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　気候変動により降雨量の時間的変動の増大やそれに伴う水質変動が予想され、良質
な水道原水の確保が困難になると予想されます。この問題を解決する方法として、雨
水や地下水の効率的利用、さらには下水処理水の再生利用が考えられますが、雨水お
よび地下水については緩和策としての一定の効果は期待できるものの、これら自体が
気候変動によって大きな影響を受ける水源であり、過大な期待はできません。また、
安定した水量確保の点では下水処理水の再利用は有効ですが、極端な乾燥・水資源枯
渇地域で実施されている再利用方法は高コストおよび高エネルギー消費、リスク管理
手法の未整備という大きな問題を抱えています。
　本研究課題では、安定した水量確保の観点から下水処理水の再利用を軸として、さ
らにできる限り自然の力に委ねた土壌浸透処理を組み込んだ都市内水循環システムの
構築を目指しました。まず、土壌浸透処理の処理条件、処理すべき化学物質の選定と
その処理性能、ならびに化学物質・微生物リスクの評価に関する課題について、パイ
ロットスケールの実験に基づいて検討を行いました。そして、化学物質の除去効果が
非常に高いことや、病原ウイルスの除去効果は低かったため浄水処理による不活化が
重要であることなど、様々な化学物質、微生物に関する定量的な解答を得ることがで
きました。これら土壌浸透処理の成立要件を整理した上で、ヒトへの健康リスク、エ
ネルギー消費量の両観点から実効性の高い実装シナリオをモデル計算により提案しま
した。
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土壌浸透処理の安定性評価と
化学物質に対する除去性能評価

　土壌浸透処理による下水処理水再生利用を実施する際には、下水処理水に
含まれる様々な有害物質を除去することが重要となります。本研究では、土
壌浸透処理の安定性や化学物質に対する処理性について評価しました。

