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ユーグレナ培養に適したメタン発酵消化液の

処理条件の検討

藤谷泰裕• 坂口和歌子＊・高井雄一郎

Examination of Treatment of Digestive Fluids after Methane Fermentation 
Suitable for Increasing Euglena 

Yasuhiro FumANI, Wakako SAKAoucm* and Yuichiro TAKAI 

Summary 

The objective in this study were to examine the treatment of the methane digestive fluids (MDF) suitable 

for increasing Euglena. Adding coagulants in MDF, the fraction of transparent fluids were come out after 24 

hours standstill. When the transparent fraction of MDF added to culture media in the ratio of 25%, 50%, 100%, 

respectively, the efficiency of Euglena increasing rised in inversely proportional as the addition increases. 

Boiling MDF was effective for Euglena increasing comparison with unboiled it. In conclusion, Euglena have 

increased well in media containing MDF, especially boiling, adding coagulant in MDF was effective to increas-

ing Euglena. 

I. はじめに

メタン発酵処理は，嫌気性発酵によりメタンガスを工

ネルギーとして回収できることから，食品廃棄物等有機

物を有効利用する方法として利用されている．発酵残漆

のメタン発酵廃液（消化液，以下消化液と称す）は，ア

ンモニア態窒素 (NH4-N)やリン (P) を多く含み，廃

棄する際に環境への負荷が問題となり，活性汚泥による

浄化処理などが必要である．しかし，消化液は，メタン

発酵による有機物の分解が進んでいるため，窒素 (N)

およびPを処理するだけのBODを十分に含んでいないこ

とから，よってBOD源としてメタノール等の添加が必

要となり新たな経費がかさむ立このため，低コストの

消化液の再利用技術が求められている．消化液には， N

やPが多量に含まれるため，液肥として利用することが

最も低コストの処理方法である7). また，植物などの培

養成分として利用することが考えられ，水耕栽培の培養

液に利用されている事例もある立我々は， N,pの存在

する汚水中でも生育可能な光合成微生物の一種であるユ

＊近畿大学農学部 (Schoolof Agriculture, Kinki University) 

ーグレナヘのNH4-N供給源6) としての消化液の利用を

検討した．消化液中には微細な黒色の浮遊物質が多量に

含まれており，懸濁状態のため，そのままでは光を通さ

ない．そのため，ユーグレナが光を吸収できる程度まで

これら浮遊物質を除去する必要がある 1). そこで，本研

究では，ユーグレナの消化液による効率培養を目的とし

て，培養に適した消化液の前処理条件を検討した．

n 材料および方法

1. 消化液の透明化

第 1処理として，遠心分離 (3,000rpm(1,650Xg), 

25分）， 5分間煮沸，煮沸後ろ過の 3処理を行った．第

2処理として，ポリ硫酸第二鉄（ラサ工業：以下，ポリ

鉄）とカチオン系高分子凝集剤（ハイモロック E-555)

の0.25%水溶液を用いて凝集処理を行った．

1) メタン発酵および消化液の調整

消化液は，実験を行う直前に1.4面の発酵漕で中温発

酵したメタン発酵装置（モリプラント社製）から採取し
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た．装置の発酵槽温度は36℃,pH7.6-7.8とした．投入

原料は， 廃棄されたそば（麺類：焼きそば麺，うどん，

そば等）をスラリー状にしたもの（以下，そば汁）とし，

毎日 10€ 投入した．そば汁の作成は，そば20玉，水道水

10€ を入れ，固形物がなくなるまで約 1分間ミキサーで

ホモジナイズした. 140日間の滞留後，投入量と同量の

消化液を採取した．

2)凝集剤による処理条件の検討

第 1処理した消化液に，ポリ鉄を1/5-1/500(v/v : 

以下，省略），また高分子凝集剤を1/10-1/6,000(v/v: 

