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活性炭を生物担体として用いたうどん湯煮廃液の処理技術の検討
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要旨

本研究では， うどん湯煮廃液の処理を目的に，活性炭を生物担体として用いたメタン発酵法について検討を

行なった。メタン発酵の炭素源としてうどん湯煮廃液耐勲性α一アミラーゼ酵素分解液(以下デンプン糖化液

という)を用い，活性炭にメタン生成菌群を付着させるとともに，デンプン糖化液中の糖を活性炭に吸着させ

ることにより，メタン生成菌群が糖を資化することで効率的メタン発酵を行なわせようとするものである。

実験では，デ、ンフ。ン廃液を耐熱'性α一アミラーゼ酵素で加水分解して生成した糖を資化するメタン生成菌群の

探索と活性炭に付着するメタン生成菌群の幅忍及びデ、ンプン糖化液の活性炭への吸着特性について検討を行っ

た。その結果，消化発酵汚泥中のデンプン糖化液を資化するメタン生成菌群の約21%が活性炭へ付着した。また，

培養4日間で理論値の57%"'69%のメタンガスを発生したことから，メタン生成菌群がデンプン糖化液を資化

することがわかった。さらに，デンプン糖化液中のオリゴ糖は，マルトース， トリオース，ヘキサオースの吸

着量が多く，活性炭の添加量が多いほど吸着量も多かった。活性炭 19は培養実験時のデンプン糖化液の糖量

の数十倍程度の吸着能力を有し，デンプン糖化液の生物活性炭による効率的なメタン発酵法が期待できる。

キーワード:メタン生成菌群デンプン糖化液吸着生物活性炭

I はじめに

香川県における水質汚濁の原因のひとつに，小規模

事業場から排出される排水があげられる。なかでも，

うどん庖から排出されるうどんゆで汁の封同℃は，有機

物を高濃度に含む廃液であり，水路に滞留することに

より水質汚濁，悪臭の原因となる場合がある。そこで，

うどん湯煮廃液を耐勲性αーアミラーゼ酵素により加

水分解し，生成した糖をメタン発酵の炭素源として利

用することにより水質浄化を図ろうとするものである。

担体として活性炭を用いることにより，メタン生成菌

群の付着と資仕物質の吸着により，効率的なメタン発

酵を行わせようとするものである。本報では，このよ

うなメタン生成菌群を固定化できる担体を探索すると

ともに，うどM撤廃液冊側生αーアミラ一部掠分

解液(糖似夜)の吸着について検討し九

E 方法

1 デンプン糖似夜の生物酎卸売による処理特性

(1 )メタン生成菌群の固定化指体の検討

うどん湯煮廃液耐熱性αーアミラーゼ酵素分解液

(以下デンプン糖化液という)として，実験では小麦

粉製デンプンの糖化液を使用した。デンプン糖化液の

調整は水 1Lあたり小麦粉製デンプンを 100g加えた液

を100
0Cで20分間加熱しデンプンをα化した後，市販

の耐熱性α アミラー嘩探(100，OOOU/ g)‘を 100μ

L/L添加し， 95
0
Cで 2時間撹枠した。デンプン糖化液

のTOCは3730伽g/Lで、あった。

メタン生成菌群として下水処理場消化発輸寺泥を用

いt'4， 培養器はミニノミイアル(体積5伽L)を使用した。

担体として表 1Aの榔子弟粒状活性炭を用し、た。

消化発輸寺泥 6rr止，担体1.5 mL，資イ助質としてデ

ンブロン糖似夜またはマルトース瀦夜を 0.0005mol投入

して，気粗を窒素で置換し，速やかにブチルゴ、ム栓で、

密封し37
0Cで4日開l犠したo~JII養後，担体を分離し，

取り出した担体を全有機炭素濃度として 0.02Mの糖化

液または0.02Mのマルトース溶液でとも洗いし，表面

に付着した有機物等を除去した。全有機炭素濃度

0.02Mの糖化液またはマルトース樹夜5札に投入した

とき発生するメタンガス量を測定した。次に消化発酵

汚泥lこデ、ンフ。ン糖化液またはマルトース瀦夜(全有機

炭素濃度として 0.0加)を投与したときのメタンガス

発生量を基準とし，担体をデンフ。ン糖化液またはマル

トース瀦夜に投入したとき発生したメタンガス量の割

合を算出して，デンブρン糖イ白夜またはマノレトース提訴夜

を資化するメタン生成菌群の付着量として評価した。

分析方法 メタンガス発生量は島津製作所製ガスクロ

マトグラフ 14B(FID-GC)で測定した。
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(2)活性炭の種類によるデンプン糖化液を資化する

