
19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに-問題の所在および研究の現状 

 緩速ろ過池は，水を湛えただけのプールのような外観を持ち、

急速ろ過池のような電機設備を伴わない。しかも，水面には藻が生

えていることが普通で，時にアメンボやユスリカのような水生昆虫

が泳いでいたり，脱皮殻が水面に浮かんでいたりするのを見ると，

飲み水を作る工場としては非衛生との誤解を抱くのも無理はない。

顕微鏡で覗くと，おびただしい数の微小動物がうごめく場である。 

 しかし，生き物が自由に生息できる水環境は，薬剤の使用がない

ことの証拠であり，同じ生物である人間の飲用する原水（原材料と

なる水の意）としては問題がないことの担保であるとも言えよう。 

 本研究では，緩速ろ過池の砂層表面に常在しているユスリカ幼虫

の消化管に生息する細菌群集を選択的に分離し，それらの分離菌株

が持つ代表的な有機基質（炭水化物，タンパク質，脂質）に対する

加水分解活性を試験することを通じて幼虫の消化管内容物および

糞塊（faecal pellet）が持つ衛生工学的な意義を評価することを

試みた。一見，非衛生的であるかに見える緩速ろ過池に対する誤解

が幾分でも払拭できたなら幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，緩速ろ過法は急速ろ過法より歴史が古く，1804年に英国・

スコットランドでプロトタイプが試作され，1829 年にロンドンで

改良され現行の下降流方式が確立した1)。したがって，その有効性

は周知されていたが，微生物生態学などの周辺科学の発達が乏しく

その浄化のメカニズムが深く理解されていた訳ではなかった。この

傾向は，今でも基本的には変っていない。 

大まかには緩速ろ過法は英国で，急速ろ過法は米国で主流である。

わが国でも，戦前は英国にならって緩速ろ過法が，戦後は占領政策

の下，かつ水需要増と相まって米国式の急速ろ過が主流に転じた。 

 緩速ろ過池の研究は，1953 年から大阪市水道局の近藤正義ら２）

によって体系的に進められたが，30 年間の空白期間があり，1984

年以降，信州大学の中本信忠ら 3)によって再び研究が着手された。

しかし，その対象となる生物群集には優先順位があり，一次生産者

である糸状藻類，次いで同じ信州大学の平林公男ら4)による消費者

である底生動物に限られた。第３の生物群集であるべき分解者であ

る細菌群集の研究は遅れており，緩速ろ過池から分離された細菌の

DNA塩基配列データは世界的にも皆無である（2011年3月現在）。 
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２ 材料と方法 

 

２．１ 調査場所（平原浄水場） 

 広島県呉市平原町の高台に立地する，大正6年12月に完成した

41,000m3/日の浄水能力を有する浄水場であるが，急速ろ過施設も

併設している。貯水池を水源とする緩速ろ過池である（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 平原浄水場の緩速ろ過池（手前）と管理棟（奥） 

 

２．２ 研究方法 

（１）試料採取 

 砂面の定期的な漉き取り作業（図２）のある日に水を抜いた砂層

へ降り，ステンレス製のスパチュラ（薬サジ）で表面の藻類被膜を

砂層（約5mm）ごと採取し（図３），保冷庫（約5℃）へ保管した。 

図２ 緩速ろ過池の砂層の漉き取り作業の光景 

図３ 表面の藻類被膜を採取後の砂層の状態 

（２）試料調製 

  採取した試料の一部をバットに分取し，脱塩（汲み置き）水道

水を加えると，間隙に隠れていたユスリカ（chironomids）幼虫が

泳ぎ出すのでそれを微生物ピンセット（離合社，東京）で１匹ずつ

摘み出す（sorting）作業をする。この特殊なピンセットは，虫体

を摘んでも傷つける心配はない。なお，作業は20倍固定の携帯用・

双眼実体顕微鏡（TW-100，レイマー顕微鏡，大阪）下にて行った。 

なお，写真撮影は，ズーム実体顕微鏡（SW-700TD，同社，大阪）

にカメラ（EOS Kiss DigitalX，キャノン，東京）を撮影用鏡筒に

接続し自動露出で撮影（データ保存）した。 

 

（３）紫外線殺菌と虫体の磨り潰し 

 ピペットを用いて脱塩素水道水で数回洗浄した虫体を石英ガラ

ス製の三角フラスコへ入れ，スターラーで撹拌しながら約５分間，

紫外線殺菌灯から約60cm離した位置で紫外線を照射した（図４）。 

図４ 撹拌しながら紫外線を照射 

 

 紫外線照射後の虫体を取り出し，エッペンドルフ・チューブ

（1.5mL）へ移し，ハンディーミキサー（ケニス社，大阪）で虫体

を丸ごと試料がほぼ均質になるまで粉砕し（図５），消化管内に生

息する細菌（gut flora）の分離用試料とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図５ ユスリカ幼虫を粉砕中 
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 単独で分散または表面に存在している細菌の細胞は高々２分間

