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１．はじめに  

東京都下水道局では、放流先水域への環境負荷を軽減するため、水再生センターにおい

て硝化促進運転の実施を進めているが、冬季の低水温期などには硝化が進行しにくく不安

定な処理状況となる場合がある。このような状況は、亜硝酸性窒素の蓄積に伴う処理水質

の悪化や、温室効果ガスである一酸化二窒素（N2O）の多量発生などにつながるため、そ

の対策・防止が大きな課題となっている。  

硝化は、アンモニア性窒素（NH4-N）が硝化細菌（アンモニア酸化細菌、亜硝酸酸化細

菌）の働きにより、亜硝酸性窒素（NO2-N）を経て硝酸性窒素（NO3-N）へと酸化される

反応であり、安定した運転管理を行うためには、硝化細菌の存在量や活性などの挙動を把

握することが重要である。硝化細菌の定量法として、下水試験方法には「培養による定量

法」と「抗体法による定量法」の2つが記載されている 1)。しかし、「培養による定量法」

は、操作が煩雑な上に結果が得られるまでに 1ヶ月以上を要するため、測定結果を実処理

施設の運転管理に反映させることは困難である。また、迅速・簡便な測定法として開発さ

れた「抗体法による定量法」にも、生菌と死菌の区別ができず、最低検出数が高い（10
5

～10
6
cells/mL 程度）などの欠点がある。  

一方で近年、PCR 法や FISH 法などの分子生物学的手法を用いた環境微生物の検出、解

析が広く行われるようなってきた。これらの方法では、目的微生物に特異的な遺伝子を識

別するため、選択性の高い検出が可能である。しかし、その操作には分子生物学に対する

専門的な技術や機器が要求されるため、下水処理の現場で利用することは難しかった。  

今回、市販の硝化細菌検出キット「Nitri-VIT」（Vermicon 社）を用いて、FISH 法によ

る硝化細菌の検出について検討を行った。本稿では、同キットによる硝化細菌の検出方法、

及び低水温期の実処理施設における硝化細菌の存在状況について報告する。  

 

