭ寒天培地に
画線接種することで菌株の純粋分離を行った。このようにして合計８株の分離株（Ｆｅｒ
ｎＷＡ、ＣｅｄａｒＷＡ１、ＣｅｄａｒＷＡ２、ＣｅｄａｒＷＡ３、ＣｅｄａｒＷＡ４、
ＯｒｅＷＡ、ＯｒｅＹＡ、ＧａｌｌｅｒｙＹＡ）を得た。得られた８株を滅菌した消化汚
泥培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間培養し、顕微鏡で観察した結果
を図１に示す。
【００２９】
図１中の矢印で示した箇所で明らかなように、菌糸又は胞子を観察することができ、得

20

られた８株はいずれも消化汚泥培養液で生育できること、すなわち消化汚泥を唯一の栄養
源とする培養液で生育できることが確認できた。なお、図１中の黒又は灰色の粒子は伸展
した菌糸と絡み合った消化汚泥である。
【実施例２】
【００３０】
［消化汚泥分解試験］
（固形物重量の減少率の算出）
各分離株の薄い菌膜片５ｍｇを上記と同様の条件でオートクレーブ処理して滅菌した消
化汚泥培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間振とう培養した。培養後の
菌液をＨ−１９Ｆ遠心分離機（コクサン社製）で遠心分離（３０００ｒｐｍ、１０分）し
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て培養上清を除去した後に残った残渣（消化汚泥分解物、消化汚泥の未分解物及び増殖し
た微生物の混合物）を乾燥（１０５℃、２４時間）し、固形物を得た。この固形物の重量
を測定することで、培養による固形物重量の減少率を、固形物重量の減少率（％）＝（培
養前の固形物重量（ｇ）−培養後の固形物重量（ｇ））／培養前の固形物重量（ｇ）×１
００で求めた。コントロールとして、微生物の接種無しで滅菌した消化汚泥培養液をｐＨ
５、温度３０℃の条件下で７日間振とうした。各分離株それぞれ３株の固形物重量の減少
率の平均値を図２に示す。
【００３１】
（結果）
図２に示すように、固形物重量の減少率はＦｅｒｎＷＡ株で１３．０％、ＣｅｄａｒＷ
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Ａ１株及びＣｅｄａｒＷＡ２株はそれぞれ１４．０％、１４．５％、ＣｅｄａｒＷＡ３株
及びＣｅｄａｒＷＡ４株はそれぞれ１８．５％、１８．０％、ＯｒｅＷＡ株で２７．０％
であった。
【実施例３】
【００３２】
［酵素活性試験］
分離株が活性汚泥に含まれるどのような成分を分解して生育するのかを知るため、消化
汚泥の成分に対する分解酵素の活性を検討した。具体的には、エキソセルラーゼ、エンド
セルラーゼ、キシラナーゼ、キチナーゼ、ケラチナーゼ活性を測定した。
【００３３】
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（測定方法）
実施例２と同様に各分離株を滅菌した消化汚泥培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の
条件下で７日間振とう培養した。次に、培養液をガラスろ紙でろ過し、得られた培養上清
を酵素液として各種酵素活性試験に用いた。エキソセルラーゼ、エンドセルラーゼ、キシ
ラナーゼ及びキチナーゼ活性の測定では、各基質（セルロース、カルボキシメチルセルロ
ース、キシラン及びキチン）１０ｍｇ、クエン酸緩衝液（ｐＨ４．８）０．８ｍｌ、酵素
液０．２ｍｌをマイクロチューブに加えて５０℃で６０分加温し、この間に遊離する還元
糖の濃度をＤＮＳ法（Ghose TK, Pure and Applied Chemistry (1987) 59, 257‑268）で
測定することで酵素活性を定量した。ケラチナーゼ活性の測定では、ケラチンアズール（
シグマアルドリッチ社製）１０ｍｇ、６２．５ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．
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５）０．８ｍｌ、酵素液０．２ｍｌをマイクロチューブに加えて５０℃で６０分加温し、
Riffelらの方法（Riffel A et al., Journal of Biotechnology (2007) 128, 693‑703）
に基づき酵素活性を算出した。結果を表１に示す。
【００３４】
【表１】
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【００３５】
（結果）
表１より、分離株はすべてキシラナーゼ活性を有し、ＣｅｄａｒＷＡ３とＧａｌｌｅｙ
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ＹＡを除いてキチナーゼ活性も有していた。また、ＦｅｒｎＷＡ、ＣｅｄａｒＷＡ４、Ｏ
