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表１ 公共用水域の水質測定結果 

 

3-1-2 中川水再生センターにおける大腸菌の挙動 

及び測定法の課題について 
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1. はじめに  

大腸菌群数は、下水処理場における衛生学的管理指標として従来から用いられているが、

平成 24 年 4 月に策定された環境基本計画において、「新たな衛生微生物指標などに着目し

た環境基準等の目標について調査を行い、指標の充実を図る」とされ、現在、大腸菌群数

から大腸菌数への項目の見直しが検討されている。 

しかし、下水処理における大腸菌の挙動については知見が少ないのが現状で、基準の改

正は、下水処理場に対する放流基準や維持管理等に多大な影響を及ぼすことが予想される。 

本報告は、大腸菌単独の測定が可能であり、使用機材は従来の大腸菌群数測定方法であ

るデソキシコール酸塩寒天培地法（以下「デソ培地法」という。）と共通で、測定方法も同

様の平板培養法である特定酵素基質寒天培地法の中からクロモアガーECC 培地法（以下

「ECC 培地法」という。）及びクロモアガーE.coli 培地法（以下「E.coli 培地法」という。）

を用いて、大腸菌の実態を調査したものである。 

 

2. 基準見直しの側面 

大腸菌群数の基準見直

しの理由のひとつに、大

腸菌群数のふん便汚染指

標としての適性がある。

大腸菌群数の中には土壌

などの自然由来に起因す

る菌も含まれており、「ふ

ん便汚染の指標として適

さない」という考え方で

ある１)。この考え方を裏

付ける一例として、表１

に示す公共用水域の水質

測定結果をみると、全国

の AA 類型の河川調査に

おいて pH、BOD、SS 及

び DO の各項目は９割近

くが基準に適合している一方で、大腸菌群数については 10 年以上もその８割以上が不適合

となっている２）。 

一般に、AA 類型では、BOD が 1.0mg/l 以下であるような管理区分であり、このような

清流河川にふん便汚染由来の流入が常時あるとは考えにくいことから、この大腸菌群数は
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自然由来の菌が多数検出されている可能性が示唆される３)。 

加えて、大腸菌群数が基準見直しに至ったもうひとつの側面として、近年大腸菌の測定

が簡便にできる方法が開発されたことが挙げられる。以前は、大腸菌を直接測定すること

は技術的にも困難であったが、大腸菌そのものを直接測定して規制しようという動きに繋

がったものと考えられる４)。 

 

3. 大腸菌群と大腸菌の違い 

大腸菌群とは、一般にはグラム陰性、

無胞子の短桿菌で、乳糖を分解してガス

と酸を生成する好気性あるいは通性嫌気

性菌の総称とされており、必ずしも人体

に対して有害ではない４)。その試料がふ

ん便によって汚染されている疑いを示す

公衆衛生的な指標として実用面から定義

され、広く一般的に活用されている。 

大腸菌群という名称は、図 1 に示すよ

うに、学術的な分類によるものではなく、

ふん便性汚染の指標となる菌の総称であ

り、あくまでも衛生学的な名称である一方、大腸菌は、Escherichia coli という学名を持

っている。 

 

4. 大腸菌群に対する法的な側面 

「下水の水質の検定方法等に関する省令」（昭和 37 年 12 月 17 日厚生省・建設省令第１

号）及び環境大臣が定める排水基準にかかわる大腸菌群の検定方法では、デソ培地法によ

る平板培養法が規定されている。また、水質汚濁にかかわる大腸菌群数の測定では、乳糖

ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法（LB-BGLB）による最確数法が

公定法として規定されている。 

下水処理水の再利用水質基準等マニュアルでは、再生水の利用用途として水洗・散水・

親水用水にかかわる基準に、特定酵素基質培地法による大腸菌が採用され、修景用水に限

っては暫定的に大腸菌群がそれぞれ採用されている。 

この他、大腸菌群の検査方法としては、MF-エンドウ培地法がある。大腸菌群等の試験

方法の一例を図 2 に示す５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 大腸菌群と大腸菌の概念図 
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図 2 大腸菌群及び大腸菌の試験方法 

 

5. 調査方法 

5.1 調査内容等 

（１）調査期間 

平成 25 年 5 月から平成 26 年 8 月まで 

（２）調査対象試料 

中川水再生センター流入水及び放流水 

 

5.2 特定酵素基質寒天培地法を選択した理由 

大腸菌群の測定方法として規定されているデソ培地法の場合、35～37℃で 18～20 時間培

養すると規定されているが、この測定法で検出されるのは大腸菌（Escherichia.coli）以外

に Citrobacter 属、Enterobacter 属、Klebsiella 属が含まれる。また、デソ培地法を用い、

44.5±0.2℃で培養してさらに選択性を高めたふん便性大腸菌群数でも一部の Klebsiella
属の細菌類が検出されてしまう５）。 

本調査では、下水試験方法にて大腸菌単独で測定可能と記載があり、さらに大腸菌群の

測定手法であるデソ培地法と使用機材が共通であり、加えて測定方法も同様の平板法であ

ることから、特定酵素基質寒天培地法に着目した。 

 

