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食品微生物の膜分離に関する研究

田中孝明

新潟大学工学部機能材料工学科

Studies on Membrane Filtration of Food Microbial Cell Suspensions 

Takaaki TANAKA 

Department 01 Materials Science and Technology， Niigata Universi砂
2-8050 Ikarashi， Nishi-ku， Nii伊ta950-2181， Japan 

In this review the problems and solutions on the membrane separation of microbial cell 
suspensions in food and biochemical industries were discussed. The deposition of filter cakes on 
membranes decreases the permeation flux in the filtration. Currently filter aids such as diatomaceous 
earth are widely used to decrease the permeation resistance of the fi1ter cakes although the cakes 
containing filter aids are discharged as industrial wastes. Crossflow filtration is a method to obtain high 
permeation fluxes by suppressing the formation of filter cakes on the membranes. High permeation 

fluxes could be obtained in the crossflow filtration of suspensions of spherical cells such as baker' s 
yeast. However， the authors showed that the permeation flux decreases in the suspensions of rod-

shaped cells or microbial suspensions containing fine particles from culture media and biopolymers. 
It was shown that the permeation fluxes could be recovered by the use of a modified backflushing 
method by the authors. The development of biodegradable polyester membranes for dead-end 
filtration to decrease the industrial waste was also discussed. 
Keywords: microfiltration， microbial cells， crossflow filtration， depth filter， biodegradable polyesters 

1.緒 言

食品 ・バイオ産業では粒子の除去 ・回収に多数の分

離プロセスが用いられ・ている.分離対象の粒子の中で

も，酵母や細菌などの微生物菌体は， ①大きさがミク

ロンオーダーと小さい，②水との比重差が小さいため，

沈降速度が低い，という点で分離が困難で、ある.菌体

の回収が必要な場合は遠心分離法も用いられているが，

上記の理由のために高速回転が必要となり，スケール

アップが困難である.そのため，微生物菌体の分離に

は通常，滅過法が用いられている [1].

本解説では，著者の研究を中心に鴻過法の一種であ

る膜分離法を用いた微生物菌体の分離について解説す

る.まず，微生物菌体懸濁液の鴻過特性についてその

特徴と問題点を示す.次にクロスフロー鴻過法を用い

た菌体の分離特性について説明する.最後に著者らが

(受付2∞7年 11月27日， 受理2∞7年 12月7日)

〒 950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050

F拙 025-262-7495. E-m副J:tc回 aka@eng.niiga回-u.ac.jp

取り組んでいる生分解性ポリエステル製滅過膜の開発

について概説する.

2. 微生物懸濁液の漉過特性

2.1 溜過の理論

マイクロメートルオーダーの粒子を分離する膜分離

法は精密鴻過法と よばれる [1]. 一方，液布や滅紙など

の鴻材を用いる鴻過法においても，滅過助剤を鴻材に

プリコー トすることにより マイクロメートルオーダー

の粒子を除去することができる.漏過速度の解析には

両者とも同様な減過理論が適用される.これらの減過

には， 一定の圧力で鴻過を行う定圧鴻過と一定の速度

で滅過を行う定速鴻過がある.また，滞、過の初期は定

速減過で行い，圧損が大きくなると定圧鴻過に切り替

える(もしくは送液ポンプの特性上，鴻過圧力が一定

以上にならずに定圧鴻過に近づく)方法もとられる.

Lミずれの場合も，鴻過の進行とともに膜・滅材・プリコー

ト層の表面および内部に粒子が捕捉される.その結果，

定圧鴻過の場合は鴻過抵抗が増大し，滅過の速度が低
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下し，定速滅過の場合は，圧損が大きくなる.本総説

では主として定圧鴻過を扱う [2].