２．「Nitri-VIT」による硝化細菌の検出方法 

２．１ FISH 法による細菌検出の原理  

FISH（ fluorescence in situ  hybridization）法は、蛍光物質で標識した核酸の小断片（プ

ローブ）を、組織や細胞内において標的とする遺伝物質（DNA や RNA）と特異的に結合

（ハイブリダイズ）させ、蛍光顕微鏡で観察することで分布や量を検出する手法である。

細菌を検出する場合、目的とする細菌に特徴的な遺伝子塩基配列に対応するプローブを用

いることで、対象の細菌のみを選択的に検出することができる。また、核酸の抽出を行わ

ず、試料をスライドグラスに固定した状態で検出できるため、活性汚泥の状態やフロック

中での分布状況などと関連付けた解析が可能である。  



２．２ キットの構成、特徴  

「Nitri-VIT」のキット内容は、点眼ビン入り試

薬（A 液、B2液、C2液、D1液、VIT 液、Positive Control

液、Negative Control 液、Finisher 液）、反応容器、

3ウェル（穴）スライドグラスである。（図１）  

本キットの主な特徴は以下のとおりである。  

 検 出 対 象 は 、 ア ン モ ニ ア 酸 化 細 菌 3 属

（ Nitrosospira 属 、 Nitrosomonas 属 、

Nitrosococcus 属）と、亜硝酸酸化細菌 2属

（Nitrobacter 属、Nitrospira 属）。  

 アンモニア酸化細菌と亜硝酸酸化細菌を、一度の操作で区別して検出することが可能。

（アンモニア酸化細菌は赤色、亜硝酸酸化細菌は緑色の蛍光で標識される）  

 乾燥器（ふらん器）と蛍光顕微鏡以外に、特別な機器を必要としない。  

 4時間程度と短時間の操作で結果を得られる。  

 キットの価格は、1検体あたり6000円程度。  

 試薬の保存期限は、常温暗所で6ヶ月以上。  

２．３ 操作手順 

本キットの操作手順は、以下のとおりである。  

(1)試料の固定  

スライド上の3箇所のウェル（ “－ ”ウェル、 “＋ ”ウェル、 “VIT”ウェル）に活性汚泥

試料を10μL ずつ滴下し、46℃で乾燥させる。乾燥後、各ウェルに A 液を一滴ずつ滴

下し、46℃で乾燥させる。さらに B2液についても同様の操作を行う。  

(2)ハイブリダイゼーション  

 “－ ”ウェルに Negative Control（どの細菌も標識しない）、 “＋ ”ウェルに Positive 

Control 液（全ての真正細菌と結合、標識する）、 “VIT”ウェルに VIT 液（アンモニア

酸化細菌及び亜硝酸酸化細菌と結合、標識する）を、それぞれ1滴ずつ滴下する。その

後、C2液を15滴滴下した反応容器にスライドを入れ、雰囲気中で 46℃90分間静置し、

ハイブリダイゼーションを行う。  

 (3)未反応プローブの洗浄  

洗浄液（D1液を蒸留水で10倍に希釈）にスライドを浸し、穏やかに攪拌した後46℃

で15分間静置する。蒸留水ですすいだ後、暗所で乾燥させる。  

 (4)検鏡  

スライドに Finisher 液を滴下してカバーガラスをかけ、蛍光顕微鏡で観察を行う。

“VIT”ウェルにおいて、アンモニア酸化細菌は G 励起光下で赤色、亜硝酸酸化細菌は

B 励起光下で緑色の蛍光を発光する。 “－ ”ウェルと “＋ ”ウェルの染色状況と比較する

ことで、試験操作が正常に行われた事を確認できる。  

２．４ 細菌の存在量の評価方法  

FISH 法による細菌の検出では、顕微鏡下での目視計数や画像解析などにより細菌数の

定量を行うことが可能であるが、活性汚泥の様な夾雑物の多い試料の場合、厳密な定量を

行うのは困難である。今回の調査では、１視野あたりの硝化細菌の検出状況を1点（非常

に少ない）～5点（非常に多い）の5段階に分類し、ウェル全体（ 15～20視野程度）の平均

点を求めることで、試料中の硝化細菌の存在量を評価する手法を採用した。  

図 1 硝化細菌検出キット「Nitri-VIT」 



３．実施設における調査 

３．１ 調査概要  

平成19年2月～3月（低水温期）に、7水再生センター（9系列）の反応タンク末端で採取

した活性汚泥混合液を試料として、「Nitri-VIT」による硝化細菌の検出を試みた。調査当

日の各系列反応タンク末端の無機性窒素の存在割合は図2のとおりであり、硝化反応の進

行状況から、下記の3グループに分類できる。  

(1) 硝化進行系列（NO3-N の割合が85％以上：①～③）  

(2) 亜硝酸化系列（NO2-N の割合が20％以上かつ4.0mg/L 以上：④～⑥）  

(3) 硝化停止系列（NH4-N の割合が85％以上：⑦～⑨）  

３．２ 検出結果  

３．２．１ 菌の分布状況  

今回の調査では、OLYMPUS 落射式顕微鏡  BX51（蛍光フィルター：U-MWIB2［B 励起］、

U-MWG2［G 励起］）及び BX60（蛍光フィルター：U-MNIBA［B 励起］、U-MWIG［G 励

起］）を使用し、倍率200倍で観察を行った。各グループの代表的な検出状況を図3に示す。  

図 2 各系列の硝化状況（反応タンク末端における無機性窒素の割合）  
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図 3 アンモニア酸化細菌（上段）と亜硝酸酸化細菌（下段）の検出状況  
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ぼんやりと見える雲状の部分は活性汚泥であり、強く発光している丸い粒子が硝化細菌

