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1 はじめに 

浮間水再生センターでは、高濃度有機物の流入が毎年のように発生し処理水質への影響

を受けている。事業場からの流出事故の場合は、通報を受けてから高濃度流入水を雨天時

貯留池に貯留し、一部を新河岸水再生センターへ送水することで、総量規制値を遵守して

きた。しかし状況によっては、通報を受けたときすでに第一沈殿池を通過して反応槽に流

入していることもある。また、高濃度有機物の流入・終了を監視するには、現場で採水・

パックテストの分析作業を頻繁に行う必要がある。夜間・休日には、運転職員が分析作業

も行わなければならないなど、処理水への影響だけでなく作業量増大の課題もある。 

このような状況を改善するために、第一沈殿池

流入導水渠に「浸漬型有機物濃度計」（図-1）を設

置して高濃度有機物の流入を連続して監視する測

定法の開発に取り組んだ。連続測定が可能になれ

ば、現場に出向いての測定作業が不要となるだけ

でなく、貯留や送水の目安となる有機物濃度を事

前に設定しておけば、昼夜、休祭日を問わず測定

値に基づいて貯留や送水を遅延なく、確実に行え

ることで、処理水質への影響防止や分析作業の省

力化が期待できる。 

 

2 調査目的 

本研究は、浸漬型有機物濃度計を当センターの第

一沈殿池流入導水渠に設置して、連続測定条件下に

よる測定の精度と安全性、および測定精度を保つた

めのメンテナンス手法、頻度を明らかにして下水道

施設での実用化を図ることを目的に実施した。 

実用化を確立したうえで、測定値に基づき異常な

高濃度流入水があった場合に貯留するか、反応槽へ

送るかを判断するシステムについても検討する。 

 

3 調査期間・場所 

調査期間： 

平成 20 年 2 月 21 日～平成 21 年 3 月 31 日 

調査場所： 

浮間水再生センター  

北側施設 第一沈殿池流入導水渠（図-2） 

 

測定セル 

図-2 設置状況 

図-1 浸漬型有機物濃度計の構成 
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4 技術内容 

有機物は紫外線を吸収するため、有機物濃度と紫外線吸収量の関係をあらかじめ把握し

ておけば、紫外線吸収量から有機物濃度を推定することができる。有機物濃度の連続測定

は難しいが、紫外線吸収量は連続測定が可能なことから、紫外線吸収量の連続測定で有機

物濃度の連続測定が可能となる。ただし、有機物の内容により紫外線吸収の程度が変わる

ため、測定しようとする有機物（センター流入水）ごとに両者の関係を事前の測定で把握

しておく必要がある。 

 

5 調査概要 

(1)手分析値と浸漬型有機物濃度計測定値の

相関関係が 0.8 以上であること。 

(2)測定精度を維持するための手動メンテナ

ンス頻度が月１回程度に収まるような自

動洗浄パターンを明らかにする。 

(3)流入水質が異常な高濃度であるかどうか

を浸漬型有機物濃度計の連続測定パター

ンから推定し、貯留するか反応槽に入れ

るかを自動で判断するシステムを検討す

る。 

 

6 調査結果 

6.1 測定精度                               

手分析値と浸漬型測定器２種（セル幅 2mm、

5mm）（図-3）の測定値との相関関係を調べた。

セル幅 2mm の測定器では図-4 のように 1 週間程

度ではセル部分への汚れなどの付着もなく相関

関係は良好である。 

しかし、図-5 に示すように 3 週間程度経

過すると汚れの付着などに起因していると

思われる測定差が生じることで相関関係が

悪化している。 

一方、セル幅 5mm の測定器は、図-6 のよ

うに 4 週間程度経過しても良好な相関関係

を維持していることがわかる。 

以上のことから、セル幅 5mm の測定器は、

測定精度として相関係数 0.8 以上の目標を

達成し、月 1 回程度の手洗浄で良好な結果

を得ることが確認された。検出セル幅とし

て 2mm、5mm の 2 種類を検討したが、5mm 幅

セルの方が長期間安定した測定が可能であ

った。 

 

５㎜セル  

2 ㎜セル  

図-4 2 ㎜セル洗浄後 1 週間 

図-3  浸漬型測定器 2 種 
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 5 ㎜幅セルの測定が安定している理由として、自動洗浄内容の違いが考えられる。自動