程度の紫外線照射で死滅することが確認されている5)。しかし，紫

外線照射による殺菌では，可視光に当ると復活する光回復現象

（photo reactivation）が知られているため，以下の操作では試料

を暗所に保管するなどして可視光に極力，当らないようにした。 

 比較のための試料は，虫体を採取したのと同じ試料から分取し，

ユスリカ幼虫を含まない砂を濁りがなくなるまで脱塩素水道水で

decantationを繰り返して洗浄後，１分間だけ超音波で砂の表面に

付着した細菌を分散させて得た試料（granule-attached bacteria）

および緩速ろ過池の表層水（overlying water）を用いた。 

 

（４）好気性従属栄養細菌の培養 

 上記２種類（消化管内容物および砂粒付着物）の懸濁液試料と水

試料を10倍希釈してR2A寒天培地（ダイゴ，日本製薬，東京）平

板に塗抹し，室温で２週間ほど培養した。 

 

（５）細菌の分離と類型化 

 上記の R2A 寒天培地上に形成された単独コロニーを各試料から

50株ずつ滅菌した爪楊枝でランダムに釣菌し，R2A液体培地中に無

菌的に爪楊枝ごと入れ，細菌懸濁液を得た。全150菌株は，数日間

の培養後，培地の混濁の有無を持って増殖の有無を判定した。 

 次に，以下の手順で３種類の有機性基質（デンプン，カゼイン，

トリブチリン）の加水分解酵素活性の度合いを検査した（図６）。

ここで用いた３種類の基質，デンプン，カゼイン，トリブチリンは

各々，炭水化物，タンパク質，脂質のモデル基質である6)。 

 

     図６ 細菌の分離から類型化までのフロー 

 

 R2A基礎培地（上層）へ重層した各基質の添加量は，炭水化物の

デンプンは可溶性でんぷん（和光純薬，大阪）を0.2％，タンパク

質のカゼインはスキムミルク（Difco社製，米国）を１％，さらに

脂質のトリブチリン（和光純薬，大阪）を0.5％とした。 

 加水分解試験用の寒天培地表面にろ紙ディスクを無菌的に貼り

付け，そこへEOG（エチレンオキサイド）ガス滅菌済みのポリエチ

レン製ピペットで植菌した。 

 加水分解活性の試験は，５日間培養後に分解斑の幅から６段階に

目視で判定した。デンプン分解のみはルゴール液（市販品）を平板

に流し込んだ後，ヨード・でんぷん反応で可視化した。 

 なお，今回は通常の細菌検査で実施するような画線培養を繰り返

す操作を加えていないが，単独コロニーを選択したこと，加水分解

活性のスクリーニングが主眼であり，分離菌株の同定を目的とする

研究でないことから，実験操作を簡略化した。 

３ 結果 

 

３．１ 加水分解活性の判定 

（１）デンプン（炭水化物） 

 デンプンは，一次生産者である微細藻類や高等植物が光合成産物

として生成したグルコースから貯蔵物質として転換する。緩速ろ過

池では藻類が繁殖（内部生産）したり，外部（水源または池周辺部）

から落葉がもたらされる（外部移入）ことがあり，緩速ろ過池の底

である砂層の表面に沈積して分解対象となる。 

 絶対量としては，藻類や植物の細胞壁を構成するセルロース（繊

維素）の方が遥かに多量に供給される炭水化物であることは間違い

ないが，ここでは試験操作が簡便であることからデンプンを炭水化

物のモデル基質とした。デンプンはアミラーゼ，セルロースはセル

ラーゼが，それぞれ別の加水分解酵素が対応した基質に作用する。 

 デンプン分解の判定例を，図７に掲げる。デンプンが残留してい

る部位でヨード・デンプン反応が生じているが，加水分解によって

デンプンが糖化して消失した部位で透明斑が判別できる。 

図７ 分離菌株によるデンプンの加水分解 

 

（２）カゼイン（タンパク質） 

 培地製材であるスキムミルクの主成分であるミルク・カゼインを

タンパク質のモデル基質とした。タンパク質を加水分解するプロテ

アーゼ酵素を分泌する分離菌株では，コロニー周辺部がペプトン化

して透明斑が生じる。図８に，代表的なプレートの写真を掲げる。

タンパク質は，主に動物の筋肉などの組織を構成する成分である。 

      図８ 分離菌株によるカゼインの加水分解 
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（３）トリブチリン（脂質） 

 自然界に存在する脂質成分はかなり多様であるが，ここでは実験

操作のしやすさからトリブチリン（常温で液体）を溶解している

R2A寒天培地の中にエマルジョン状に分散させたまま固化させ，試

験に供した。リパーゼが作用すると，加水分解して分子量が小さく

なりグリセリンを生じるためエマルジョンによる濁りが消失する。 

 その透明斑は目立たないためプレートを照明にかざすか，斜めに

傾けて陽性の判定を行った。図９は，判定操作中の例である。 

   図９ 分離菌株によるトリブチリンの加水分解 

 

