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研究成果の概要（和文）： 
 本研究では、ポリ乳酸（PLLA）を生物学的脱窒プロセスの外部電子供与体として利用する技
術開発を行った。重量平均分子量および結晶化度の適切なコントロールが、PLLA からの非生
物学的な乳酸（電子供与体）の放出には重要であった。また、nirS および nirK 遺伝子の転写産
物を標的とした分子生物学的解析は、プロセス内の主要な脱窒細菌が、コマモナス属、タウエ
ラ属、アルカリジェネス属やカステルラニエラ属に属することを示した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 This study was performed to develop a technology for use of poly (L-lactic acid) (PLLA) in biological 
denitrification processes as an external electron donor.  Appropriate control of weight-average 
molecular weight and crystallinity was important to enhance abiotic release of lactate (electron donor) 
from the PLLA.  In addition, nirS and nirK transcript-targeted molecular analyses revealed that major 
denitrifying bacteria in the processes were members of genera Comamonas, Thauera, Alcaligenese and 
Castellaniella. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2009 年度 1,500,000 450,000 1,950,000 

2010 年度 1,100,000 330,000 1,430,000 

2011 年度 900,000 270,000 1,170,000 

年度    

  年度    

総 計 3,500,000 1,050,000 4,550,000 

 
 
研究分野：複合新領域 
科研費の分科・細目：環境学・環境技術・環境材料 
キーワード：ポリ乳酸、脱窒細菌、固相脱窒法、未利用バイオマス、電子供与体、環境浄化 
 
１．研究開始当初の背景 
 廃水処理プロセスにおける重要な課題の
一つとして、富栄養化の原因物質である硝酸
塩の効率的除去があり、一般的に生物学的脱
窒によって除去されている。しかし、脱窒に

必要な還元力は不足しがちで、必ずしも効率
的な脱窒ができないという大きな問題があ
る。これを解決する有効な手段として、脱窒
に必要な電子供与体・炭素源として固体の生
分解性ポリマーを利用する固相脱窒法が注
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目されている。生分解性ポリマーとしては、
生分解性プラスチックの素材であるポリヒ
ドロキシ酪酸（PHB）、PHB とポリヒドロキ
シ吉草酸の共重合体（PHBV）、ポリカプロラ
クトン（PCL）等の脂肪族ポリエステルが有
効とされている。一方、現在まで、石油系プ
ラスチックの代替材として最も注目されて
いるポリ乳酸（PLLA）は生分解性がきわめ
て悪く、固相脱窒の基質としては機能しにく
いとされてきた。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、PLLA の重量平均分子量を変
えることによりプラスチック本来の機能を
有しつつ、生分解性を向上させることが可能
ではないかという作業仮説に基づいて、低分
子 PLLA や様々な結晶化度を持つ PLLA を合
成し、固相脱窒法への応用を試みる。また、
低分子 PLA 系固相脱窒プロセスの窒素除去
能力を評価し、その系の群集構造と機能解析
を行ない、実際に主要な役割を果たしている
脱窒菌の正体を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1) PLLA 添加固相脱窒プロセスの硝酸除去
特性 
 本研究では、高温・高圧処理による低分子
化や融解・再結晶化による結晶化度の調節に
より、様々な重量平均分子量や結晶化度を持
つ PLLA を合成した。次に、活性汚泥を下水
処理場から入手し、これを接種源としたバイ
アル試験を行い、それぞれの物性を持つ
PLLA における硝酸除去速度を評価した。ま
た、反応溶液にあたりの添加量の違いによる
硝酸除去速度の比較も行った。さらに、1,000 
ml 容の回分式脱窒リアクターを用いて、約 2
ヶ月間に渡って連続的な硝酸除去試験を行
った。 
 
(2) PLLA 添加固相脱窒プロセス内の脱窒細
菌群集の遷移及び多様性 
 PLLA 添加脱窒リアクターにおける高活性
脱窒細菌の質的・量的分布を明らかにするた
めに、各リアクターより経時的に採取した汚
泥から全 RNA を抽出し、nirS および
nirK-mRNA を標的とした定量 PCR、Terminal 
restriction fragment length polymorphisms 
(T-RFLP) 法を基にした多次元尺度法、および
クローンライブラリー解析を行った。 
 
４．研究成果 
(1) PLLA 添加固相脱窒プロセスの硝酸除去
特性 
 本研究では、固相脱窒法に PLA を用いるた
めに、特に PLA の分子量と結晶化度に着目し、
様々な重量平均分子量や結晶化度を持つ
PLA ペレットを用いてその加水分解性をバ

