
キーワード：

研究紹介

バイオマス、植生浄化、コウキクサ、植物成長促進細菌

廃水を肥料とする
バイオマス生産技術の夜明け

１．はじめに

　およそ 35 億年にもわたる生命の歴史において、第
一に植物による炭酸固定と有機化、第二にそれら有機
物を食する動物、第三に枯死した動植物を分解する微
生物による無機化によって、地球上の生物元素は完全
に循環してきた。しかし、人類はここ 300 年ほどの短
期間で快適な生活と効率を過度に追求することと引き
換えにこのバランスを崩し、すべての生物を地球温暖
化という重篤な環境危機に直面させることとなった。
近年のアフリカにおける干ばつ砂漠化や我が国でも頻
発しているゲリラ豪雨などの異常気象は直接および間
接的に温室効果ガスの過剰排出に起源する。効率至上
主義を志向しがちな下水および産業廃水処理もその例
外ではなく、温室効果ガス発生の一因となっている。
そこで本稿では、バイオマス生産技術としての廃水処
理という視点から、人類の永続繁栄のために我々がい
まできることを考えてみたい。

２．水生植物による水浄化技術の利点と限界

　植物による光合成は太陽エネルギーをほぼ最大のエ
ネルギー収率で利用し、大気中の二酸化炭素をデンプ
ンなどさまざまな有機物に固定および再資源化できる
利点を有するために、温暖化防止のための再生可能エ

ネルギーや有用バイオマス生産法としてさらなる活用
が期待されている。植物は大気中の二酸化炭素および
水分以外に、窒素、リン、カリウムなどのミネラルを
生育に必要とする。一般に作物や穀物を収率よく栽培
するためにミネラルは肥料として別途与える必要があ
る。ところが、水場で生育する水生植物は水の中にと
け込んでいるミネラルを利用できる。すなわち、下水
や工場廃水などのいわゆる汚水は水生植物にとって絶
好の生育環境といってよい。
　コウキクサなどの水生植物は、汚水中の窒素（アン
モニアや硝酸）および無機リンを栄養として生育でき
ることから植物成長に伴った水質浄化作用を有する。
そして、そこに必要なインプットエネルギーは太陽光
のみである。しかし、活性汚泥法にくらべてその処理
速度がはるかに劣ることから我が国で実用されている
例はほとんどない。
　これまでにその速度を速くするすなわち、植物の成
長を改善するための遺伝子組み換え技術は多く開発さ
れているが注）、これらの GMO:…Genetically…Modified…
Organisms を自然環境中で利用することは一般に受
け入れられにくい。

３．共生微生物を活用したバイオマス生産およ
び浄化速度の改善

　私たちは、いまから５年ほど前に北海道大学植物園
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に自生しているアオウキクサの表層から植物の成長速度
をおよそ 2 倍に加速する細菌（Plant…Growth-Promoting…
Bacteria:…PGPB-23、学名…Acinetobacter calcoaceticus…
P23）を発見した（図 1）。当初、この細菌は高性能な

フェノール分解菌として選抜され、コウキクサと共存
することで光照射条件下において持続的にその分解活
性を発揮できることを報告した１）。そして PGPB-23
を表層に優占化したコウキクサが下水二次処理水や河
川水など環境水中においても良好に生育し、野生のも
のに比べてやはり 2 倍の水浄化速度ならびにバイオマ
ス生産速度を示すことを JST-ALCA プロジェクト研
究において実証した（図 2）。また、最近になって植
物成長を促進する微生物因子：PGF-AC23 および、そ
の合成に関わる遺伝子群を特定することにも成功して
いる（特許出願中）。興味深いことに、これまでさま
ざまな土壌微生物で知られているインドール酢酸やシ
デロフォアなどの植物成長促進因子とは異なり、細菌
が植物表面に付着する為の接着剤として生産する細胞
外多糖が特殊な構造を有し、植物細胞を刺激して成長
促進することを発見した。この細胞外多糖は分子量
5,000 ダルトンを超える高分子化合物であるため植物
に取り込まれることはなく、植物の表面にとどまり成
長を促す刺激物質となっているらしい３）。すなわち、
微生物を付与する方法以外に PGF-AC23 を製剤化し
て廃水に投入することによってもウキクサ植物の成長
を促進し続ける可能がある。

図 1　 PGPB-23（Acinetobacter calcoaceticus P23）
によるコウキクサの成長促進の効果

　無菌コウキクサに PGPB-23 を３日間付着させたも
のを PGPB-23 強化コウキクサとした（■）。コントロー
ルは無菌コウキクサ（▲）。無菌コウキクサは 150 時間
で 10 葉から 21 葉に増えるのに対して、PGPB-23 強化
コウキクサは 37 葉にまで増殖できる。

