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1 はじめに 

水質汚濁防止法に基づく特定施設における大腸菌群の排水基準は 3,000 個 /cm3 であり、

下水処理場から公共用水域への放流水はこの基準を下回ることが求められている。しかし、

公定法である培養法では、結果が得られるまでに約 1 日を要するため、東京都下水道局の

水再生センターでは、消毒剤の注入量を、放流口の残留塩素計等の値を指標にしつつ、消

毒剤の注入率・反応時間と消毒効果の関係から、経験的に決定している。しかし、大腸菌

群数を直接的に計測していないため、基準を超えないように、消毒剤を若干多めに注入し

ているのが現状である。そこで、高級処理や簡易処理における消毒設備の運転最適化を目

的として、現在の測定法より短時間で菌数を測定できる非培養による測定法について検討

を行った。  
なお、「大腸菌群」は自然環境由来の細菌も含まれるため、環境省の検討会において糞便

汚染の指標性の高い「大腸菌」への変更が検討されている。そこで、本検討は大腸菌生菌

を対象とした。  
 

2 調査概要  

大腸菌を対象とした非培養による測定法として、フローサイトメーターを用いた測定法

（以下、FCM 法とする）について検討を行った。FCM 法は、水に懸濁する細胞等の微粒

子の情報を一粒子毎に取り出して光学的に分析する手法である。具体的には、微粒子を含

んだ水にレーザー光を当て、細胞等の微粒子に衝突し散乱した光を検出することで、細胞

の大きさや複雑さを分析する手法である。また、分析対象とする微粒子を蛍光物質等で標

識することで、特定の物質を選択的に検出することができる。  
本調査では、FCM 法により大腸菌の生菌を定量するため、大腸菌の特異的検出用として

蛍光物質である ALEXA FLOUR 488 (以下、A488 とする )で標識した抗 E.coli 抗体を使用し、

菌体の生死判別をするための染色剤として Propidium Iodide（以下、PI とする）を用いた。

A488 で標識した抗 E.coli 抗体は緑色の蛍光を発するため、大腸菌と抗原抗体反応すれば、

大腸菌以外の微粒子と区別できる。また、死菌は PI 染色により赤色に染色されるため、生

菌と区別することができる。なお、使用したフローサイトメーターは、定量下限 103 cells/ml、
測定時間は 2 分弱である。  

 
1）大腸菌純菌による検討  

生菌・死菌の割合が各々異なる大腸菌純菌の試料を作成し、FCM 法で生菌・死菌を正確

に分類できるかどうかについて検討を行った。  
手順を図 1 に示す。大腸菌の一種である Escherichia coli DH5α の純菌培養液を二分し、
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一方は 99℃で 10 分加熱することで死菌液とし、もう一方はそのままの状態で生菌液とし

た。この両者を 10：0、5：5、0：10 の割合で混合し、生菌・死菌の割合が異なる大腸菌懸

濁液を調整した。調整した各試料 1mL と  A488 で標識した E.coli 抗体の抗原抗体反応を

25℃の条件下で 1 時間行った後、FCM 分析し、大腸菌とそれ以外の微粒子を区別できるか

確認した（図 1-a）。次に、各試料に抗原抗体反応を行った後、PI 染色を 37℃の条件下で

10 分間行った試料（以下、A488×PI 染色試料とする）と、抗原抗体反応のみを行った試料

を比較し、PI 染色により大腸菌の生死を判別できるか確認した（図 1-b）。  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2）最初沈殿池流出水による検討  
 1）と同様の手順で、実試料である最初沈殿池流出水の FCM 測定を行った。前処理とし

て 5μｍシリンジフィルターでのろ過を実施し、得られたろ液に対して抗原抗体反応や PI
染色を行い、FCM で測定した。同時に、培養法（下水試験方法に準拠する特定酵素基質培

地法。培地としてクロモアガーECC を使用した。）でのコロニーカウントも実施し、両者

の測定結果について比較した。  
 
3 調査結果 

1）大腸菌純菌による検討  
生菌死菌の添加割合の異なる 3 種類の大腸菌試料の A488 染色試料を FCM で測定したと

きのドットプロットを表 1 に示す。  
表 1 の図中の縦軸（FSC）は細胞の大きさを示しており、横軸（FL1）は、検出器 FL1

で検知した A488 由来（大腸菌由来）の緑色の蛍光強度を示している。図中にプロットさ

れたドット 1 つ 1 つが 1 粒子の測定情報を表している。0.2μm のシリンジフィルターでろ

過した超純水の測定パターンと比較して A488 染色試料を測定した時のみに現れる粒子の

集団をゲート P2 として線で囲った（以降、このような測定した試料内の目的細胞集団を

特定するために、ある指標等によって範囲を決める操作をゲーティングとする）。ゲート

P2 内のドットは全大腸菌数（生菌・死菌含む）を表している。  
 
 