定圧鴻過の場合，時間 t[s]における減液の体積を V

[m3]とすると，体積液過速度 F[m
3os-1

]=dV/dtは鴻過

面積A [m
2
]に比例する. 鴻過膜や鴻過の操作条件を検

討するときには単位滅過面積当たりの体積鴻過速度，

すなわち，体積透過流束][mos-
1
]=F/A= (l/A) dV/dt 

=dv/dtで評価されることが多い.ただし，v [m]は単

位鴻過面積当りの滅液量 (=V/A)である.滅過の対象

が非圧縮性の場合Jは滅過圧力(膜問圧力差)sP [Pa]， 

滅液の粘度μ[Pa.s]に反比例する.その結果，

j r =一石 (1) 
μK 

と表される.ここで R [m-
1
]は鴻過抵抗である .Rはさ

らに滅材の鴻過抵抗 Rm[m-
1
]と鴻過により 鴻材表面上

に生じたケーク(粒子層)の滅過抵抗Rc[m-
1
]とに分

けられる.

R=Rm+Rc (2) 

Rcは単位鴻過面積あたりのケーク質量(ここでは湿潤

質量で取り扱う)w [kgom-
2
]に比例するため，その比

例係数を α[m.kg-1
]とすると，

Rc=αw (3) 

となる. αは比抵抗とよばれる.(1)一 (3)式により，単

位面積当りのケークの質量が ωのときの透過流束は，

j ap 
=一一一一一 (4) 

μ(Rm+αω) 

となる.また，懸濁液中の菌体濃度(湿潤質量基準)

をC[kg-III-3l，培養液の密度を ρs[kg.m-3]，滞、液の密

度を ρp[kgom-
3
]とすると

w= ppCι 
一ρs-C 

(5) 

となる.次に透過流東および鴻液量の時間経過を考え

る. (5)式より，ケーク層の増加速度 dw/dtIkg-m-2.

S-I]は

当竺_flιι
dt ρs-C 

となる.(4)式に示したfを代入すると，

(6) 

dw一 ρpC sP 
(7) 

dt ρs-C μ(Rm+αw) 

となる.通常の定圧鴻過においては操作中の αとCは

一定である • Rm=一定のとき，微分方程式である (7)

式を It=Oのとき ω=oJの初期条件で解いた後， (5) 

式を用いると

一(ρs-C)μ1(αρpC ，n i2 
n 2¥ 

t一一一一一'':， II ~fJP';， v+Rml-Rm21 (8) 2αρpCsP Ilρs-C V I ....LIn) ..I.LHl J 

が導かれる.鴻過初期を除くと Rmくく Rcであり，さらに，

菌体濃度が低く，かつ，培養液と滅液の密度がほぼ等

しLミときは

ρs-C""ρs""ρp (9) 

とみなせるため， (8)式は

一 μαC L f1aC V2 

t=-';;--;-;::;-v"= ー す (10) 
2sP v 2sP Aー

と近似できる.すなわち，鴻過に必要な時間は鴻液量

の二乗に比例する.また，(1)一 (3)および(5)式より，

αρpCv αCV 
R=Rm+一一一- ""αCv=ーコ一 (11) 

山 ρs-C A 

であり，滅過抵抗は滅液量に比例する.

2.2微生物の形状と溜過特性

食品・バイオ産業において用いられている微生物は，

細菌・酵母・糸状菌など多岐にわたる.細菌は主とし

て 1μm程度，酵母は 5μm程度の粒子であり， 0.2-

0.5μmの粒子を阻止する滅過膜;または漉過助剤をプ

リコートした鴻材(鴻紙 滅布など)を用いて潟、過を

行う必要がある.糸状菌は，胞子のときは酵母と同程

度の大きさであるが，パルプ状に増殖する.糸状菌に

よるバイオ生産プロセスにおいてはミリメートルオー

ダーの大きさのぺレット状に凝集する場合も多い.本

総説ではマイクロメートルオーダーの粒子の分離が必

要な，細菌・酵母の滅過について取り扱う.

(10)式によると sPを増加させると滅過時間が短縮で

きるようにみえる. しかし，食品・バイオ産業で鴻過

の対象となる粒子(微生物も含む)は，圧力により変

形しやすい圧縮性のものが多い [2-7]. そのため，比

抵抗 αは圧力依存性を示す.比抵抗の圧力依存性は

α=αlsp
n (12) 

で表されることが多い. (12)式の nは圧縮性指数とよ

ばれる. (10)および(12)式より Rm<<αwのとき，

一μαlsp
n
-
1C 2ー

μαlsp
n
-
1CV2 

t一一一一一-v一一一一一一寸 (13) 2 A~ 

となり n""lでは sPを高めても鴻過時聞はほとんど短

縮できない.

