第８

調 査 実 験

配管等を用いた残留塩素挙動調査
給水部
１

給水課

はじめに
当局では平成 16 年度からすべての貯水槽水道を対象として点検調査を継続的に実施し、

貯水槽水道の設置者に対して施設の適正管理に関する指導・助言を行っている。
この指導・助言をより実効性のあるものとするため、平成 26 年度からの２箇年でモデ
ル配管やモデル貯水槽を用いた実験を行い、配管材質や経年配管による残留塩素消費の差
異や高置水槽における水温上昇抑制対策の効果の確認を行った結果、一定の知見が得られ
たので報告する。
２

実験内容・結果
(1) 経年管の通水試験
配管通過後の残留塩素濃度への影響を把握することを目的とし、鋼管及び塩ビ管と
それぞれの経年管を設置して、配管通水前後の水温及び残留塩素濃度を測定した。
なお、配管への通水流量は実施設での使用水量を考慮して１～20 L/min とした。
その結果、経年鋼管で配管内の塩素消費量が大きく、塩ビ管については経年による
塩素消費はほとんど見られなかった。通水流量の違いについては、経年鋼管において
通水流量が多いほど管内の残留塩素減少量は小さくなった。
(2) 高置水槽における水温上昇抑制効果確認調査
水温の上昇を抑制する処置の効果について確認することを目的として、熱交換塗料
及び遮光シートによる被覆を実施し、水温及び残留塩素の挙動を確認した。
その結果、高置水槽の回転数を大きくすることで、残留塩素減少抑制効果は得られ
たが、水温上昇抑制効果はなかった。また、無対策に対して遮光シート被覆により、
夏季に２℃程度の水温上昇抑制効果及び残留塩素濃度 0.05 mg/L 程度の減少抑制効果
が得られた。

３

まとめ
鋼管及び塩ビ管とそれぞれの経年管の通水試験を実施した結果、鋼管について経年によ

る塩素消費量の増加が認められたが、通常実施設で使用される通水量では大きな増加は認
められなかった。また、高置水槽における水温上昇抑制効果、残留塩素消費抑制を向上さ
せるためには、遮光が有効であることが分かった。今後、本調査で得られた知見は、貯水
槽水道の設置者に対する指導・助言において、より具体的かつ適切な改善提案を行うため
に利用していきたいと考えている。

平成 27 年度多摩地区における残留塩素適正管理に向けた取組
多摩水道改革推進本部調整部
１

技術指導課

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 0.1 mg/L 以上

0.4 mg/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。
多摩地区全体でみると、総配水量の約８割を東村山等大規模 浄水場からの補給水が占め
ており、この広範囲の配水エリアの給水栓の残塩を目標設定内で管理するため、各給水所
やポンプ所等に追加塩素注入設備を整備・拡充してきた。
残塩目標値の達成に向け、平成 27 年度は、除鉄・除マンガン設備を有する浄水所及び
新たに運用を開始したひむら浄水所の配水区域において実態調査を実施し、それぞれの残
塩管理目標値等の検討を行った。
２

調査内容
(1) 除鉄・除マンガン設備出口の残塩管理目標値の引下げの検討
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。除鉄・除マン
ガン設備の出口残塩は、一般的に 0.5 mg/L 程度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三鷹新川浄水所において、設備出
口の残塩濃度を引き下げた場合の鉄及びマンガンの 処理状況について調査した。
(2) 残塩実態調査
ひむら浄水所の配水区域において調査地点を４地点選定し、年３回残塩濃度等を連
続測定し、配水区域の残塩濃度等の実態を調査した。

３

調査結果
(1) 除鉄・除マンガン設備出口の残塩管理目標値の引下げの検討
設備出口の残塩を 0.50 mg/L から 0.45 mg/L に引き下げても、鉄及びマンガンの除
去率に影響がないことが確認された。
(2) 残塩実態調査
ひむら浄水所配水区域では、降雨による残塩低下の影響は小さかった。また、自動
水質計器は配水区域の残塩を適切に管理できる地点であった。
一方、流達時間の長い地域では適正管理に向けた対策が必要なことが明らかとなり、
関係部署と連携して検討・実施していくこととした 。

小河内浄水所におけるトリクロロ酢酸対策（その５）
多摩水道改革推進本部調整部
１

技術指導課

はじめに
消毒副生成物の一つであるトリクロロ酢酸（以下「TCA」という。）の水道水質基準は、

平成 27 年４月より 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、TCA 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ことから、緩速ろ過池の砂層上に粒状活性炭を敷き込
み、TCA の低減化を図ってきた。
これまでに実施してきた調査によって、以下のことが明らかになっている。①TCA 生成
能と塩素注入前のろ過水色度には高い相関性があり、ろ過水色度を 1.2 以下にすることで
ることで TCA 生成能を基準値の 50%以下にすることができる。②緩速ろ過池の砂層上に
敷き込んだ粒状活性炭で TCA の前駆物質を吸着除去することで、TCA の水質基準強化に
対応が可能である。③色度除去率は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）から推定できる。④ろ過砂上に 20cm 厚の粒状活性炭を敷き、
原水色度が高くなった時にピークカットを行うことで、実用的な運用を行うことができる。
平成 27 年度は、これまでの調査から得られた条件でろ過池の運用を行い、実際の状況
について調査を行った。
なお、本浄水所は、平成 28 年４月４日より粒状活性炭塔と膜ろ過方式との併用による
施設へ更新されている（現在の施設は仮設）。
２

