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1. はじめに 

1.1 水再生センター等における臭気防止対策  

水再生センターから発生する臭気は、悪臭防止法により臭気指数等で規制されて

いる。脱臭設備排出口や汚泥焼却炉の煙突などの気体排出口、放流水の排出口及び

敷地境界線が規制の対象となる。多くの水再生センター、ポンプ所は住宅地や商業

施設に近接しており、お客さまの快適な生活環境を確保するために臭気防止対策は

重要である。 

1.2 活性炭の脱臭原理と脱臭設備の維持管理における課題 

水再生センター、ポンプ所は、

臭気防止対策として原臭の臭気

濃度や成分に応じてヤシガラ活

性炭（以下、活性炭とする。）、

腐植質脱臭剤、添着炭などの脱

臭剤を使用した脱臭設備を設置

している。水再生センターにお

ける脱臭設備の約７割が活性炭

を使用している。活性炭は無数

の細孔を持ち、その主な脱臭メ

カニズムは、臭気物質の物理的

な吸着による除去である。なお、

活性炭は臭気物質を吸着すると

徐々に脱臭能力が低下するが、

特に飽和近くまで吸着すると脱

臭能力が大幅に低下する 1） ため、その前に交換（以下、再生も含む。）して規制基

準値を遵守できるように維持管理する必要がある。 

これまで活性炭の交換時期は、脱臭設備排出口の臭気測定結果や過去の交換履歴

に基づき判断していた。しかし、下水道施設から発生する臭気の原臭濃度は、設置

場所や気温、天候によって大きく変動するため 2)、臭気測定結果から脱臭能力を正

確に評価することは困難である。例えば一時的に原臭濃度が上昇すると出口の臭気

濃度も増加するため、臭気測定結果はあくまでも脱臭設備の間接的なデータであり

脱臭能力の直接的な指標にはなりにくい。また、臭気測定は臭気判定士等の資格を

有する分析機関に依頼する必要があり、２週間程度の時間と測定回数に比例したコ

図１ 脱臭設備 
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ストを要し頻繁に実施できない。こうした理由から、臭気基準値を遵守するため活

性炭を早めに交換していた。 

1.3 pH 診断法の pH に着目した理由 

 上記のような実態から、的確に活性炭の交換時期を判断するために、脱臭能力を

定量的かつ簡便に把握できる維持管理手法の開発ニーズが高かった。活性炭におけ

る脱臭能力の指標の１つに溶剤吸着性能があるが、これは有害物質のトルエンを使

用することやある程度の測定ノウハウや時間が必要な点で維持管理に用いるには課

題がある。また、臭気センサーを用いた判定方法もこれまで検討を重ねたが実用化

には至らなかった。そこで今回、水再生センター等の水処理施設から発生する臭気

の主成分である硫化水素が、活性炭に吸着除去された後、酸化されて強酸の硫酸に

なるのではないかと考え、簡単に測定できる指標として活性炭のpHに着目した。活

性炭のpH測定方法はJISで規定されているが、溶剤吸着性能との関係を含め脱臭能力

の指標として使用できるかどうかは不明であった。そこで、活性炭の脱臭能力につ

いて定量的かつ安価で簡易に把握できるpH診断法の開発に取り組んだ。 

1.4 pH診断法の概要とその活用 

JIS に定められた活性炭の pH 測定は、採取した活性炭に蒸留水を加え、5 分間沸

騰させた後に pH を測定するという簡単な方法であり、水再生センターにある既存の

設備を用いて誰でも簡単に測定することができる。pH 診断法は pH 測定結果に基づ

いて活性炭の脱臭能力を「正常」、「注意」、「劣化」と定量的に判定することができ、

活性炭の脱臭能力の定量的指標として有用である。 

当局では平成 24 年度から pH 診断法を試行的に導入し、活性炭の脱臭能力を定量

的に管理した結果、脱臭能力が低下した活性炭を速やかに交換する一方で、従来の

交換サイクルより活性炭を延伸して使用することで維持管理コストを削減できた。

また、平成 25 年度からは pH 診断法による脱臭設備の維持管理手法を本格的に導入

している。 

本発表では、活性炭の脱臭能力を簡単に把握できる pH 診断法について報告する。

また、具体的な活用事例についても報告する。 

 

