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１．背景と目的 

平成 13 年 3 月の環境基準の改正に伴い、流域下水道本部管内では、放流水中の大腸菌群数低減の取

組みとして、管理目標値（100 個/mL）の達成に向けた運用を平成 18 年度より行っている。 

 しかし、多摩川上流水再生センター（以降「多摩上」という。）では、大腸菌群数の低減に必要な塩

素接触槽がないことから、管理目標値の達成率が低い状態が続いていた。 

 このため、平成 20 年 2 月に、大腸菌群数低減に向けたワーキンググループ（以下、WG）を立ち上げ、

各種調査実験を行ってきた。 

 平成 21 年度は、平成 20 年度の調査で得られた知見を基に、付加的な工事を行うことなしに、既存の

施設や設備を用いた、より効果的な低減方法を明らかにすることを目的に調査を実施した。 

 

２．調査期間 

 平成 21 年 4 月から平成 22 年 3 月まで 

 

３．調査内容 

３．１ 塩素接触時間及び注入量の影響調査（テーブル実験による検証） 

  現在の多摩上の放流水水質において、大腸菌群数の低減に必要な塩素注入量、接触時間や撹拌強度

等を再確認するため、ジャーテスターを用いたテーブル実験（ジャーテスト）により最適処理条件の

調査を実施した。なお、本調査では塩素として次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度５％）を用いた。 

  テーブル実験の結果を実施設の設計に応用できるよう、本調査では、式(1)に示す Camp の式 1)を用

い、テーブル実験での撹拌回転数及び撹拌時間から撹拌強度 G 値及び撹拌強度と撹拌時間の積である

GT 値を算出し、効果の検討に用いた。 

以下に Camp による撹拌強度 G 値の算出式を示す。 

G = (φm/μ)・・・・・・・・・・・・式(1) 

φm = (ρ×C×A×ν0
3) / (2×V) 

φm：単位体積当たり消費される動力 

μ ：動粘性係数       1.0×10-3 (kg/m/sec) 

ρ  ：水の密度        1.0×103 (kg/m3) 

C   ：撹拌翼の抵抗係数    1.8 

A   ：撹拌翼の面積      (m2) 

ν0  ：撹拌翼の撹拌中心速度  (m/sec) 

V   ：池の容積         (m3) 
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  なお、撹拌翼の撹拌中心速度（ν0  ）は、ジャーテストの撹拌回転数、周速及び撹拌羽根外径から

算出した。 

平成 20 年度調査及び本調査における予備調査の結果、多摩上の放流水では、午前 8 時から 9 時に

かけて大腸菌群数が最も高くなることが明らかとなった。そこで、本調査の試料水は 8 時から 9 時の

間に採水した高級処理水（塩素注入前の放流水）とした。実験には図１に示す 6 連式ジャーテスター

を用い、種々の撹拌強度、撹拌時間、塩素注入量で処理した時の大腸菌群数を測定することで、各因

子が大腸菌群数の低減に及ぼす効果を検討した。 

 

 
図１ ジャーテスター写真 

 

３．２ 塩素接触時間の影響調査（実施設を用いた４系二沈からの塩素注入による効果の検証） 

  多摩上における既設の塩素注入設備による塩素注入地点は、図２に示す地点で、放流口までは公称

８分の接触時間を有している。しかし、以前の調査では接触時間が２-３分という報告もあり、大腸

菌群数低減のための十分な接触時間は得られていない可能性が考えられる。 

そこで、塩素注入後の接触時間の延長を目的に、塩素接触時間が最も長くとれる地点として４系の

二沈末端に注目し、そこから塩素注入を行った場合の大腸菌群数低減効果を調査した。 

なお、本調査では塩素として次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度 12％）を用いた。 

調査は、2009 年 12 月 16 日から 18 日の３日間に渡り実施した。３日間ともに表１の処理水量とな

るように水量調整を行った上、１-２日目は既設の塩素注入設備から、２-３日目は４系二沈から、各

水量に合わせて塩素注入を実施した。 
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図２ 調査地点平面図 

 

表１ 調査時の目標高級処理水量及び目標残留塩素濃度 

時 間 目標高級処理水量 (m3/h) 目標残留塩素濃度 (mg/L) 

9:00-13:00 8,000 0.7 

13:00-18:00 7,000 0.8 

18:00-23:00 8,000 0.7 

23:00-7:00 6,000 1.0 

7:00-9:00 8,000 0.7 

 

なお、４系二沈からの塩素注入は、注入施設がないため、小型の注入ポンプを用い、適宜、入量を

確認しながら実施した。 

 

４．調査結果 

４．１ 塩素接触時間及び注入量の影響調査 

  まず種々の塩素注入率で実験を行い、大腸菌群数に及ぼす影響を検討した。 

ジャーテスト実験条件から換算した GT 値を表２に示した。結果を図３に示す。 

塩素注入率の上昇に伴い大腸菌群数は低下しており、0.6mg/L 以上の注入率があれば大腸菌群数は

管理目標値の 100 個/mL を下回ることが明らかとなった。 

0.6mg/L で 100 個/mL を下回った時の GT 値は約 14×104であったが、これはジャーテストの実験条

件では、120rpm で 30 分間塩素接触を行った時に相当する。ジャーテスターとの単純比較はできない

が、実施設でも、20 分を超えて強い撹拌が必要であり、現在の多摩上の実施設でこの条件を満足させ

るのはかなり難しい。そこで、塩素注入率は、現在の多摩上における通常注入率である 0.8mg/L とし、

さらに GT 値が大腸菌群数低減に及ぼす影響を検討した。結果を図４－１に示す。 
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表２ ジャーテスト実験条件からの GT 値換算表（×104） 

