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多摩地区における残留塩素管理 

多摩水道改革推進本部調整部 技術指導課 

１ はじめに 

東京都水道局では、給水栓の残留塩素（以下「残塩」という。）について 0.1mg/L 以

上 0.4mg/L 以下という独自の水質目標を設定し、管理を行っている。  

多摩地区の配水量は、約８割を東村山等大規模浄水場からの補給水が占めていること

から、追加塩素注入設備を活用することで大規模浄水場出口の残塩を抑えつつ、流達時

間が長い地域においても残塩が適切に保てるように管理している。平成 26 年度は、更

なる残塩目標の達成率向上に向け、(1)配水区域が変更となった地点における残塩管理目

標値の検討、(2)除鉄・除マンガン設備出口の残塩管理目標値の引下げに向けた検討を行

った。 

２ 調査内容 

(1) 残塩管理目標値の検討 

平成 26年度から配水区域が変更となった滝の沢浄水所系統と三鷹新川浄水所系統

の配水区域において年２回の実態調査を行い、自動水質計器の設置地点や残塩管理

目標値の検討を行った。 

また、棚澤浄水所の配水区域においても年２回の実態調査を行い、残塩管理目標

値の検討を行った。  

(2) 除鉄・除マンガン設備出口の残塩管理目標値の引き下げの検討 

多摩地区では地下水を水源とする浄水所が多く、原水に鉄やマンガンが高濃度で

含まれる浄水所には除鉄・除マンガン設備を配備して除去を行っている。しかし、

除鉄・除マンガン設備の出口残塩は、0.5mg/L 以上確保する必要があるとされ、当該

設備が配備された浄水所の配水区域では残塩を引き下げられない一因となっていた。

そこで、除鉄・除マンガン設備が配備されている原町田浄水所及び上石原浄水所に

おいて、設備出口の残塩濃度と鉄及びマンガンの除去率について調査した。  

３ 調査結果 

(1) 残塩の実態調査 

配水系統が変更となった地域について、滝の沢浄水所系統では、管理目標値は夏

期で 0.40mg/L、冬期で 0.35mg/L が適正であり、移設が必要となった自動水質計器

の適切な設置地点を確認した。三鷹新川浄水所系統では、現行のままの管理で問題

無いことを確認した。  

棚澤浄水所の配水区域では、残塩管理目標値は夏期で 0.40～0.45mg/L、冬期で 0.35

～0.40mg/L での管理が適正であることを確認した。  

(2) 除鉄・除マンガン装置の出口残塩の管理目標値引下げの検討 

いずれの浄水所ともに設備出口の残塩を 0.50mg/L から 0.45mg/L に引下げても、

鉄及びマンガンの除去率にほとんど影響がないことが明らかとなった。  
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小河内浄水所におけるトリクロロ酢酸対策（その４） 

多摩水道改革推進本部調整部 技術指導課 

１ はじめに 

消毒副生成物の一つであるトリクロロ酢酸の水道水質基準は、平成 27 年４月から

0.2mg/L から 0.03mg/L へ強化された。  

奥多摩町の小河内浄水所は緩速ろ過方式の浄水所であり、トリクロロ酢酸の水質基準が

強化されると基準値を超過するおそれがあった。現在、粒状活性炭塔を備えた膜ろ過方式

へ施設更新中であるが、工事が完了するまでの間、トリクロロ酢酸の生成抑制を図りなが

ら既存施設を運用していく必要がある。  

これまでに実施してきた調査によって、トリクロロ酢酸生成能と塩素注入前のろ過水色

度には高い相関性があること、緩速ろ過池の砂層上に敷き込んだ粒状活性炭でトリクロロ

酢酸の前駆物質を吸着除去することで、トリクロロ酢酸の水質基準強化に対応が可能であ

ることなどが明らかになっている。  

平成 26 年度は、トリクロロ酢酸の新基準値を遵守し、かつ、実用的な運用条件を明確

にするための調査を行い、平成 27 年度の緩速ろ過池運用についての検討を行った。  

２ 調査方法 

粒状活性炭をろ過池砂層上に層厚 20cm で直接敷き込み、２池で調査を実施した。調

査期間は、それぞれ約４か月（平成 26 年７月から 11 月）と約７か月（同年５月から 12

月）である。  

平成 25 年度調査と同様に、トリクロロ酢酸生成能と塩素注入前のろ過水色度を指標

とし、色度除去率や原水の累積色度負荷（活性炭敷き込み後に活性炭層へ流入した色度

負荷の累積値）を求め、粒状活性炭によるトリクロロ酢酸の生成抑制効果等を検討した。 

３ 結果と考察 

トリクロロ酢酸生成能と塩素注入前のろ過水色度との関係から、トリクロロ酢酸の新

水質基準の 50％に相当するろ過水色度は、1.2 度であることが確認された。  

砂層上の粒状活性炭の層厚を 20cmとすることで、ろ過水色度は 220日間連続して 1.2

度を下回った。  

また、色度除去率は、原水の累積色度負荷と高い相関があり、一次式で近似できるこ

とが確認された。  

原水水質が悪化した場合でもトリクロロ酢酸が新水質基準の 50％値以下に抑えるこ

とができる期間について、色度除去率と原水の累積色度負荷の関係を基に検討した。そ

の結果、原水色度を 15 度でピークカットし、運用するろ過池を通常の２池から３池へ

増やした場合、125 日間であると試算された。 

現在、小河内浄水所給水栓水におけるトリクロロ酢酸は水質基準値を大きく下回って

おり、対策の効果が表れているものと考えられる。  
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高度浄水処理における油臭除去調査 