３．２ 加水分解活性判定結果の集計 

 上述のような方法で分離菌株ごとに各々の基質に対する加水分

解活性の程度を記録し，その結果を試料ごとに集計した。素データ

は，加水分解能の大きさの程度を４段階で記録したが，最終的には

分解能の有無で集計した。当初はR2A培地で生育したものの，基質

を含む平板上で生育しなくなった場合も合わせて記録した。 

 

（１）デンプン（炭水化物） 

 デンプンの加水分解活性は分解活性を持つ菌株の出現率で見る

と，砂粒子で最も多く（70％以上），次いで消化管に由来する菌株

（50％程度）であった。すなわち，消化管内および周辺の砂粒子の

表面から分離された菌株の半数以上にデンプンの加水分解活性を

持っていたことになる。 

 一方，overlying water（上張水）から分離した菌株の60％弱に

はデンプンに対する加水分解活性が認められなかった。また，消化

管内から分離された菌株の約 20％は，デンプンを含む培地で生育

しなかった。 

 

（２）カゼイン（タンパク質） 

 カゼインを加水分解する菌株の出現率も，デンプンの場合と似て

いるが，砂粒子に由来する 80％以上の菌株で加水分解があった。

また，消化管内からの分離菌株の50％強で加水分解陽性であった。

さらに,水中の 60％の菌株で加水分解能を持つことが認められた。

ただし，同じ水中の 30％近くの菌株でカゼインを含む培地で生育

しないことも確認された。デンプン質とタンパク質とでは環境中に

おける分布および分解特性が異なっていることが推測される。 

図１０ デンプンを加水分解する菌株の出現頻度 

 

（３）トリブチリン（脂質） 

 最後に，トリブチリンの加水分解能の分布傾向を見ると，砂粒子

に由来する分離菌株の 70％以上に分解活性が認められた反面，消

化管内では 30％強の菌株しか陽性を示さなかった。このことから

消化管内よりも体外で脂肪分解が盛んとなることが推察される。 

なお，消化管内に由来する分離菌株の 20％強がトリブチリンを

含む培地上で生育しなかった。このことからも，ユスリカ幼虫の消

化管内では，脂肪分解が進行しにくいことが想像され，幼虫自体が

脂質に富む餌を忌避しているか，もしくは砂層のような環境中が脂
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質分解の場となっている可能性を示唆する。 

図１１ カゼインを加水分解する菌株の出現頻度 

 

４ 考察 

 

 緩速ろ過池の砂層に生息するユスリカ幼虫とその周辺の砂粒子，

およびoverlying waterから三大栄養素である炭水化物，タンパク

質，脂質を加水分解する細菌群が存在していることが確認された。

これは，緩速ろ過池の砂層上部という糸状藻類7)とその摂食者8)で

ある各種の無脊椎動物（ユスリカ幼虫）などの生物群集が発達する

部位で共存する細菌群集によってこれらの生物体を構成する有機

基質が加水分解を受けていることを示唆している。今回は操作上，

試験が行いやすいモデル基質を代表に実験を行ったが，おそらくは

他の対象成分（例えば，植物細胞や水生昆虫等の外骨格を形成する 

図１２ トリブチリンを加水分解する菌株の出現頻度 

 

セルロースやキチンなど）に標的を変えても似たように加水分解を

担う細菌が存在している9)ものと推察される（同じ浄水場から採取

されたユスリカ脱皮殻からキチン分解細菌が多数，分離された10））。  

 混合微生物群集の連続培養系である緩速ろ過池には，流入または

蓄積する基質の種類に応じて，細菌群集が選択されてくる可能性が

ある。そこで形成される生態系で相互に共役しながら介在する物質

の分解や被膜への取り込みに寄与していることは想像に難くない。 

緩速ろ過池の砂層表面に形成される生物被膜には，浄水処理を行

う上で有用であることが知られている。例えば，上流の貯水池で発

生したアオコの毒（microcystin）11-13)やカビ臭（geosminなど）14,15)
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が該当する。また，原虫の胞子16,17)ほか衛生障害微生物18,19)を除去

するような仕組みも自動的に組み込まれている。これらの効能は，

生物学的な活性がある（biologically active）緩速ろ過だけに備

わっている固有の機能で，急速ろ過法にはない優れた利点である。 

 

５ おわりに-糞塊の新しい微生物像 

 紫外線による表面殺菌法で表在菌（external colonizers）を殺菌

しておき，微小動物を磨り潰して内在菌（internal colonizers）を

選択的に取り出す方法を試みた。その結果，構造が複雑な高等動物

（例えば，アリ 20）など）

と比べて消化管の構造

が単純なユスリカ幼虫

では，消化管内容物（図

１３）と砂に付着してい

た糞塊由来の細菌群集

の間で大きな相違点が

ないことが推察された。 

 動物の糞塊というと， 

図１３ 消化管の内容物     汚い印象であるが， 実際 

                  には有機物分解に寄与する

加水分解酵素群を含んだ粒子を生産・放出していると見ることもで

きる。したがって，緩速ろ過池に生息する微小動物は，水質浄化に

役立つ物質を生産する功労者として捉えた方が適切であろう。 
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