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高濃度かび臭除去に関する調査 

水質センター 企画調査課 

１ 背景及び目的  
小作浄水場では、粉末活性炭によりかび臭原因物質である 2-メチルイソボルネオ

ール（以下、「2-MIB」という。）を処理しているが、2-MIB が高濃度になった場合
は粉末活性炭を多量に注入する必要があり、小作浄水場の代替施設である上流部浄

水場の整備に当たっては、適切な処理方法を検討しなくてはならない。  
そこで、オゾン処理に過酸化水素添加を併用した促進酸化法（以下「促進酸化法」

という。）及び粉末活性炭を破砕した微粉末活性炭による処理法（以下「微粉炭法」

という。）の適用可能性について平成 28 年度から調査を行っている。  
２ 調査方法  

(1) 促進酸化法  
東村山浄水場内に設置した実験プラント（25m3/日）を用いて、オゾンに対する

過酸化水素の割合をモル比 0.5 から 5 までの範囲で変え、2-MIB の除去性、臭素
酸の生成等について調査した。高水温期、中水温期、低水温期における想定最大流

入 2-MIB 濃度を設定し、オゾン滞留槽出口で 2-MIB 濃度 1ng/L 以下、臭素酸濃度
0.000mg/L となる条件の検討を実施した。  
(2) 微粉炭法  

  東村山浄水場内に設置した実験プラント（25m3/日）を用いて、平均粒径１μm
及び３μm の微粉炭並びに粉末活性炭で、2-MIB の除去性を比較した。  
また、微粉炭注入の有無によるろ過水濁度等への影響を調査した。  

３ 調査結果  
(1) 促進酸化法  

  高水温期（流入 2-MIB 濃度 300ng/L）では、オゾン注入率 0.7mg/L、モル比 0.5
以上、中水温期（流入 2-MIB 濃度 200ng/L）では、オゾン注入率 0.6mg/L、モル
比 1 以上、低水温期（流入 2-MIB 濃度 100ng/L）では、オゾン注入率 0.6mg/L、
モル比 2 以上で必要な 2-MIB 除去率が得られた。  
臭素酸生成抑制について、モル比 5 とした場合に、オゾン注入率 0.7mg/L から

2.0mg/L までの全ての注入率で臭素酸濃度は不検出となった。  
(2) 微粉炭法  

  高水温期、中水温期及び低水温期の全ての時期において、塩素接触後に 2-MIB
濃度が上昇しており、塩素による微粉炭からの 2-MIB の再放出が確認された。PAC
注入率の増強、粒径の変更、高塩基度 PAC への変更では、2-MIB の再放出を十分
に抑えることができなかった。ただし、平均粒径を 3μm とし、凝集剤に高塩基度
PAC を使用すれば、再放出を十分に抑えられる可能性が示された。  
一方、微粉炭注入期間にろ過水濁度に大きな変動は見られず、ろ過水への微粉炭

の漏えいは無いと考えられた。  
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平成 29 年度原水水質異常検知に関する調査 

水質センター 企画調査課 

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

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。当局ではこれらの物質の流入

に備え、平成 27 年度にクロラミン FP (注 )計、平成 28 年度にクロロホルム FP 計を

それぞれ製作し、原水水質の異常を検知する手法を検討している。これまでの調査

で原水中の濁質が測定に大きく影響を与えることがわかったため、平成 29 年度に

は各計器に濁度対策を施した上で、反応条件の安定化や異常検知レベル等について

検討した。  

（注）FP：（Formation Potential）生成能  
２ 実験内容  
 浄水処理対応困難物質のうち、表 1 に

示す 13 種を評価対象とした。クロラミ

ン FP 計には砂ろ過槽の前に凝集沈殿ユ

ニットを追加した。あわせて反応条件設

定を見直し、原水の水温によらず一定時

間で塩素との反応が進められるよう調整した。クロロホ

ルム FP 計は、砂ろ過槽の前にろ過フィルターを追加し

た。金町浄水場原水を用いて夏季及び冬季に評価物質

の添加試験を行い、異常と検知できる濃度と水質基準

値を比較し、その倍率（以下「検知レベル」という。）

等を確認した。  
３ 実験結果  
 クロラミン FP 計の検討結果を表２に示す。凝集沈殿ユ

ニットの追加により高濁時でも測定が安定し、夏季・冬季

通して全ての評価物質の検知レベル（１から３まで）を求

めることができた。一方で、次亜消費量の振れ幅が大きく

なり、適切な測定ができるように注入率を調整する必要が

あった。  
次に、クロロホルム FP 計の検討結果を表３に示す。夏

季、冬季通して全ての評価物質について検知レベル１から

３までとして異常を検知できた。設置したろ過フィルター

は、台風等の水質悪化時には測定結果が安定しなかった。  

1

４倍

3 42

＜検知レベル
の評価＞

水質基準値 ２倍 ３倍

塩素処理でクロロホルムを生成

（クロロホルムＦＰ計で検知）

ヘキサメチレンテトラミン (HMT) アセトンジカルボン酸 （ADC）

1,1-ジメチルヒドラジン (DMH) 1,3-ジヒドロキシルベンゼン （DHB）

N,N -ジメチルアニリン (DMAN) 1,3,5-トリヒドロキシベンゼン （THB）

トリメチルアミン (TMA) アセチルアセトン （ACA）

テトラメチルエチレンジアミン (TMED) 2'-アミノアセトフェノン （2'-AAP）

N,N -ジメチルエチルアミン (DMEA) 3'-アミノアセトフェノン （3'-AAP）

ジメチルアミノエタノール (DMAE)