メタン生成菌群の付着性の比較

表 lに示す2種類の原料の異なる活性炭を用いてデ

ンプン糖化液を資化物質とするメタン生成菌群の浩性

炭担体への付着性の実験を行った。

消化発揮尉割尼で4日間割|養したメタン生成菌群が付

着した活性炭1.5mLを投入し，全;存機炭素濃度 0.02M

のデンプン糖化液を 5mL投入しメタンガス発生量を

測定した。全有磯炭素濃度をデンプン糖化液と同濃度

としたグノレコース溜夜lこついても同様に実験を行っ九

活性炭

A 

B 

表1活性炭の物性

隣ヰ

榔子殻

石炭

形状

京企状

粒状

(3)デンプン糖化液資化性メタン発酵における微量

元素納日助果について

ミニパイアル(体積 50此)にメタン生成菌群が付着

した活性炭1.5 mLを投入し，全有機炭素濃度 0.02M

のデンプン糖イ凶夜またはグルコース瀦夜を投入し，こ

れにNaHC03360伽Jg/L，EDTA-Fe100 mg/L， NiC121伽Ig/L，

CoC121Omg/Lを添加し，添加しないものと比較した。

供前舌性炭は表lに示した。

2 デンプン糖出夜の活性炭吸着実験

榔子樹52尉酎生炭を 200札のねじ口三角フラスコに

O. 1 g "-' 1. 5 gの範囲で段階的に量りとり，デンプン糖

化液または脱マルトース翻夜を 100札入れ，室温

(27
0C)で24時間撹梢麦，協夜中に残留する糖濃度を

高速液体クロマトグラフィーにより表2の条件で定量

した。なお，高速液体クロマトグラフィーは島津製作

所製Iρ lOAを使用した。デンプン糖化液の濃度につい

ては，うどん湯煮廃液の調査2)でデンプン含有量が平

均 8.9g/L(4.6"-'11.7 g/L)であったため，高濃度領

域の糖濃度1160伽g/Lと低濃度領域の糖濃度580伽g/L

で吸着実験を行った。

表2高速液体クロマトグラフィーの条件

装置島津製作所製 LC-10A
カラム;Shodex Asahipak NH2P-50 4E 
移動相;CH3CN/H20=60/40 

流速;1.0ml/min カラム温度;300C
検出器;屈折計

E 結果および考察

1 メタン生成菌群の固定化担体への付着量の検討

消化発酵汚泥にデンプン糖化液または同マルトー

ス瀦夜を投入し発生したメタンガス発生量を基準とし

て，担体を投入した時に発生したメタンガス量の割合

を求め，デ、ンプン糖化液またはマルトース溶液を資化

するメタン生成菌群の付着量として百軒面し，その結果

を表3に示した。

デンプン糖化液の場合，活性炭に付着したメタン生

成菌群によるメタン発生量は消化発輸寺泥によるメタ

ン発生量の約21刊であり，消化発輸号泥中のメタン生成

菌の約21拡が活性炭担体に付着したことになる。一方，

マルトース溶液を資化するメタン生成菌群によるメタ

ン発生量は約47出であったことから，消化発輸寺泥中の

メタン生成菌群の約 47怖が担体に付着したことになる。

表3 デンプン糖化液を資化物質とするメタン

生成菌群の活性炭への付着

資化物質 糖化液 11%マルトース溶液

活性炭に付着したメタン生成
菌によるメタン発生量/汚泥 I 21.6 
によるメタン発生量(%)