ｒｅＷＡ、ＯｒｅＹＡはキシラナーゼ、キチナーゼ及びケラチナーゼ活性を有していた。
活性汚泥にはし尿に由来するキシラン等の未消化植物繊維が含まれると推察される。また
、メタン生産菌には分解できない糸状菌や原生生物の細胞壁成分であるキチンや、人毛に
由来するケラチンも多く残存していると考えられる。これらは活性汚泥曝気槽の好気微生
物やメタン生産菌では生分解しづらい成分であることから、分離株はこれら成分を分解す
ることで生育していると考えられる。
【実施例４】
【００３６】
［熱量及び燃焼時発熱量の測定］
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（熱量の測定方法）
実施例２と同様に各分離株を滅菌した消化汚泥培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の
条件下で７日間振とう培養し、遠心分離及び乾燥処理を行って消化汚泥分解物と微生物と
の混合物からなる固形物を得た。この固形物の熱量をThermo Plus EvoII差動型示差熱天
秤（リガク社製）を用いて測定した。炉内温度を毎分２０℃の割合で室温から８００℃ま
で昇温させ、この間に燃焼して発せられる熱量を、発熱により増加する温度センサーの電
圧値（μＶ）によって測定した。
【００３７】
（結果）
ＣｅｄａｒＷＡ２における熱量測定の結果を図３に示す。横軸は燃焼時間（分）、右の
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縦軸は熱量（μＶ）、左の縦軸は炉内温度（℃）であり、点線の直線が炉内温度、実線の
曲線がＣｅｄａｒＷＡ２を接種した消化汚泥培養液の培養後の固形物の熱量、点線の曲線
が微生物未接種の消化汚泥培養液の培養後の固形物の熱量である。微生物未接種の消化汚
泥培養液の培養後の固形物では、５３０℃で７０μＶ程度であるのに対し、ＣｅｄａｒＷ
Ａ２を接種した消化汚泥培養液の培養後の固形物では、５３０℃で２倍以上の１８０μＶ
であり、高い熱量を有していた。
【００３８】
（燃焼時発熱量の測定方法）
さらに、各分離株を消化汚泥培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間振
とう培養し、培養液から得た固形物の単位重量あたりの燃焼時発熱量（μＶｓｅｃ／ｍｇ
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）、及び、消化汚泥培養液に微生物未接種でｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間振とう
培養し、培養液から得た固形物の単位重量あたりの燃焼時発熱量を１とした場合の、各分
離株を消化汚泥培養液に接種してｐＨ５、温度３０℃の条件下で７日間振とう培養し、培
養液から得た固形物の単位重量あたりの燃焼時発熱量との相対発熱量を求めた。単位重量
あたりの燃焼時発熱量は、発熱により増加する温度センサーの電圧値を燃焼時間で積分す
ることで求めた。
【００３９】
（結果）
結果を表２に示す。いずれの微生物で培養した場合も微生物未接種に較べて単位重量あ
たりの燃焼時発熱量で高い値が得られ、特に、ＦｅｒｎＷＡ株、ＣｅｄａｒＷａ２株、Ｃ
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ｅｄａｒＷＡ４株、ＯｒｅＷＡ株では微生物未接種における固形物の燃料の１．４倍〜１
．６８倍もの燃焼時発熱量を有していた。
【００４０】
【表２】
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【実施例５】
【００４１】
［各分離株の系統解析］
（系統解析方法）
得られた各分離株の系統解析は、菌類の系統分類に用いられるＤＮＡバーコードとして
最も有望であると提案されている内部転写スペーサー領域（Internal Transcribed Space
r：ＩＴＳ）を解析する方法によって行った（Conrad L. Schoch et al., PNAS (2012) 10
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9, 6241‑6246）。各分離株をＹＭ培地（１０ｇ／ｌグルコース、３ｇ／ｌ酵母エキス、３
ｇ／ｌ麦芽エキス、５ｇ／ｌバクトペプトン）２０ｍｌで３０℃の条件下で７日間静置培
養した。７日間の培養で生成された菌膜を水洗した後、Master Pure Yeast DNA Purifica
tion Kit（Epicentre社製）を用いてゲノムＤＮＡを抽出した。抽出したＤＮＡを鋳型と
し、KOD Fx DNA polymerase（東洋紡社製）を用いてＩＴＳ領域をＰＣＲ増幅した。ＰＣ
Ｒ反応のプライマーにはＩＴＳ１プライマー（5
）とＩＴＳ４プライマー（5