表１　評価物質一覧

塩素処理でホルムアルデヒドを生成

（クロラミンＦＰ計で検知）

検知できる濃度

水質基準値
＝検知レベル

評価物質
検知レベル

(夏季)
検知レベル

(冬季)

HMT 3 2

DMH 3 2

DMAN 3 1

TMA 2 1

TMED 2 2

DMEA 2 1

DMAE 2 1

評価物質
検知レベル

(夏季)
検知レベル

(冬季)

ADC 1 1

DHB 1 1

THB 2 1

ACA 1 1

2'-AAP 3 3

3'-AAP 2 1

表２　クロラミンFP計の検討結果

表３　クロロホルムFP計の検討結果
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低温硝化細菌の適用可能性に関する調査  
水質センター 企画調査課  

１ はじめに  
東京都水道局では、利根川水系の浄水場において従来の凝集沈殿＋急速ろ過に加

えて、オゾン＋生物活性炭（以下「BAC」という。）による高度浄水処理を行って

いる。しかし、冬季の低水温時においてアンモニア態窒素の硝化が思うように進行

していないのが現状である。このため、高度浄水処理の機能向上を目指し、低温で

も活性を持つ硝化細菌（以下「低温硝化細菌」という。）を用いた処理の適用可能性

について、平成 28 年度及び 29 年度に三郷浄水場に設置した実験プラントで調査し

た内容を報告する。  
２ 内容  

大学への委託研究によ

り、表１に示す３種類の

低温硝化細菌を包括固定  
または付着させた担体を  
作成した。各担体の写真  
を図１に示す。  

実験プラントの BAC 
塔上部に、平成 28 年度  
は包括固定化担体、PVA
担体、付着 BAC をそれぞれ投入し、平成 29 年度は付着 BAC を BAC 体積比で 5％、

10％の割合で投入し、アンモニア態窒素の処理性について調査した。  
３ 結果  

(1) 平成 28 年度  
低水温時には、PVA 担体及び付着 BAC を投入した系において BAC のみの系よ

りも高いアンモニア除去率が見られ、低温期に硝化機能を向上させる効果がある

ことが確認できたが、アンモニア態窒素を 100％除去することはできなかった。  
また、包括固定化担体については、効果が確認されなかった。  

(2) 平成 29 年度  
低水温時には、BAC のみの系よりも付着 BAC を投入した系の方がアンモニア態

窒素濃度の除去率が高い傾向にあったが、水温が 5℃以下の場合は付着 BAC の有

無に関わらずアンモニア態窒素の処理性は低いことが確認された。また、アンモ

ニア態窒素の急激な変化には適応できない可能性が高いこと、水温が低下し始め

る秋季での投入ではアンモニア硝化能を獲得するのに３か月以上を要すること

が示唆された。  

図１ 低温硝化細菌を包括固定または付着させた担体  
包括固定化担体  PVA 担体  付着 BAC 

包括固定化担体 低温硝化細菌を高分子ポリマーで包括固定したもの
PVA担体 ポリビニルアルコール担体に低温硝化細菌を付着させたもの
付着BAC 粒状活性炭に低温硝化細菌を付着させたもの

表１　投入担体
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ろ過水濁度を上昇させる原水中の原因物質の明確化 

水質センター 企画調査課 

１ はじめに  
  前塩素処理によって、ろ過水濁度を抑制できることが一般に知られているが、

濁度上昇に関わる物質は明確には特定されていない。本検討は、濁質の粒子サイ

ズに着目し、ろ過水濁度を上昇させる物質を明確化することで、より効率的な濁

度管理に関する知見を得ることを目的に実施した。  
２ 検討内容  

長沢浄水場の原水から、(1)から (3)まで試料を用意し、ジャーテストを行った。

ジャーテスト後の上澄水を孔径 3μm フィルターでろ過し、実施設の擬似ろ過水と

して濁度を測った。  
(1)  ①原水、②塩素  0.6mg/L を注入、③塩素  0.6mg/L を注入し、1 時間反応さ

せた後、ジャーテスト開始前にチオ硫酸ナトリウムで脱塩、④ジャーテスト実

施前に紫外線 (254nm)を 1 時間照射の計 4 種類の試料を用意した。  
(2)  原水を孔径 0.45μm フィルターでろ過し、ろ過水 (おおむね 0.5μm 以下の粒

子を含む、以下 α とする )とフィルターによる捕捉物 (おおむね 0.5μm 以上の

粒子、以下 β とする )に分離した。α、β に紫外線 1 時間照射をしたものを α´、
β´とし、⑤α＋β、⑥α´＋β、⑦α＋β´、⑧α´＋ β´の計 4 種類の試料を用意した。 

(3)  孔径 0.45μm の代わりに孔径 3μm フィルターを用いて、 (2)と同様の方法で

計 4 種類の試料を用意し、それぞれ⑨から⑫とした。  
３ 検討結果  

(1) ２ (1)において、④のろ過水濁度は②と同等あり、かつ①よりも有意に低かっ

たことから、紫外線照射においても、ろ過水濁度抑制効果を確認できた。塩素

そのものが凝集に寄与するのではなく、塩素の持つ酸化作用が重要であること

が示唆された。  
また、紫外線は主に有機物を失活させることから、ろ過水濁度は無機物では

なく、有機物の関わりが大きいと考えた。  
(2) ２ (2)において、β´を含む試料のみ（⑦、⑧）、ろ過水濁度が抑制されたことか

ら、0.5μm 以上の粒子に塩素や紫外線を作用させることが重要と示唆された。 
(3) ２ (3)において、α´を含む試料のみ（⑩、⑫）、ろ過水濁度が抑制されており、