以下，省略）の範囲で添加して，振とう混合した後，

l,500rpm (450Xg)で10分間遠心分離，もしくは48時間

静置して，各液の凝集反応後の処理水の観察評価を行っ

た．高分子凝集剤の添加濃度削減のために， 1/10,000,

1/100,000, 無添加の添加濃度についても検討した．評

価は， 10名の観察者により凝集反応後の液体部を透明度

順に 1-6位に肉眼で評価してもらい，◎ (1 : 透明で

光通過性が十分）， 0 (2 -3 : 透明で光通過性が比較

的良好）， X (4-6: 光通過性が悪い）の 3段階に分

類し，◎,0をユーグレナが光を吸収できる透明度と判

断した．

3)凝集処理後の消化液のTN,TP, NH4-NおよびpHの

測定

未処理，第 1処理として煮沸した消化液の凝集処理前

と凝集処理後におけるTN,TP, NH4-NおよびpH(BTB 

試験紙法）を測定した．

4)処理水中TN,TP, NH4-Nの測定

各処理水を 2叫ずつサンプリングし， 10,000rpm(6,500 

Xg)で10分間遠心分離した後，上澄み液を採取し，こ

れをTNとTP測定に用いた.TNはアルカリ性ペルオキソ

法， 1Pはモリブデン酸青（アスコルビン酸）吸光光度法，

NH4-Nはインドフェノール法により測定した．

2. 凝集処理後の消化液でのユーグレナの培養

ユーグレナをKoren-Hutner培地 (KH培地）4)で継代培

養して，増殖率が5Xl05個／叫のものから回収し，培養

に供した．

1)消化液混合培地の作製と培養条件

第1処理として殺菌効果をねらい煮沸した消化液（煮

沸）に，第 2処理としてポリ鉄1/100, 高分子凝集剤

1/6,000を添加して凝集させた後， 24時間静置した．こ

の凝集反応させた液をガーゼでろ過した. Cramer-Myers 

光独立栄養培養培地 (CM培地）4) に，それぞれの処理水

を25,50, 100%の割合で混合して培養液を作製した．

また，処理水100%の培養液に関しては，ビタミンのみ

添加した．混合培地50叫にユーグレナを 1Xl05個／叫で

接種し，増殖が定常となる11日目まで培養した．培養環

境条件は， 24℃，照度100μmol/m2s(24時間照射），振

とう (120-140rpm)の条件で培養した．

2)ユーグレナ個数の測定

2日ごとに培養液をサンプリングし， ユーグレナ個

数を測定した．ユーグレナ個数はユーグレナ培養液を10

μE採取し， 10%エタノール5μEで希釈し（希釈倍率：

1.5)'顕微鏡下で血球計算板を用いて計測して算出した．

皿 結果および考察

1. 消化液の透明化

1)前処理および凝集剤の検討

第 1処理法と凝集剤の添加濃度を検討した結果，遠心

分離処理消化液において，ポリ鉄1/100の濃度で添加す

ると，高分子凝集剤の添加濃度に関わらず，フロック（浮

遊凝集塊）が形成され，光を通過できる程度まで浄化で

きた（第 1表）．ポリ鉄1/500において，高分子凝集剤の

添加濃度に関わらず白濁した．ポリ鉄1/5,1/10におい

ては，高分子凝集剤の添加濃度に関わらず，フロックは

形成したが赤色に変色した．これはポリ鉄の濃度が，消

化液に対して多いためであったと考えられる．このこと

から，ポリ鉄の添加濃度は，消化液に対し1/100が最適

であり，高分子凝集剤を低い濃度で添加しても十分に凝

集処理できることが示された．また，凝集反応後，遠心

分離しなくても24時間静置すれば処理水は透明になっ

た．

第 1処理をせず凝集剤のみで同様の凝集効果が得られ

るかを検討した結果，ポリ鉄1/100で，処理水は最も透

明になった（第 1表）．ポリ鉄1/500においては，高分子

凝集剤の添加濃度に関わらず黒色に濁ったままで， 1/5,

1/10添加では，高分子凝集剤の添加濃度に関わらず液が

赤く変色し，遠心分離処理消化液と同様の凝集結果であ

った．これらことから，消化液へのポリ鉄の添加濃度は

1/100の割合が最適であることがわかり，消化液原液の

ままでも，十分に凝集効果は得られるものと考えられた．

第 1表 消化液の透明度に及ぼす凝集剤添加および
遠心分離処理の影響

第1処理 未処理 遠心分離

高分子凝集剤＊

ポリ鉄＊ 1/10 1/100 1/500 1/10 1/100 1/500 

1/5 X X X X X X 

1/10 X X X X X X 

1/100 

゜゚
◎ 

゜゚ ゜1/500 X X X X X X 

＊：凝集剤の添加濃度は消化液に対する添加容量比

◎：透明で光透過性が十分， o:透明で光透過性は比較的良好，
x: 光透過性が悪い
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第 2表 消化液の透明度に及ぼす高分子凝集剤濃度と