　特定酵素基質寒天培地法
　　　　　　（大腸菌、大腸菌群）

定量試験

　デソキシコール酸塩寒天培地法
　　　　　　　　　　（大腸菌群）

　特定酵素基質寒天培地法
　　　　　　（大腸菌、大腸菌群）

　平板培養法

　LB培地法（大腸菌群）

　最確数法

　推定・確定・完全試験
　　　　　　（大腸菌群）

定性試験

　特定酵素基質寒天培地法
　　　　　　　（大腸菌）

大腸菌群、大腸菌試験法

　MF-エンドウ寒天培地法（大腸菌群）

　メンブレンフィルター法

　HGMF-特定酵素基質寒天培地法

　　　　　　（大腸菌、大腸菌群）
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5.3 デソ培地法 

試料１ml 中に大腸菌群数が 300 個以上あると思われる試料については、その菌数が 30

～200CFU/ml 程度になるように希釈する。ただし、雑菌が多く存在すると思われる試料に

ついては、大腸菌群数を 100CFU/ml 以下になるように適宜希釈する。以下に、デソ培地

法による操作方法を示す。 

（１）測定試料１ml を正確に分取して、無菌シャーレに入れる 

 （２）完全に溶解させ、45℃程度に保温しているデソキシコール酸塩培地 10ml 程度を

上記（１）の無菌シャーレに加える 

（３）加えたデソ培地が固まらない内に試料と十分に混合させ、静置・放冷する 

（４）培地表面等に拡散型のコロニーが形成することを防止するため、培地上にさらに

培地を加えて放冷する 

（５）培地が完全に固まったら、シャーレを倒置して 35～37℃の培養装置の中で、18～

20 時間培養する 

（６）培養後、直径 0.5 ㎜以上の赤～深紅色の円形状または米粒上の、定型的なコロニ

ーを計測する 

  ※ 上記操作を希釈倍率ごとにシャーレ２枚を１組として作業する。 

 

5.4 測定方法 

 表 2 に、従来行っているデソ培地法、今回新たに検討した特定酵素基質寒天培地法のク

ロモアガーECC 培地法及びクロモアガーE.coli 培地法の測定条件及び測定菌種を示す。 

 

表 2 測定条件及び測定菌種 
  

 

 

5.5 陽性反応の違い 

 従来のデソ培地法による培養では、直径 0.5 ㎜以上、赤～深紅色の円形または米粒状の

コロニーを大腸菌群としてカウントするとしている５）。 

デソ培地法は、大腸菌群に対する選択制を高めた培地であるため、図 3 に示すとおりに

発色は大腸菌群の存在を示す赤色系のコロニーのみになると考えられる。しかし、実試料

の測定においては、赤～深紅色の円形または米粒状のコロニー以外にも、発色が薄い赤色

（ピンク色）を示すコロニーや、図 4 に示すように輪郭部がぼやけている偽陽性的コロニ

ーも発生するなど、その発色状況や単色の色調のみで判断する必要があり、陽性-陰性の判

別に経験を要する事例も少なくない。 

培地名 培養時間 培養温度 測定菌種

大腸菌群

大腸菌

18～20時間

　E.ｃｏｌｉ培地法

　ECC培地法

　デソ培地法

大腸菌

大腸菌群

35～37℃

35～37℃

35～37℃

24時間

24時間
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一方、特定酵素基質寒天培地法による測定の場合、一般細菌、大腸菌群及び大腸菌はそ

れぞれの菌種特有の酵素に対して独自色を発色する仕組みであり、デソ培地法とは発色の

メカニズムが異なっている。 

図 5 に示す ECC 培地法の場合、一般細菌は白色、大腸菌は青色、大腸菌以外の大腸菌

群は赤色のコロニーを形成する。また、図 6 に示す E.coli 培地法の場合は、大腸菌のみを

測定する培地のために大腸菌は青色に、他の細菌類については白色のコロニーを形成する。 

このようなことから、デソ培地法と比較すると、特定酵素基質寒天培地法による測定で

は、各種菌種の判断には経験を要することなく、容易に識別することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 結果と考察 

6.1 流入下水における結果 

流入下水におけるデソ培地法による大腸菌群数と ECC 培地法による大腸菌数との関係

を図 7 に示す。今回の調査では、一定の相関が認められ、大腸菌群数の約４割が大腸菌で

あった。 

次にデソ培地法による大腸菌群数と E.coli 培地法による大腸菌数の関係を図８に示す。

今回の調査では、ECC 培地法と同様に一定の相関が認められ、大腸菌群数の約５割が大腸

菌であった。 

 
 

図 3 デソ培地上のコロニー 図 4 デソ培地上の偽陽性的コロニー 

図 5 ECC 培地上のコロニー 図 6 E.coli 培地上のコロニー 
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6.2 塩素接触前処理水における結果 