水質センター 企画調査課 

１ はじめに 

東京都水道局の水源河川における水質事故の情報件数は、平成 22 年度から 26 年度ま

での５年間で約 800 件である。事故原因は油類によるものが最も多く全体の約 60％を

占めている。  

油類による事故が発生し、浄水場の取水に影響があると判断された場合には、活性炭

の注入強化により対応しているが、オゾン及び BAC で油臭の処理が可能であると考え

られる。しかし、高度浄水処理で油臭がどの程度まで処理できるのか把握されていない

状況である。そのため、高度浄水処理における油臭（ガゾリン、灯油、軽油及びＡ重油）

の処理性把握を目的に調査を実施したので報告する。  

２ 調査内容 

研修・開発センターの水処理実験施設を用いて、オゾン処理直前に各種の油を添加す

ることにより、オゾン処理性及び BAC 処理性の把握を行った。  

主要成分の濃度分析は、揮発性有機化合物（以下「VOC」という。）は P&T-GC/MS

により、アルカン類はヘキサン抽出後に GC/MS により測定を行った。 

臭気試験は、試料 200mL を用い常温にて行い、パネラーは８人以上とし、上下１人

を省き幾何平均にて計算した。  

臭気試験から臭気強度と臭気閾値
い き ち

を求めるに当たり、臭気強度は浄水試験方法を基に

して、臭いを感じる希釈倍率（濃度）から計算、処理可能濃度は平成７年環境省告示第

63 号による方法（告示法）を基にして、臭いを感じる濃度と感じない濃度の幾何平均を

用いて計算した。  

３ 調査結果 

ガソリンの成分は主に VOC であった。また、エチル-t-ブチルエーテル（以下「ETBE」

という。）が含まれていた。ETBE 以外の VOC については、オゾン処理と BAC 処理に

より、除去が可能であったが、他の物質と比較し、ETBE は処理性が悪いことが分かっ

た。ガソリンの処理性は、水温が高く、オゾン注入率が高い方が処理性は向上し、経年

炭と比べて新炭の方が除去効果は高かった。平成 24 年４月に関連法案の改正が施行さ

れ、ETBE のガソリンへの添加量の上限が７％から 22％に変更となり、今後は ETBE

含有量の高いガソリンが流通する可能性があるため、更なる注意が必要である。  

灯油、軽油、Ａ重油の成分は、主に VOC とアルカン類であった。アルカン類以外の

VOC については、ガソリンと比較し含有量は低く、オゾン処理と BAC 処理により除去

が可能であった。アルカン類は水温とオゾン注入率による違い、経年炭と新炭との間で

処理性の違いは確認できなかった。  

また、BAC 処理後のアルカン類の除去率は 95％以上であった。  
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村山山口貯水池水質調査 

水質センター 企画調査課 

１ はじめに 

村山山口貯水池では、平成 11 年度以降かび臭の発生が顕在化し、早急に対策を講じ

る必要性に迫られていたことから、貯水池におけるかび臭発生メカニズムの解明や実施

したかび臭対策の効果検証を目的として調査を実施している。本稿ではこれまでの調査

結果について報告する。 

２ 調査内容 

村山山口貯水池におけるかび臭発生源は、アナベナ属やオシラトリア属などの藍
らん

藻類

と考えられ、この発生抑制が重要であることから、基礎的な水質項目に加えて、藻類の

生育に関連する要因（光、栄養塩類、水運用等）に関して様々な調査を実施した。  

また、貯水池に流入する栄養塩類の低減を目的とし、村山上貯水池の引入水に対して

PAC 連続注入を行い、流入水や藻類への影響について調査を実施した。  

３ 調査結果及び考察 

(1) 貯水池におけるかび臭発生の抑制対策について 

３貯水池の中でも貯水位及び貯水容量の小さい村山上貯水池で例年藍藻類が発生

する傾向があり、村山上貯水池は他貯水池と比較して底層の光量も高く、全層が生

産層であるためと考えられた。  

貯水池に流入する栄養塩類は低濃度ではあるが継続して流入し、水量変動時には

巻上げによる底質からの供給も影響すると考えられた。  

また、アナベナ属の休眠胞子は湖内全体に広く散在しているため、水量変動時は

水中へ回帰しやすいと考えられた。  

村山山口貯水池でかび臭発生を抑制するためには、藍藻類の発生期である夏期を

中心に高水位を維持し、平準化した運用が望ましいと考えられた。  

(2) PAC 連続注入について 

PAC 連続注入により、流入水のリン酸態リン濃度は僅かではあるが減少する一方

で、PAC に起因する溶存アルミニウム濃度の上昇が確認された。フロックの堆積な

ど貯水池内で顕著な影響は確認されなかったが、浮遊性物質量や沈降性が僅かでは

あるが増加することから、継続して連続注入する場合は留意する必要があると考え

られた。 

また、溶存アルミニウムはアナベナ属に対して増殖阻害効果が確認され、貯水池

の藻類に対して影響を与えている可能性も考えられた。  
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前塩素注入時の高度浄水処理に関する調査 

水質センター 企画調査課 

１ はじめに 

当局では、冬期にトリクロラミン対策として、高度浄水処理系においても前塩素注入

による二段階塩素処理を行っている。しかし、塩素注入が BAC に与える影響や前塩素

注入時のオゾン注入に関する適正管理方法については、十分な検証がなされていない。

本調査は、三郷浄水場沈砂池に設置した実験プラントを用いて、前塩素注入時のアンモ

ニア態窒素や有機物の処理状況等について調査し、適正な浄水処理に資することを目的

とする。 

２ 実験内容 

実験プラントでは、三郷浄水場沈砂池から取水し、凝集沈殿→砂ろ過→オゾン処理→

BAC 処理までの浄水処理を行う。溶存オゾン 0.1mg/L で制御を行い、前塩素注入を行

う系（塩素系）及び行わない系（無塩素系）それぞれについて、フローサイトメーター

を用いた生菌数及び活性炭（上層）のアンモニア酸化古細菌（以下「AOA」という。）

及びアンモニア酸化細菌（以下「AOB」という。）コピー数を調査した。また、砂ろ過

水にアンモニア、かび臭原因物質（2-MIB、ジェオスミン）を添加して、処理性を調査

した。さらに、塩素注入時に溶存オゾン濃度目標値を段階的に変更して、かび臭原因物

質の処理について調査した。  

３ 結果 

(1) 生菌数 

前塩素注入により  砂ろ過水の生菌数は低下したが、BAC 処理水の生菌数は塩素注

入系と無塩素系で違いはなかった。  

(2) AOA・AOB 

無塩素系よりも塩素注入系はコピー数が少ない傾向にあった。  

(3) 水質項目除去率 

塩素注入系と無塩素系の除去率に差がみられた項

目を表１に示す。アンモニア態窒素は塩素注入期間中

だけでなく、塩素注入停止後にも BAC 除去率に差が

見られた。かび臭原因物質と UV260 は、塩素注入時

において塩素注入系のオゾン処理除去率が低くなる

傾向があった。  

(4) かび臭原因物質の除去 

溶存オゾン制御目標値を段階的に変更したときの

オゾン処理におけるかび臭原因物質除去率を図１、２

に示す。各溶存オゾン濃度において、無塩素系よりも

塩素注入系の除去率の方が低かった。  

表１ 水質項目除去率  

系統
塩素注入期間

注入（冬季） - - 58 68

未注入（夏季） - - 73 90

注入（冬季） 26 42 100 100

未注入（夏季） 66 68 100 100

注入（冬季） 36 53 100 100

未注入（夏季） 76 78 100 100

注入（冬季） 26 38 42 40

未注入（夏季） 47 48 40 46

アンモニア態窒素

2-MIB

ジェオスミン

UV260

項目

オゾン処理による除去率(%) BAC処理による除去率(%)