静置時間の影響

静置時間(h)
高分子凝集剤濃度

1/1200 1/3000 1/6000 1/10000 

1 

゜゜
◎ 

゜゜24 

゜
◎ ◎ ◎ ◎ 

48 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

ポリ鉄は1/100で添加

ー：無添加

◎ oxの評価基準は第 1表と同様

ポリ鉄1/100の添加において，高分子凝集剤の添加量の

低減を検討した結果，未処理の消化液では，高分子凝集

剤の添加濃度に関わらず，添加後 1時間の静置で，透明

な処理水が現れた（第 2表）． しかし， 1/6000以外では，

フロックの形成が完全でないため 1時間では処理水の液

量はわずかであった.24時間後では，全ての濃度でフロ

ックが完全に形成され，高い透明度の処理水が得られた．

48時間後では， 1/1200も完全な透明度が得られ，他のど

の濃度も24時間後と同様の透明度を保った．以上の結果

から，消化液の透明度を確保するためには，高分子凝集

剤は不要であり，ポリ鉄1/100の濃度で添加して24時間

静置すればよいことがわかった．

また，消化液中には多様な微生物が存在するため，汚

染の影響を受けやすいユーグレナにとっては不利な環境

条件である．そこで，微生物汚染のリスクを下げる目的

で煮沸殺菌した．消化液を第 1処理として煮沸，さらに

煮沸＋ろ過処理 した後に，ポ リ鉄1/100, 高分子凝集剤

を1/6000の濃度で添加した場合の凝集効果を調べた結

果， 1時間の静置後で，未処理消化液では，全体の約

1/3が透明になったが，煮沸＋ろ過では透明な液は得ら

れたが， わずかの液量しか透明にならず， 煮沸処理で

は透明にならなかった（第 3表） . 24時間後では，すべ

ての消化液の透明度において透明な液が現れた.48時間

後では， 煮沸＋ろ過で白濁が見られた．以上のことから，

煮沸あるいは煮沸＋ろ過処理は未処理との間で消化液の

透明度において差はほとんど認められなかったため，消

化液の浮遊物質を除去するろ過等の前処理を行う必要が

ないと考えられた．そこで，消化液を用いてユーグレナ

第 3表 消化液の透明度に及ぼす煮沸処理の影響

静置時間(h) 未処理 煮沸 煮沸＋ろ過

1 ◎ X ◎ 

24 ◎ 

゜
◎ 

48 ◎ ◎ 

゜ポリ鉄は1/100,高分子凝集剤は1/6000で添加

◎ oxの評価碁準は第 1表と同様

1400 

1200 

1000 

~昔 800 
600 

400 

200 

゜未処理 未処理1/6000 煮沸1/6000

第1図 凝集剤添加による消化液中のTN濃度

第4表 高分子凝集剤の添加後の消化液のpH

第 1処理
高分子凝集剤i農度

1/1200 1/3000 1/6000 

未処理 3 3 5 

煮沸 4 4 4 

ポリ鉄は1/100で添加

の培養を行う際には，未処理あるいは煮沸の消化液にお

いて，ポリ鉄を1/100, 高分子凝集剤を1/6000の割合で

添加し， 24時間静置後の処理水を用いた．

2)凝集処理後の消化液のTN, TP, NH4-NおよびpH

ユー グレナは， N源としてNH4-Nの形でしか吸収する

ことができないとされている立このため，ユーグレナ

培養には，栄養源となるN (特にNH4-N)およびPの存

在と，生育に適したpH4)が重要で，凝集処理後の処理水

を培養液として用いるには，これらの測定が必要である．

本実験で用いた消化液のTNは， ll74mg/ eで，ポ リ鉄

1/100, 高分子凝集剤1/6000を添加後のTNは，煮沸によ

る第 1処理の影響はなく，凝集剤添加後の処理水のTN

濃度は66~70% に減少 した （第 1 図）．凝集剤添加後の

処理水のTN中のNH4-Nの割合は，未処理で70%, 煮沸

で76%であった．消化液原液のTPは165mg/eで，凝集

剤添加後の処理水からは，第 1処理に関係なくいずれも

検出することができなかった．凝集剤添加後の処理水の

pHは， 3~5 まで低下した（第 4 表）．このことから，

TNにおいては，凝集剤添加により 3割程度減少し，ユ

1400 

1200 

1000 

~800 
bll 
E 600 

400 

200 

ぶ゚もt~ ヽゃ、＼翌 ~ 
、＼①ヽ

ー、ノ
ゃr

第2図 高分子凝集剤の添加量による消化液中のTN濃度
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X 5 
函