2. 活性炭の脱臭能力における評価指標の検討 

当局の活性炭脱臭設備の多くは、活性炭

を充填したカートリッジの上下２段積で構

成されている。活性炭脱臭設備の模式図を

図２に示す。各施設で発生する臭気は吸気

ファンにより脱臭設備下部に送られ、下段

及び上段カートリッジの活性炭で除去され

る。そのため、活性炭は最初に臭気物質が

通過する下段カートリッジの下部から徐々

に劣化し、やがて脱臭能力が完全に失われ

る状態になる。 

   図２  脱臭設備の模式図 
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活性炭の交換方法は、図３のように下段カートリッジの活性炭を交換後、上段に

設置し、交換前の上段カートリッジを下段に移動させる。 

以下の調査方法により脱臭能力の評価指標を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 調査方法 

2.1.1 調査対象の脱臭設備の選定 

水再生センターにおける脱臭設備の多くは、水処理系から発生する臭気を脱臭し

ているため、まず汚泥処理系を除く水処理系の脱臭設備に焦点を絞った。また、水

再生センターの脱臭設備の約７割が活性炭を使用しているため、上下段カートリッ

ジ共に活性炭を使用している脱臭設備を調査対象とした。 

一方、さまざまな劣化状況の活性炭を採取して分析するために、平成 23 年度に過

去の実績から比較的脱臭能力が早く低下する芝浦水再生センターの高速ろ過施設脱

臭設備及び徐々に低下する同センター東系沈砂池施設脱臭設備で調査を実施した。

また、平成 24 年度に複数の水再生センターでデータを蓄積するために、浮間水再生

センターの反応槽脱臭設備においても同調査を実施した。調査した脱臭設備の仕様

と調査期間を表１に示す。 

表 1 調査した脱臭設備の仕様と調査期間 

施設 脱臭設備 処理風量 
カート 

リッジ 
調査期間 

芝浦  

水再生センター 

高速ろ過施設 

脱臭設備 
415 m3/min 12×2 段積  

平成 23 年 9 月から

平成 24 年 2 月まで東系沈砂池施設 

脱臭設備 
140 m3/min 8×2 段積  

浮間  

水再生センター 
反応槽脱臭設備 440 m3/min 12×2 段積  

平成 24 年 7 月から

平成 25 年 2 月まで

図３ 活性炭カートリッジの交換方法 

  

 

下段  

 

工場で交換 

 

上段  

交換前 交換後 

 

下段カートリッジ下部 

下段カートリッジ上部 

上段カートリッジ下部 
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2.1.2 調査試料 

さまざまな劣化状況の活性炭を分析するた

めに、活性炭の脱臭能力が大幅に低下してい

ると考えられる下段カートリッジ下部、使用

期間の経過とともに徐々に劣化が進行すると

考えられる下段カートリッジ上部及び上段カ

ートリッジ下部の３カ所から、表１に示す調

査期間中に月１回の間隔でカートリッジ上部

はスコップで、カートリッジ下部はゾーンサ

ンプラーを用いて活性炭を採取した。 

2.1.3 測定項目 

2.1.2 で採取した活性炭について表２に

示す測定項目及び入口、出口の臭気を分析

した。 

前述のように水再生センター等の水処理施設から発生する臭気の主成分は、第一

沈殿池など嫌気状態で多く発生する硫化水素である。硫化水素は活性炭に吸着した

後に酸化されて硫酸に変化し、活性炭の pH が低下すること及び含硫黄物質である硫

化水素の吸着により、活性炭の硫黄が蓄積することが推測される。そこで、活性炭

の脱臭能力の指標である溶剤吸着性能と pH、全硫黄、それに従来から測定していた

脱臭設備入口と出口の臭気指数及び硫化物濃度を測定項目とした（表２）。 

なお、活性炭の pH 測定法は JIS で規定されているが、溶剤吸着性能との関係を含

め脱臭能力の指標として使用できるかについては報告がなく不明であったために、

最初に溶剤吸着性能と pH 及び全硫黄の関係性について調査した。 

 