Fig.1に代表的な細菌・酵母の鴻過ケークの圧力依存

性を， Table 1に菌体の大きさ，比抵抗と圧縮性指数を

示す [4-7]. 一般に粒径の小さな細菌は酵母と比較し

て比抵抗が高い.また，棒状の梓菌の比抵抗は楕円状

の菌体と比較して圧縮性が高い.培養条件(培地，培

養時間など)によっても菌体の比抵抗は変化する.例

えば，プルラン生産酵母は高分子多糖プルランを生産

するときには細胞壁が変化して，比抵抗や圧縮性が著

しく高くなる.

2.3 慮過助剤の効果と問題点

Fig. 2に乳酸梓菌培養液の定圧滅過実験の結果を示
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Fig.2 Micro剖trationof a broth of a lactic acid bacteria and the 

effect of出eaddition of diatomaceous earth filter aid. Culture 

broth: Lactobacillus delbrueckii in MRS medium (8.2 kg-wet 

cell'mち;transmembrane pressu陀 50kPa; temperature 

28
0

C; membrane: cellulose acetate (0.45μm); filter aid 

(Celite⑧ No・500，Celite Co.): 0，・，0.0kg-dry'm-
3
;口，・，

16.2 kg-dry'm-3
• 0，口:filtration time (t);・，・:permeation 

resistance (R). 

1000 

Fig. 1 Specific resistances of microbial filter cakes. Bacteria: 

Escherichia coli， Bacillus subtilis; yeast: sake yeast 

(Saccharomyces cerevisiae)， baker' s yeast (S. cerevisiae)， 

Zygosaccharomyces rouxii. 

100 

Transmembrane pressure [kPa] 

10 

10 

Table 1 Some examples of specific resistance of microbial filter cake. 

Typical size 

[μm] 

Compressibility index 

[一]

Specific resistance at 50 kPa 

[m・kg-1]

13 
10 

Microorganisms 

0.6 Bacteria (cocci) 

1d2
ー 10

14Diameter: 0.5 

Length: 3-6 
0.8-1.2 Bacteria (bacilli) 

0.3-0.5 

1 

2-5X10
11 

10
15 

5 

5 

Yeast 

Yeast (polysaccharide 

production) 

ている.しかし，難分解性の鴻過助剤を含む鴻過残漬

が産業廃棄物として多量に副生するという問題点があ

る.著者らを含めて多くの研究者が廃棄物の少ない、鴻

過法が必要となると考え，微生物菌体の分離へのクロ

スフロー漏過法の応用を検討しており， 一部はすでに

実用化されている [8，91.著者らは， 後述する ようにデッ

ドエンド型液過での廃棄物の減量を目指した生分解性

鴻過膜の開発も進めている.

クロスフロー湯温法による菌体の分離

3.1 クロスフロー漉過法の原理

クロスフロー鴻過法は鴻過膜に平行な流れにより，

鴻過抵抗増加の主要因である膜面上の粒子層(鴻過ケー

ク)の形成を抑制し，高い滅過速度(透過流束) を得

3. 

す.圧縮性を示す菌体の鴻過においても， (16)， (17) 

式に示すように糖、過抵抗は鴻液量のー乗に，鴻過時聞

は滅液量の二乗にほぼ比例すること がわかる.細菌，

とくに梓菌は圧力を高めても鴻過抵抗が増加するため，

滅過時聞が短縮できない.そのため，滅過助剤を用い

た助剤、鴻過が行われている. 珪藻土などの液過助剤を

懸濁した培養液を鴻過する(ボディフィ ード法)と，

圧縮性の低い滅過助剤層の中に菌体が分散して保持さ

れるため，鴻過抵抗が著しく低下する. Fig.2に示すよ

うに漉過抵抗と滅過時間を 100分の l程度に低下させ

ることも可能である [21.