塩素注入系 無塩素系 塩素注入系 無塩素系

図２ ジェオスミン除去率 
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多摩川上流かび臭除去に関する調査 

水質センター 企画調査課 

１ はじめに 

近年、多摩川上流では河床に付着した藍
らん

藻類により、夏期を中心に高濃度のかび臭

（2-MIB）が発生している。多摩川を水源とする小作浄水場では、粉末活性炭注入設備

を増設して対応しているが、高い注入率で注入し続けなければならない状況が続いてお

り、対応に苦慮している。そこで、粉末活性炭注入率を少しでも削減するため、羽村導

水ポンプ所の沈砂池の活用を考慮した 2-MIB の処理方式を検討することとした。  

２ 実験内容 

玉川上水路上に設置した実験プラントにおいて、沈砂池への設置を考慮し滞留時間 20

分程度で実現可能性のある方法として選定した以下の４種類の処理方式を対象に、滞留

時間、2-MIB 濃度、曝気
ば っ き

量等の条件を変え、それぞれの 2-MIB の除去効果を検証した。  

(1) 回転円板処理 

円板体を水槽に約３割浸して回転させ、表面に形成した微生物膜で 2-MIB を分解

する。 

(2) 担体接触処理 

大きさ 1.5cm 程度のチューブ状の発泡担体を水槽に詰めて通水し、担体表面に形

成した微生物膜で 2-MIB を分解する。  

(3) ひも状担体処理 

モール状の担体を水中に吊
つ

るして繊維表面に形成した微生物膜で 2-MIB を分解す

る。 

(4) 波状担体処理 

表面が波型をした板状の担体を水槽に設置して通水し、担体表面に形成した微生

物膜で 2-MIB を分解する。  

３ 実験結果 

４種類の処理方式のうち、回転円板及び担体接触において顕著な除去効果が得られた。

滞留時間 20 分における 2-MIB 除去率は、高水温期（平均水温 20℃）では 40～50％、

中水温期（平均水温 13.6℃）では 30～40％、低水温期（平均水温 6.4℃）では 20～30％

であり、年間を通じて安定的に除去できることが確認できた。一方、ひも状担体及び波

状担体については、滞留時間を 60 分以上とした場合には 30～50％程度の除去効果が見

られることがあるものの、除去率の変動が大きく不安定であり、滞留時間 20 分では平

均の除去率が 10％未満と顕著な除去効果は見られなかった。  

また、別のかび臭原因物質であるジェオスミンを添加しその除去効果を検証した結果、

回転円板と担体接触において、2-MIB の場合と同様の除去効果があることが確認できた。 

さらに、担体接触処理において、曝気風量を変化させて除去効果を比較した結果、曝

気風量が 0.3～0.8m3/min では除去率は平均で 30～35％であったが、曝気を停止した場

合には、除去率が平均で 10％程度となり、曝気による撹拌効果の必要性が示唆された。 
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膜の更新に関する調査・実験 

水質センター 企画調査課 

１ はじめに 

砧浄水場・砧下浄水所では平成 19 年度から膜処理施設が稼働しており、今後、膜の

更新が必要となってくる。そのため、水質センターでは砧下浄水所に実験プラントを設

置し、新規膜による運転管理性に関する調査を行うこととした。本報告では平成 24 年

度から 26 年度までに実施した調査を基に、新規膜の比較を行った。  

２ 調査内容 

実験プラントに新規膜モジュールを設置し、原水を用いて、ろ過継続時間や PAC 注入

率を適宜変更することで、膜間差圧の推移を調査した。本調査では５種類の膜を選定し

実験を行った。使用した膜モジュールを表 1 に示す。 

表 1 使用した膜モジュール一覧 

 

３ 調査結果 

(1) 東レ製 0.05µmMF 膜について 

高濁度原水が流入すると膜間差圧が一時的に上昇した。その後、処理流束を 4.0m/

日から 1.6m/日に下げたところ東レ製 0.1µm とともに膜間差圧が減少したが、東レ

製 0.05µm の方がより大きく減少した。東レ製 0.1µm は元の差圧まで戻らなかった。  

(2) 東レ製 0.01µmUF 膜について 

高濁度原水が流入しても、膜間差圧はほとんど上昇しなかった。  

また、PAC２～５ppm を注入しても膜間差圧はほとんど上昇しなかった。  

(3) 旭化成ケミカルズ製 0.1µmMF 膜について 

ろ過継続時間を 55 分から 110 分、360 分まで延長し、PAC２～10ppm を注入して

運転したところ、東レ製 0.1µm と比べ膜間差圧の上昇幅が小さいことが確認できた。 

(4) 住友電工製 0.1µmMF 膜について 

高濁度原水が流入すると膜間差圧が一時的に上昇したが、東レ製 0.1µm と比べ差

圧の回復が早いことが分かった。  

４ まとめ 

水道用膜モジュール JWRC 使用適合認定登録一覧から、砧下浄水所に設置した実験プ

ラントに適合する新規膜を選定し、比較を行った。高濁度原水の流入による膜間差圧の

上昇や回復の早さを考えると、東レ製 0.01µm の UF 膜が適していた。  

また、高濁度原水の処理能力に加え、最大処理流束を考慮すると、東レ製 0.05µm の

MF 膜が適していた。 

型番（名称） HFM-2320 HFS-2320 HFU-2320 UNA-620AS OPMW-01A48

膜の種類 MF MF UF MF MF

孔径（µm) 0.1 0.05 0.01 0.1 0.1

材質
ＰＶＤＦ
（ポリフッ化ビニリデン）

ＰＶＤＦ
（ポリフッ化ビニリデン）

ＰＶＤＦ
（ポリフッ化ビニリデン）

ＰＶＤＦ
（ポリフッ化ビニリデン）

ＰＴＦＥ（テフロン）

備考
膜ろ過施設で使用中
本実験での比較対象

新規膜モジュール
公益財団法人　水道技術研究センター

水道用膜モジュールJWRC仕様適合認定登録一覧より、実験装置に適合するものを選定

メーカー 東レ 東レ 東レ
旭化成
ケミカルズ

住友電工

439



 