表２ 活性炭及び臭気の測定方法 

測定項目 測定方法 備考  

活性炭 

溶剤吸着性能 
JIS K 1474   

活性炭試験法 

溶剤にト

ルエンを

使用 

全硫黄 
JIS M 8813   

石炭類及びコークス類-元素分析法 

 

pH 
JIS K 1474  

活性炭試験法 

 

臭気  

臭気指数 
環境省告示第 63 号  

「臭気指数及び臭気排出強度の算定方法」 

入口、出口

硫化物 

（硫化水素等） 

環境省告示第 9 号  

「臭気物質測定分析」 

入口、出口

 

  

図４  ゾーンサンプラー 
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2.2 調査結果 

 活 性 炭 の 溶 剤 吸 着 性 能 と

pH 及 び 全 硫 黄 と の 関 係 を 図

５及び図６に示す。溶剤吸着

性能は、活性炭の脱臭能力の

指標の１つであり、数値が大

きいほど脱臭能力が高いこと

を意味している。当局の納入

時における溶剤吸着性能の仕

様基準は、30 WT%以上である。 

芝浦水再生センター及び浮

間水再生センターの脱臭設備

から採取した活性炭を分析し

た結果、活性炭の溶剤吸着性

能が低下すると、pH は急激に

低下しており、活性炭の溶剤

吸着性能と pH とに高い相関

があった（図５）。溶剤吸着性

能 が 約 30 WT%の と き 、 pH 8

から 10 と高くアルカリ性で

あり、溶剤吸着性能が 20 WT%

以下のとき、pH 2 以下の強酸

性であった。 

一方、溶剤吸着性能は全硫

黄と逆相関の関係にあり、溶

剤吸着性能が低下すると全硫

黄は直線的に増加した（図６）。

溶剤吸着性能が約 30 WT%のと

き全硫黄は 0 から 1 WT%程度

と 低 く 、 溶 剤 吸 着 性 能 が 20 

WT%以下のとき全硫黄は 4 か

ら 8 WT%と増加した。 

実際に、硫化水素が脱臭設

備で除去されているかどうか

確かめるために、脱臭設備の

入口、出口における臭気成分を測定した結果、入口の硫化水素濃度の最大値は 39 ppm

であり、脱臭設備出口の硫化水素除去率は 90％以上であった。したがって、今回調

査した脱臭設備の活性炭は、確実に硫化水素を吸着除去していた。 

これらの結果から、下水道施設から発生する臭気の主成分である硫化水素などが

  図５  溶剤吸着性能と pH の関係 

    図６  溶剤吸着性能と全硫黄の関係 

東京都下水道局 技術調査年報-2014-  Vol.38

目　次



活性炭に吸着することで溶剤吸着性能の低下とともに全硫黄が増加し、pH が低下す

るとした推測は妥当であり、活性炭の溶剤吸着性能を pH もしくは全硫黄から判断で

きることがわかった。溶剤吸着性能及び全硫黄は、特殊な分析装置が必要でありコ

ストや時間もかかるが、pH は安価で簡易に分析することが可能である。このため、

活性炭の脱臭能力を判断する指標として pH を用いることにした。 

 