図 2　PGPB-23 強化コウキクサと野生コウキクサの成長速度の比較
　バイオマス成長とそれに伴う窒素・リン除去のための根圏強化法として、PGPB-23 強化コウキクサを作製し、野生
コウキクサと実環境水中で生育を比較した。環境水として、下水二次処理水の 1/2 希釈および原液さらに河川水を用
いた。それぞれ照度および温度制御なしの野外温室で栽培した結果、左の写真から分かるように、下段の野生コウキ
クサに比べて、上段の PGPB-23 強化コウキクサでは明らかな生育の促進効果が認められた。右のグラフにはそれぞれ
の水で栽培したコウキクサの一日当たりの成長速度を乾燥重量で示した。また、コウキクサの成長によって水中から
除去される窒素に関しても、PGPB-23 強化コウキクサ（■）は、野生コウキクサ（□）の 2 倍を超える除去速度を示した。 
　一方、難分解性化学物質分解微生物で強化したヨシも作成し、通常の野生ヨシではほとんど分解されなかったノニ
ルフェノールとビスフェノール A を高効率かつ、連続的に分解することも別途確認した２）。
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３．ナチュラルスーパークロップとしてのコウ
キクサ

　一方、コウキクサはほぼ大豆に匹敵するほどのタン
パク質含量（30％）を有するため、収穫したコウキク
サをそのまま家畜飼料として利用することができる。
米国ノースカロライナ州立大学のジェイ・チェン教授
らは大豆やトウモロコシなどにコウキクサを配合した
飼料でニワトリを飼育することによって玉子のカロチ
ノイド含量が増加し、黄身の色がより濃くなることを
報告している。さらに、ウキクサはリグニンやセルロー
ス含量が５％未満でデンプン含量が最大 50％に達す
る理想的なソフトバイオマスであり、バイオエタノー
ルを製造するためにも有利である。米国大手化学会社
であるデュポンはトウモロコシデンプンからグルコー
スおよびヒドロキシメチルフルフラールやブタンジ
オールを中間体としてさまざまな化成品を合成できる
ことを示している。しかし、トウモロコシは食糧と拮
抗するために真に持続可能社会を実現するために最適
な植物とは言えない。
　一方、年間を通じて温暖な気候と十分な日射量が得
られた場合、コウキクサバイオマスの年間生産収率は
１ヘクタールあたりおよそ 100 トンと試算されてい

る。このうち、50％がデンプンとして回収できる。我
が国のデンプン原料として重要な馬鈴薯の生産収率は
１ヘクタールあたり年間 40 トンであることから、私
たちは、このデンプン原料として PGPB-23 強化コウ
キクサを活用することは十分現実的であると考えてい
る（図 3）。米国エネルギー省では既にバイオマス回
収用フィルターのランニングコストを要する微細藻類
に替えて、回収の容易なウキクサを次のバイオ燃料材
料として注目している。
　近年、水処理分野では処理の高度化に加えて、省エ
ネルギー・創エネルギー化が求められている。その中
で、従来の硝化脱窒法による窒素除去技術に代替する
ものとしてアナモックスプロセスが注目され、有機物
添加、曝気に要するエネルギーや温室効果ガスの発生
の低減が期待されている。また、バイオガス利用やバ
イオガス発電を通して余剰汚泥からエネルギー回収で
きる嫌気性消化（メタン発酵）プロセスも注目を浴び
ている。一方、上記のとおり良質なタンパク質源ある
いはデンプン源として付加価値の高いバイオマスを提
供できるコウキクサを用いた植生浄化は、アナモック
スプロセスや嫌気性消化プロセスとは競合することな
く、補完的に水処理分野の省エネルギー・創エネルギー
ポテンシャルを高めると考えられる。

図 3　水生植物を利用した廃水処理システム低炭素化の概念図
　通常の活性汚泥処理法では、工場廃水や都市下水などに含まれる有機性の窒素やリンは好気微生物が無機化した後、
さらに脱窒菌による還元により大気中の窒素へ放出される。一方、水生植物を投入した場合、植物がこれらを栄養と
して吸収除去することができる。植物を使うメリットとして、曝気に必要な電力を削減できることに加えて CO2 をバ
イオマスに変換できるメリットがある。
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４．ウキクサ植生浄化システムのエネルギー削
減効果

　コウキクサ植生浄化法による具体的な水処理エネル
ギーの削減効果は、従来の嫌気好気の二槽式活性汚泥
法では１立米あたりの電気などのエネルギー消費量は
約 800 ワット / 時であるのに対して、活性汚泥プロセ
スの 50%（主に…N/P 高度処理プロセス）をウキクサ
植生浄化システムに置き換えた場合、水処理に要する
エネルギーは 300 ワット / 時程度まで削減できると試
算できる。さらに余剰植物体からのバイオエタノール
生産で生成されるプラスのエネルギーはおよそ 60
ワット / 時と見積もることができ、これを併せると極
めて経済性の高い水処理法が提供できる（図 4）。

５．おわりに

　以上、植物と表層微生物の共生作用という、本来の
持続的生物圏のしくみを利用することで、速度的に不
利であった植生浄化技術を改善することができた。我
が国から発信する古くて新しい水処理技術がグリーン
バイオテクノロジーの一つとして実用化されることを
期待している。

謝辞：本技術開発は、科学技術振興機構（JST）によ
る先端的低炭素化技術開発（ALCA）課題として平成
23 年度より推進しているものである。

注）ウキクサ植物ではまだ、実例はない。
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図 4　 ウキクサ植生浄化システムのエネルギー削減効果の試算
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