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培養率が 10 倍に！

微生物利用の新時代
早稲田大学高等研究所 青井議

よ し て る

輝助教
10億。地球上に存在していると考えられている微生物の種類だ。微生物を利用するには培養することが必要だが、

現在培養可能なのは、地球上の微生物の1%にも満たないといわれている。このたった1%から、私たちは医薬品・

食品の製造や、生命科学研究、環境問題対策など、多大な恩恵を受けている。これまで培養の難しかった微生物

を培養できれば、産業や学術は大きく発展する可能性がある。これに挑戦しているのが早稲田大学高等研究所の

青井議輝助教だ。

オリジナルの仕事をしたい！

　排水処理というテーマを通して微生物

を研究するようになった青井さん。 微生

物を研究するには、 微生物の持つ分子

（DNA や酵素） を直接分析する方法と、

、 培養して研究を進める方法がある。 青

井さんが研究をはじめた当時、 培養の難

しい微生物の研究では直接分子を分析

する方法が主流となっていた。 青井さん

もこの方法を取っていたが、 やがてこれ

に疑問を抱くようになった。

　微生物の分離培養には 1882 年頃に出

来た平板培養法がずっと使われている。

シャーレに入れた寒天の培地で微生物

を増やす方法だ。 中学生にもできる操作

の容易さや培地の扱い易さから 100 年以

上も使われているが、 この方法で培養で

きるのは、 ごく一部の微生物のみ。 そこ

で青井さんは、 新たな方法を試行錯誤

の末に編み出した。 それが中
ち ゅ う く う し ま く

空糸膜隔

離分離培養 （Hollow Fiber Membrane 

Chamber :HFMC） 法だ。 きっかけは 「た

またま研究室に中空糸膜が転がってい

た」 ことだった。

もとの環境で育てる

　HFMC 法の特徴は、 微生物がもともと

生息している環境に近い状態で培養でき

ることだ。 それを可能にした中空糸膜は

直径 1mm、長さ 20-30cm の細長い管で、

一見するとまるでそうめんのよう。 しかしそ

うめんよりはマカロニに近い構造で、 その

名の通り中空になっている。 その表面に

は 0.1 μ m のとても小さな孔が無数に開

いており、 水や栄養素は中空糸膜の内

早稲田大学高等研究所の青井議輝助教 HFMC 法と平板培養法の比較実験結果の一例
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採取したサンプルによる結果２

円全体はサンプル中の微生物数を表している。
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外を自由に行き来できるが、 微生物は

この孔を通れない。 この中空糸膜に微

生物を閉じ込めて、 もと居た環境に戻せ

ば、 それぞれの微生物を分離した上で、

微生物が共存している状況を作り出せ

る。 平板培養法では微生物間の相互作

用は再現することができなかったが、 物

質が行き来できる HFMC 法では再現で

きる。 培養は水中に限らず、 水分さえあ

れば土壌中でも可能だ。

　青井さんは、 干潟や活性汚泥など異

なる環境から取ってきたサンプルを用い

て培養試験をおこなった。 平板培養法

に比べ、 HFMC 法で得られた微生物は

さまざまな種類に富んでいて、 新しい微

生物を獲得する割合も高いという結果が

得られた。 たとえばリン除去リアクター内

の活性汚泥から取ってきたサンプルに

おける実験では、 サンプル中の微生物

の全体数は平板培養法の方が多いが、

HFMC 法は、新規微生物の種類は 5 倍、

微生物の多様性は 1.3 倍、 培養率にい

たっては 30 倍も平板培養法を上回って

いた。

点字ブロックがもたらしたひらめき

　しかし、青井さんの研究も常に順調だっ

たわけではない。 当初は中空糸膜の中

に直接微生物を入れていたのだが、 1

本の中空糸膜の中にはせいぜい 1 匹の

微生物しか入れられず、 とても効率が悪

かった。 そこで、 微生物をゲルの粒に入

れて中空糸膜の中に入れ、 一度に 100

万～ 1000 万匹の微生物を培養しようとし

た。 だが、 増えすぎた微生物がゲルか

ら飛び出してしまい、 となりのゲルにくっ

ついてしまうという問題に直面した。

　青井さんはこの研究のために国から多

額の研究費を得ていた。 自分の発想を

試せる環境を手に入れた一方で、 結果

を出さなくてはというプレッシャーに苦し

んでいた。 そんなとき、 駅のホームで点

字ブロックを目にしたのだ。 「これだ」。

こうしてできたのが、 2 種類のゲルを使っ

た Dual Gel HFMC 法。 微生物を包ん

だゲルを、 別の種類のゲルを用いて中

空糸膜の中に固定することで、 たとえ微

生物が増えすぎても、 微生物が別のゲ

ルへ移動してしまうことを防いだ。 この方

法でもまだ課題は残るが、 微生物の入っ

たゲルを自動的に選択する技術とあわ

せて、 より効率的に多様な微生物の培

養を可能にした。

微生物でリンのリサイクル！？

　青井さんの研究は、 培養手法の開発

だけにとどまらない。 微生物の表面電荷

の違いを利用して分離 ・ 濃縮する技術

や、 難培養性微生物の利用研究なども

進めている。 研究室で培養している微

生物のひとつに、 ポリリン酸蓄積細菌が

ある。 この細菌も濃縮の成功例だ。 リン

は富栄養化の原因となるが、 除去が難

しいため下水処理場での除去は難航して

いるという。 そこで、 この細菌に排水中の

リンを取り込ませて処理する方法が考えら

れている。 さらに、 リンを細菌から取り出

すことで、 枯渇しつつある資源であるリン

を得ることができる。 「今はコストの問題

があるけれども、 もしリン鉱石の値段が高

くなれば、 微生物を使ってリサイクルする

のも、 鉱石を買うのも同じぐらいのコストに

なるでしょう」 と青井さんは言う。 青井さ

んの現在の研究は、 リンの回収まで行き

着くことを目指したものではないそうだが、

状況次第では微生物によるリンのリサイ

クルが実用化されるのではと期待したくな

る。 青井さんの研究のスタート地点であ

る排水処理というテーマは、 今も形を変

えて続いている。

　青井さんは 「たまたま」 という言葉をよ

く使っていたが、 並みはずれた研究への

集中力が、 偶然ではない 「ひらめき」 を

可能にしたのだろう。 10 億の微生物のう

ちのどれだけに人類が出会えるのかはわ

からないが、新しい培養法の研究が、我々

とより多くの微生物をつなげ、 さまざまな

技術や学術を発展させることを期待した

い。

（矢部あずさ）

中空糸膜チャンバー（HFMC）。このそうめんのような

48 本の中空糸膜の中に、微生物を注入して培養する。

培養中の微生物を紹介する青井さん。下水処理場から取っ

てきたというサンプルからは、むあっとする臭いが。