調査方法
緩速ろ過池３池に 20cm 厚で粒状活性炭を敷き込み、ろ過池を運用した。累積色度負荷

を日ごとに計算し、色度除去率を推定するとともに、水質計器によるろ過水色度の測定、
給水栓水の水質検査などにより、水質状況を調査した。
３

結果と考察
累積色度負荷が上限値（449 度/100m 3 ）に到達したのはほぼ試算値（125 日間）どおり

であった。この間、ろ過水色度は 1.0 度以下、給水栓の TCA 濃度は 0.001mg/L 以下に抑
えられていた。
また、ろ過水色度上限値の引き上げ及びピークカット色度の引下げを行うことで、累積
色 度 負 荷 上 限 値 を 引 き 上 げ て 運 用 し た が 、 ろ 過 水 色 度 1.0 度 以 下 、 給 水 栓 TCA 濃 度
0.001mg/L 以下を維持しつつ、粒状活性炭の継続使用日数を延長できることが確認された。

平成 27 年度多摩川上流かび臭除去に関する調査
水質センター
１

企画調査課

はじめに
らん

近年、多摩川上流では河床に付着した藍藻類により夏季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、前年度までの実験結果を踏まえ、一
定程度のかび臭除去効果が期待できる方法として選定した以下の処理方式を対象に、接
ばっ き

触時間、2-MIB 濃度、曝 気 量等の条件を変え、2-MIB の除去効果を検証した。
(1) 回転円板処理
円板体を水槽に浸して回転させ、表面に形成した生物膜で 2-MIB を分解する。軸平
行流と軸垂直流とで除去性の比較を実施した。
(2) 担体接触処理
大きさ 1.0 から 1.5cm 程度の担体を水槽に詰めて通水し、担体表面に形成した生物
膜で 2-MIB を分解する。発泡担体、平滑担体、スポンジ担体の３種類の担体で除去性
の比較を実施した。
３

実験結果
回転円板処理において、原水の流入方式（軸平行流又は軸垂直流）による処理性を比
較した結果、実験時期、接触時間によらず両流入方式で 2-MIB の除去率に大きな違いは
見られなかった（５～10 月の接触時間 20 分の平均除去率は軸平行 41％、軸垂直 43％）。
ここから、回転円板処理を導入する際には、設置場所の状況により流入方向（処理装置
設置方向）を選択できると考えられる。
担体接触処理において、３種類の担体の除去性を比較したところ、2-MIB 除去率は、
発泡担体とスポンジ担体では 30～40％の除去率であったのに対し、平滑担体は 20％未
満の除去率であり、発泡担体とスポンジ担体の処理性が比較的高いことが確認された
ばっ き

（除去率は、高温期（６月から 10 月まで）・接触時間 20 分・曝 気 有りの結果）。また、
ばっ き

ばっ き

曝 気 風量を変化させて実験を行ったところ、曝 気 風量が 0.2m 3 /min までは 2-MIB 除去
ばっ き

率の向上が見られた。ここから 0.2m 3 /min 程度が除去率向上に必要な最低曝 気 量である
ことが示唆された。
円板及び担体に付着している生物膜を採取し菌種の同定を行ったところ、 ２種の
2-MIB 分解菌を同定することができた。同定した分解菌 を純粋培養し、担体への付着固
定化を試みた結果、特にスポンジ担体において分解菌を高濃度に付着できることが確認
できた。今後、これを用いてより高効率な処理に向けた検証を実施していく予定である。

残留塩素濃度による砂ろ過池影響調査について
水質センター
１

企画調査課

背景および目的
残留塩素について、平成 28 年度までに、おいしさに関する水質目標 100％達成を目指し、

様々な対策を実施している。その一環として、冬期における浄水場送水の残留塩素濃度を
0.45mg/L まで下げられるように、砂ろ過処理前の残留塩素濃度を低下させた場合のマン
ガン等の処理に与える影響を把握する。

２

調査方法
三郷浄水場内に設置した砂ろ過塔（Φ100mm×2,500mm）を用いて、BAC 処理水にマン

ガン等を所定の濃度となるように添加し、異なる残留塩素濃度による砂ろ過処理水のマン
ガン等の濃度を測定した。
調査期間は、①平成 27 年 11 月から平成 28 年１月まで、及び②平成 28 年１月から３月
までとした。
ろ材の採取場所は、調査期間①では朝霞浄水場第２高度後段ろ過池（K-7 号池）、調査期
間②では小作浄水場ろ過池（C-1、C-2 号池）とした。
添加濃度は、マンガンを 0.1mg/L、アルミニウムを 0.1mg/L、次亜塩素酸ナトリウムを
調査期間①では 0.1 から 1.0mg/L、調査期間②では 0.1 から 0.4mg/L とした。

３

調査結果
(1) 朝霞浄水場のろ過砂
ろ過砂に酸化マンガンの被膜がほとんどなく、マンガン砂となっていないため、溶
存マンガンを除去できなかった。 次亜塩素酸ナトリウムの注入濃度を大幅に強化する
と、徐々に溶存マンガンが除去できるようになった。
(2) 小作浄水場のろ過砂
溶存マンガンの添加濃度 0.1mg/L に対して、ろ過水の遊離残留塩素濃度 0.3mg/L
以上で持続的な除去能が機能することが確認された。ろ過砂による初期の溶存マンガ
ン除去能については今後確認する必要がある。