　良質な水道原水の確保において下水処理水

の再利用を軸とする場合、下水処理水には多

くの化学物質や病原微生物が含まれているこ

とから、様々な水再生利用処理プロセスを適

用することにより水質を改善していく必要が

あります。本研究では、水再生利用処理プロ

セスとして土壌浸透処理に着目しています。

そこで、高さ 150cm、内径 15cm の室内土

壌カラム、高さ 3m × 1.5m × 1.5m のステ

ンレス鋼製の土壌浸透リアクターを設置し、

A2O（anaerobic-anoxic-oxic）処理水を流入

水として連続的に長期間の運転を行い、その

処理特性や安定性等の評価を行いました。

　室内土壌カラムは、2012 年 1 月から2015

年 3 月現在まで 3 年 3 カ月間、また、土壌浸

透リアクターは、砂で 3 年 5 カ月間、真
ま

砂
さ

土
ど

図2　各実験系での溶解性有機炭素（DOC）濃度の経時変化

で 3 年間運転を継続しました。この長期の

運転期間において、DOC（溶解性有機炭素）

が継続的に同じ水準で除去されている（図
2）といった安定した水質データを得るとと

もに、目視ではありますが、系内の水位（損

失水頭）に変化が見られず、閉
へい

塞
そく

の兆候は確

認されませんでした。このように、処理の安定

性の観点から、A2O 処理水を対象とした砂、

豊浦標準砂ならびに真砂土を用いた土壌浸透

処理の実現可能性が示されました。

　続いて、間接的飲用水再利用システム構築

に際して着目すべき測定対象化学物質を、ヒ

トへのリスクの観点から選定し、土壌浸透処

理による除去性を把握しました。そして、化

学物質の除去性能評価に基づきリスク評価を

行い、必要な浄水・下水処理技術について整
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研究成果

表紙：左写真：パイロットスケール土壌浸透リアクター。右写真：ラボ内での土壌浸透カラムによる実験の様子。

図1　研究の全体像

的滞留時間（HRT）3.5 日の土壌浸透処理で

もすべての対象物質がモニタリング必要域ま

たは安全域にあり、A2O 処理水を対象とし

た場合には、比較的 HRT の短い土壌浸透処

理のみでも安全性確保が可能であることが分

かりました。また、最大値でみても、ブロモ

ジクロロメタンを除くすべてが、安全域・モ

ニタリング必要域となりました。HRT を延

長した場合には、消毒副生成物生成能を中心

として処理性の向上がみられました。除去性

評価では、いくつかの含窒素および含臭素副

生成物に濃度や消毒副生成物に占める割合が

増加する懸念がありましたが、基準値と比較

するとそのリスクは低く、十分なモニタリン

グにより対応可能であるといえます。また、

下水再利用においてしばしば問題視される

N- ニトロソジメチルアミン（NDMA）につ

いても、土壌浸透処理により安全確保が可能

であることも分かりました。

　以上をもって、化学物質リスクの観点から

は、通常、あるいはそれよりも簡易な下水・浄

水処理と比較的短時間の土壌浸透処理により、

飲用を目的とした下水処理水の再生利用が可能

であることを示すことができたといえます。
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図3　化学物質に関するリスク評価のまとめ
図中のエラーバーの両端は最大値と最小値を示す。

理を行いました。図3が評価結

果をまとめたものです。下水処

理水（土壌浸透処理流入水）で

は健康影響懸念域にあった多く

の消毒副生成物生成能が低減

し、モニタリング必要域に移行

するという結果が得られまし

た。平均値でみた場合、水理学

室内土壌カラム実験系

土壌浸透リアクター実験系
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病原微生物に対する土壌浸透処理の
除去・不活化能評価

　下水処理水を再生利用するためには、病原微生物の制御が重要となります。
本研究では、土壌浸透処理における病原微生物の除去・不活化効果と、安全
確保のために必要な追加処理能について評価しました。

　我々は高さ3 m×1.5 m×1.5 mのステンレ

ス鋼製の土壌浸透リアクターを用いて、土壌

浸透処理による病原微生物の処理特性評価を

行いました。対象微生物として、細菌は集団

感染のみならず散発感染事例も多いとされて

いるCampylobacter jejuni（以下 C. jejuni）を、

ウイルスには水環境中に普遍的に存在するこ

とが知られているものの各種水処理による挙

動がよく分かっていないヒトアデノウイルス

F 群（HAdV）と、小児に対して重篤な下痢症

を引き起こすロタウイルス A 群（RV）を取り

上げました。ただし、既往研究より土壌浸透

処理による C. jejuni 除去・不活化能の直接

測定は困難と予想されたため、糞便性大腸菌

群を指標微生物としました。

　対象微生物の除去・不活化能を図4 に示

します。糞便性大腸菌群の除去・不活化能（滞

留時間約 8日間）は 5.06 〜 6.81 log10（平均

値 5.57 log10）と安定して高い値である一方

で、HAdV 除去能（滞留時間約30日）は 0.09

〜 2.24 log10（平均値 0.71 log10）となりました。

また、感染性ウイルス濃度の変化から求めた

HAdV 除去・不活化能は 1.92 〜 2.03 log10（平

均値1.97 log10）に分布しました。同様にRV

の除去能は -0.55 〜 1.45 log10（平均値 0.13 

log10）、除去・不活化能は 0.44 〜 0.96 log10

図4　土壌浸透処理による対象微生物の除去・不活化能の比較

（平均値 0.63 log10）となり、細菌に対して

は安定して高い除去・不活化効果が得られま

したが、ウイルスに対しては約 30 日と比較

的短い滞留時間ではあるもののその効果は限

定的であることが分かりました。

　続いて、土壌浸透処理による除去・不活化

能データを用いて、A2O 処理－土壌浸透処

理で再生された飲料水の年間感染確率ある

いは障害調整生存年数（Disability Adjusted 

Life Years: DALYs）※1を試算しました。そ

の上で、微生物リスクの観点から水道水の安

全確保のために浄水処理に求められる処理能

（要求処理能）を推定しました。ここで、C. 