 

水質事故対応を目的とした PRTR 対象物質の分析方法の検討及び実態調査 

水質センター 検査課 

１ はじめに 

水質センターでは、平成 24 年に利根川水系で発生したホルムアルデヒド前駆物質に

よる水質事故を契機に、PRTR 情報を活用した水質事故対策を進めている。一都六県の

PRTR 情報に基づき、水源流域での事故リスクが高い物質をリストアップし、リスクマ

ップの作成や浄水処理性の確認を行っている。検査課では、その中で分析方法が未確立

である 34 物質について検討を行い、全物質で分析方法を確立した。  

また、確立した分析方法を用いて実態調査を行ったので、併せて報告する。  

２  調査内容 

(1) 分析方法の検討 

ア 文献調査による分析方法の選定  

イ 前処理方法・測定条件の検討  

ウ 検量線の確認  

エ 添加回収試験（原水・浄水）による定量下限値の決定  

(2) 実態調査 

ア 調査地点 区部浄水場（所）の原水・浄水、水源５水系の河川水  

イ 調査時期 平成 26 年８月～平成 27 年２月 

３ 調査結果 

(1) 分析法の検討 

検討の結果、LC/MS/MS 法をはじめとする 10 種類の方法で、34 物質全ての測定

を可能とした。対象物質の例と確立した分析方法及び定量下限値を下表に示す。  

対象物質 分析法 定量下限値  

ﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ、ｼﾞﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ、2-ｴﾁﾙﾍｷｻﾝ酸、ﾋﾄﾞﾛｷﾉﾝ（計４物質） 固相抽出-GC/MS 0.1～1μg/L 

2-ｱﾐﾉｴﾀﾉｰﾙ、ﾍｷｻﾃﾞｼﾙﾄﾘﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑ＝ｸﾛﾘﾄﾞ（計２物質）  LC/MS/MS① 1～2.5μg/L 

N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ、ﾄﾘｴﾁﾙｱﾐﾝ、ｼｸﾛﾍｷｼﾙｱﾐﾝ（計３物質）  LC/MS/MS② 1～2μg/L 

ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ（１物質） LC/MS/MS③ 1μg/L 

2,2-ｼﾞﾌﾞﾛﾓ-2-ｼｱﾉｱｾﾄｱﾐﾄﾞ（１物質） LC/MS 50μg/L 

1,2,4-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾒﾀｸﾘﾙ酸ﾒﾁﾙ他（計 17 物質） P&T-GC/MS 0.5～20μg/L 

ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ（１物質）  ICP-MS 1μg/L 

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)＝ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ他（計３物質）  固相抽出-HPLC 2μg/L 

ｸﾞﾙﾀﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ（１物質）  誘導体化-HPLC 50μg/L 

ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸（１物質） 吸光光度法  2000μg/L 

(2) 実態調査 

調査を行った 34 物質中、検出された物質は、2-アミノエタノール（最高値 30µg/L）、  

N,N-ジメチルホルムアミド（最高値 10µg/L）、及びバナジウム（最高値 31µg/L）の

３物質であった。浄水場の原水及び浄水については、バナジウムのみ検出された。

残り 31 物質については、全地点で不検出であった。  
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高速液体クロマトグラフによる陰イオン界面活性剤の 

分析方法における迅速化の検討 

水質センター 検査課 

１ はじめに 

陰イオン界面活性剤である直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（以下「LAS」

という。）は、洗濯用合成洗剤等で使用されている。水道では水質基準項目に位置付け

られており、当局では LAS（５物質）の分析を年４回、各浄水場の原水及び浄水につい

て行っている。  

LAS の分析方法は、告示法では固相抽出－高速液体クロマトグラフ法が規定されてい

る。固相抽出により試料を濃縮する前処理には時間が掛かるため、試料の測定が終了す

るまでに、半日以上の時間を要する。事故が起きた際の対応や業務の効率化を考えると、

分析方法の迅速化は重要な課題である。そこで、前処理を行わず、水試料のまま直接分

析機器に注入する分析方法（以下「直接注入法」という。）を確立するために検討を行

った。 

２ 実験内容 

(1) 再現性を得るための検討  

(2) 検量線の直線性の確認  

(3) 定量下限値の算出  

(4) 妥当性評価ガイドラインに基づく評価  

３ 実験結果 

(1) 告示法で規定されている溶離液、分離カラムを用いて検討を行った。始めはクロマ

トグラムに再現性がなかったが、使用する器具をメタノール洗浄、バイアルを共洗

いするなど、洗剤等のコンタミネーションやガラスの吸着に注意をしたところ、安

定したクロマトグラムを得ることができた。  

 (2) 検量線の直線性は、0.004～0.01mg/L の範囲で、５物質全てにおいて決定係数 0.99

以上の良好な直線となった。  

(3) 定量下限値は告示法と同様、５物質全てで 0.004mg/L（５物質合計で定量下限値

0.02mg/L）であった。  

(4) 金町浄水場の浄水、原水に 0.004mg/L となるように標準液を添加し、１日１回（２

併行）、５日間実施する枝分かれ実験を行った。原水、浄水共に真度（81～103％、

目標 70～120％）、併行精度（４～17％、目標 20％以下）、室内精度（11～24％、目

標 30％未満）を満たすことができた。  

以上の結果より、直接注入法での分析方法を確立することができ、試料分取から測定

終了までの分析時間が、半日以上から 10 分以内と大幅に短縮され、迅速な測定が可能

となった。 

また、前処理が省略できたことで、使用する有機溶媒や固相カラム等の使用量が減り、

分析に係るコストを抑えることができた。  
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浄水処理対応困難物質の水質検査方法開発及び浄水処理過程における挙動評価 