3. pH 診断法の検討 

3.1 採取位置の検討 

 前述のように、脱臭設備の活性炭の脱臭能力は下段から上段に向けて徐々に低下

する。最も効率的で経済的な活性炭の交換タイミングは、下段カートリッジがすべ

て劣化し、上段カートリッジの劣化がほとんど進行していないときである。上下２

段積の脱臭設備において中間部の脱臭能力を把握できれば、より適切な時期に交換

することができるため、中間部の活性炭を採取することにした。脱臭設備の中間部

は、上段カートリッジ下部もしくは下段カートリッジ上部の２か所あり両者の pH

はほぼ近似した値であったため、より短時間で採取できる上段カートリッジ下部か

ら活性炭を採取することにした。 

3.2 評価基準 

評価基準は図７のように pH6 から pH10 を「正常」、pH2 以下を「劣化」とし、そ

れらの間である pH2 から pH6 を「注意」とした。pH6 から 10 を「正常」とした理由

は、納入時における活性炭の溶剤吸着性能は約 30 WT％、 pH 8 程度であり、pH 6 以

上のとき溶剤吸着性能は 25 WT％以上で脱臭能力を十分保持していることからであ

る。 

一方、溶剤吸着性能が

20 WT％以下になると、pH 

2 以下の強酸性になって

いたことから pH 2 以下を

「劣化」とした。またそ

れらの間の pH 2 から pH 6

を「注意」とした。 

pH 2 から pH 6 の「注

意」領域のデータが少な

いのは、活性炭の吸着性

質によると考えられる。

一般的に活性炭の吸着破

過曲線は、飽和した状態

を過ぎると吸着能力が指

数関数的に低下するため、

その状態に相当する「注意」

領域の活性炭を採取することは困難であり、データ数が少なくなったと考えられる。 

図７ 活性炭の pH による脱臭能力の評価基準 
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3.3 pH 診断法の手順 

pH 診断法の手順を以下に示す。 

 

（１）ゾーンサンプラーを使って、上段カートリッジ下部から活性炭を採取 

（２）活性炭 pH を測定し、図７に基づいて脱臭能力を「正常」「注意」「劣化」

に評価 

（３）「劣化」と判断された場合は活性炭交換の必要性の有無を判断 

 

活性炭 pH 測定方法（以下、JIS 法とする。）は JIS K 1474 に準拠した方法であり、

その模式図を図８に示す。ビーカーに活性炭と蒸留水を入れ、発熱コンロで５分間

沸騰させ、放冷した後に pH 計で pH を測定する。１検体あたり約 20 分で測定するこ

とができ、水再生センターにある既存の分析機器を用いて簡単にかつ迅速に測定可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 pH 診断法のメリット 

 pH 診断法は臭気測定による従来法と比較して、採取や分析などの所要時間を圧倒

的に短く簡単に判定できる点に大きなメリットがある。臭気測定による従来法は、

臭気判定士の資格を有する分析機関に委託する必要があり、コストや２週間程度の

時間を要する。一方、今回開発した pH 診断法は分析が容易であり、コストもあまり

かからず、かつ活性炭の採取から pH 測定まで１検体あたり約２時間で判定できる。

pH 測定の結果「劣化」と判定された活性炭は、迅速に交換することができる。 

図８ 活性炭 pH 測定方法の模式図 
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3.5 pH 測定のスクリーニング 

 図８に図示した JIS 法は、試料を

沸騰させ放冷する必要があるため 1

検体あたり約 20 分を要し、検体が複

数ある場合は数時間に及ぶこともあ

る。そこで、さらに測定時間を短縮

できるスクリーニング法を考案した。

これは上記の沸騰、放冷を省き、ス

ターラーと撹拌子で５分間強撹拌す

る方法である。JIS 法とスクリーニ

ング法とを比較した結果を図９に示

す。スクリーニング法の pH は、 JIS

法と極めて高い正の相関があった。

したがってスクリーニング法を用い

て、「正常」「劣化のおそれ」の判定

は可能であると考えた。具体的には、

スクリーニング法で測定した結果、

pH7 以上であれば「正常」と判定し、

JIS 法は実施しない。一方 pH７未満であれば「劣化のおそれ」と判定し、JIS 法で

測定する。スクリーニング法は 1 検体あたり約 8 分で測定することができ、多検体

の活性炭を測定するとき大幅に時間を短縮できる。 

 