前塩素注入時における高度浄水処理に関する調査（その２）
水質センター
１

企画調査課

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。前塩素注入がオゾン処理や BAC 処理に与える影響を確
認するため、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を行った。調査内容のうち、平成 28 年４
月までの結果をまとめて報告する。
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、冬期のみ前塩素注入
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、 砂ろ過水に回分式も
しくは連続式でアンモニア、かび臭原因物質（2-MIB、ジェオスミン）、アルデヒド類等を
添加し、各系で処理を行った。塩素注入期間中は、高度系原水槽において遊離残留塩素が
0.15mg/L程度になるように、点検時に注入率を調整した。BAC層上層部から下層部にかけ
て段階的に各層の処理水を採水し、処理性を確認した。
結果
(1) オゾン処理による有機物の除去
塩素注入期間におけるかび臭原因物質、UV 260 、ハロ酢酸生成能（以下「ハロ酢酸-FP」
という。）、トリハロメタン生成能（以下「THM-FP」という。）の除去率は、無塩素
系と比較すると塩素系は 10%から 20％程度低かった。
(2) BAC 処理による有機物の除去
TOC、UV 260 、ハロ酢酸-FP、THM-FP の除去率は、全ての期間で、塩素系と無塩
素系の除去率に差は見られなかった。かび臭原因物質及びアルデヒド類の除去率は、
明確な傾向は得られなかったものの、前塩素注入期間に塩素系のみ低くなるデータも
見られた。
(3) BAC 処理によるアンモニア態窒素の除去
図１及び図２に BAC 流入
１とした、各層のアンモニア
態窒素濃度比の平均を示す。
上層から 50cm での濃度を比
較すると、どの期間でも、塩
素 系 は 10%程 度 し か 減 少 し な
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いが、無塩素系は 20％程度減少した。
一方、BAC 出口では、どちらの系もほぼ同じ濃度まで減少した。これは塩素系の上
層部においては、前塩素の影響を受けて生物によるアンモニア態窒素の除去能力が低
下したことが原因と考えられる。

平成 27 年度原水水質異常検知に関する調査
水質センター
１

企画調査課

はじめに
平成 24 年５月に利根川水系の浄水場においてホルムアルデヒド検出事故が発生した。

この事故の原因物質はホルムアルデヒド自体ではなく、前駆物質であるヘキサメチレンテ
トラミン（以下「HMT」という。）であった。この事故を契機に、厚生労働省は通常の浄
水処理により水質基準項目等を高い比率で生成する物質を「浄水処理対応困難物質」と位
置付けた。今後は原水の取水地点の上流での事故に備えて、平常時と事故時における原水
水質の監視をする必要性が高まっている。
これまでにホルムアルデヒドを生成する浄水処理対応困難物質は、塩素と反応しクロラ
ミン類も生成することが確認されている。そこで、クロラミン計を活用して、浄水処理対
応困難物質による原水水質の異常を検知するための手法を検討した。
２

実験内容
評価物質を表１に示す。反応条件（反応時間・温度・有効塩素濃度・アンモニア態窒素

添加濃度等）の検討を行い、原水を一定量採水し、次亜塩素酸ナトリウムとの反応を行う
装置（以下「前処理装置」という。）を開発し、この前処理装置で生成したクロラミン類を
クロラミン計で測定するクロラミン FP 計を作
製した。初めに、脱塩した水道水に評価物質を
添加して動作確認試験を行った。その後に、金
町浄水場にクロラミン FP 計を設置し、浄水場
原水に評価物質を添加しない条件と評価物質を
一定濃度連続的に添加する条件でクロラミン類

表１

評価物質一覧

ホルムアルデヒド
生成率（％）
ヘキサメチレンテトラミン （HMT）
90
1,1-ジメチルヒドラジン （DMH）
25
N,N -ジメチルアニリン （DMAN）
20
トリメチルアミン （TMA）
37
テトラメチルエチレンジアミン（TMED）
50
N,N -ジメチルエチルアミン （DMEA）
20
ジメチルアミノエタノール （DMAE）
20
1,1-ジメチルグアニジン （DMGu）
6.4
評価物質名

の測定を行った。
３

実験結果
反応条件は反応時間 30 分・温度 40℃・有効塩素濃度７mg/L・アンモニア態窒素添加濃

度 0.5mg/L とした。評価物質を添加しない条件でのクロラミン類の測定値のばらつきを平
常範囲とし、評価物質を添加した条件での測定値が平常範囲から外
れたものを異常値と判断して、原水水質異常検知の検証を行った。
評 価 物 質 を 金 町 原 水 に 添 加 し た 結 果 、 HMT は ジ ク ロ ラ ミ ン が 、
DMGu はモノクロラミンとジクロラミンが、その他の物質について
はモノクロラミンが検出されることで異常の検知が可能と考えられ
た。検知可能なおよその下限値を求めるために表２の反応液濃度で
測定を行った結果、DMAN 以外の物質で異常値として検知すること
ができた。

表２ ホルムアルデヒド
換算評価物質反応液濃度
評価
反応液濃度
物質名
（μg/L）
HMT
200
DMH
150
DMAN
60
TMA
150
TMED
80
DMEA
40
DMAE
40
DMGu
40

要検討項目の分析法の検討
水質センター
１

検査課

はじめに
平成 16 年１月、毒性評価が定まらず、水道水中での検出実態が明らかでないことか
ら、水質基準に含めていないが、今後情報や知見の収集が必要である 40 項目が「要検
討項目」としてリストアップされた。その後、「要検討項目」は適宜見直され、平成 27
年度末現在では 47 項目となった。
当局では、モニタリングなどの必要性を検討し、要検討項目のうち分析が可能ないく
つかの項目の検査を行い、その結果を公表してきた。平成 28 年度からは水質状況の監
視強化のため、要検討項目すべての項目の水質検査を行うこととした。新たに検査を始
める項目について、分析作業の効率化を図るため、前処理を軽減できる検査方法を検討
した。また、それらの項目の実態調査結果についても合わせて報告する。

２

検査方法の検討
要検討項目のうち、13 項目(アクリルアミド、アクリル酸、トリエチレンテトラミン、
2,4-ジアミノトルエン、2,6-ジアミノトルエン、N,N-ジメチルアニリン、有機スズ化合
物、MX、ヒドラジン、酢酸ビニル、1,2-ブタジエン、1,3-ブタジエン、ミクロキスチン
LR)の水質検査を今年度から追加した。それらのうち固相抽出や誘導体化などの前処理
が必要な項目を中心に、直接注入-LC-MS/MS による一斉分析法への移行を検討した。
検討では「水道水質検査における妥当性評価ガイドライン」に従い、各項目の検量線の
評価を行い、原水及び浄水への添加実験の変動係数及び真度により定量下限値を確認し
た。