である。アンモニア酸化細菌は赤色に、亜硝酸酸化細菌は緑色に発光している。硝化進行

系列（左列）では、多数のアンモニア酸化細菌と亜硝酸酸化細菌が検出されたのに対して、

亜硝酸化系列（中列）と硝化停止系列（右列）では、アンモニア酸化細菌・亜硝酸酸化細

菌ともにほとんど検出されなかった。  

活性汚泥中での硝化細菌の分布状況は、複数の菌が集中して存在している場合や、広範

囲に点在している場合など試料によって様々であったが、硝化進行系列では、安定した活

性汚泥フロックが形成され、アンモニア酸化細菌と亜硝酸酸化細菌が互いに近接して集積

する傾向があった。一方、亜硝酸

化系列と硝化停止系列では、活性

汚泥フロックが小さく、硝化細菌

も点在していることが多かった。

図4は、特に安定して完全硝化し

ていた中野（図2参照）の検鏡例

である。一つの大きなフロックの

中に多数のアンモニア酸化細菌

と亜硝酸酸化細菌が重なり合う

ように近接して存在しているこ

とが確認できる。  

このように、硝化細菌の活性汚

泥中での分布状況や、アンモニア酸化細菌と亜硝酸酸化細菌の位置関係などが観察できる

のは、FISH 法の大きな利点である。今後は、これらの点についても調査を行い、硝化反

応の安定性との関係を検証していく予定である。  

 

３．２．２ 硝化細菌存在量の評価 

各系列の硝化細菌の存在量について、２．４で述べた方法で評価した結果を図5に示す。 
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図 5 各系列の硝化細菌 存在量の評価結果  



硝化進行系列（①～③）では、アンモニア酸化細菌が平均2.6点（2.3～3.1）、亜硝酸酸化

細菌が平均2.3点（1.9～2.8）といずれも高い点数となり、多数の硝化細菌が存在している

ことが確認された。これに対して、亜硝酸化系列のうち、硝酸化が比較的進行（図2参照）

していた森ヶ崎東1系（④）では、アンモニア酸化細菌・亜硝酸酸化細菌ともに1.7点と中

程度の存在量であり、それ以外の亜硝酸化系列・硝化停止系列（⑤～⑨）では、アンモニ

ア酸化細菌が平均1.4点（1.1～1.9）、亜硝酸酸化細菌が平均1.2点（1.1～1.3）と硝化細菌が

ほとんど検出されなかった。アンモニア酸化細菌・亜硝酸酸化細菌の評価点は、反応タン

ク末端における NO3-N の存在割合との間でそれぞれ相関係数 r=0.90程度と高い相関を示す

一方で、NO2-N の存在割合との相関は見られなかった。  

なお、森ヶ崎東3系（⑦）では、アンモニア酸化細菌が1.9点、亜硝酸酸化細菌が1.3点と

両者の存在量に大きな差が見られた。同系列は、反応タンク末端に NO2-N、NO3-N がほと

んど存在しないが反応槽前後での窒素除去率は高い系列であり、亜硝酸型の脱窒反応が活

発に起きている可能性がある。亜硝酸酸化細菌がほとんど存在せずアンモニア酸化細菌の

みが多く検出されたことは、この反応に関係していると考えられ今後の調査の中で検証し

ていきたい。  

 

４．まとめと今後の課題 

今回の調査の結果、以下のことが確認された。  

(1) FISH 法によるキット「Nitri-VIT」により、簡便かつ迅速に硝化細菌を検出できる。 

(2) 同キットを用いることで、活性汚泥中の硝化細菌分布状況が視認できる。  

(3) 同キットによる硝化細菌の定量は困難だが、存在量を 5段階評価する手法により菌

数の大小は比較可能である。  

(4) 硝化反応の進行状況と硝化細菌の存在量との間には相関がある。  

今後は、高水温期から低水温期にかけて、硝化細菌の存在量や分布状況を経時的に調査

することで、硝化細菌の検出状況の変化や、机上試験による硝化反応速度との関係などに

ついてデータを収集し、完全硝化の停滞や亜硝酸性窒素蓄積の事前把握など、同キットの

有効な活用法を検討していく予定である。  
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