水質センター 検査課 

１ はじめに 

平成 24 年５月に利根川水系で発生したホルムアルデヒド事故の原因となったヘキサ

メチレンテトラミン（以下「HMT」という。）は、水質基準等による規制物質ではなか

ったものの、浄水処理により有害なホルムアルデヒドを生成する化学物質であった。こ

の対応として、平成 27 年３月、国は、HMT と同様に浄水処理の副生成物として水質基

準項目等に該当する有害な化学物質を生成する物質を新たに｢浄水処理対応困難物質｣

として分類し、14 物質を位置付けた。このうち検査方法のない 12 物質について検査方

法を開発するとともに、臭化物を除く 13 物質について塩素との反応性及び粉末活性炭

による除去性を調査し、浄水処理過程における挙動の評価を行った。  

また、当局の主要な水源等における検出実態を調査するとともに、14 物質のうち化学

物質排出移動量届出制度の対象である３物質について、平成 26 年度に水質センター監

視課が水源域における排出量から河川への流出の危険度を判定し図表にしたリスクマ

ップと検出実態を照合し、危険性の推定を行った。  

２ 検討結果 

(1) 浄水処理対応困難物質の検査方法の開発 

新たに検査方法の開発が必要な 12 物質について３つの検査方法を開発し、浄水処

理対応困難物質に該当する 14 物質全ての検査方法を整えることができた。  

(2) 浄水処理過程における挙動の評価 

臭化物を除く 13 物質について、次亜塩素酸ナトリウムとの反応性及び粉末活性炭

による除去性を検討した。その結果、クロロホルムに転化する物質は、粉末活性炭

処理が有効と評価できた。ホルムアルデヒドに転化する物質は、BAC によるホルム

アルデヒドの除去が可能であることから、浄水場への流入時には塩素注入によるホ

ルムアルデヒド転化後、BAC 処理で除去する対応が考えられた。  

(3) 主要な水源等における実態調査 

臭化物については大きな濃度変動がなく、それ以外の 13 物質については全ての調

査地点においていずれの物質も検出されなかった。  

また、PRTR 制度の対象である３物質のリスクマップから、それぞれ河川のリスク

が高い区間は上流域のごく僅かに限られており、これらの危険性は平時には少ない

ものと推定できた。  
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Establishment of measurement methods and investigation of removal 

characteristics for cyanotoxins 

Examination section, Water Quality Management Center 

1 Introduction 

In August 2014, “Do Not Drink” advisory was issued in Ohio, the USA, because 

microcystin (MC), one of the cyanotoxins which are produced by cyanobacteria that 

cause water bloom, was detected above WHO guideline value of MC-LR (1µg/L) in 

treated water.  In Japan, Ministry of Health, Labour and Welfare has classified 

MC-LR as one of “items for further study” and set provisional target value (0.8µg/L).  

Water bloom has been found in a part of water reservoirs since before. Therefore, we 

established measurement methods and investigated removal characteristics by 

powdered activated carbon (PAC) and sodium hypochlorite for the four typical 

cyanotoxins, MC-LR, MC-YR, MC-RR and anatoxin-a. 

2 Result of study 

(1) Establishment of measurement methods for cyanotoxins and validation of the  

measurement method for MCs. 

We examined measurement methods for the four typical cyanotoxins by LC/MS/MS.  

As a result, we established a simultaneous method for MCs using solid phase 

extraction as a sample preparation. Each of the limits of quantification  (LOQ) is 

0.08µg/L. This value is 1/10 of the provisional target value of MC-LR in Japan.  As 

for anatoxin-a, we established a method without sample preparation. LOQ is 

0.01µg/L (e.g. maximum acceptable value (provisional) in New Zealand: 6 µg/L).  

Additionally, we evaluated validity of the measurement method for MC-LR 

according to the Japanese guideline for validation of tap water quality tests, because 

MC-LR is classified as “items for further study”.  As a result, we confirmed that the 

measurement method satisfied the goals of the guideline in LOQ of MC-LR 

(0.08µg/L). 

(2) Investigations of removal characteristics by PAC and sodium hypochlorite for 

cyanotoxins. 

As a result of jar test using raw water wherein each concentration of four kinds of 

cyanotoxins were 1 µg/L, removal ratios of them were about from 60% to 80% with 

PAC dose of 50 ppm and almost 100% with PAC dose of 100ppm, respectively.  We 

also investigated removal with sodium hypochlorite using pure water wherein each 

concentration of MCs was 1 µg/L and that of anatoxin-a was 10 µg/L, respectively. As 

a result with sodium hypochlorite dose of 3 ppm, removal ratio of all MCs was almost 

100% (contact time: 30 minutes), whereas that of anatoxin-a was only 5% (contact 

time: 60 minutes). 

From these results, it is possible to remove cyanotoxins with a proper water 

treatment if they are detected in raw water. 

3 Progress of investigation in this year 

We started regular examinations for MC-LR in raw water and tested water as our 

water quality examination plan since this year. In order to collect and store 

information about cyanotoxins, we are also planning to investigate actual 

concentration of cyanotoxins in river water by established methods in the present 

study. 
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平成 26 年度多摩川上流かび臭産生藍藻に関する調査 