３

実態調査結果
「平成 28 年度水質検査計画」において、区部の８浄水場及び多摩地区２浄水所の原
水・浄水及びその系統の給水栓水(MX は、消毒副生成物であるため、給水栓水のみ)で
水質検査を行い、すべて定量下限値未満であることを確認した。

要検討項目の検出状況（有機フッ素化合物、ダイオキシン類及び過塩素酸）
水質センター
１

検査課

はじめに
水道水質基準には、水道法基づく水質基準項目以外にも、毒性評価が定まらないこと
や浄水中の存在量が不明等の理由から、水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類で
きない項目として「要検討項目」が分類されている。要検討項目には、平成28年４月現
在、有機フッ素化合物、ダイオキシン類、過塩素酸等をはじめとして、47項目が挙げら
れている。
当局は、平成17年度以降に有機フッ素化合物、平成16年度以降にダイオキシン類、平
成18年度以降に過塩素酸の検出状況の調査を行ってきたと同時に、これらの物質を直営
で検査できる全国で唯一の水道事業体であり、水質事故時には迅速な対応が可能である。
今回はその３項目について、これまでの検出状況の結果と傾向について報告する。

２

結果
(1) 有機フッ素化合物（PFCs）
区部表流水系浄水場においては、PFOS及びPFOAはいずれも0.010 μg/L以下、PFCs
検出総量は0.015 μg/L以下であった。区部伏流水・地下水系及び多摩地下水系浄水場
（所）においては、PFOS及びPFOSは区部表流水系浄水場よりも高い0.010 μg/L以上、
一部の多摩地下水系浄水所においては0.200 μg/Lを超えており、類縁物質も多数検出
された。区部地下水系の杉並浄水所１号井及び２号井ではPFCs検出総量の有意な減少
がみられ、PFOSが減少に寄与している一方、PFOS及びPFOAの代替品として製造及
び使用されているPFHxSは減少がみられなかった。
(2) ダイオキシン類
以下、クロロジベンゾパラジオキシンを「CDD」、クロロジベンゾフランを「CDF」
という。原水では、検出総量ではOCDD（Octa-CDD）、モノオルトPCBs及びTeCDDs
（Tetra-CDDs）等が高かったが、毒性等量によって評価すると、検出総量では濃度が
低いPeCDDs、HxCDDs、HxCDFs及びHpCDDs（Hepta-CDDs）の4物質で大半を占
めていた。
浄水では、ほとんどの浄水場（所）においてTeCDFsの割合が高かった。ダイオキ
シン類のうちTeCDFsは浄水処理過程における除去率が低いことから、浄水における
TeCDFsの割合が相対的に高くなったと考えられる。
(3) 過塩素酸
排出源において、平成23年から平成24年までの３回にわたり、排水から高濃度の過
塩素酸が検出されたがその間を含めて、東京都の取水３地点の濃度は、要検討項目の
目標値である25 μg/Lを下回っていた。

３ 今後の展開
要検討項目の検出状況の調査を引き続き行い、水源、原水及び浄水における安全性を
確認する。検出状況を鑑み、必要に応じて調査地点や調査頻度等を見直していく。

未知物質による水質事故への対応
水質センター
１

検査課

はじめに
平成 24 年５月、利根川水系の浄水場でホルムアルデヒドが高濃度で検出される水質事

故が発生した。事故当時、河川水からホルムアルデヒドは検出されていなかったことから、
原因の特定には時間を要した。事故発見から約１週間後、原因物質はホルムアルデヒド自
体ではなく、消毒用の塩素と反応してホルムアルデヒドを生成するヘキサメチレンテトラ
ミンであると発表された。
事故発生当時、当局で保有していた分析機器は、既知物質の定量が主な目的で、試料中
にどのような物質が含まれているかを特定するには不向きであった。本水質事故を受け、
事故原因物質が不明である場合の「未知物質」を迅速に特定するための水質センター検査
課の取組みを報告する。
２

事故対応に関する取組み
(1) 分析時間短縮可能な装置の導入
既存の装置での分析において、固相抽出などを必要とし、分析に半日程か かるため、
原因物質を迅速に特定することは難しい。そこで、液体クロマトグラフ -飛行時間型質
量分析計(LC-TOFMS)、固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフ(SPME-GC/MS)を導
入し、短時間で分析することが可能になった。LC-TOFMS は、揮発しない物質につ
いて精密な質量を求めることができる機器である。 SPME-GC/MS は、多少揮発する
物質について選択的に抽出して分析できる機器である。未知物質の事故時にはこれら
の装置を使って物質の特定を図る。
平常時は、河川水源、浄水場原水を定期的に測定し、水質情報を蓄積している。ま
た、PRTR 法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律)の規制対象となっている物質など、水源河川に流出する恐れのある物質に ついて、
あらかじめこれらの装置について測定を行い、データベースを拡充することで、未知
物質特定の精度を高めている。
(2) マニュアル策定及び事故対応訓練の実施
水質事故時の一層円滑な水質検査の実施を目的として、 検査課では「水質事故時の
水質検査対応マニュアル」を策定し、検査対象項目ごとの実施手順等が示された。平
成 27 年度、マニュアルに基づいた事故対応訓練を２回実施した。実施手順を確認す
るとともに、得られた反省点をもとに、コンタミネーションを防ぐための適切な採水
容器の選択などについてマニュアルの改定を行った。

シクロヘキシルアミンの塩素反応物の調査
水質センター
１

検査課

はじめに
当局が実施した平成 26 (2014) 年度のお客さま満足度調査において、水質に対する満足

度として不満の割合が最も高かった項目は「においの少なさ」であり、14.5％が不満と回
答していた。水道水の「におい」としては、かび臭、カルキ臭が知られており、当局でも
これらの臭気に対して現在様々な対策を実施している。しかし、水道水の「におい」には
かび臭、カルキ臭以外にも様々な臭気があり、更なる取組が求められている。
当局では、平成 25 (2013) 年度から臭気に対する新しい取組を始めた。また、当センタ
ーに新しく導入した「臭い嗅ぎガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS)」によって、臭
気物質の調査を行った。
２