イアル試験で調べた。また、それらの PLA と
活性汚泥を用いた硝酸除去速度の比較も同
様にバイアル試験で評価した。その結果、PLA
の低分子量化および高結晶化によって、物理
化学的な PLA の加水分解が促進され、硝酸除
去速度が増加することが示された。これらの
結果は、環境技術に適用する前に、その技術
に必要な乳酸供給速度にあうように PLA の
物性を改質すれば、PLA が固相脱窒法に適用
可能であることを示している。さらに本研究
では、重量平均分子量や結晶化度を調節した
様々な PLA ペレットを唯一の基質 （電子供
与体）とした固相脱窒リアクターを構築し、
どの程度に改質した PLA が固相脱窒リアク
ターの基質として好適であるかを調べるた
め、様々な平均分子量を持つ PLA ペレットを
作製して固相脱窒リアクターを用いた回分
試験を行った。その結果、重量平均分子量約
10,000g·mol-1 および結晶化度 40%程度に調節
した PLA ペレットを用いれば、標準的な下水
活性汚泥に相当する硝酸除去速度（ 3-5 
mg-NO3-N · g-MLSS-1 · h-1）と安定的な硝酸除
去処理効率が得られることがわかった。次に、
最適改質条件で作製した PLA をどの程度反
応槽への添加が望ましいかを評価するため、
反応容積に対して 1、3、および 5%添加した
回分式固相脱窒リアクターを構築した。各回
分式脱窒プロセスは、MLSS 濃度（2,000 mg/l）
を調整し、約 2 ヶ月間に渡って運転した。
3%PLLA 添加固相脱窒プロセスでは、他の 2
つのプロセスと比較して、運転に伴って硝酸
除去速度が増加することが分かった。 
 
(2) PLLA 添加固相脱窒プロセス内の脱窒細
菌群集の遷移及び多様性 
 PLLA 添加脱窒リアクターにおける高活性
脱窒細菌の質的・量的分布を明らかにするた
めに、定期的に採取したプロセス内汚泥より、
RNA を抽出し、nirS-mRNA、nirK-mRNA お
よび 16S rRNA を標的とした定量的リアルタ
イム PCR 法による全細菌および nirS および
nirK タイプの脱窒細菌の動態を調査した。そ
の結果、各脱窒プロセスでは、nirS および nirK
両遺伝子の転写産物が確認され、その転写量
は、硝酸除去速度に関連した増減が観察され
た。これらの結果は、PLA を添加した脱窒プ
ロセスでは、nirS および nirK 遺伝子を持つ両
タイプの脱窒細菌が硝酸除去を担っている
ことを明らかとなった。各プロセス運転に伴
う高活性脱窒細菌の遷移を比較するため、
nirS-mRNA、nirK-mRNA を基にした T-RFLP
解析を行った。各種脱窒細菌群集の遷移は、
T-RF ピークを基にそれぞれのピークの割合
を算出し、運転期間内の脱窒細菌群集の類似
性を多次元尺度法により評価した。その結果、
10-15 種の T-RF 断片が確認され、多様な nirS
および nirK タイプの脱窒細菌が関与してい



ることが判明した。運転期間内の脱窒細菌群
集の類似性を多次元尺度法により評価した
ところ、運転するにつれ脱窒細菌群集が遷移
していた。しかし、1%および 3%PLA 添加脱
窒プロセス内の脱窒細菌群集はほぼ似たよ
うな遷移を示すが、5% PLA 添加脱窒プロセ
スでは、脱窒細菌群集が大きく異なることが
示された。このことは、乳酸供給量の増大に
より、脱窒細菌群集の構造に影響を与えたも
のと推察された。さらに本研究では、プロセ
ス内の詳細な脱窒細菌の多様性を明らかに
するために、硝酸除去効率や速度が顕著であ
った 3%PLA 添加脱窒プロセスの馴養化され
た汚泥（運転開始 2 ヶ月）を用いて行った。
採取した汚泥より RNA を抽出し、nirS-mRNA、
nirK-mRNA を基にしたクローンライブラリ
解析を行った。その結果、結果、タウエラ属 
(nirS)、コマモナス属 (nirS)、アルカリジェネ
ス属 (nirK)、カステルラニエラ属 (nirK) 細
菌が主たる優占種であり、PLLA から放出さ
れる乳酸を巡り様々な脱窒細菌が脱窒反応
を担っていることが分かった。 
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