水質センター 検査課 

１ はじめに 

平成 23 年度以降、小作浄水場原水では 2-MIB 濃度が急激に上昇し、平成 25 年には

最大 220ng/L に達した。これまでの調査から、2-MIB 濃度の上昇は河床で増殖した付着

藍
らん

藻（Phormidium autumnale）に由来し、藍藻の増殖地点は流速などの河川環境によ

って変化することが分かっている。検査課では、平成 26 年度も継続して藍藻の発生状

況の調査を行った。  

また、藍藻分離株を用いた培養実験を行い、培養温度と藍藻の増殖及び 2-MIB 産生特

性の関係について明らかにした。  

２ 調査内容 

(1) 多摩川におけるかび臭産生藍藻の付着状況 

羽村堰
ぜき

から 23km 上流の寸庭橋、13km 上流の好文橋上流、７km 上流の釜の淵を

定点とし、おおむね月１回の頻度で河床の付着藍藻数を調査した。平成 25 年度の調

査で、従来の定点よりも上流側で藍藻の増加が確認されたことを受け、平成 26 年度

は寸庭橋を新たな定点とした。  

(2) 培養実験における藍藻分離株の増殖及び 2-MIB 産生特性 

水温の差による藍藻の増殖速度及び 2-MIB 産生能の違いを調べるため、培養温度

を６～22℃の間で４段階に設定し、藍藻の計数と溶存 2-MIB 濃度、総 2-MIB 濃度の

測定を行った。各温度における経時変化をより正確に測定するため、付着藍藻を複

数の試験管で培養し、任意の日数に試験管を抜き取って全量を測定に用いる実験方

法に改良した。  

３ 結果 

平成 26 年度は６～10 月に河川の流量増加が断続的に起きたため、小作浄水場原水

2-MIB 濃度は最大 41ng/L と低く抑えられた。11 月以降は出水がなく、藍藻数は大幅に

増加したが、水温が低かったため、2-MIB 濃度は 12ng/L 未満であった。寸庭橋の藍藻

数は 10 月まではごく僅かで、平成 25 年度に調査地点としていた奥多摩大橋（羽村堰か

ら 20km 上流）と同程度であったが、10 月の台風による流量増加で河川環境が変化した

のちは、最大 10 万単位 /cm2（糸状体 100µm を１単位とする）まで増大した。  

藍藻分離株の増殖速度は、12～22℃ではほぼ変わらず、６℃では低下するものの、高

水温と同等の密度まで増殖可能であることが分かった。 

また、溶存 2-MIB 濃度及び総 2-MIB 濃度は、いずれの温度条件でも時間経過ととも

に増加した。藍藻単位量当たりの増加量は 22℃で最も大きく、水温が低いほど小さかっ

た。 

培養実験の結果から、藍藻の増殖は低水温でも起こるが、2-MIB 産生能は高水温のと

きよりも低いということが分かった。これは、現場調査における藍藻数及び小作浄水場

原水 2-MIB 濃度の推移とよく一致した。  

444



 

 

朝霞浄水場におけるアンモニア除去に関する微生物の挙動調査 

水質センター 検査課 

１ はじめに 

安全でおいしい水道水の供給のため、平成 25 年 10 月、利根川水系全量が高度浄水処

理となるよう施設が整備された。しかし、低水温期は高度浄水処理の一端を担う BAC

池で生物活性が低下して NH3-N が漏洩
えい

し、塩素と反応してカルキ臭の原因であるトリ

クロラミンを生成してしまう問題がある。現在は二段階塩素処理でこれに対応している

が、過去には冬期に更新した BAC 池から二段階塩素処理終了後、NH3-N が漏洩したこ

とも確認されている。  

検査課では、BAC 池の最適な管理手法を確立するため、平成 24 年から朝霞浄水場で、

BAC 池活性炭中の NH3-N 酸化微生物の定量を行ってきた。今回は調査対象とする BAC

池（N-1 号池）が平成 26 年８月に更新された後、二段階塩素処理期間を経て NH3-Nが

100％除去されるまでの期間について、実施設更新後の NH3-N 酸化微生物の増殖状況の

把握を試みて活性炭中の NH3-N 酸化古細菌（Ammonia-Oxidizing Archaea：AOA）及

び NH3-N 酸化細菌（Ammonia-Oxidizing Bacteria：AOB）の定量を行った。  

また、平成 26 年に更新したいくつかの BAC 池において処理水中の AOA 及び AOB

を定量し、BAC 池の NH3-N 除去能の代替指標とできるか検討を行った。  

２ 調査内容 

月に１回、朝霞浄水場で N-1 号池の活性炭を採取した。活性炭から DNA を抽出後、

AOA と AOB の NH3-N 酸化酵素遺伝子を、定量 PCR により定量した。 

また、二段階塩素処理終了後から流入水中の NH3-N が 100％除去されるまでの間、

平成 26 年に更新したいくつかの BAC 池で処理水を採水し、処理水中の AOA 及び AOB

を定量した。  

３ 調査結果 

平成 26 年８月に更新した N-1 号池では、活性炭中の AOA の存在量が約３か月後に

1.0×107～1.0×108[コピー/乾燥重量ｇ]と、更新前の状態まで増殖・定着し、その後も

そのまま推移した。一方、AOB は更新約７か月後まで 1.0×105[コピー/乾燥重量ｇ]で

推移し、その後水温の上昇とともに、二段階塩素処理期間中でありながら更新前の状態

まで増殖・定着した。この BAC池は二段階塩素処理終了後１日で NH3-N除去能が 100 %

に達しており、AOA、AOB ともに約 1.0×107～1.0×108[コピー/乾燥重量ｇ]存在すれ

ば NH3-N 除去能が迅速に回復することが確認された。  

また、平成 26 年 11 月更新の BAC 池（S-11 号池）では、BAC 処理水中の AOA 及び

AOB が一定量まで増加した後、BAC 池が NH3-N 除去能を回復し始めており、BAC 池

の NH3-N 除去能回復に先立ち、BAC 処理水中の NH3-N 酸化微生物が増加する可能性

が示唆された。  
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水質汚染物質流下シミュレーションの改良 

水質センター 監視課 

１ はじめに 

水質汚染物質流下シミュレーション（以下「流下シミュレーション」という。）は、

水源水質事故発生時に、当局の取水地点や監視地点に汚染物質が到達する時間や、汚染

物質の濃度変化を予測するものである。流下シミュレーションの結果は、浄水場での対

応方針を決定する上で重要な情報となっており、迅速かつ的確な水質事故対応を実施す

る上で必要不可欠なものである。しかし、計算結果と実際の事故時の結果にズレが見ら

れることもあり、技術の進歩に合わせて精度を向上させることが課題となっていた。  

そこで、新しい計算モデルを導入し、流下シミュレーションを改良したので報告する。 

２ 新流下シミュレーションの特徴 

新しい流下シミュレーションは、初期条件として雨量観測値、水位観測値、汚染物質

濃度等を入力することで、最大４日後までの流達時間と汚染物質濃度を算出することが

できる。今回新たに、(1)一次元不定流モデルによる流量計算、(2)土地利用型タンクモデ

ルによる雨水の河川流出量計算、(3)移流拡散モデルによる汚染物質濃度計算を導入した。 

(1) 河道の流量計算には、時間の経過による流量変化を再現できる一次元不定流モデル

を採用した。新たに収集した河道断面データを用いることで、既往モデルよりも短

い、約 250ｍ間隔で流量を算定することができる。  

(2) 流域に降った雨水を河川流量に反映させるため、土地利用型タンクモデルを採用し

た。このモデルは土地利用（市街地、水田、畑、森林など）ごとに異なる流出特性

を設定することにより、高い精度で雨水流出を再現できる。  

(3) 汚染物質濃度計算には、移流と拡散を考慮して物質移送を計算する移流拡散モデル

を採用した。水源汚染物質として想定される約 530 物質について、水への溶解性や

拡散性などの物質特性を考慮した濃度計算を行うことができる。 

さらに、取水・導水施設の影響や、可動堰、水門の運用を流量に反映させることで、

計算精度の向上を図った。  

３ 精度検証 

流下シミュレーションの精度がどの程度向上したかを確認するために、新旧の流下シ

ミュレーションで流達時刻、流達汚染物質濃度を計算し、比較検証した。検証には、実

際に起きた過去の水質事故事例を用いた。  

その結果、流達時間の最大誤差率は既往モデルで 43％、新モデルで７％、流達汚染物

質濃度は既往モデルで 41％、新モデルで 24％と新しい流下シミュレーションは既往の

流下シミュレーションより大幅に精度が向上したことが分かった。  
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給水栓残留塩素の管理手法に関する調査 