0.5μm から 3μm までの粒子に塩素や紫外線を作用させることでろ過水濁度を

抑制できることが分かった。  
４ まとめ  

塩素注入のみでなく、紫外線照射によってもろ過水濁度低減効果が期待できる

ことから、微小有機物 (0.5μm-3μm)がろ過水濁度上昇の原因であることが考えら

れた。本結果を受け、前塩素処理では、凝集沈殿の前段で微  小 有 機 物 に 塩 素 を

作用させていたことにより、ろ過水濁度を抑制できていたことが明確になった。  
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妥当性評価ガイドラインの改定に伴う水質センターの対応 

水質センター 検査課 

１  背景  
水質検査結果の妥当性評価の手法を定めている「水道水質検査方法の妥当性評価

ガイドライン」 (以下「ガイドライン」という。 ) が平成 29 年 10 月 18 日付で一部

改定され、検量線の妥当性評価の手法などが新たに追加された。本稿では、ガイド

ラインの概略と水質センターの対応について報告する。  
２  ガイドラインの概略  

ガイドラインは、各試験所が実施する水質検査方法の妥当性を自ら評価すること

を目的として、平成 24 年に厚生労働省により策定された。内容は、妥当性評価の

標準的な手法をまとめたものであり、検査対象物を添加した試料を各検査機関の標

準作業手順書に従って繰り返し試験を行い、真度、精度等の目標を満たすかを評価

するものであった。平成 29 年に改定が行われ、添加試験における目標の変更等に

加えて、新たに検量線の作成方法 (※1)及び妥当性評価方法 (※2)の追加がなされた。 
※1) 濃度点を空試験を含まない 4 点以上かつ隣り合う濃度点の公比が原則 4 以内

になるように設定し、①ブランク試料、②標準試料 (低濃度試料から濃度順 )、
③ブランク試料 (キャリーオーバーの確認用 )の順に測定を行う。  

※2) 検量線のデータを 3 個以上収集し、キャリーオーバー、真度、精度が目標に

適合することを確認する。  
３  水質センターの対応  

過去データが検量線の作成方法に示された条件を満たしている当該項目について

は、過去データを用いて検量線を作成し、検量線の妥当性評価を行った。  
過去データが検量線の作成方法で示された条件を満たさない場合は、改めて当該

条件を満たした検量線用標準試料を調製して検量線を作成し、評価を行った。その

結果、VOC 項目であるトルエン、m,p-キシレン以外で実施した項目については目標

に適合していた。  
なお、検量線条件を見直した項目については、その条件を SOP に反映させた。  
トルエン、m,p-キシレンについては、検量線の濃度範囲が広いことが一因となり、

真度の評価基準を満たさなかった。このため、濃度範囲を見直した検量線を用いて

妥当性を再度評価し、目標に適合することを確認した。また、この検量線の濃度範

囲の条件を SOP に反映させた。  
４  まとめ  

ガイドラインの対象となる分析項目について、全ての水質基準項目において、ま

た、ほぼ全ての水質管理目標設定項目において検量線の妥当性評価を実施し、目標

に適合することを確認した。また、検量線条件を見直した項目は、その条件を SOP
に反映させた。 
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水道水中の人工甘味料等の実態調査及び違法接続の判定への活用に関する検討  
水質センター 検査課  

１ はじめに  
 水溶性かつ難分解性である人工甘味料やＸ線造影剤を分析することで、下水管か

らの漏水やそれによる土壌浸透による地下水質汚染を確認する方法がある。平成 28
年４月の熊本地震では、震災前後の地下水中において、これらの物質を測定して、

下水管の破損状況や規模の把握に努めた事例があった。東京都内においても、井戸

水及び下水処理水中の人工甘味料の実態調査を実施し、下水の地下水への混入が検

知できるとの報告がある。しかし、水道水中の人工甘味料等の実態調査や下水混入

の検知についての報告は少ない。  
本調査では、当局の浄水場の水道水等の人工甘味料やＸ線造影剤の分析方法を確

立し、これらの物質について実態調査を実施した。その結果から、下水再生水との

違法接続を判断する指標にできるか検討した。  
２ 実態調査  

対象物質は、人工甘味料のうち４物質 (アセスルファムＫ、サッカリン Na、アス

パルテーム及びスクラロース )及びＸ線造影剤のイオパミドールとした。分析法は、

前処理を行わずに分析ができる直接注入 -液体クロマトグラフタンデム型質量分析

計による一斉分析法を用いた。その際、「上水試験方法」を参考に、標準液の併行試

験を行い、検量線の評価と定量下限値の確認を行った。  
調査試料は、４水源河川水 (多摩川、相模川、利根川及び荒川 )34 か所と４浄水場

(小作、長沢、金町及び朝霞 )の原水と浄水、給水栓水で実施した。その結果、水源

河川水ではアセスルファムＫ、サッカリン Na、アスパルテーム及びイオパミドー

ルの検出があった。原水及び給水栓水では、アセスルファムＫ及びイオパミドール

の検出があった。浄水

は、イオパミドールの

み検出があった。スク

ラロースは全て定量下

限値未満であった。原

水及び給水栓水の最大値を表に示す。  
３ 違法接続の判断についての検討  
 都内下水処理水のアセスルファムＫ濃度の報告値 (24μg/L)と給水栓水の結果

(0.1μg/L)を比較すると、約 200 倍の差がある。そのため、給水栓水に下水処理水や

再生水との違法接続が生じた際、濃度に大きな変動が生じると考えられるため、判

断指標として有効性があると思われる。そこで、更に給水栓水等のデータを積み重

ね、それらの傾向を把握することで、下水再生水との違法接続の判定に利用できる

か検討していく。 

Ｘ線造影剤

アセスルファムＫ サッカリンNa アスパルテーム スクラロース イオパミドール

定量下限値 0.1 0.2 0.02 50 0.1

原水
最大値

0.4 <0.2 <0.02 <50 0.4

給水栓
最大値

0.1 <0.2 <0.02 <50 0.2

　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　表　実態調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　単位：μg/L

