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今日の話題

微生物燃料電池の可能性 

グリーンイノベーションへの挑戦

微生物燃料電池 （microbial fuel cell, MFC） とは，微
生物の代謝能力を利用して有機物などの燃料（化学エネ
ルギーを保持した物質）を電気エネルギーに変換する装
置である（図1）（1）．電池であるので，プラス極（カ
ソード）とマイナス極（アノード）からなる．アノード
では，投入された燃料が微生物により酸化分解されて発
生する電子を電極で回収する．その電子は外部回路を経
由してカソードに移動し，カソード極での酸化剤の還元
反応により消費される．アノード化学反応とカソード化
学反応の電位差に従い電子が流れるので，その際の電位
差と電子流量（電流量）の積に相当するエネルギーが外
部回路において得られることになる．カソードには，水
溶液を入れたカソード槽が使用される場合（図1-A，二
槽型）と，膜電極（図1-B，一槽型）が使われる場合が

あり，酸化剤としては大気中の酸素が，酸素還元にはプ
ラチナなどの化学触媒が用いられるのが一般的である．
アノード触媒として用いられる微生物の多様な異化的代
謝能力を利用することにより，多様な有機化合物を燃料
として用いることができる点がMFCの特徴である．さ
らに，微生物群集をアノード触媒として用いることによ
り，複雑で変動する廃棄物系有機物（生ごみ，畜産廃棄
物，廃水など）を燃料にすることも可能になる．
MFCは，概念としては比較的古くから知られていた．

たとえば1970年代に，宇宙基地のエネルギー源として
の期待からNASAで研究されたといわれている．それ
以来，20世紀中にも微生物燃料電池の研究は一部の研
究室で行なわれてきたが，それほど大きな注目を集める
には至らなかった．この理由としては，第一に社会情
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図1 ■ 微生物燃料電池の構造
（A）二槽型MFC．微生物は電極に
付着して電子伝達する場合と，電子
メディエーター （M） を介して電極に
電子伝達する場合がある．アノード
槽（嫌気）とカソード槽（好気）は
プロトン交換膜 （PEM） で仕切られ
ている．（B） 一槽型MFC．膜型カ
ソード電極は，酸素透過層（外側）
と触媒槽（内側）からなる．
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勢，第二に技術的課題が挙げられる．第一の点について
は，20世紀中は石油資源欠乏や地球温暖化の問題に関
する認識が低く，新エネルギーに対する期待はさほどで
もなかったことが考えられる．第二の点については，出
力があまりにも低かったこと，微生物から電極に電子を
渡すために電子媒体となる化合物が必須であったことな
どが挙げられる．しかし，1990年代の終わりごろ，電
子媒体を人工的に添加しなくても自ら比較的効率よく電
子をアノード電極に伝達する能力のある微生物が発見さ
れ（2），それに加え21世紀になって装置に改良が加えら
れるに従い（1），微生物燃料電池に大きな関心が寄せられ
るようになってきた．特に，従来の二槽型MFCの最大
の問題であったカソード反応効率を大きく改善したとい
う点で，膜型カソード電極を利用した一槽型MFCの出
現は特筆すべきである（1）．また，再生可能エネルギーの
必要性が広く認識されるようになったことも，微生物燃
料電池の研究にとって一つの追い風になっていると思わ
れる．
微生物燃料電池は，有機物を電気エネルギーに変換す

る装置であると同時に電極を利用して有機物を酸化分解
する装置であり，小型電源，バイオマス発電，排水処
理，バイオセンサーなど，様々な目的への応用が期待さ
れている．以下，幾つかの期待される応用分野につい
て，現状および今後の展開を述べる．
小型電源とは，身の回りの小型電気機器類を動かすた

めの電源のことである．つまり，電池の代わりとして，
微生物燃料電池が使えるかということである．電池を使
う機器類としては，時計や環境モニター類 （～10 mW）, 
携帯音楽プレーヤー （～100 mW） などが挙げられるが，
この程度の電力を得るためにどのぐらいの大きさの微生
物燃料電池が必要となるかが問題となる．今までに発表
された微生物燃料電池の出力密度としては～3 mW/ml
程度であるので（3），最も出力密度の高い装置を使えば
30 ml程度で携帯音楽プレーヤーなどが動かせることに
なる．
実際に，筆者らの研究グループでは，10 cm×10 cm
×1 cm （100 ml） 程度の1槽型MFC （～100 mW） を用
いて小型スピーカーなどの作動に成功している（図2）．
これらの成果は，生きた微生物を用いるMFCでも，酵
素バイオ電池（4）と同レベルの出力を達成できることを示
している．もちろん，まだ市販の電池よりかなり大きい
が，卓上電源などとしてのMFCの実用化に一歩近づい