jejuni に関しては下痢症以外に様々な疾病を

引き起こすことから DALYs を指標とし、ウ

イルスは年間感染確率を指標としました。
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研究成果

　我々は、提案する下水処理－土壌浸透処理

－浄水処理による間接的飲用再利用システム

を実装した時の土壌浸透処理後の水質挙動を

予測するとともに、実装シナリオ別の電力エ

ネルギー消費量についての評価を行うことを

目的としています。

　まず、カラム実験（ラボスケールとパイロッ

トスケール）の実験結果を基に、土壌浸透処

理系内での挙動に関するモデル構築を行い、

対象化学物質の挙動を解明しました。その際

に、本モデルで重要な位置を占める土壌浸透

処理における吸着および生物分解に関する各

係数については、実験を行い、算出を試みま

した。得られたパラメータを用いてモデルを

構築し、DOC ならびに数種類の微量汚染物

質に適用したところ、それらの挙動を良好に

把握することが可能となりました。

　続いて、検討対象流域として京都市桂川流

域（琵琶湖 - 淀川水系小流域）、および淀川

下流域を設定し、地下水流動モデル、2 次元

移流分散方程式※2に基づく水質評価モデル、

そして土壌浸透処理の確率論的水質評価モデ

ルについて各々構築しました。対象 2 流域

のうち桂川流域を図6に示します。　

　最後に土壌浸透処理実装化の検討を試みま

した。ここでは桂川流域の検討結果を示し

ます。条件としては、鳥羽水環境保全セン

ター（京都市上下水道局）の A2O 処理水の一

部2000 m3/日を涵
かん

養
よう

水とすることを想定し、

浄水処理施設は当該地域に既存の施設が存在

しないため日処理水量 2000 m3/ 日の小規模

浄水処理施設と設定しました。このケースの

場合、回収率は 57.9％、滞留時間は 9.6 日

と推定されました。図7に DOC 分布と推定

された総トリハロメタン生成能（THMsFP）

の濃度変動の結果を示します。DOC の低

減は、涵養点周辺で起きていることが分か

ります。そして土壌浸透処理水に含まれる

THMsFP の濃度変動の推定を実施し、処理

　本研究の成果としては、提示したとおり土

壌浸透層内の物質の移流分散と減衰（分解）

特性が把握できれば、数値解析による予測が

可能となることが示されました。さらに想定

したシステムが、水輸送を含めて、電力エネ

ルギー消費面等で受け入れ可能範囲であるな

らば、本研究課題で提案した水再生利用技術

の導入可能性があることを示すことができま

した。

図7　桂川流域の水
質評価対象領域にお
ける DOC 分布（左）
ならびに土壌浸透処
理水THMsFPの 確
率分布（右）
左の図中にあるカラー
チャートは 0 〜100の
相対値を表す。
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図5　病原ウイルスの土壌浸透処理後の要求処理能推定結果
ピンクの破線枠は許容感染リスク 10-4 人 -1 年 -1 を満たすために必要な要求
処理能を示している。

味します。一方、HAdV、RV は、ともに一

般的に許容感染リスクとされる 10-4 人 -1 年 -1

を大きく上回る結果となりました。そのため、

HAdV、RV の感染リスクを考えた場合、土壌

浸透処理のみでは制御が不十分であり、ウイ

ルスリスクの管理強化が重要であることが指

摘できます。そこで、各病原ウイルスに対し

て土壌浸透処理後の浄水処理工程に要求され

る処理能を算出しました（図5）。算出され

た非常に高い要求処理能を満たすためには、

後段の処理にはウイルス不活化のために効果

的な消毒処理プロセス（紫外線処理、塩素処

理）を追加する必要があるといえます。

麻布大学
生命・環境科学部
准教授
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土壌浸透プロセスを組み込んだ統合的
都市内水循環システム数値モデルの構築

研究成果

　土壌浸透処理を実装化するためには、水量と水質の評価が欠かせません。
本研究では、京都市桂川流域および淀川下流域を対象として、土壌浸透プロ
セスの確率論的水質評価モデルの構築を試みました。