人工甘味料
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シクロヘキシルアミンの塩素処理により発生する玉ねぎ腐敗臭化合物の同定 

水質センター 検査課 

１ はじめに  
昭和 45 年、当局の朝霞浄水場浄水にて玉ねぎ腐敗臭様の異臭を発生する水質事

故が発生、苦情が殺到した。玉ねぎ腐敗臭の原因物質はシクロヘキシルアミンが塩

素と反応して生じたものと判明したが、具体的な塩素反応生成物は当時の調査では

特定するまでに至らなかった。水質センターでは平成 25 年に、臭い嗅ぎガスクロ

マトグラフ質量分析計(以下「臭い嗅ぎ GC-MS」という。)を導入した。この分析

機器は、ガスクロマトグラフで分離した物質を GC-MS で測定するのと同時に、に

おいを人が鼻で嗅ぐことができるのが特徴である。この臭い嗅ぎ GC-MS を使用し

て、事故当時には解明することができなかった玉ねぎ腐敗臭化合物の特定を試みた。

これまでの報告では、臭い嗅ぎ GC-MS を使用した玉ねぎ腐敗臭化合物の分離・検

出までを報告したが、今回玉ねぎ腐敗臭化合物の同定に成功したので報告する。 

２ 実験内容  
 玉ねぎ腐敗臭化合物のピークから得られた MS スペクトルより、構造の推定を行

った。 

また、より詳細な構造情報を得るために、シクロヘキシル環のすべての水素原子

を重水素で置換したシクロヘキシル -d11-アミンを用いたスペクトル解析を行った。

さらに、推定された化合物の標品を入手し、臭気の確認及びシクロヘキシルアミン

塩素反応水溶液中の化合物との間で保持時間及び MS スペクトルが一致するかを確

認した。 

３ 実験結果 

分離された玉ねぎ腐敗臭化合物の MS スペクトルより、化合物の分子量は 167 で

あること及び、この同位体ピーク比により塩素原子が２つ存在することが示唆され

た。さらに、標識化合物を用いたスペクトル解析結果より、玉ねぎ腐敗臭化合物は

反応の前後においてシクロヘキシル環上の重水素の脱離がなく、全ての重水素が保

持されていたことから、塩素原子の置換がアミノ基上に起こっていることが示唆さ

れた。これらの結果から、玉ねぎ腐敗臭化合物は N,N-ジクロロシクロヘキシルアミ

ンであると推定された。標品を入手し、反応生成物との

比較を行ったところ、保持時間、MS スペクトルともに

一致し、反応生成物中の玉ねぎ腐敗臭化合物は N,N-ジク

ロロシクロヘキシルアミンであることが分かった。 

４ まとめ 

 過去に起きた異臭水質事故である玉ねぎ腐敗臭の化合物を特定することができた。

今後、未知の異臭水質事故が起きた際、臭い嗅ぎ GC-MS を活用することで臭気原

因化合物を特定し、事故の早期解決に役立てていく。 

塩素処理

シクロヘキシルアミン
(アミン臭)

N,N-ジクロロ
シクロヘキシルアミン

(玉ねぎ腐敗臭)
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フローサイトメーターを用いた細菌の迅速測定法 