; : 
>:
゜

一対照区

一←ー未処理100%

ー公一未処理50%

-0-未処理25%

―←—煮沸100%

-煮沸50%

一煮沸25%

゜
2 4 6 8 10 12 

培養日数（日）

第3図 消化液混合培地におけるユーグレナの発育

ーグレナの培養に適した濃度と考えられるが，凝集処理

により TPが減少するため，ユーグレナを培養する際に

はリンの添加が必要であると考えられた1)4). pHは，

3~5 でもユーグレナの生育が良好である 8) だけでなく，

雑菌の繁殖を防ぐことができる範囲であるため， pHの

調整は必要ないものと考えられた．高分子凝集剤の添加

量を削減した結果，凝集処理後の処理水のTNは，いず

れの添加量においても，消化液原液のTNの67~70% で

あった（第 2図）．また， pHは5程度であった．

2. 消化液でのユーグレナの培養

消化液を凝集処理した後の処理水を混合した培地にお

いて，いずれもユーグレナを培養することができた（第

3図）．未処理の消化液では， 100%の消化液培地にお

いて， 4日目で3.5Xl05個／叫まで増殖し定常となった．

50%添加培地では， 4~5 日目までに， 4 Xl炉個／叫ま

で増殖し，その後 5Xl炉個／叫で定常となった.25%添

加培地では， 5日目までに， 7 Xl炉個／叫まで増殖し定

常となった．煮沸した消化液では， 100%消化液培地で

6 X 1炉個／叫まで増殖したが，その後 5X 10叶固／叫で

定常となった.50%添加培地で， 6.5Xl炉個／叫まで増殖

し，一旦減少するものの，再び増殖した.25%添加培地

で， 6.5Xl炉個／叫まで増殖し， 11日目も増殖傾向であっ

た．このことから，いずれの添加割合においても，煮沸

処理した方が増殖率は高かった．標準培地のみの対照区

において，ユーグレナの増殖率が低かった原因として，

接種したユーグレナの継代培養が， KH培地で行われて

いたことで， CM培地への環境変化に対し，従属栄養代

謝から独立栄養代謝へのユーグレナの細胞機能の切り替

えが対応できていなかったこと等が考えられる．未処理

の消化液を混合した培地でのユーグレナ増殖は，いずれ

の添加濃度においても， 4~5 日目で一旦緩やかとなり，

その後定常となった．煮沸した消化液を添加した培地で

は消化液100%以外は，その後もさらに増殖を続けた．

このことは，消化液を加熱することで，ユーグレナ生育

の阻害の一因となる微生物汚染によるリスクを削減する

ことができたと考えられた．また， 100%消化液のみで

は，培地中のリン濃度が不足していたことがユーグレナ

の発育抑制の一因とも考えられる．未処理，煮沸の両消

化液とも，消化液の添加割合が， 25%の割合で添加した

ときが最も増殖し，添加濃度が高くなるにつれて増殖率

は徐々に低下した．このことは，ユーグレナの増殖に必

要なCM培地由来の各成分の含有量の低下が増殖率に影

響を及ぼしたと考えられる．また，ユーグレナは，培地

中のTNが高くなると，細胞内の貯蔵多糖である“パラミ

ロン”を分解し，体内のC/N比を調節するとされている5)

が，消化液の増加に伴う TN濃度の上昇に対して，ユー

グレナ体内のC/N調節が速やかに対応できなかったこと

も考えられ，今後，さらなる検討が必要である．以上の

ことから，凝集処理した消化液の処理水を添加した培地

で，ユーグレナの培養は十分に可能であるが，煮沸処理

をしない消化液においては，ユーグレナと競合する微生

物類の除去が不完全であること，さらに，凝集剤の添加

によりユーグレナに必須なリン含有量が低下することが

示唆された．今後は，ユーグレナのより効率的な増殖の

ために，培地中の栄養成分の詳細な検討や阻害因子の有

無についても明らかにするとともに，爆気によるCO2通気，

培養液の交換間隔など光合成による増殖率向上の条件を

検討する必要がある．

N. 摘要

メタン発酵処理システムの開発が進んでいるが，発酵

後のメタン発酵消化液には，アンモニア態窒素等のNや

Pが多く含まれており，システム普及上の障害となって

いる．そこで，消化液中のNとPをユーグレナ細胞に変

換させ，消化液の浄化と家畜飼料として利用することを

目的として，ユーグレナ培養に適した消化液の凝集処理

を検討した．消化液はポリ鉄1/100(v/v) と高分子凝集



藤谷他：ユーグレナ培養に適したメタン発酵消化液の処理条件の検討 17 

剤1/6000(v/v)の添加後24時間静置すると，ユーグレ

ナの培養可能な程度まで透明になった．このときの1Nは，

消化液原液の1170mgパに対し，凝集反応後は66~70%

に減少した. TPはいずれも検出されなかった．消化液

を添加した培地でユーグレナの増殖は可能であったが，

煮沸処理した消化液で良好な増殖率が得られたことから，

ユーグレナ増殖の阻害の一因と考えられる微生物汚染の

リスクを低減できたと考えられた．消化液の添加量の増

加にしたがい，ユーグレナの増殖率が低下したことから，

CM培地成分の減少が増殖率に影響を及ぼしたことが考

えられる．あるいは， 消化液由来のTN濃度の増加に，

ユーグレナが速やかに対応できなかった可能性も考えら

れ，今後，さらなる研究が必要と求められる．以上結果

から，浮遊物質が多く黒濁した消化液でも，少量の凝集

剤の添加で透明な処理水が得られ，ユーグレナが生育可

能な窒素濃度域と競合する他の微生物の生存が困難な

pHを確保することが示された．
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