‑TCCGTAGGTGAACCTGCGG‑3

‑TCCTCCGCTTATTGATATGC‑3

:配列番号１

：配列番号２）を用い、ＰＣＲ

温度条件は、９８℃で１０秒、５４℃で３０秒、６８℃で６０秒を３０サイクルとした。
増幅されたＩＴＳ領域ＤＮＡはBigDye Terminator ver3.1 Cycle Sequencing kit（Life
Technologies社製）を用いて配列を決定した。得られた配列をＢＬＡＳＴアルゴリズムに
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入力し、ＧｅｎＢａｎｋ、ＥＭＢＬ、ＤＤＢＪ遺伝子データベースの既知ＤＮＡ配列と照
合することで、分離株の属種を決定した。
【００４２】
（結果）
ＣｅｄａｒＷＡ１のＩＴＳ領域の塩基配列（配列番号３）、ＣｅｄａｒＷＡ２のＩＴＳ
領域の塩基配列（配列番号４）はペニシリウム・ジャンシネラム（Penicillium janthine
llum）のＩＴＳ領域の塩基配列と９９％同一であり、ＣｅｄａｒＷＡ３のＩＴＳ領域の塩
基配列（配列番号５）、ＣｅｄａｒＷＡ４のＩＴＳ領域の塩基配列（配列番号６）はカニ
ンガメラ・バイニエリ（Cunninghamella bainieri）のＩＴＳ領域の塩基配列と９９％同
一であり、ＯｒｅＷＡ株のＩＴＳ領域の塩基配列（配列番号７）はネオサルトリア・フィ
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シェリ（Neosartorya fischeri）のＩＴＳ領域の塩基配列と１００％同一であり、Ｆｅｒ
ｎＷＡ株のＩＴＳ領域の塩基配列（配列番号８）はウンベロプシス・イサベリナ（Umbelo
psis isabellina）のＩＴＳ領域の塩基配列と９９％同一であり、ＧａｌｌｅｒｙＹＡ株
のＩＴＳ領域の塩基配列（配列番号９）はケトミウム・グロボスム（Chaetomium Globosu
m）のＩＴＳ領域の塩基配列と９５％同一であり、ＯｒｅＹＡ株のＩＴＳ領域の塩基配列
（配列番号１０）はフザリウム・オキシスポラム（Fusarium oxysporum）のＩＴＳ領域の
塩基配列と９９％同一であった。また、近隣結合法として知られているＣｌｕｓｔａｌ
Ｗ

プログラム（Saitou&Nei,(1987)Mol.Biol.Evol.4,406‑425、Thompson et al., Nucle

ic Acids Res. (1994) 22, 4673‑4680）を用いて，ＩＴＳ領域のＤＮＡに基づく系統樹を
作成した結果を図４に示す。図４に示すように、ＣｅｄａｒＷＡ１、ＣｅｄａｒＷＡ２は
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ペニシリウム・ジャンシネラム（Penicillium janthinellum）、ＣｅｄａｒＷＡ３、Ｃｅ
ｄａｒＷＡ４はカニンガメラ・バイニエリ（Cunninghamella bainieri）、ＯｒｅＷＡ株
はネオサルトリア・フィシェリ（Neosartorya fischeri）、ＦｅｒｎＷＡ株はウンベロプ
シス・イサベリナ（Umbelopsis isabellina）、ＧａｌｌｅｒｙＹＡ株はケトミウム・グ
ロボスム（Chaetomium Globosum）、ＯｒｅＹＡ株はフザリウム・オキシスポラム（Fusar
ium oxysporum）であることが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
本発明の消化汚泥の分解方法は、難生分解性の消化汚泥を低コストで分解できるもので
あり、産業廃棄物処理の分野において産業上の有用性は高い。
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【図１】

【図２】

【図３】

【配列表】
0006218264000001.app

【図４】

JP 6218264 B2 2017.10.25

(12)

JP 6218264 B2 2017.10.25

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

Ｃ１２Ｒ

ＦＩ

1/80

(2006.01)

Ｃ１２Ｎ

15/00

Ａ

Ｃ１２Ｎ

1/14

Ａ

Ｃ１２Ｒ

1:645

Ｃ１２Ｒ

1:80

(72)発明者 藤井 克彦
山口県山口市吉田１６７７−１ 国立大学法人山口大学農学部内

10

審査官 小林 薫
(56)参考文献 J. Appl. Microbiol., 2011, Vol.111, p.1371‑1380
Ann. Microbiol., 2010, Vol.60, p.615‑622
Appl. Microbiol. Biotechnol., 2012, Vol.94, p.413‑423
Bioprocess Biosyst. Eng., 2011, Vol.34, p.939‑949
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｃ１２Ｎ

１／００− ７／０８

Ｃ０２Ｆ

１１／００−１１／２０

ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
ＣＡｐｌｕｓ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＥＭＢＡＳＥ／ＢＩＯＳＩＳ（ＳＴＮ）
ＰｕｂＭｅｄ
ＤＷＰＩ（Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ）

20