水質センター 検査課 

１ はじめに  
細菌に関する水質基準項目等には、一般細菌、大腸菌及び従属栄養細菌がある。

これらの検査には長時間の培養を必要とするため、細菌汚染の有無を迅速に把握す

ることは難しい。一方、細菌数を約 15 分で測定できる装置としてフローサイトメ

ーター（以下「FCM」という。）がある。FCM では細菌の種類や生死を問わず、全

ての細菌（以下「全菌」という。）を検出できるため、細菌汚染を迅速に検知できる

可能性がある。そこで、当課では、クロスコネクション事故での汚染混入の検知や、

送配水過程での細菌の挙動の監視に FCM を活用できるか検討した。  
２ 調査内容  

(1) クロスコネクション事故における FCM の活用  
水道水へ汚染が混入した場合に FCM で検知できるか検討した。汚染となり得る

水（以下「汚染原因水」という。）と水道水を様々な比率で混合し、遊離残留塩素、

電気伝導率及び全菌数を測定した。汚染原因水は、過去のクロスコネクション事故

の事例から井戸水、雨水処理水、中水及び工業用水を対象とした。  
(2) 送配水過程における細菌の挙動調査  

送配水過程での細菌の挙動をFCMで監視できるか検討するため、浄水場の浄水及

び給水栓水での一般細菌、従属栄養細菌及び全菌数の検出状況を比較した。浄水は

金町、三郷、朝霞及び三園浄水場で、給水栓水は23区内47か所の蛇口で採水した。 
３ 調査結果  

(1) クロスコネクション事故における FCM の活用  
遊離残留塩素及び電気伝導率は、汚染原因水の混合比率が低い場合、水道水

100％の値とほとんど差がなく、僅かな汚染の混入を判別することは難しいと考え

られた。一方、全菌数は、汚染原因水では水道水より約 10 倍から 870 倍も高いた

め、汚染原因水の混合比率が 10％でも水道水と約 500 個 /mL 以上差があり、明確

に判別することができると考えられた。他の項目と共に全菌数を判断材料とするこ

とで、より正確に汚染混入の判別ができる可能性があることが明らかになった。  
(2) 送配水過程における細菌の挙動調査  

  一般細菌は、全ての浄水及び給水栓水で定量下限値未満であり、細菌の挙動は認

められなかった。一方、従属栄養細菌及び全菌数は浄水では定量下限値未満である

が、給水栓水で定量下限値以上検出された地点があり、細菌の挙動を把握すること

が可能であった。  
また、従属栄養細菌が不検出でも、全菌数は検出された地点もあり、送配水過程

での細菌数の変動は、全菌数の方が一般細菌や従属栄養細菌よりも鋭敏に表れると

考えられた。FCM を活用することで、送配水過程での細菌の挙動や水質異常を迅

速かつ的確に監視できる可能性があることが明らかになった。  
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水道におけるウイルス測定方法の改良とこれまでの検出状況  
水質センター 検査課  

１   はじめに  
当センターでは原水、沈殿水及び浄水における腸管系ウイルスの存在量等に関する

知見を得るため、平成18年度から浄水場ウイルス実態調査（以下「ウイルス調査」と

いう。）を実施してきた。本稿ではこのウイルス調査の結果を取りまとめた。  
また、ウイルスを検出するためには大量の試料を濃縮する必要がある。当センター

ではこれまで試料の濃縮に円形平型の陰電荷膜（以下「平膜」という。）を用いてき

たが、近年、大量の試料を効率的にろ過可能なカートリッジ型の陰電荷膜（以下「カ

ートリッジ膜」という。）を用いる方法が東京大学にて開発された。そこで、平膜法

からカートリッジ膜法へ移行するための検討を実施したので併せて報告する。  
２   調査内容  

(1) ウイルス調査  
  平成 18 年度から平成 29 年度までの夏期及び冬期に当局７浄水場（東村山、小

作、長沢、金町、三郷、朝霞及び三園）の原水、沈殿水及び浄水を採取し、平膜

法による濃縮後、ノロウイルス、エンテロウイルス及びアデノウイルスを測定し

た。各浄水場が取水源とする水系ごとに、それぞれのウイルスの検出率と実測値

をまとめた。  
(2) 平膜法からカートリッジ膜法への移行に関する検討  

   平成 29 年度に採取した試料を平膜法とカートリッジ膜法の二通りの方法で濃

縮し、両方法のウイルス回収効率を比較した。回収効率の比較は、上記腸管系ウ

イルスの他に、原水中に多量に存在し、ろ過濃縮時の挙動が腸管系ウイルスと類

似するトウガラシ微斑ウイルス（以下「PMMoV」という。）を利用して行った。 
３ 調査結果  

(1) ウイルス調査  
冬期の江戸川水系及び荒川水系は他水系と比較して全ての腸管系ウイルスの検

出率が高く、定量下限値を超える検出もあった。  
また、冬期の相模川水系ではノロウイルスの検出率が高い傾向があった。一方で、

沈殿水から腸管系ウイルスが検出されることはほとんどなく、浄水からは一度も検

出されなかった。  
(2) 平膜法からカートリッジ膜法への移行に関する検討  

PMMoVについては、原水及び浄水から両方法によっておおむね同等に回収でき

ることを確認した。一方で、腸管系ウイルスについては大部分の検体で不検出であ

り、両方法の回収効率の比較は困難であった。しかし、一部の検体ではカートリッ

ジ膜法のみでノロウイルスとエンテロウイルスが検出されたことから、より大量の

試料を濃縮できるカートリッジ膜法は、平膜法では検出できない低濃度のウイルス

を検出できるものと考えられた。これらの結果と作業の簡便性等の利点を考慮し、

当センターでは平成30年度の調査からカートリッジ膜法を採用することとした。  
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残留塩素濃度の低減化に向けた取組と成果について  
水質センター 監視課  

１ はじめに 

 これまで当局では、高度浄水処理の導入や追加塩素注入設備の整備等、様々な取

組により給水栓残留塩素濃度を着実に低下させてきた。しかしながら、各取組が残

留塩素濃度低減化にどのように寄与してきたかについての定量的な評価は十分にで

きていない。そこで、当局で蓄積してきた残留塩素に関するデータ等を解析し、高

度浄水処理の導入や追加塩素注入設備の整備による残留塩素低減化の効果を明確化

することを試みた。  
２ 調査内容 

 浄水場の受け持つ配水区域は広大であるため、給水栓残留塩素濃度低減化には、

送配水過程での残留塩素濃度減少の抑制と、送水途中での追加塩素注入が重要と考

えられている。そこで、23 区内の給水栓自動水質計器のデータを解析し、下記の点

を検証した。  
 高度浄水処理の導入による浄水の TOC 低減に伴い、浄水場～給水栓の残留塩素

濃度の減少抑制  
 追加塩素注入設備の整備による浄水場直近の給水栓残留塩素濃度の低減化  

３ 調査結果 

(1) 高度浄水処理の導入による残留塩素濃度の減少抑制について  
  高度浄水処理の導入前後における残留塩素濃度を検証したところ、朝霞浄水場へ  

高度浄水処理の導入が進むにつれ、当該浄水場から給水栓までの残留塩素濃度の  
減少が抑制されていることが分かった。  

(2) 追加塩素注入設備導入による浄水場直近の残留塩素濃度低減化について  
浄水場からの流達時間が長い臨海部の給水所に、追加塩素注入設備を整備したこ

とにより、金町浄水場直配区域の給水栓残留塩濃度が低減化されていることが分

かった。  
４ まとめ 

  高度浄水処理の導入や追加塩素注入設備の整備により、給水栓残留塩素濃度の低

減化につながる効果が得られていることが分かった。この結果、各取組によって

23 区内の給水栓平均残留塩素濃度（７から９月までの平均値）は、以下のように

明確に低減化されていた。  

   