臭気に対する取組
当局では、日常の給水栓水の臭気確認、お客さまお問合わせ状況の把握、及び臭い嗅ぎ

GC-MS による浄水の臭気監視の３つの態勢を整備し、臭気に対する取組を強化した。取組
を始めてから顕著な異臭事故は起きていないが、今後もこれらの取組を続け、異臭事故を
早期に発見し対応できるようにする。また、平常時の浄水についてクロラミン臭以外の臭
気があれば、その原因物質についての調査も行う予定である。
３

臭い嗅ぎ GC-MS を用いた臭気物質の調査
臭い嗅ぎ GC-MS は試料をガスクロマトグラフ (GC) で分離した後、質量分析計 (MS)

で検出すると同時に人の鼻で臭気を嗅ぐことができるという特徴がある。そこで、過去の
水質事故で知見があまり得られていない、昭和 45 (1970) 年に利根川・荒川水系で玉ねぎ
腐敗臭を発生した水質事故の原因物質であるシクロヘキシルアミンの塩素処理により生成
する臭気物質について、臭い嗅ぎ GC-MS を用いて調査を行った。
測定条件の検討を行った結果、玉ねぎ腐敗臭の原因であると思われるピークを分離する
ことができた。今後は、強い玉ねぎ腐敗臭がするピークについて、化合物の同定を試みる
予定である。

原虫類の浄水処理指標としての好気性芽胞菌試験方法の確立と実態調査
水質センター
１

検査課

はじめに
2011 年の WHO 飲料水水質ガイドライン第４版で、クリプトスポリジウムの感染確率が

50 倍に引き上げられ、水道水に求められる安全性がより厳しくなった。
それを契機として水質センターでは、浄水処理工程における原虫類（クリプトスポリジ
ウム及びジアルジア）の除去性の把握を目的として調査を開始した。
クリプトスポリジウムの微生物学的代替指標として文献報告されている「好気性芽胞
菌」（以下「芽胞菌」という。）に注目し、試験方法の検討と浄水処理における実態調査を
行い、浄水場での芽胞菌除去率を求め、原虫類の除去性について考察を行った。
２

調査内容
(1) 芽胞菌の濃縮方法及び芽胞菌を選択的に培養する方法の検討
従来法は低濃度試料の測定に適していなかったため、メンブレンフィルターを用い
て 10000 倍に濃縮し加熱することで芽胞菌のみを選択的に培養する方法の検討を行
った。
(2) 浄水場工程水での実態調査
朝霞浄水場及び三郷浄水場の工程水について、芽胞菌の測定を行い、各工程での除
去率の算出を行った。
(3) オゾンによる原虫類の不活化調査
実態調査において、芽胞菌がクリプトスポリジウムと比べてオゾン処理で不活化さ
れやすいことが分かったため追加の検討を行った。金町浄水場において水温が約５～
30℃の数段階の場合の、オゾン処理入口から BAC 池入口までの各槽の溶存オゾン濃
度のデータを利用し原虫類の不活化率を算出した。

３

調査結果
(1) 従来法と今回検討した方法で同じ試料水を測定したところ、同程度の計数結果が得
られたため、低濃度試料の測定に適した方法を確立できた。
(2) 浄水場の実態調査から、凝集沈殿や砂ろ過での 好気性芽胞菌の除去を確認できた。
オゾンによる不活化を除いた浄水処理工程全体で約 3.5～4.5 log（ 約 99.97 %か ら
99.997 %）の除去率を有していた。
(3) オゾンによる不活化調査において、不活化率は低水温時でもクリプトスポリジウム
は約 28％、ジアルジアは約 97％であった。
（水温 4.4℃、溶存オゾン濃度 0.19 mg/L）

４

まとめ
今回の調査から推定された浄水場の原虫類除去率は、過去５年間の原虫類検出数等を基

に WHO のガイドラインに従い計算した目標除去率を満たすことが確認できた。

平成 27 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
１

検査課

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 年には過

去最大の 220ng/L に達した。2-MIB 濃度の上昇は河床の石に付着する藍藻（ Phormidium

autumnale ）に由来し、藍藻の量は出水による河川環境の変化に影響を受けることが分か
っている。平成 27 年度における小作浄水場原水の最大 2-MIB 濃度は 66 ng/L と、例年に
比べてやや低かった。水質センターでは、平成 26 年度に引き続き河川定点における藍藻
ぜき

の発生状況調査を行うとともに、平成 27 年度は羽村取水堰 上流の広範囲で藍藻の発生状
況を確認する分布調査を行った。また、平成 26 年度の藍藻培養実験から、水温が高いほ
ど 2-MIB 産生能が高いことが明らかになったため、平成 27 年度の培養実験では、藍藻が
増殖中の水温低下による 2-MIB 産生能の低減について明らかにすることにした。
２

調査内容
(1) 多摩川におけるかび臭産生藍藻の発生状況
定点調査として、平成 26 年度と同じ３地点において、河床の付着藍藻数の測定及
び流速等の河川環境の記録を年８回行うとともに、過去５年分の結果との比較検討を
行った。
分布調査として、白丸ダムから羽村取水堰までの約 18 ㎞の範囲について河床を観
察し、藍藻が確認できた地点及び河川環境を記録して、出水前後の藍藻の分布状況を
比較した。
(2) 水温が藍藻分離株の 2-MIB 産生能へ及ぼす影響
藍藻の増殖中に水温を下げた場合、2-MIB 産生能が低減するかを実験した。初期培
養水温を 22℃に設定し、十分量まで藍藻数が増えた段階で水温を 18℃に下げた。藍
藻数、溶存 2-MIB 濃度及び総 2-MIB 濃度の測定を培養開始から約１か月間行い、水
温を変えない対照系と比較した。