、漉過助剤は，滅紙などの目の粗い鴻材の表面に鴻過

助剤層を堆積させることにより，阻止粒子径を小さく

するためにも用いられている(プリコート法).現在，

助剤滅過は食品 ・バイオ産業において幅広く用いられ



ここで鴻過ケーク表面の粒子が保持液側に移動する

速度をリフト速度 VL[m's-
1
]と定義する (Fig.5) と，

ケーク層の形成速度は

明孝中回224 

dω ρp仁了
=.......!:.ι ι (J-VL) 

dt ρs-c 

と表される.定常状態 (dw/dt=O)では，]=VLとなる

から， Fig.4などの結果を利用すると，

(14) 

(15) 

となる. (4)， (14) および(15) 式を数値的に解くこ

とにより，クロスフロー鴻過の初期の非定常過程にお

ける鴻過ケーク量と透過流束の変化が予測できた (Fig.

6) [6]. 

• 

VL =krO.73CO.32 

Fig. 3 Dead-end fil廿ationOeft) and crossflow filtration (right). 

る方法である (Fig.3).これに対し，通常の滅過法をデッ

ドエンド型鴻過法という.クロスフロー鴻過には高分

子製の平膜や中空糸膜，セラミック製の平膜やマルチ

チャンネル型モノリス膜が用いられている.著者らは

食品製造に関係する微生物の培養液・懸濁液のクロス

フロー鴻過法において，透過流束に及ぼす因子の解明

と透過流束向上法の開発を行ってきた [10，11].

3.2 球状菌体のクロスフロー溜過

クロスフロー滅過法において滅過条件(勇断応力，

粒子濃度，滅過圧力)の鴻過速度に与える影響につい

ては，多くの研究があるが， 1-10μm前後の粒子では

shear-induced diffusion modelが成り立つことが知ら

れている [8，9]. 著者らも球形に近い各種酵母の懸濁液

と平膜型鴻過モジュールを用いて種々の、鴻過条件がク

ロスフロー鴻過の透過流束に及ぼす影響を検討した

[5]. その結果，菌体濃度一定条件でのクロスフロー滅

過において， ①定常透過流束が勇断応力r:[Pa]の約 0.7

乗，菌体濃度 C[kg m-
3
]の約一0.3乗に比例すること，

②酵母の種類によって，比例係数 hが異なることを示

した (Fig.4)

Fig. 5 Lift velocity in crossflow fil甘ation.τbe日tvelocity is the 

component of the velocity of the black particIe from cake 

surface to suspension vertical to the cake surface. 
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Fig. 4 Dependence of steady-state permeation flux on shear 

S廿esson the cake surface in the cross flow filtration of yeast 
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Saccharomyces uvarum. (x)あIgosaccharomycesrouxii. (0 ) 
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Fig.7 Crossflow filtration of broths of Leuconostoc mesenteroides (a， spherical， C=1.2 kg.m-l and 

Lactobacillus delbrueckii (b， rod-shaped， C=0.5 kg. m-¥ Membrane: cellulose acetate (0.45μm). 

IlP=49kPa. (0 ) Q=15cm3.s-
1
; (ム )Q=30 cm3・S-I;(口)Q=60 cm3・s-1.

3.4 培地由来の微粒子を含む菌体培養液のクロスフ

ロー溜過

工業的な発酵液のクロスフロー鴻過では球状に近い

菌体の場合でも透過流束が徐々に低下することが知ら

れている.培養液に含まれる界面活性剤や無機塩微粒

子が透過流東の低下の原因となると考えられている.

著者らはパン酵母の培養に用いられる糖蛮に含まれる

微粒子成分に着目し，糖蜜培地を用いて培養したパン

酵母培養液のクロスフロー膜滅過を行い，糖蜜由来の

微粒子成分が鴻過抵抗を著しく増加させることを示し

た (Figs.9 and 10) [15，16].同様な現象はアミノ酸生

産細菌の培養液をクロスフロー滅過したときにも見ら

れ，菌体ケーク層の表面にタンパク質と多糖のゲル層

が形成されることにより菌体付着層の形成が終了した

後も滅過抵抗が増加した [17]. これらの現象について

詳しく検討するために 不定形の培地由来の微粒子の

代わりに均ーな球形ラテックス粒子をモデル的な爽雑

微粒子として酵母懸濁液に添加してクロスフロー膜滅

過を行い，膜孔径などが透過流東に与える影響を検討

した.その結果， ①爽雑微粒子の粒径が膜孔径よりも

小さい場合は，菌体ケーク層の上部に爽雑微粒子層が

形成されること， ②逆の場合は，いったん形成した菌

体ケーク層と鴻過膜の聞に爽雑微粒子層が形成され，

その後，菌体ケーク層が掃流されることを明らかに し

た [18].