47.2 

2 活性炭の種類によるデンプン糖化液を資化するメ

タン生成菌群の付着性の比較

表 1の原料の異なる 2種類の活性炭を用いてデンプ

ン糖化液を資化物質とするメタン生成菌群の滑也炭担

体への付着性を比較した結果を図 lに示す。培養4日

後のメタンガス発生量は，榔子殻活性炭Aで畦輸値(デ

ンプン糖化液中の全有機炭素量から 500Aのメタンガス

と5仰の二酸化炭素が同量生枕するとした値:C6H1 

206→3 CH4+ 3 CO2) の69%，石炭活性炭Bで理

論値の 57出で、あった。このことから，双方の活性炭に

おいてデンプン糖化J夜を資化するメタン生成菌群の付

着が確認された。活性炭はデンプン糖化液を資化する

メタン生成菌群の生物担体として有用であると恩われ

る。

メタン発生量から比較すると，榔子樹也伏活性炭の

方がメタン生成菌群の付着が多かった。このことは，

図2に示すように， 2九グノレコース瀦夜lこっし、て投与し

た場合も同様の傾向が見られ九デンプン糖化液に比

ベメタン発生量が少なかったのは，グノレコース瀦夜の
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ても微量元素添却の効果が在留忍された。デンプン糖化

液の資化性メタン発酵を定酎守するためには， pH管理及

ニッケル，コバルトの微量元素の添加が有効で

香川県環境保健研究センタ一所報

方がデンプン糖化液より担体への付着量が少なかった

ものと思われる。

。哲夫，

ある。

2.0 

5 
E同

組1.0

λ 
略、

スvタ息

2.0 

E 

酬

起1.0

入
礎、

ス

-・-活性炭A+糖化液

---e.ー活性炭B+糖化液

ー〆
1.0 

E 

H同
州
曜日
入
号、
.ヘ

0.0 

3 

経過時間(day)

ー争ー活性炭B+糖化液

ー+ー活性炭A+糖化液+微量元素ー+ー活性炭B+糖化液+微量元素

5 4 2 

0.0 

0 5 4 3 

経過時間(day)

ーιー活性炭A+糖化液

2 

0.0 

O 

6 

活性炭の種類によるデンプン糖化液を

資化するメタン生成菌群の付菅性の比較

(A;相仔殻音性炭 B;石炭活性炭)

2 4 

経過時間(day)

。

図1

ヂンプン糖化液の資化性メタン発酵に

おける微量元素添加効果

図3

1.00 

メ
nu 

R
U
 

nu 

(一

E)
粧
釈
入
Mm
司

0.50 〆〆
0.5 

E 

M同
州
総
λ 
号、
司、

(
一

E
)齢
献
入
mm司

6 2 4 

経過時間(day)

-・-活性炭A+2%グルコース溶液

-0ー活性炭8+2%グルコース溶液

。0.0 

2 4 

経過時間(day)

--0ー活性炭B+2的。J~コース溶液

一・-活性炭8+2的ソレコース溶液+微量元素

6 

0.00 

0 2 4 

経過時間(day)

--0ー活性炭A+2的.J~コース溶液

-・一活性炭A+2%~tJ~コース溶液+微量元素

6 

0.00 

0 

活性炭の種類によるグルコース溶液を

資化するメタン生成菌群の付看|生の比較

CA;柵子殻活性炭 B;石炭活性炭)

図2

グルコース溶液の資化性メタン発酵に

おける微量元素添加効果

図4

デンプン糖化液の活性炭吸着特性について

デンプン糖化液の高濃度領域(糖濃度 11600昭 /L)

と低濃度領域(糖濃度5800mg/L)及び10000mg/Lマ

ルトース溺向調子樹世状活性炭を糊目して 24時間

横断麦，提訴夜中の糖残留濃度と活性炭糊日量の関係を

図5に示す。また，糖吸着量と活性炭添加量の関系を

図6に示マ九

図5に示すとおり，今回投与した2種類の活性炭で

は糖溶液1L当り活性炭をlOg納日しでも残留濃度を初

期濃度の1/2に低下させることが出来なかった。活性

炭は手製賓が多く性能も多様であることから，デンプン

糖化液吸着相生の良しす副生炭を検索する必要がある。
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デンプン糖化液の資化性メタン発酵の微量元素添