３

結果
定点調査では、９月の出水後の調査において、低水温で藍藻が増加していく過程を確認

できた。過去データと合わせて定点における藍藻数と流速との関係を調べたところ、上流
側の定点よりも下流側の定点の方が、比較的大きな流速のときも藍藻数が多く検出される
傾向が見られた。
分布調査では、モザイク状に藍藻塊が分布していることを確認した。夏季の出水の前後
で比較すると、出水により河床の藍藻が一掃された後増殖していない地点がある一方で、
逆に増加した地点もあり、藍藻の分布状況の変化が一様ではないことを確認できた。
培養実験により、水温の低下には増殖中の藍藻の 2-MIB 産生能を低減させる効果がある
ことが分かった。一方、藍藻数の増加量には影響はなかった。

給水栓残留塩素の管理手法に関する調査
水質センター
１

監視課

はじめに
当局では、平成 28 年度「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％を目指しており、これまで様々な対策を行ってきた。追加塩素設備の
整備や利根川水系浄水場の全量高度処理化により達成率は年々上昇しているが、区部は依
然として夏季の達成率が低い傾向にある。対策を講ずることができる最終年度となった平
成 27 年度は、既報で述べた「許容下限値」を設定可能と考えられるすべてのエリアで調
査し検討を行った。また、凝集 pH 引下げ実験を三園浄水場で実施しその効果を確認した
ので報告する。
２

調査方法及び結果
(1) 新たなエリアでの許容下限値設定及び効果試算
前年度取り入れた許容下限値を設定できるエリアをさらに増やすべく、前年度同様、
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、
新たに第二城南線、第二城北線、高井戸増圧ポンプ所の配水区域の自動水質計器にて
夏季に許容下限値 0.35mg/L が設定できると考えられた。水温が上昇傾向にある５～
10 月にこれを適用し残塩達成率を試算すると、47 地点合計で 94％となった。
(2) 凝集 pH 調整の実施設導入及び効果試算
これまでのプラント実験等の結果より、水道水中の残塩消費量を抑制する手段とし
て浄水処理における凝集 pH の引下げが一定の効果があると考えられたため、三園浄
水場にて実際に凝集 pH を 6.9 から 6.6 程度へ引き下げ、周辺調査及び自動水質計器
による検証を行った。その結果、浄水場出口から給水栓自動水質計器までの残塩消費
量が 30～40％程度抑制される傾向が見られた。このことから今年度は、水温が比較的
高くなる 7 月～９月を中心に主要な浄水場で凝集 pH の調整を行う予定であり、許容
下限値の適用と合わせて実施した場合の残塩達成率を試算すると 47 地点合計で 95％
となった。

３

残塩達成率 100％に向けて
上述の夏季の対策に加え、冬季に浄水場出口残塩を 0.45mg/L に制御できるようにする

等の対策も含め通年で残塩達成率試算を行った結果、47 地点合計で 96％となり前年度実
績より８ポイント上昇した。100％達成に向け課題の残るエリアについては今年度、特に
夏季期間中に周辺調査を行いながら、より一層きめ細やかな残塩管理を行い、更なる達成
率向上を目指していく。

水質監視業務への地理情報システム（GIS）の活用
水質センター
１

監視課

地理情報システム（GIS）とは
地理情報システム（Geographic Information System、以下「GIS」という。）とは、位

置や空間に関する様々な情報を、コンピュータを用いて重ね合わせ、情報の分析・解析を
行ったり、情報を視覚的に表示させるシステムである。多様な情報を地図上に統合し、視
覚的にわかりやすい地図を作成できることから、防災対策、都市計画、販売・広告等のビ
ジネス戦略など幅広い分野で活用されている。
監視課では、平成 26 年度から GIS を導入し、給水栓や水源河川に関する地理情報の整
理・活用に取り組んでいる。本報告では、これらの GIS 活用状況について紹介する。

２

活用事例
(1) 給水栓水質管理
図は、給水部が実施した貯水槽水道点検調査における直結栓残留塩素濃度を表した
ものである。約 6,000 か所の調査結果を地図上にプロットすることで、地域ごとの残
留塩素濃度の傾向をわかりやすく表示できた。当課ではこれを、自動水質計器での残
留塩素濃度目標値の検討や、
計器周辺の残留塩素濃度を調
査する際の調査地点の選定に
活用している。
他にも、マッピングシステ
ムの配管データを使用した配
水系統図など、給水栓に関す
る様々な地図を作成し、水質
管理に役立てている。

図

貯水槽水道点検における直結栓残留塩素濃度

(2) 水源事故対策
水源河川の効果的な監視地点を選定するため、近年の水質事故の発生地点の分布を
解析するとともに、事故発生リスクを事前に予測する手法を検討した。
GIS を利用し、過去 10 年間に水源河川で発生した計 1,645 件の水質事故について、
発見場所を地図上にプロットし、河川ごとの傾向を解析した。また、有害物質使用事
業場を水源水質事故のリスク要因と捉え、流域に存在する 3,684 事業場について、水
質事故と同様に地図を作成し、傾向を解析した。これらの解析結果を参考に、新規河
川監視地点の候補地を選定し、現場調査を実施している。
他にも、河川調査の採水地点を写真付きで案内する地図など、河川調査や水質事故
対応に活用できる様々な地図を作成し、業務改善や効率化を図っている。

東村山浄水場におけるＢＡＣ池再生炭の性状調査
東村山浄水管理事務所 技術課
１

はじめに
東村山浄水場では、平成 22 年４月の高度浄水施設稼働時から生物活性炭吸着池（以下

「BAC 池」という。）の１池にヤシ殻を原料とする植物系活性炭を試験的に導入し、物性
や水処理性等について石炭系活性炭との比較調査・検証を行ってきた。さらに、BAC 池の
更新時期となった平成 26 年１月には、植物系活性炭及び石炭系活性炭をそれぞれ再生し、
BAC 池に再生炭を導入した。本調査では、植物系と石炭系、再生炭と新炭との間の物性や
水処理性等について比較し、得られた知見をまとめた。