図 1 測定手順（左：図 1-a 右：図 1-b）
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続いて、ゲート P2 内の粒子を、生菌と死菌に分類した結果を表 2 に示す。縦軸（FL3）
は、PI 染色由来（死菌由来）の赤色の蛍光強度を示している。横軸（FL1）は、検出器 FL1
で検知した A488 由来（大腸菌由来）の緑色の蛍光強度を示している。表 2 の上段に、A488
のみで蛍光標識した測定試料を検出器 FL1 および FL3 で計測した結果を示す。生菌：死菌

の添加割合に関わらず、一定の領域に位置していることが分かる。この粒子をゲート P3
（大腸菌・生菌と死菌の混合）とした。一方で、A488×PI 測定試料を検出器 FL1 および FL3
で計測した結果を表 2 の下段に示す。生菌：死菌＝10：0 の試料粒子は A488 測定試料と同

様にゲート P3 に位置したが、生菌：死菌＝0：10 の試料粒子は、PI 染色の効果で、FL3 の

強度が上昇した。このため、同集団をゲート P4（大腸菌・死菌）と分類した。  
以上から、大腸菌を特異的に検出し、その生死判別を FCM で同時に行うことが可能で

あることが分かった。  
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表 1 大腸菌の抗原抗体反応後のドットプロット 

縦軸 FSC：細胞サイズを示す電気信号を大きさに変換したもの 

横軸 FL1：緑色蛍光の電気信号を蛍光強度に変換したもの 

表 2 特異的検出と生死判別の同時検出 
縦軸 FL3：赤色蛍光の電気信号を蛍光強度に変換したもの 

横軸 FL1：緑色蛍光の電気信号を蛍光強度に変換したもの 
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FCM
［cells/mL］

培養法
［CFU/mL］

大腸菌 1.8E+05 5.9E+04

表 1 および表 2 でゲーティングを行ったゲート P2・P3・P4 に該当するそれぞれの FCM
カウント数を、表 3 にまとめた。3 種の大腸菌試料液の菌体濃度は、ゲート P2 のカウント

数から、いずれも 104 cells/ml のオーダーであった。また、ゲート P3 および P4 のカウン

ト数をもとに生菌率を算出すると、生菌：死菌が 5：5 と 0：10 では理論値と比較して生菌

率が高めの数値となった。この結果は、今回のゲーティング領域内に大腸菌生菌の偽陽性

粒子が存在していることを示している。これら偽陽性粒子を除いてゲーティングを行うこ

とが、本法における測定精度向上につながると考えられた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2）最初沈殿池流出水による検討  

FCM および培養法で測定した大腸菌生菌分析値を、表 4 に示した。FCM では 1.8×105 
cells/ml、培養法では 5.9×104 CFU/ml という結果であった。双方の数値を比較すると、培

養法よりも約 3 倍多い値であるが、オーダーとしてはほぼ同等と見なすことが出来る範囲

の差であった。  
一般に、下水などの環境水を非培養による測定法で測定しようとする場合は、純菌で検

討した時とは異なり、そこに介在する夾雑物の影響によって測定が阻害され、培養法での

結果と異なる測定結果が出ることがある。しかし、今回検討した FCM 法においては、培

養法と比較的近い測定結果が得られており、最初沈殿池流出水に含まれる夾雑物の影響を

受けずに測定できる可能性が示された。  
本法での計測は、A488 や PI 染色などの前処理と FCM の測定時間を合計すると 2 時間

程度で実施が可能であり、培養法の代替手法として適用できる可能性が高いことが分かっ

た。  
 

 

 

 

 

 

 

表 4 培養法および FCM での大腸菌生菌数 

分析結果（最初沈殿池流出水） 

 

表 3 各ゲートに分類されたカウント数 

（大腸菌生菌数・死菌数） 

FL1/FSC

P2
（大腸菌）

P3
（大腸菌・生菌）

A488 (+)

P4
（大腸菌・死菌）

PI (+)

生菌：死菌＝10：0 5.1E+04 4.0E+04 5.2E+03 88.5 100

生菌：死菌＝5：5 4.0E+04 2.6E+04 1.0E+04 72 50

生菌：死菌＝0：10 1.6E+04 1.2E+03 1.4E+04 7.8 0

FCMカウント数　[counｔs/ml]

生菌率※（％） 理論値（％）

FL1/FL3

※生菌率(%)＝P3のカウント数／（P3＋P4）のカウント数
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4 まとめと今後の課題 

・  FCM 法による大腸菌定量について、特異的検出と生死判別を FCM で同時検出できる

ことが分かった。  
・ 最初沈殿池流出水の測定においても、特異的検出と生死判別の同時検出が可能であった。

また、培養法による測定結果と比較的近い値が得られたことから、夾雑物の影響を受け

にくい測定方法である可能性が考えられた。  
・生菌率が理論値より高めに出る傾向がみられたことから、偽陽性粒子を除外できるよう

なゲーティングが課題である。  
・高級処理水など、測定試料中の大腸菌濃度が定量下限を下回る場合の濃縮方法を検討す

ることが課題である。  