  
【凡例 (mg/L)】  

 Ｈ 20 年度（ 0.62mg/L）  Ｈ 24 年度（ 0.54mg/L）  Ｈ 28 年度（ 0.42mg/L）  
 臨海部給水所での追加塩

素注入設備運用開始後  
利根川水系全量高度浄水

処理導入後  
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３次元蛍光分析を活用した山間部浄水所の原水色度の特徴と対応 

多摩水道改革推進本部調整部 技術指導課 

１ はじめに  

色度の主成分であるフミン質は塩素と反応して水道水質基準で規制されている消

毒副生成物を生成する。多摩地区山間部を流れる河川水は色度が高く、浄水処理の

課題であることから、フミン質の定性等の分析が行える３次元蛍光分析を活用し、

調査及び実験から原水色度の特徴を把握し消毒副生成物の対応を検討することとし

た。 

２ 実験内容  

複数の山間部浄水所の原水を用いて３次元蛍

光分析、消毒副生成物生成能（以下「消副 P」

という。）試験及び色度分析を行い、特徴を比較

した。色度は検水をフィルターでろ過した後、

波長 390 nm の紫外線吸光度（以下「UV390」
という。）により分析した。  

フミン質の除去性能について、PAC の注入率

と pH 値を変化させて、３次元蛍光分析及び消

副 P の結果から評価した。  

３ 実験結果及び考察  

３次元蛍光分析の結果、フミン質由来のピークトップの位置は全ての原水でおお

むね一致した（図 1 内○の位置、Ex：260 nm／Em：445 nm）。さらに、ピークト

ップの蛍光強度と消副 P 又は色度（UV390）とは高い相関を示した（図 2 及び図 3）。
また、ジャーテストの結果から PAC 注入率を 60 ppm 又は pH 値を 6.6 にすること

によってフミン質の除去性能が上昇することを確認できた。以上の結果から多摩地

区山間部浄水所の原

水のフミン質はおお

むね共通の種類であ

り、フミン質が消毒

副生成物の共通の指

標となることが分か

った。  
また、PAC 又は酸

剤の注入率の適正化

及び色度（UV390）等によるピークカットの基準を設け、消毒副生成物の対策を実

施中である。  

図１  各原水の３次元蛍光スペクトル  

図２  ピークトップの蛍光

強度と消副 P との相関  

R2=0.8994 R2=0.8538 

図３  ピークトップの蛍光強度

と色度（UV390）との相関  
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2-MIB を効率的に除去できる粉末活性炭に関する調査（その２） 

－沈殿水濁度とかび臭除去特性の把握－ 

多摩水道改革推進本部調整部 技術指導課 

１ はじめに 

 多摩川水系では、かび臭原因物質の一つである2-メチルイソボルネオール（2-MIB）

の濃度上昇が問題となっている。粉末活性炭注入により対応している多摩川水系の浄

水所では、高濃度の2-MIBを含む原水を浄水処理する場合、より多量の粉末活性炭が

必要になる。そのため、少ない量でより効率的に2-MIBを除去できる粉末活性炭を調

査した。その結果、製造時の賦活化処理の程度が高く（高賦活化炭）、ヤシ殻を原料

とした粉末活性炭で、粒子が細かいものが最も高い除去性能を示した。  
 しかしながら、上記の粉末活性炭を実際に導入するに当たっては、ろ過池からの

漏えい等、濁度の上昇が懸念された。今回、小粒炭を使用した場合の濁度上昇や、

高賦活化炭による 2-MIB 除去と比表面積等の物性との関係について更に調査を進

めたので報告する。  
２ 実験内容  

高賦活化炭を含む計 13 種類の粉末活性炭を入手し、それぞれの粒子径及び比表

面積を調査した。2-MIB を添加した高月浄水所の原水を用いてジャーテストを行い、

小粒炭を使用した場合の上澄水の濁度上昇からろ過池への流入及び漏えいの可能性

を検討した。  
2-MIB を添加した水道水を用いてジャーテストを行い、2-MIB 除去率と比表面積

等との関係を高賦活化炭と標準的な賦活化処理の粉末活性炭（標準賦活化炭）とで

比較・検討した。また、粉末活性炭注入率を段階的に変化させてジャーテストを行

い、2-MIB を除去するのに必要な粉末活性炭注入率を高賦活化炭と標準賦活化炭と

で比較・検討した。  
３ 実験結果 

小粒炭の上澄水濁度は、浄水所で粉末活性炭を使用した場合の通常の濁度上昇と同

程度であり、漏えいするほど多量の小粒炭がろ過地へ流入する可能性は少ないと考え

られた。  
実験した５種類の高賦活化炭の2-MIB除去率は全て80 %以上であったものの、比表

面積にはばらつきが見られた。８種類の標準賦活化炭の 2-MIB除去率は 40 %から

80 %程度であったものの、比表面積には高賦活化炭ほどのばらつきは見られなかっ

た。高濃度の2-MIB（濃度50 ng/L）を水質基準値（濃度10 ng/L以下）まで除去する

のに必要な粉末活性炭注入率は高賦活化炭で10 ppmであった。これは標準賦活化炭

の半分程度の注入率であり、粉末活性炭の消費量を抑制できる可能性があることが分

かった。  
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朝霞浄水場における植物系及び石炭系活性炭の比較 