3.3 棒菌のクロスフロー漕過

微生物は球状に近い球菌以外にも棒状の梓菌など

種々の形状の菌体が知られている. しかし，クロスフ

ロー減過において菌体の形状の影響について研究した

例はほとんどなかった.そこで，著者らは，梓菌の培

養液・懸濁液のクロスフロー膜鴻過法の研究に取り組

んだ [6，12-14].梓菌の場合，菌体濃度及び圧力一定の

鴻過条件でも定常状態が得られるまでに長時間を要し

た.また，クロスフロー速度 Q [cm
3 S-I]を高めること

により努断応力を高めても 球菌とは異なり透過流束

は高くならなかった (Fig.7).

また，鴻過ケークの比抵抗がデ ッドエンド型滅過法

で測定した値よりも著しく高くなった.そこで，鴻過

ケークの内部を走査型電子顕微鏡にて観察したところ，

①デッドエンド型滅過では棒状の梓菌がランダムに堆

積して滅過抵抗の低い，粗な滅過ケークが形成さ れる

のに対し， ②クロスフロー滅過では鴻過が進行すると

膜面に平行に菌体が整・列した密な液過ケークが形成さ

れていた.このようなケーク層の構造変化により，梓

菌のクロスフロー鴻過においてはケーク層の鴻過抵抗

が著しく増加することを明らかとなった (Fig.8). 

3.5 クロスフロー溜過の透過流東を高める工夫

一般にクロスフロ ー液過において，透過流束が低下

する場合， 50-100 kPaの逆圧を負荷して液過膜の透過

液側から液液を逆流させ，膜面上の鴻過ケークを除去

する「逆洗法jが適用される場合が多い [19-21]. 逆洗

法を用いるときは高い逆圧に耐える猪過膜が必要とな

る.著者らは逆洗を行わなくても透過を定期的に停止

することにより，透過流束が部分的に回復できること
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Fig. 10 Increase in permeation resistance (R) wi出 theincrease 

in permeate volume (v) during the crossflow宣l甘ationof yeast 

ce¥l broth cultivated in molasses. 

を示した [22，23]. この透過の停止期間中に保持液側に

気泡を送り込むことにより ，透過流束の回復が高めら

れることも示している [23]. 著者らは，さらにバイパ

スを設けて鴻過モジュール内の懸濁液の流れを停止さ

せることにより，逆洗時に 2-3kPaという低い逆圧で

減過ケークを除去する方法を開発した (Fig.11) [6， 

16]. この改良型逆洗法を梓菌培養液，糖蜜培地で培養

したパン酵母培養液，および乳酸球菌 Leuconostoc

mesenteroidesを含む部分分解デキストラン溶液のクロ

スフロー鴻過に適用したところ 平均透過流束を 4-10

倍に高められた [4，5，14].

逆洗を伴うクロスフロー滅過においては，逆洗後の

漉液量の変化はデッドエンド型液過における変化((8) 

式)に近似できるため， (16)式により平均透過流束Jave

[m.s-1]を予測できる.

ょ_ 1 Iρs-c ( In 2， 2αρpC， n i 
一 一一~ { ~'_ ;: I.IRm~+ -_~ I" V;: tj-Rml-Vbf (16) 

t1+tZ 1αppCげん-C'1 n InJ VOI 

ただし，tl [s]は鴻過の期間，t2 [s]は逆洗の期間 (逆

Fig. 11 Schematic diagram of crossflow filtration system with 

backflushing. 1: pump for circulation; 2・valvefor bypass; 3: 

valve for pressure regulation; 4: reservoir for suspension; 5&6: 

pressure gauge; 7: membrane module; 8: valve for permeation; 

9: pump for back f1ushing; 10・reservoirfor permeate. 