たのではないかと考えられる．この電池には，アノード
触媒として金属還元菌のShewanella oneidensis MR-1,
アノード電極にはカーボンナノチューブで修飾したグラ
ファイトフェルト（5），またカソードにはフッ素系ポリ
マーで撥水処理したカーボンペーパーにプラチナを塗布
した膜電極を使用した．今までに，MR-1株のエネル
ギー源となる乳酸を適時添加しながら1ヵ月以上安定し
て発電することにも成功しているので，長期運転の観点
からは酵素バイオ電池より優れていることが示されてい
る．
今後の研究課題としては，装置のさらなる小型化（つ
まり出力密度の上昇）が挙げられる．出力密度を上昇さ
せるためには，微生物触媒と装置（電極やカソード触媒
も含む）の両面の性能アップが必要になる．つまり，生
物学（遺伝子工学，微生物工学など）と物理化学（電気
化学，材料工学など）の両面からのアプローチが必要に
なるが，一つの研究室で両面からの研究開発を行なうこ
とは難しい．そこで，MFCの効率化を目的とした学際
的共同研究が広がっていくことが望まれる．
MFCの実用化分野で最も有望と考えられているのは，

廃水処理・下水処理である．現在下水処理に用いられて
いる活性汚泥法は，エネルギー投入型の水処理法であ
る．たとえば，1 m3の下水を処理するのに0.5 kWh程度
の電力が必要といわれている．その内訳は処理場により
異なるが，東京都の下水処理場の場合，水処理（曝気，
撹拌など）に40%，汚泥処理に30%，その他に30%程度
といわれている．MFCを下水処理に適用した場合，水
処理における電力使用量の減少，汚泥の削減，下水中の

図2 ■ 卓上電源としての微生物燃料電池
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有機物からの発電などを総合して，90%以上の省エネと
汚泥廃棄物の削減が期待される．そこで，排水処理を目
的としたMFCの研究開発も現在盛んに行なわれてお
り，総説なども発表されている（6）．
筆者らのグループでは，バイオマス発電用に設計した

カセット電極型MFC（7）を改良して複合高分子有機物を
含む模擬下水の処理実験を行なっているが，現在までに
水滞留時間12時間程度でCOD除去率80%以上の処理に
成功し，このときのクーロン効率（電子回収率）は40%
程度であった．つまり，現在のMFC技術は活性汚泥プ
ロセスの半分程度の速度で下水を処理できるところまで
到達したと言え，今後のさらなる高効率化に期待が寄せ
られる．
このような水処理用MFCにおいては，活性汚泥法と

同様に，自然に形成される微生物群集を用いる．した
がって，アノード触媒となる微生物を育種したり改変し
たりすることはできない．また，生物学的手法により微
生物群集を制御することも，現在の微生物学，微生物工
学では非常に難しい．したがって，このタイプのMFC
を高効率化するために，まずは電極や装置の改良を行
なっていかなければならない．また，排水処理にプラチ
ナなど高価な触媒を用いることはできず，低価格なカ
ソード触媒や電極素材を開発していくことも実用化には
必須である．一方，微生物群集の制御技術も，今後の課
題として研究していく必要があると考えられている．
以上に述べたように，MFCは多様な応用分野を対象

とした微生物プロセスの基本コンセプトであり，目的に
応じて装置の形状などは大きく異なる．一方，そこで用

いられる微生物は細胞外電子伝達系を用いて電極呼吸
（電極を電子受容体とした呼吸）するものであるが，こ
れは新たに発見されたエネルギー代謝系として，基礎生
物学的に大変興味深いものである．MFCの研究は，生
物学的新発見を我々の生活に役立てようとするもので，
生命科学のグリーンイノベーションへの挑戦の典型的例
と思われる．さらに最近，有用物質生産のために微生物
代謝を電極により制御する試みも開始され（8），MFC技
術の新たな展開も見えてきている．今後，微生物学，分
子生物学に加え，電気化学，材料工学，ナノテクなど，
様々な分野の研究者の参加が期待される分野である．
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リンゴ小球形潜在ウイルスとFT遺伝子を利用したリンゴの早期開花 

果樹の品種改良にとって強力な新手法となるか

「桃栗三年，柿八年」といわれるように，果樹のよう
な木本植物には長い幼若期間 （juvenile phase） があり，
播種してから開花・結実するまでには数年～十数年を要
する．たとえば，リンゴの主要品種‘ふじ’は，‘国光’
と‘デリシャス’を掛け合わせて育成された品種である
が，交配種子を播いてから初結実するまで10年以上，
品種として認定されるまで約23年かかっている．また，
米国でリンゴの野生種 （Malus floribunda） が保有する
リンゴ黒星病抵抗性遺伝子を栽培リンゴに導入するの

に，交雑を7世代，約40 ～50年（1世代に約6 ～7年）
かけて行ない，ようやく栽培品種並の果実品質を示す系
統 ‘Goldrush’ が作出された（1）．このように，リンゴの
実生が開花するまでには長い年月が必要で，台木の種類
や接ぎ木技術を利用して開花期を短縮しようとしても2
～3年を要していた．この幼若期間の長さは，果樹の育
種や遺伝の研究にとって大きな障壁となっている．
果樹類の花成制御機構はまだ解明されていないが，シ
ロイヌナズナやイネなどのモデル植物では，日長に応答