２

調査内容
(1) 再生炭の劣化状況
通水から９か月及び 21 か月経過後の植物系再生炭及び石炭系再生炭について、吸
着性能や付着物量等、再生炭の経年劣化状況について調査した。
(2) 再生炭の再生（繰返し再生）
ロータリーキルン方式再生炉を使用して植物系再生炭及び石炭系再生炭を再生し、
再生後の物性や吸着性能回復状況を確認した。
(3) 再生炭の水処理状況
BAC 池を更新し通水を開始した平成 26 年６月以降の有機物（TOC、UV260）やア
ンモニア態窒素の処理性について、継続的な水質調査を実施した。

３

調査結果
(1) 再生炭の劣化状況
通水後 21 か月が経過した再生炭の吸着能力は、植物系・石炭系共に納入時の 55%
から 70%程度に低下した。一方で揮発分及び強熱残分は増加した。硬さは、通水初期
に大きく低下したが、９か月から 21 か月にかけての低下傾向は緩やかであり、従来
の新炭規格値程度を維持していた。
(2) 繰返し再生炭の物性と吸着性能回復状況
繰返し再生炭の硬さ及び再生収率は、初回再生と比較すると低下傾向にあった。吸
着性能回復幅は、初回再生より劣るものの植物系・石炭系共に良好な回復幅を示し、
再生炭の規格値を満足していた。
(3) 再生炭の水処理状況
有機物処理性及びアンモニア態窒素処理性は、植物系と石炭系、再生炭と新炭との
間に大きな差はなく、水処理性能はほぼ同等であった。

小作浄水場における中間塩素処理について

その２
東村山浄水管理事務所

１

小作浄水場

はじめに
小作浄水場は、長らく良好な水質の原水に恵まれ、前塩素を基本とする急速ろ過処理を

行ってきた。しかし平成 23 年頃よりかび臭原因物質（2-MIB）濃度の上昇が顕著となっ
たことから、活性炭注入設備等の増設や中間塩素設備の設置など、2-MIB の対応を実施し
ている。本報告では、これまでの調査の経緯と結果をまとめるとともに、平成 28 年度か
ら本格実施となる中間塩素処理について調査・実験を行い、得られた知見を報告する。
２

実験内容と結果
平成 26 年度に仮設の中間塩素設備を用いて中間塩素処理を実施したところ、中間塩素

処理では沈殿水やろ過水の濁度が上昇する傾向があることと、2-MIB の除去性は時期によ
り異なることがわかった。そこで、2-MIB の除去性が低下する原因について調査を行った。
(1) 活性炭接触時間
平成 27 年度の浄水処理実績値について、活性炭接触時間と 2-MIB の除去性の関係
を調査した。その結果、調査期間内の条件では影響が小さいことがわかった。
(2) 原水水質（TOC 濃度、濁度、2-MIB 濃度）
平成 27 年度の浄水処理実績値について、原水 TOC 濃度、濁度及び 2-MIB 濃度と
2-MIB の除去性との関係を調査した。その結果、調査期間内の条件では、相関が見ら
れなかったことから、TOC 濃度や濁度の数値から除去性の低下を予測することは難し
いと考えられた。原水 2-MIB 濃度との間には相関が見られたことから、更に 2-MIB
濃度と除去性について実験を行ったところ、2-MIB 濃度が低い条件では 2-MIB の除
去性が著しく低いことが確認された。
(3) 排泥中の 2-MIB 量
中間塩素処理から前塩素処理に切り替えた直後や沈でん池清掃の時期に 2-MIB の
除去性が低下したころから、排泥やフロックからの 2-MIB 脱離について調査した。そ
の結果、中間塩素処理で生じた排泥 1g（乾燥重量）あたり 2-MIB を 35ng 含有して
いたことから、運転条件によっては、フロックや汚泥が 2-MIB の供給源となる恐れが
あることが示された。
３

まとめ（今後の対策）
(1) 活性炭接触時間や凝集沈殿処理性を考慮し、導水量を適正に管理するのが望ましい。
(2) 原水由来の活性炭吸着阻害の大きさは、TOC 濃度や濁度の数値だけから予測するこ
とは難しいため、当日や前日の降雨状況なども参考にし、適宜活性炭注入率を増加
する。
(3) 中間塩素処理から前塩素処理へ切り替える前に沈殿池清掃を行う。また、適切な排
水・排泥処理が困難な場合等には、2-MIB の脱離を考慮し、活性炭の注入率を増加
する。

砧下浄水所における集水埋管運用方法の見直しについて
東村山浄水管理事務所
１

玉川浄水場

経緯
砧下浄水所（以下「砧下」という。）の原水は、立型集水井（以下「立型」という。）及

び集水埋管（以下「埋管」という。）から伏流水を取水しており、通常時は水質が安定して
いる。しかし、台風等の大雨の影響で多摩川本川が高濁になった場合、埋管原水は本川の
影響を受け濁度が上昇する。濁度が高い状態で取水し続けると、膜間差圧が一気に上昇し
膜処理が継続できなくなる
（膜間差圧 0.2MPa を超える

後次亜塩素注入

と膜処理不可）。その対策とし
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とから、対策の効果について
再検証した。
２

調査内容
(1) 膜間差圧データ解析
膜間差圧の経日変化を過去に遡って解析した。
(2) 前ＰＡＣ注入調査
前 PAC 注入の膜間差圧上昇に与える影響を調査した。
(3) 高濁時の埋管原水水質調査
台風等の多摩川本川高濁時に埋管原水水質の変化を調査した。