洗後の透過停止時間も含む)， Vb [m]は単位滅過面積当

りの逆洗に用いる鴻液量を示す. Fig. 12中に示す平均

透過流束の実験データは (16)式による計算値と良く 一

致していた [6].

4. 生分解性ポリエステル製漉過膜の開発

低濃度の粒子の除去には循環用ポンプや撹持翼の不

要なデッドエンド型鴻過法がクロスフロー液過法より

もエネルギー的にも装置的にも有効と考えられる [24].

幅広く用いられているフィルタープレスなどの多くの

鴻過装置はデッドエンド型滅過装置である.適切な孔

径を有する高分子滅過膜を用いると滅過助剤のプレ

コートなしに菌体の効率的な分離が可能となると考え

られる. しかし，この場合，目詰まり後の滅過膜の廃
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られることを示した (Fig.15) [27]. この生分解性鴻

過膜は耐熱性が十分には高くないため，無菌化減過へ

の適用は困難で、はあるが，懸濁液中の菌体の大部分を

除去することにより，後段の無菌化滅過膜への負荷を

低減できると考えられる
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棄が問題となる.そこで，著者らは最近，生分解性ポ Fig. 15 Filtration of yeast cel1 suspensions with PCL-PLLA 

リエステルを用いたコンポスト(堆肥)化処理可能な (4:1)-blend membranes (open symbols， at 2.2 kPa) and PLLA 

液過膜の開発研究を進めている (Fig.13) [25-27].例 membranes (c1osed symbols， at 150 kP心.

えば，ポリ乳酸 ポリカプロラクトンーポリマーブレン

ド膜はパン酵母懸濁液に対してデプスフィルター (Fig.

14) として作用し，低い鴻過圧力で高い透過流束が得

Fig. 13 Cross sections of biodegradable microfiltration 

membranes of PLLA (ωand PCL-PLLA-blend (4:1) (b). Bar= 

500μm. 

(a) (b) 

Fig.14 Screen自Iter(砂 anddepth filter (b) 

5.結 言

食品・バイオプロセスにおける菌体の膜分離プロセ

スは，圧縮性の高い鴻過ケークを形成する点が問題で

ある.現状では依然，珪藻土などの漏過助剤の使用に

よる鴻過抵抗の低減が主流であるが，滅過残漬の削減

のために逆洗を伴うクロスフロー鴻過の利用が増加し

つつある.懸濁液中の粒子濃度が低濃度の場合は生分

解性ポリエステル製のデプスフィルターも廃棄物削減

のために有効と考えられる.これらの鴻過法の効率化・

低環境負荷化が進み，食品・バイオ産業の発展に貢献

することが期待される [28].
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要 旨

本総説では，食品・バイオ産業における微生物の膜

分離における特徴と問題点，お よび，問題点の解決の

ためのクロスフロー滅過法と生分解性滅過膜の開発に

ついて解説した.微生物の膜分離においては膜面上に

圧縮性の高い滅過ケークが堆積するため，鴻過の進行

とともに滅過速度(透過流束)が低下する.現在はケー

ク滅過抵抗を低下させるために珪藻土などの鴻過助剤

を用いる助剤鴻過が主流であるが，難分解性の滞、過助

剤を含む鴻過残誼が副生するという問題点がある.滅

過助剤を用いないクロスフロー鴻過法は鴻過膜に平行

な流れにより鴻過ケークの形成を抑制し，高い透過流

束を得る方法である.クロスフロー鴻過法を用いると

酵母などの球菌の懸濁液においては高い透過流東が得

られるが，棒状の梓菌や培地に微粒子成分 ・高分子成

分を含む場合には鴻過ケークの構造変化や二次的な粒

子層・ゲル層の形成により透過流束が低下する.この

ような場合に行われる逆洗法などの透過流束の回復法

について述べた. さらに，デッドエンド型鴻過につい

ても廃棄物を削減するために，最近，著者らが取り組

んでいる生分解性ポリエステル製鴻過膜の開発につい

ても解説した
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