洗浄は、紫外線光路の光学窓に洗浄空気等を吹き付けることで行っているが、浸漬型測定

器 2 ㎜幅セルと 5 ㎜幅セルでは、内容が若干異なっている。図-7 は、自動洗浄の模式図で

あるが、2 ㎜セルでは、1 つの洗浄ノズルで対向する 2 つの光学窓の間に気泡を通過させる

構造になっているのに対して、5 ㎜セルではそれぞれの光学窓に対して 2 つの洗浄ノズル

がそれぞれ個別に配置され光学窓に直接吹き付ける方式になっているため、5 ㎜セルの方

が洗浄効果が高いと考えられる。 

 

6.2 最適自動洗浄方式の検討 

溶解性 COD 測定値を指標として、圧縮

空気、水洗浄（処理水・蒸留水）、薬液洗

浄（次亜塩素酸ナトリウム 0.5％・希塩

酸 2％）の各洗浄方法について自動洗浄

方法の違いによる効果を比較した。結果

を図-8 に示す。 

圧縮空気によるこまめな洗浄が最も効

果が高いことが判明した。純水や薬剤を

使用する方法は、薬剤貯留タンクの容量

や薬剤の水質への影響を考えると、こま

めな洗浄間隔を設定することが難しく、

洗浄効果の低い理由と思われる。 

 

 

図-7 測定セル部の洗浄方法 

図-5 2 ㎜セル洗浄後 3 週間  図-6 5 ㎜セル洗浄後 4 週間  

－313－



 

効果の最も高かった圧縮空気を用いた方法について、さらに洗浄圧・洗浄時間・洗浄間隔

を変更した検討を行い（図-9）、洗浄条件①の洗浄圧 5 ㎏/㎝ 2、洗浄間隔 5 秒間/分が最も

効果的であることを確認した。  
 

 

 

6.3 判断システムの開発 

本研究においてシステム完成時のイメージを図-10 に示す。 

測定器は第一沈殿池流入導水渠に直接設置し、有機物等の測定結果は現場及び中央監視

に常時表示する。貯留を必要とする濃度に達した場合は直ちに警報を発し、その後、濃度

の上昇傾向を画面上で確認し貯留の必要性を判断する。このようなシステム開発の研究を

はじめたが、調査期間中に高濃度有機物流入の原因と思われる事業場等の移転や水質規制

の徹底による排出水の水質が改善されたことにより、異常流入水の現象が終息し、調査期

間中に高濃度流入水がなく判断システム部分の開発は途中で中止した。 

図-9 圧縮空気による自動洗浄評価 

図-8 浸漬型測定器の自走洗浄方法評価 
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7 まとめ 

 流入水を連続測定するこ

とで高濃度有機物の流入を

早期に検知して処理水への

影響を未然に防ぐ手法を検

討し、以下の結論を得た。 

(1) 測定精度を維持する

には、セル長 2 ㎜の

測定器で週 1 回程度、

5 ㎜測定器で月 1 回

程度の手洗浄等のメ

ンテナンスが必要で

ある。  
(2) メンテナンス実施時

に校正を行うことで

より精度の高い測定

をあうことができる。 
(3) 浸漬型有機物濃度計は、メンテナンス・洗浄・校正を定期的に行うことで、良好な

結果を得ることが可能であり、調査結果からセル長 5 ㎜の測定器が有利である。 

(4) イニシャルコストは、メンテナンスを含めて 2 ㎜セルは約 400 万円/年、5 ㎜セルは

約 280 万円/年程度必要になる。 

(5) 高濃度 COD の流入がなかったことから、検証のため高濃度廃液（COD 約 200 ㎎/L）を

作成して測定を行った結果、2 ㎜・5 ㎜ともに良好な結果を得ることができた。 

 

 今回の調査結果をふまえて、本装置の活用範囲として降雨初期流入水や簡易放流水の連

続測定から、雨天時の BOD 負荷量の推定に利用することが考えられる。それにより効果的

な合流改善の評価に活用できる可能性がある。ただし、実際に適用する場合は、さらなる

検証が必要である。 

 

 

 

図-10 システム完成イメージ  
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