水質センター 監視課 

１ はじめに 

当局では、平成 28 年度に「おいしさに関する水質目標」の残留塩素（以下「残塩」

という。）の達成率 100％を目指している。追加塩素設備の整備や利根川水系浄水場の全

量高度浄水処理化により達成率は年々上

昇しているが、区部は依然として夏期の

達成率が低い傾向にある。その最も大き

な要因は、夏期は同一配水区域内の残塩

濃度差が大きくなるため、区域末端で最

低限の残塩を確保しようとすると、その

他の部分の残塩が高くなってしまうこと

にある（右図参照）。そこで、このような

課題への対策について検討を行った。  

２ 調査方法及び結果 

(1) 配水区域全体の残塩濃度を下げる対策 

同一配水区域内の残塩濃度差が大きい場合でも、区域全体の残塩濃度を下げること

ができれば、達成率の向上が見込まれる。平成 26 年度夏期は自動水質計器において残

塩の管理目標値を一律 0.4mg/L としたが、区域末端で最低限必要な残塩を確保しつつ

自動水質計器の値を更に低い値で管理できる区域があるか調査を行った。調査は、小型

計器を調査対象区域に複数台設置し、1 週間程度連続測定を行った。  

その結果、金町系配水区域の一部では夏期に自動水質計器の値が 0.35mg/L まで下が

っても、配水区域内で最低限必要な残塩は確保できる可能性があることが分かった。さ

らに、平成 27 年度には、未調査の朝霞系や三郷系などを中心に同様の調査を行い、現

在より低い濃度で管理できる区域を洗い出し、実際の残塩管理に反映していく。  

(2) 配水区域内の残塩濃度差を縮減する対策 

水中の有機物が多いと、送配水過程で残塩の消費量が大きく、同一配水区域内の残

塩濃度差が大きくなる。そのため、浄水処理工程で効率よく有機物を除去するために、

オゾン注入率強化、粉末活性炭注入、凝集 pH 引下げの各方法について検討した。  

室内実験の結果、オゾン注入率強化では効果がなかったが、粉末活性炭注入及び凝

集 pH 引下げでは最大 0.15～0.20mg/L 程度残塩消費量を抑制できた。 

また、粉末活性炭注入より高い費用対効果が期待できる凝集 pH の引下げの方が、実

験プラントにおいても残塩消費量が抑制できる可能性が示された。今後、浄水場での実

施設検証等を通じ、その効果を確認していく。  

6/3 6/4 6/5 6/6 6/7

残
留
塩
素
濃
度

同一配水区域内の２つの計器の残塩濃度 （例）

↑末端の残塩確保のため低い計器を

0.4mg/L程度（管理目標値）で管理

↑高い計器は達成率が悪くなる
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小作浄水場における中間塩素処理について 

東村山浄水管理事務所 小作浄水場 

１ はじめに 

小作浄水場では、平成 22 年頃からかび臭原因物質（2-MIB）濃度の上昇による原水

水質の悪化が顕著になった。このため、活性炭注入設備や次亜注入設備を増強し対応し

てきたが、浄水処理コストが大幅に増大した。活性炭による 2-MIB 除去性を向上させる

ためには、中間塩素処理が有効である。そこで、平成 25 年度から仮設の中間塩素注入

設備を設置し、中間塩素処理導入に向けた検証実験を行ってきた。  

平成 26 年度についても、引き続き仮設設備による中間塩素処理を実施した。中間塩

素処理によって 2-MIB 除去性が向上したほか、前塩素停止が浄水処理に及ぼす影響など、

興味深い結果が得られたので報告する。  

２ 実験内容 

仮設の中間塩素注入設備を用いて、平成 25 年は冬期に中間塩素の注入地点及び混合

状況等に関する調査を実施した。平成 26 年度は、８月上旬から 12 月中旬までの期間（台

風や大雨の影響を受けた期間を除く。）で、2-MIB の処理性についても調査した。  

2-MIB 処理性の調査については、中間塩素処理を導入した際の処理効果を求めるため、

実施設を用いて行った。調査の方法は、小作浄水場には浄水処理系統が２系統あるため

前塩素処理と中間塩素処理を同時並行で実施し、各処理方法による 2-MIB 除去性の比較

を行った。 

また、ろ過池各池に小型自動水質計器を設置してろ過水の残留塩素濃度を連続的に測

定し、各群ろ過水の残留塩素濃度分布状況やろ過池洗浄時の残留塩素濃度変動状況につ

いて調査した。 

３ 実験結果 

仮設設備による中間塩素処理を実施し、以下について確認できた。  

(1) １系４点注入により、長期間にわたる中間塩素処理が実施可能であった。  

(2) 中間塩素処理により 2-MIB 除去性が大きく向上した。  

(3) 前塩素処理時と比較して浄水薬品使用量が大幅に削減された。  

(4) ろ過水の残留塩素濃度は各群間にばらつきが見られ、洗浄時には大きく変動してい

た。 

(5) 沈殿池の藻類対策など、中間塩素処理実施に伴う新たな対応が必要であった。  

448



 

 