朝霞浄水管理事務所 技術課 

１ はじめに  
 近年の技術開発により石炭系活性炭と同様の細孔分布を有し、同等の水処理性が

期待される植物系活性炭（ヤシ殻造粒炭）の製造が可能となった。朝霞浄水場の生

物活性炭吸着池（以下「BAC 池」という。）では、平成 26 年度から平成 29 年度に

かけて、おいしさに関する水質目標の達成に必要な水処理性を保ちつつ、環境負荷

低減に貢献するために、植物系活性炭を試験的に導入し、水処理性や物性等につい

て、従来の石炭系活性炭との比較調査を行ってきた。  
本調査では、朝霞浄水場における植物系及び石炭系活性炭の水処理性と物性の比

較について得られた知見をまとめた。あわせて、当浄水場の植物系活性炭と有効径

の異なる東村山浄水場の植物系造粒炭（以下「東村山植物炭」という。）の水処理性

を比較した結果を報告する。  
２ 調査内容  
 朝霞浄水場の植物系及び石炭系活性炭の水処理性について、通水開始から通水後

46 か月までの全有機炭素（以下「TOC」という。）、紫外部吸光度（以下「UV260」
という。）、アンモニア態窒素、溶存酸素濃度（以下「DO」という。）及び pH を測

定した。あわせて、調査期間中における活性炭の物性変化を調査した。 

また、当浄水場の植物系活性炭（有効径 0.9 mm）と東村山植物炭（有効径 1.2 mm）

の水処理性について、TOC 及び UV260 の比較を行った。  
３ 調査結果・考察  

植物系活性炭は、石炭系活性炭よりも TOC 及び UV260 の除去率が少し劣った。

特に、通水後 36 か月以降、UV260 除去率の差が拡大した。植物系及び石炭系活性

炭のアンモニア態窒素の処理性は同等であり、BAC 池出口における DO 百分率及び

pH は、植物系活性炭の方が石炭系活性炭より低い傾向があった。このことから、

植物系活性炭は石炭系活性炭に比べて微生物群の付着量が多いと考えられるが、有

機物の除去に有意な微生物の割合が低いことが示唆された。  
納入時の植物系活性炭のヨウ素吸着性能、メチレンブルー脱色力は石炭系活性炭

より優れているが、通水後 46 か月では両者で同等の値であった。このことから、

植物系活性炭の方が、石炭系活性炭に比べて吸着能力が大きいことが分かった。  
朝霞浄水場の植物系活性炭と東村山植物炭の TOC 除去率は、ほぼ同様の推移で

あった。  
また、両者とも DO 百分率及び pH は、石炭系活性炭よりも低い傾向があった。

一方、通水後２年目までの朝霞浄水場の植物系活性炭の UV260 除去率は、東村山

植物炭とほぼ同様の推移であったが、通水後 36 か月以降、朝霞浄水場の植物系活

性炭の UV260 除去率は、東村山植物炭に比べて徐々に低下した。  
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水質事故時等における簡易分析法の検討 

朝霞浄水管理事務所 三園浄水場 

１ はじめに 

 水質基準の中で健康に関する項目は 31 項目あり、当局ではこれらを浄水場で 15
項目、水質センターで 16 項目をそれぞれ分担し検査している。そのため、水源水

質事故が発生し、浄水場で採水した試料について水質センターが担当している項目

の検査が必要となった場合、水質センターに試料搬入しなければならないことから、

検査結果が出るまでに時間がかかり、対応が遅れることが危惧される。 

そこで、当浄水場水質担当では、当場で保有する分析機器を活用し、浄水場で検

査を行っていないこれらの項目についても浄水場にて分析が可能か検討を行った。

本稿では、平成 28 年度から平成 30 年度にかけて実施したこれらの検討結果につい

て報告する。 

２ 検討方法と検討項目 

 目的物質を添加した原水及び浄水での濃度をそれぞれ測定し、前処理の最適条件、

検量線の相関係数及び定量下限値を求めた。 

 検討は、消毒副生成物等を除いたカドミウム、水銀、セレン、鉛、四塩化炭素、

1,4-ジオキサン、シス -1,2-ジクロロエチレン及びトランス -1,2-ジクロロエチレン、

ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン並びにホ

ルムアルデヒドの 12 項目について行った。分析は当場の保有機器を使用し、当場

の定期試験でその保有機器を用いる際の分析条件（通常メソッド）を極力変更しな

いようにして行った。 

３ 結果 

 検討の結果、8 項目の簡易分析が可能であった。セレン、四塩化炭素、シス -1,2-
ジクロロエチレン及びトランス -1,2-ジクロロエチレン並びにテトラクロロエチレ