 60rpm 120rpm 140rpm 160rpm 

8 分 1.3 3.8 - - 

15 分 2.5 7.1 8.9 11.0 

20 分 3.4 9.5 11.9 14.6 

25 分 - 11.9 14.9 18.3 

30 分 - 14.2 17.8 22.0 

40 分 - 19.0 - - 

 

 

図３ 種々の塩素注入率における GT 値が大腸菌群数に及ぼす影響 

 

 

図４－１ GT 値が大腸菌群数に及ぼす影響（塩素注入率：0.8mg/L） 
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図４－１は、ジャーテストで、60-160rpm の撹拌回転数、15-40 分の塩素接触時間という種々の実

験条件を GT 値に換算し、各 GT 値における塩素処理後の大腸菌群数を表わしている（表２）。 

       この結果、図４－１を見ると、GT 値と大腸菌群数の間には相関は見られなかった。 

そこで、図４－１において、浄水処理での緩速撹拌に相当する 90rpm 以下の値と、急速撹拌に相当

する 120rpm 以上の値に分け、急速撹拌領域の値のみを記した結果を図４－２に示す。 

 

 

図４－２ GT 値が大腸菌群数に及ぼす影響（塩素注入率：0.8mg/L、高回転数領域） 

 

この結果、撹拌回転数 120rpm では GT 値の上昇に伴い、大腸菌群数に低下の傾向が見られた。一方、

140rpm では、120rpm 時と違い、GT 値の違いによる大腸菌群数の差は見られず、より高回転の 160rpm

では、GT 値によらず大腸菌群数は 100 個/mL 前後であった。高回転域の 160rpm で大腸菌群数が低下

しなかったのは、160rpm では撹拌強度が強すぎ、大腸菌と塩素が十分な時間接触することができない

ためではないかと考える。 

つまり、大腸菌群数低減のための塩素処理での混和は、強すぎても、弱すぎても効果は低く、最適

な GT 値が存在し、多摩上の場合は、塩素注入率が 0.8mg/L の時、浄水処理での急速撹拌程度の強度

で、GT 値が 10×104程度となるような条件で塩素処理を行うことが必要である可能性が示唆された。 

  本調査の実験条件では、GT 値が 10×104以上を満足するための接触時間は 25 分を必要とした。下

水道施設計画・設計指針では、排水基準である 3,000 個/mL 以下を満足するための条件として、塩素

接触槽は塩素注入後 15 分以上の接触時間を標準としている 2)。このため、25 分という接触時間は、

下水道施設計画・設計指針に基づく接触時間の約2倍となり、その分施設規模が大きくなってしまう。

また、過去の文献では、大腸菌ではないが、通常の浄水処理を行った表流水中の従属栄養細菌を死滅

させるために必要な塩素は 1.3mg/L で 30 分という報告もある 3)。本調査では、通常の注入率である

0.8mg/L を基に検討を行ったが、塩素接触槽の規模や大腸菌の塩素への抵抗力を考えると、実施設で

の注入率は、0.8mg/L より高い注入率が必要ではないかと考えられた。0.8mg/L より高い注入率での

最適 GT 値の詳細な検討は今後の課題である。 
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４．２ 塩素接触時間の影響調査 

調査結果を図５－１に示す。既設（■）及び４系二沈（●）から次亜塩素酸ナトリウムを注入した

時の放流水中の大腸菌群数及び、既設（□）及び４系二沈（○）から注入した時の塩素注入率の経時

変化を表わしている。 

 

 
図５－１ 塩素接触時間の違いが大腸菌群数の低減に及ぼす効果 

 

  ４系二沈からの注入について見ると、14 時までの塩素注入率が高い時間帯では、既設からの注入時

と同等の大腸菌群数を示したが、注入ポンプの不具合により一時的に塩素注入率が低下した 14 時以

降は、大腸菌群数が一気に上昇し、その後も４系二沈からの注入は既設注入に比べ大腸菌群数が高く、

既設と同等または既設より高い注入率の時間帯においても、大腸菌群数は低下しなかった。 

  この結果、接触時間の延長により大腸菌群数の低減が期待されたが、顕著な効果が見られなかった。

原因として、４系からの塩素注入後、採水地点に到達する間に流入する３系（3-1 系、3-2 系）、２系

（2-1 系）、１系（1-1 系、1-2 系）の高級処理水の影響により、大腸菌よりも塩素との反応速度が速

い有機物等が連続して流入したことで、これらと塩素との反応が優先して起こり、塩素が消費されて

しまったものと考えられた。 

  以上の結果、既存の施設を用い塩素接触時間の延長を行う場合、４系からの１点注入においては、

既設注入に比べ塩素注入率を高める必要があるが、放流河川での水生生物への影響を考慮すると条件

設定にはさらに詳細な検討が必要であると考えられた。また、塩素不足を抑制するため、４系、３系、

２系、１系各系列への多点注入も考えられるが、総量としての塩素注入量が多くなることで残留塩素

濃度が増加し、放流口付近及び河川中の水生生物への影響が考えられることから、多点注入の条件設

定においても、更なる検討が必要と考えられる。 
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５．まとめ 

（１）大腸菌群数低減のための塩素処理には、最適な GT 値が存在し、多摩上の場合は、塩素注入率が

0.8mg/L の時、最適 GT 値は 10×104程度であることが示唆された。 

（２）放流口から最も遠い４系二沈からの注入のように、既存の施設を用い塩素接触時間の延長を行う場

合は、既設塩素注入設備からの注入に比べ塩素注入率を大幅に高める必要があり、放流河川での水生

生物への影響を考慮した条件設定が必要であると考えられた。 
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