３

調査結果
(1) 過去に遡って膜間差圧の経日変化を解析したところ、前 PAC 注入が必要な状況（濁
度 0.05 度以上）では、例外なく膜間差圧の急上昇が見られた。
(2) 前 PAC 注入の影響により膜間差圧が上昇することが判った。
(3) 埋管取水停止のタイミングを最適化するため、埋管原水の濁度に加えて、色度も有
効な判断材料になることが示唆された。
調査結果に基づき、埋管原水の濁度上昇時におけるこれまでの対策を見直した。

金町浄水場高度浄水処理におけるオゾン注入率調査
金町浄水管理事務所
１

技術課

はじめに
当局において高度浄水処理を導入している浄水場では、オゾン注入制御に溶存オゾン濃

度制御を導入している。金町浄水場では、オゾン滞留槽出口における溶存オゾン濃度の目
標値として、0.1mg/L を基本としていたが、平成 27 年度からは、かび臭原因物質や有機
物質の処理性を向上させるため、溶存オゾン濃度を 0.3mg/L に増強している。
溶存オゾン濃度を高く制御することは、前塩素注入時のオゾン注入率の減少に伴う 、か
び臭原因物質等の有機物質の処理性低下及び原虫類やウイルスの不活化低下対策として有
効と考えられる。また、バイオテロを想定した場合、溶存オゾン濃度の引き上げは、十分
な接触時間の確保とともに対象生物を不活化するための、有効手段と考えられる。
一方、溶存オゾン濃度の目標値の引き上げは、臭素酸の生成や排オゾン量の増加、残留
オゾンによる生物活性炭吸着池への影響が懸念される。
そこで、最適なオゾン注入率制御を検討するため、溶存オゾン濃度を段階的に変更した
ときの浄水処理への影響について、水質センターと共同調査を行った。
２

調査内容
第２高度系浄水施設において、オゾン滞留槽出口における溶存オゾン濃度の目標値を数

時間おきに概ね 0.4mg/L を最大として３段階に変化させ、処理性について調査した。調査
期間は平成 28 年１月から 7 月までである。分析項目は、溶存オゾン、かび臭原因物質
（2-MIB、ジェオスミン）、臭素酸、有機物（UV260）である。
また、同時に水質センター検査課において、オゾン接触槽前後での好気性芽胞菌数につ
いて測定を行った。
３

調査結果
(1) かび臭原因物質は水温 17.4℃以上での除去は良好であった。
また、ジェオスミンは溶存オゾン濃度が高くなるに従い除去されていた。 ただし、
調査期間中はオゾン接触槽流入水のかび臭濃度が 4ng/L 以下と低濃度であったこと
から、高濃度時の確認が必要である。
(2) 臭素酸は、前塩素が注入されていない水温 17.4℃以上の期間において、溶存オゾン
濃度目標値を 0.2 mg/L 以上にした時に、５μg/L を超えて検出された。
(3) 排オゾン量は、溶存オゾン濃度の目標値が高くなるに連れて、また水温が上昇する
に連れて増加していた。
(4) 調査期間中の好気性芽胞菌の除去率は 0.2～1.7log であった。
そ

また、バイオテロが懸念される生物の一つである炭疽 菌について、原水で 10 6 個/L
存在すると仮定した場合にも、溶存オゾン濃度を 0.4mg/L まで増強すれば、十分に
対応可能であると考えられた。

生物活性炭吸着池への硝化微生物早期定着に関する調査
朝霞浄水管理事務所
１

技術課

はじめに
昨年度まで、生物活性炭吸着池（以下「BAC 池」という。）における硝化微生物の挙動

について調査し、基礎的データの収集・解析をおこなってきた。本年度は、これまでの朝
霞浄水場での様々な調査・研究から、硝化微生物のうち、アンモニア酸化古細菌 AOA（以
下「AOA」という。）に注目した。「平成 25 年度生物活性炭吸着池の硝化微生物に関する
共同研究」から AOA はオゾン処理により減少し、BAC 池には２種類しか存在いていない
ことがわかっており、原水に粒状活性炭を２週間接触させることにより、複数の AOA を
定着させられることが報告されている。このことから、通常定着させられることが出来な
い AOA が早期 BAC 化に寄与するのか検討を行った。
２

実験内容
実験装置を用いて、粒状活性炭を原水に１週間接触させてから通水した A 系と実際池と

同様の手順で通水した B 系の２系統で実験を行った。それぞれの流入水に塩化アンモニウ
ムを添加してアンモニア濃度を 0.10 mg/L とし、BAC 化するまで定期的にサンプリングし
た。BAC 流入水は水温、アンモニア態窒素及び亜硝酸態窒素を、BAC 処理水はアンモニ
ア態窒素及び亜硝酸態窒素を、活性炭は ATP、定量 PCR を用いた硝化微生物量を測定し
た。
３

実験結果
実験期間は平成 28 年２月４日から５月 27 日までの 113 日間行った。アンモニア除去は、

通水開始後 A 系 54 日に対し B 系は 77 日となり A 系のほうが 23 日早く除去出来ていた。
活性炭の ATP は、B 系では測定値が 1000 万 RLU/s 以上になるとアンモニア除去が開始
され昨年の報告と同様の傾向を示したが、A 系では測定値が 1000 万 RLU/s になるまでに
アンモニア除去が 100％完了していた。AOA は、A 系で通水日から検出され、アンモニア
除去率 100％となった後から常に B 系 AOA の値を上回り、最終的に 10 1 copies/g-dry 高
い数値を示していた。
４

まとめ
今回の結果から、粒状活性炭を原水に接触させてから BAC 池を立ち上げることでこれ

までより短い期間で BAC 化できることがわかった。
また、低水温からの実験でも早期に BAC 化することから、これまでよりアンモニア除
去能が高く、冬季の BAC 池からのアンモニア漏洩によるトリクロラミン対策での前塩素
注入期間を短縮できる可能性があることがわかった。