金町浄水場高度浄水施設の処理状況について（その２） 

金町浄水管理事務所 技術課 

１ はじめに 

金町浄水場は、平成４年に東京都で初めて高度浄水施設の運転を開始した。その後、

三期にわたる工事を経て、平成 25 年４月 17 日に第２高度施設が運転を開始したことに

より全量高度浄水処理を達成した。第２高度施設では、当場では初めて植物系活性炭に

よる BAC 池が導入された。  

ここでは第１高度施設と第２高度施設の処理水質を比較するとともに、植物系活性炭

と石炭系活性炭の処理性等を比較し、平成 26 年度に得られた知見について報告する。  

２ 調査内容 

下記の点について調査した。  

(1) 第１高度系浄水（８号配水池）と第２高度系浄水（９号配水池）の水質比較  

(2) 第１高度施設と第２高度施設のオゾン処理水の水質比較  

(3) 植物系活性炭と石炭系活性炭の比較  

ア BAC 処理水の水質調査  

イ アンモニア酸化微生物の深度分布調査  

ウ 再生収率等の物性調査  

３ 調査結果 

(1) 第１高度系浄水と第２高度系浄水の水質に大きな違いはなく、粒状活性炭が新しく

第２高度系浄水の UV260 及び溶存有機炭素（以下「DOC」という。）が低くなった

昨年度とは異なる結果になった。  

(2) 第１高度施設と第２高度施設のオゾン処理水の水質に大きな違いはなかった。一方、

オゾン注入率については第１高度施設の方が高く、特に、溶存オゾン濃度管理   

目標値を 0.09mg/L から 0.30mg/L に変更した２月及び３月に顕著な差があった。  

(3) 年間を通じて、植物系活性炭の方が BAC 処理水の溶存酸素量が少なかった。一方、

NH3-N 濃度、pH 値、UV260 及び DOC には差がなかった。  

アンモニア酸化微生物数を深度別に見たところ、植物系活性炭、石炭系活性炭共

に深くなるに従い減少していた。いずれの深度においても、石炭系活性炭の方が植

物系活性炭より多くアンモニア酸化微生物を保持していた。  

通水後 15 か月経過した活性炭について物性調査を委託したところ、植物系活性炭、

石炭系活性炭共に吸着能力が納入時の６割程度まで低下していることが認められた。 

再生に関しては、植物系活性炭の方がより大きく吸着能力が回復し、再生収率も

良好であった。 
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三郷浄水場における植物炭の水処理性について 

金町浄水管理事務所 三郷浄水場 

１ はじめに 

三郷浄水場は、平成 25 年 10 月から高度浄水施設（Ⅱ期）の運用を開始し、全量高度

浄水処理の浄水場として稼働している。新たに稼働したⅡ期施設の BAC 池のうち１池

には、ヤシ殻を原料とした植物炭が試験的に導入された。実施設における植物炭の処理

性を把握するため、鉱物炭の BAC 処理水とともに継続的に水質調査を行ってきた。  

２ 実験内容 

(1) 植物炭、鉱物炭の BAC 処理水及びオゾン処理水について、月１回、各水質項目の

測定を行い、データを整理した。  

(2) 植物炭、鉱物炭の BAC 処理水に同量の塩素を添加し、遊離残留塩素（以下「残塩」

という。）の減少量について調査を行った。  

３ 実験結果 

(1) 溶存酸素やNH3-N及びNO2-Nは鉱物炭と植

物炭の間に差は見られなかった。  

UV260、TOC 等の有機物に関連する項目は、

植物炭は鉱物炭よりも処理性がやや悪いという

結果となった（図１）。  

また、原水水質が悪化した際には、その差も

大きくなる傾向がみられた。  

(2) 植物炭、鉱物炭それぞれの BAC 処理水に

塩素を添加した直後の残塩はほぼ同じ値で

あったが、72 時間後の値には多少の差が見

られた（表１）。  

このことから、今後、植物炭の導入が増加した場合は給水末端での残塩管理への影響

が少なからず表れると考えられる。特に、原水水質が悪化した際には有機物の処理の差

が大きくなることから、残塩減少量の差も大きくなると考えられるため注意が必要であ

る。 

今回の調査は試験導入された１池のみの結果であり、植物炭一般の性質なのかを判断

することはできない。今後、植物炭の試験導入が拡大されていく中で引き続き検証を実

施していく。植物炭はカーボンニュートラルの観点から二酸化炭素排出量の削減効果が

あること、また、再生時の歩留まりが鉱物炭よりも良いという環境面で優れた点がある。

環境面での利点と処理性とを総合的に考えていかなくてはならない。  

図１ 有機物の除去率  

表１ 残塩減少量比較  

添加直後 72h後 減少量

鉱物炭 0.65 0.26 Δ 0.39
植物炭 0.66 0.23 Δ 0.43
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冬期低水温期における生物活性炭吸着池立ち上げ実験調査 

朝霞浄水管理事務所 技術課 

１ はじめに 

浄水処理工程における BAC 池は、低水温期に処理能が低下することで、NH3-N が漏洩
えい

しトリクロラミンが生成されることが知られている。これまでに、新炭に経年炭を加え

た BAC 池の調査実験や、遺伝子を用いた BAC 池の硝化細菌の定量調査などが行われて

いるが、低水温期における BAC 池立ち上げから NH3-N を 100％除去するまで（以下

「BAC 化」という。）の基礎的なデータはまだ得られていない。  

朝霞浄水場では、第二高度浄水施設の稼働により、BAC 池が 64 池となった。このた

め、今後更新が低水温期に立ち上げとなることを想定して実験を行った。NH3-N を添加

する系と NH3-N を添加せず通常の立ち上げを行う系を設定して、BAC 化するまでの期

間やそれぞれの測定項目の違いに関する基礎的なデータを得ることを目的とし、ここか

ら得られたデータを元に、実運用する BAC 池の効率的な維持管理に活用する。  

２ 実験内容 

実験装置を用いて、低水温期での BAC 池立ち上げを想定し、塩化アンモニウムを添

加して NH3-N 濃度を 0.10 mg/L とした系（添加系）と通常の立ち上げの系（対照系）

で実験を行った。実験期間は、BAC 化するまで行い、定期的にサンプリングした。測定

項目は、水温、NH3-N 濃度、NO2-N 濃度、TOC、ATP、生菌数、定量 PCR を用いた活

性炭に付着している硝化微生物量である。  

３ 実験結果 

実験期間は平成 27 年１月 16 日から同年６月 12 日までの 147 日間行った。NH3-N 除

去に関して、除去開始まで添加系で 101 日に対し、対照系では 137 日掛かった。BAC

化までは、添加系で 115 日、対照系で 139 日掛かった。ATP に関して、添加系では NH3-N

除去が始まる一週間ほど前に値の上昇が見られたが、対照系では大きな変化は見られな

かった。生菌数に関して、添加系では NH3-N 除去が起きる付近で値が低下し上昇した

が、対照系では上昇のみであった。定量 PCR を用いた硝化微生物量は、実験開始当初

から NH3-N の有無にかかわらず、それぞれの系でゆっくりと増加する傾向であった。  

ATP に関しては、夏期の BAC 池立ち上げ実験と同様の傾向を確認できた。  

また、硝化微生物に関して、NH3-N が BAC 池に流入しないと硝化微生物は定着し増

殖しないと考えられていたが、検出限界値以下の濃度であっても BAC 化は進むことが

分かった。 
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