4. 活用事例 

 平成 24 年度に 11 水再生センター及び 5 ポンプ所の合計 74 脱臭設備について pH

診断法を用いて脱臭設備の活性炭を定量的に管理した。ここで、pH 診断法による特

徴的な活用事例を２件紹介する。 

 平成 24 年 5 月に森ヶ崎水再生センターの西系反応槽脱臭設備で pH 診断法による

評価を行った結果、判定基準は「注意」区分であった。また、各水再生センターで

臭気の原臭濃度が上昇する夏季を含め少なくとも年２回脱臭設備の排出口などで臭

気測定を実施しており、平成 24 年 1 月に測定した臭気指数は、基準値（臭気指数

27）に近い値であった。このため、気温の上昇に伴い臭気濃度が増加する夏前に活

性炭の交換を実施した。これまでの交換サイクルでは平成 24 年度の夏以降に行う予

定であったが、数か月前倒して脱臭設備の交換工事を実施した結果、原臭の臭気濃

度が上昇する夏季に臭気基準値を遵守することができた（表３（a））。 

一方、平成 24 年 8 月に小菅水再生センターの機械棟沈砂池脱臭設備で pH 診断法

による評価を行った結果、判定基準は「正常」区分であった。また、同月に当該脱

臭設備の出口で測定した臭気指数は、基準値（臭気指数 24）より大幅に低い数値で

あったことから、脱臭能力は十分保持していると考え平成 24 年度に実施予定であっ

た活性炭の交換を次年度に延伸した（表３（b））。当該脱臭設備ではこれまで３年サ

図９ 活性炭 pH 測定方法の JIS 法と  

スクリーニング法 
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イクルで活性炭を交換していたが、１年延伸して３年サイクルから４年サイクルと

した結果、交換工事費が約３割削減できることとなった。 

 

表３ pH 診断法による活用事例 

 （ a）前倒し事例 

 

（ b）延伸事例 

 

 さらに、平成 25 年度においても平成 24 年度と同様に水再生センター、ポンプ所

で pH 診断法による維持管理を進めている。その結果、「正常」と判定された複数の

水再生センターの脱臭設備において交換工事を次年度に延伸する予定であり、コス

ト削減になる見込みである。 

pH 診断法で活性炭の脱臭能力を定量的に判定することにより、活性炭の交換サイ

クルを延伸して使用することでコストを削減するだけでなく、臭気基準値の遵守に

も寄与した。このように pH 診断法を用いた脱臭設備の維持管理を継続することによ

り、予防保全を推進することができた。 

 

5. 今後の課題 

今回開発した pH 診断法は水処理系脱臭設備の調査に基づいているため、今後は汚

泥処理系の脱臭設備についても本法による評価が適用可能か検証することを予定し

ている。 

 また、今回の調査で pH 診断法による脱臭能力の評価基準が「注意」領域である検

体数は少なかった。活性炭の採取期間をこれまでより短縮して、「注意」領域のデー

タを増やして精度をより高めることが必要である。 

さらに、活性炭以外の脱臭剤である腐植質脱臭剤の脱臭能力について簡単に判定

する指標を探索している。脱臭能力が低下した交換前の腐植質脱臭剤は、活性炭の

ように pH が低下しないと言われているため pH 診断法による脱臭能力の判定は困難

施設 脱臭設備 脱臭剤 pH 
判定  

基準  

臭気  

指数  

臭気  

基準  

森ヶ崎 

水再生センター 

西系反応槽 

脱臭設備 

１

号  

活性炭

4.1 注意  21 

27 
２

号  
3.9 注意  21 

３

号  
4.2 注意  26 

施設  脱臭設備 脱臭剤 pH 
判定  

基準  

臭気  

指数  

臭気  

基準  

小菅  

水再生センター 

機械棟沈砂池 

脱臭設備 
活性炭 9.4 正常  12 未満  24 
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であると予想される。 

上記以外には脱臭設備の改善として、脱臭剤採取口の設置がある。活性炭の採取

では、ホイストクレーンなどにより脱臭設備の上蓋を開ける必要があり、時間と手

間に加えてある程度の熟練が求められる。そこで活性炭の採取口を設置することで、

容易に活性炭を採取できるようにしていきたい。 

 

6. 結論  

脱臭設備における活性炭の脱臭能力を判定する方法として、pH 診断法を開発した。

pH 診断法の利点は、活性炭の脱臭能力を安価に、誰でも簡単に迅速に判定できる点

にある。pH 診断法に基づく評価を水再生センターやポンプ所で活用することにより、

一部の脱臭設備で平成 24 年度及び平成 25 年度に活性炭の交換サイクルをこれまで

よりも 1 年程度延伸し、交換工事費を削減できた。pH 診断法の活用によりこれまで

の早めの交換から定量的な分析結果に基づく評価による予防保全に基づいた交換が

可能になり、コスト削減と法令遵守の徹底との両立を図ることができた。 
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