ンは、水質基準項目に関する水質検査方法の定量下限として確保されなければなら

ない、基準値の 1/10 の濃度まで定量が可能という結果を得られた。 

また、カドミウム、ジクロロメタン、トリクロロエチレン及びホルムアルデヒド

についても、定量下限値が基準値を下回った。 

 シス -1,2-ジクロロエチレン及びトランス -1,2-ジクロロエチレン並びにジクロロ

メタンはトリハロメタン生成能（THM-FP）の測定時に用いる溶媒抽出-ガスクロマ

トグラフ法での分析を検討したが、THM-FP の前処理条件を一部改良することでよ

り高い精度で分析できることを確認した。その他の検討項目では通常メソッドに大

きな変更を加えずに分析が可能であった。 

 今回の結果から、三園浄水場では定期試験で検査していた 15 項目に本検討で簡

易分析が可能となった 8 項目を合わせて、23 項目の検査ができるようになった。 
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長沢浄水場における薬品注入の効率化に向けた取組  

東村山浄水管理事務所 長沢浄水場  
１ はじめに  

長沢浄水場の水源である相模湖では浄水処理障害を引き起こす生物が年間を通じ

て発生する。このため、当場では発生する生物に応じた塩素処理を行い、効果的か

つ効率的な浄水処理に努めている。しかしながら、近年の浄水薬品費の高騰等を背

景に、より効率的な薬品注入の実施が求められるようになった。そこで、当場では

コスト削減等を目的に、前弱塩素処理の試行を行った。本報は、その経過を報告す

るものである。  
２ 検証内容及び結果  

(1) 試行①（平成 29 年度５月から６月まで）  
ア   沈殿池出口で総残留塩素が不検出になるまで前塩素注入率を下げると、浄水

濁度が悪化した。  
また、沈殿池壁面等に苔類や藻類の付着量増加が認められた。  

イ    沈殿池出口の総残留塩素が 0.1mg/L 程度となるように前塩素を注入するこ

とで、浄水処理を悪化させることなく、薬品使用量の削減が可能であると見込

まれた。  
(2) 試行②（平成 29 年度 12 月から３月まで）  

夏季の試行結果と同じく、前弱塩素処理は前塩素処理と同等の凝集性を確  
保しつつ、薬品使用量の削減が可能であると見込まれた。  

(3) 試行③（平成 30 年度４月から）  
前年度の結果を受け、前塩素注入率を沈殿池出口で総残留塩素が 0.1mg/L  

程度検出される注入率に設定し、本運用を開始した。以下は５月末時点での結

果である。  
ア 前年同時期と比較し、沈殿水濁度及びろ過水濁度に差異は見られなかった。  
イ 前塩素使用量で 50％、総塩素使用量で 25％の薬品使用量の削減効果が認めら

れた。  
ウ 沈殿池内に付着する藻類の増加は見られない。ただし、藻類や水生生物の増

殖抑制効果については長期にわたる観察が必要である。このため、今後も試行

を継続し、殺藻性の良否等、浄水処理への悪影響の有無について、長期にわた

る検証を行う必要がある。  
 

３ まとめ  
(1)  短期的な検証の結果であることに留意が必要であるが、前弱塩素処理により、

塩素の使用量が 25％程度抑制された。  
(2)  今後も試行を継続し、浄水処理への悪影響の有無等に関し、長期にわたる検

証を行う必要がある。  
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粒状活性炭更新時の経年炭重層による硝化促進 

金町浄水管理事務所 技術課 

１ はじめに  
当局は、生物活性炭吸着池（以下「BAC 池」とする。」）の粒状活性炭を新炭へ更

新することについて、①全有機炭素（以下「TOC」とする。）の除去率が高い４年
経過までの BAC 池のみを使用することで浄水中の TOC を軽減する。これにより送
配水過程における残留塩素の減少を抑制し、残留塩素の低減化を図る。②農薬やオ

ゾン処理による副生成物等、様々な化学物質に対する除去性を高め、通常時のみな

らず不測の水質汚染発生時に対しても、水道水の安全性をより一層向上させる。以

上２点から、使用年数を４年と定めている。  
このことから、当課では、１年間に既存の BAC 池（54 池）をおおむね 1/4 更新

することとなる。平成 28 年度は、例年より約１か月早くアンモニア態窒素が漏洩
し、二段階塩素処理を早期に行った。原因は、９月以降に更新した生物活性炭吸着

池からの漏えいであった。今後も、更新池数が多く、更新時期は冬期まで続くこと

もあり、低水温期のアンモニア態窒素の上昇と併せて、更新池がアンモニア態窒素

漏洩の原因となる。そのため、新炭池の粒状活性炭にアンモニア酸化活性を速やか

に付与する必要が生じた。  
２ 調査内容  
室内実験の結果から得られたモデル式より、水温が 5℃から 15℃で、経年炭を 5％

添加した系は、添加しない系より生物活性炭化までの日数を約 30％から 60％短縮
できることが判明した。このことから、新炭池 (E-４石炭 )への経年炭の 5％ (12.5cm)
重層化を平成 29 年 10 月 27 日から実施し、対照池 (D-５  植物炭 )と比較して、その
効果を検証した。  
３ 調査結果  
アンモニア態窒素の除去性を図に示す。アンモニア態窒素の除去性は、当初、ア

ンモニア態窒素濃度が 0.05mg/L 以下と低かったが、重層化した新炭池の方が除去
性に高い傾向が見られた。二段階塩素処理終了直後、アンモニア態窒素濃度が

0.08mg/L となったが、重層化

した方が除去性は高かった。そ

の後は、アンモニア態窒素が高

くなることもなく、どちらも

100％の除去率であった。二段
階塩素処理終了前後での漏えい

が重層化の方が少ないため、10
月以降更新する BAC 池には重
層化は効果的と考えられる。  
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