塩素消毒前処理水におけるデソ培地法による大腸菌群数と ECC 培地法による大腸菌数

との関係を図 9 に示す。今回の調査では一定の相関が認められ、大腸菌群数の約５割が大

腸菌であった。 

次にデソ培地法による大腸菌群数と E.coli 培地法による大腸菌数の関係を図 10 に示す。

今回の調査では、ECC 培地法と同様に一定の相関が認められ、大腸菌群数の約４割が大腸

菌であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 放流水における結果 

放流水におけるデソ培地法による大腸菌群数と ECC 培地法による大腸菌数との関係を

図 11 に示す。今回の調査では一定の相関が認められ、大腸菌群数の約５割が大腸菌であっ

た。 

次にデソ培地法による大腸菌群数と E.coli 培地法による大腸菌数の関係を図 12 に示す。

今回の調査では、ECC 培地法と同様に一定の相関が認められ、大腸菌群数の約４割が大腸

菌であった。 

 

 

 

図 7 デソ培地法と ECC 培地法の関係  
（流入下水）  

図 8 デソ培地法と E.coli 培地法の関係  
（流入下水）  

図 9 デソ培地法と ECC 培地法の関係  
（塩素接触前処理水）  

図 10 デソ培地法と E.coli 培地法の関係  
（塩素接触前処理水）  
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図 13 一般細菌コロニー 

図 14 多数出現したコロニー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 考察 

流入下水、塩素接触前放流水及び放流水の調査から、ECC 培地法、E.coli 培地法ともに

デソ培地法と総じて高い相関が得られた。継続性の観点から、今後も水質管理指標として

デソ培地法を用いて大腸菌群数を測定することにより、大腸菌群数との相関から大腸菌数

の推定が可能であることが示唆された。 

 

7. 測定法の課題 

7.1 希釈倍率 

ECC 培地法及び E.coli 培地法では、図 13

に示すように白色の一般細菌コロニーが出現

する。 

また、図 14 に示すように、試料中の大腸菌

群・大腸菌の存在量に対する希釈倍率が低す

ぎると、大腸菌群、大腸菌及び一般細菌のコ

ロニーが多数出現することから、大腸菌群や

大腸菌のコロニーが十分に生育できていない

ことが推測される。 

下水試験方法によるデソ培地法の解説には、

「試料１ml 中に大腸菌群数が 300 個以上あ

ると思われる場合は、菌数が 30～200CFU/ml
程度になるように希釈する。」と記載されてい

る５)。 

ECC 培地法の場合、大腸菌と大腸菌以外の

大腸菌群を同時に検出する測定原理のため、

シャーレ上には大腸菌、大腸菌以外の大腸菌

群及び一般細菌の３種類の菌種を示すコロニ

ーが必然的に混在することになり、測定試料

の特性によっては、測定対象菌種のコロニー

以外の菌種のコロニーが多数を占めてしまい、

図 11 デソ培地法と ECC 培地法の関係  
（放流水）  

図 12 デソ培地法と E.coli 培地法の関係  
（放流水）  
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図 15 発色の弱いコロニー 

測定対象菌種の計数を阻害する可能性もある。 

このようなことから、一例として、シャーレ上に生育するすべての菌種のコロニーを下

水試験方法と同様の 30～200CFU/ml とするのか、測定対象菌種のコロニーのみをこの範

囲内に収まるようにするのか、整理する必要がある。下水試験方法によるデソ培地法の解

説には、「試料１ml 中に大腸菌群数が 300 個以上あると思われる場合は、菌数が 30～

200CFU/ml 程度になるように希釈する。」と記載がある。 

これは、他の細菌が大腸菌群コロニーの生育を妨害することにより判別を難しくするこ

とを防ぐなどの目的で記載されている事項であり、コロニー数の新たな基準を整理する必

要もある。 

7.2 偽陽性の判定 

ECC 培地法、E.coli 培地法ともに大腸菌

は青色のコロニーを形成する。しかし、図

15 に示すように、大腸菌の菌種を示す青色

の反応であっても、他の正常なコロニーと

は違う形状の場合（図 15 黒丸内）や、さ

らには色調なども弱く輪郭が不鮮明である

など、大腸菌として扱うには疑問と思える

偽陽性的なコロニーが出現することがある。

偽陽性的なコロニーについては、他の試験

方法を併用するなどして、陽性 -陰性の判断

を行うことが望ましい。 

 

8. 最後に 

大腸菌の測定については、現在発刊されている下水試験方法では簡単にしか触れられて

いない。 

菌種に特有な発色をする特定酵素基質寒天培地法であっても、偽陽性の判定で取上げた

ように形状や色調の差異、さらには輪郭部が不鮮明なコロニーの扱い方及び菌種の同定な

どの、解明すべき課題が残されている。このような課題を究明するため、さらなる知見の

集積に向けて現在も多面的かつ複合的な調査に取組んでいる。 
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