加劫果について

メタン発酵ではpHを7.0'"'-'7.8に維持し，鉄等の微

量金属の荷主が必要である 3)。微量元素納日効果を調

べるため， pH調製剤として NaHC03を 3600mg/し微量

金属として EDTA-Fe100mg/L， NiC121Omg/L， 

CoC1210mg/Lを添却しメタン発生量を添加しないも

のと比較した。結果を図3に示す。

榔子殻活性炭A及び石炭活性炭Bとも鉄，ニッケル，

コノミノレトの微量元素を糊目した方が無添加の場合より

メタンガス発生量が増加し九培養4日めで榔子関舌

性炭Aでは 10比石炭活性炭Bでは84%のメタン発生量

の増加が認められた。

また，図4に示すように， 2話グノレコース翻夜におい
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のG2，G3， G6の濃度の合計が全糖濃度 (Gl斗 7の合

計の濃度)の約 60%を占めるため，デンプン糖化液中

のオリゴ糖の活性炭吸着作用は，糖を資イt物質とする

上で有用であると考える。

高濃度提訴夜での吸着量はグルコース，オリゴ糖を合

算すると活性炭 19あたり 178mg，低濃度溶液の吸着量

は166mgであった。デンフ。ン糖イ白夜はグルコースとオ

リゴ糖の混合瀦夜であるため，グルコース濃度として

単純に刊面すると，培養実蜘寺のデンプン糖化液(全

有機炭素濃度 0.02M)を5mL投与した時の濃度をグル

コース濃度に換算し，グルコースの分子量から計算す

ると 3mgを投入したことになる。したがって， i酎生炭

19は高濃度溶液で59倍，低濃度腐夜で 55倍吸着した

ことになり，活性炭 19は培養実験時のデンプン糖化液

の糖量の数村音程度の吸着能力を有することがわかっ

た。この結果から，活性炭を固定化担体として用いる

ことによりデンプン糖化液を資化物質として効率的な

メタン費鐸カ守備できる。

また図6に示すとおり，マルトース溜夜の吸着量は

活性炭の添加量に関係なくほぼ一定の量を吸着してい

るが，デンプン糖化液の吸着量は活性炭の納日量が増

えるに従い増加していた。

次に，デンプン糖化液の高濃度領域(糖濃度 11600

昭 /L) と低濃度領域(糖濃度 5800mg/L)の瀦夜に活

性炭を納日して 24時間樹織の活性炭糊日量と活性

炭に吸着したグルコース (Gl)，オリゴ糖{マルトース

(G2) ， トリオ」ス (G3)，テトラオ)ス (G4)ベンタ

オース (G5)，ヘキサオース仰)，へプタオ」ス (G7)} 

の吸着量の関係を図7に示士一

デンプン糖化液中の糖は， G2，G3， G6の吸着量が多く，

Glはほとんど吸着しなかった。でんぷん糖化液中
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N まとめ

1 消化発輸部尼中のデンプン糖化液を資化するメタ

ン生成菌群の約21%が担体へ付着した。マルトース溶

液では， 約47出が担体に付着した。

2 デンプン糖化液を資化するメタン生成菌群につい

て，培養4日間で榔子殻活性炭では理論値の 69%，石

炭系活性炭では理論値の 57首のメタンガスを発生し九

このことから，デンプン糖化液を資化するメタン生成菌

群の柄主が確認、されt4，

3 デンプン糖化液に NaHl∞3共存下で微量元素を添

加したところ，無添加のデンプン糖化液よりメタンガ

ス発生量が増加し，微量元素糊日効果別留、された。

4 デ、ンプン糖化液中のグルコース・オリゴ糖の吸着

特性は， G2， G3， G6の吸着量が多かった。活性炭 19

あたりのデンプン糖化液の吸着量は，高濃度溶液

で、178昭，低濃度翻夜で 166昭であり，活性炭 19l'ib音

養鶏食時のデンプン糖化液の糖量のおよそ数判吾程度

の吸着能力を有することがわかった。
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