水質の変動を表現することが可能であること

を示しました。

　そのほか、水質評価と同時にシナリオ別電

力エネルギー消費量の算出も試みました。土

壌浸透処理導入のためには新たな電力が必要

ですが、本研究では土壌浸透処理後段の処理

において高度処理〔促進酸化処理、逆浸透

（RO）膜処理など〕を必要とせず、浄水処理

プロセス自体が簡易化可能であることから、

高度処理導入と比較して全体のエネルギー消

費量を 60％近く削減可能であることを示し

ました。また、下水処理プロセスの処理レベ

ルを落とすことによるエネルギー消費量削減

効果は、浄水処理プロセスで簡易処理を導入

する効果に比べて小さいことも分かりました。 図6　土壌浸透処理実装化検討の対象流域

京都大学
大学院工学研究科
助教

浅田 安廣

　C. jejuni を対象として土壌浸

透処理後に塩素処理した再生水

を飲用するケースを検討したと

ころ、DALYs 推定値は WHO（世

界保健機関）が設定した参照リ

スクレベルを十分に下回る結果

となりました。これはすなわち、

土壌浸透処理後に塩素消毒のみ

を行うことで、C. jejuni に対す

る安全性を確保できることを意

※1 障害調整生存年数…疾病等が原因による早死により失わ
れた生命年数と疾病等により障害を抱えながら生存した
年数を統合した指標であり、死亡と死亡以外の健康損失
を比較・統合して評価可能となる。

※2 2次元移流分散方程式…2次元上での物質の移動と乱れ
を表現している方程式。
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生物高速ろ過＋凝集＋MF膜ろ過（セラミック膜
およびPTFE膜）システムの開発

　上流部の都市で繰り返し利水され、富栄養化と生活排水の影響を受けた
都市河川の表流水に適応可能な、次世代型の水処理フローとして、ハイブ
リッド膜ろ過システムの実用化を目指し、調査・研究を行いました。

　本ハイブリッド膜ろ過システムの特徴は、

凝集沈殿、砂ろ過から本システムへの転換に

よって、①高度浄水処理と同等レベルの供給

水質の向上が図られるとともに、②既存構造

物の有効活用による建設改良コストの抑制や

環境負荷の低減、③高度浄水処理に比べシス

テムの簡素化による設備等にかかる各種コス

トの抑制と運転管理性の向上、といった大き

なメリットが期待できることです。さらに、

本研究開発において本システムの実用可能性

が検証されれば、水道事業者に対して浄水施

設の更新や整備計画の策定時における新たな

選択肢を与えることとなります。なお、今回

用いたシステムは、図11に示すようにケー

シング型セラミック膜および浸漬型 PTFE 膜

を用いた 2 系列のハイブリッド膜ろ過シス

テム（以下、それぞれをセラミック膜および

PTFE 膜という）です。

　本研究では淀川表流水を対象に、膜差圧を

指標として、回収率（流入水量に対するろ過

水量の割合）、循環水量、凝集操作（注入点・

凝集 pH）、物理洗浄間隔と膜差圧との関係

について確認を行い、安定運転条件を導き出

しました。次に、得られた安定運転条件にてセ

ラミック膜、PTFE 膜の水処理性を調査しまし

た。調査結果を高度浄水処理システムの水処

理性と比較した結果を表1に示します。

　セラミック膜、PTFE 膜ともに、濁度を含

めて多くの項目において高度浄水処理システ

ムと同等の水処理性が確認されました。ま

た、セラミック膜と PTFE 膜について、薬品

注入条件が同一であれば両型はほぼ同じ処理

性を示すことが確認されました。今回の安定

運転条件における膜流束（Flux）についても、

実用可能範囲と考えられます。一方で、水

温 10℃未満における溶解性マンガンについ

ては低い処理性を示す結果となり、低水温期

におけるマンガン処理対策を検討する必要が

あることが示唆されました。しかし、この点

7

研究成果

表1　ハイブリッド膜ろ過システムと高度浄水処理システムの水処理性比較

設の規模、運転制御および維持管理の技術水

準、建設・運転・維持管理のための費用、用

地の確保など、様々な要件を考慮した上で選

定することに留意する必要があります。本シ

ステムは、運転制御および維持管理の技術水

準に依存せず、また用地の確保が困難なケー

スにおいても適用可能な浄水処理システムで

あるため、今後、浄水処理システムを新設も

しくは更新する際に、有効的なシステムとし

て適用可能であると考えられます。

淀川流域の水処理における有害物質の
原因物質発生源の探索と同定

　淀川流域の河川水のオゾン処理で生成する発がん性物質 NDMA（N- ニ
トロソジメチルアミン）の元の物質を探索し、下水の分画試料中から、工
場排水に起因する前駆物質 TMCH（1,1,5,5- テトラメチルカルボノヒド
ラジド）を初めて同定しました。

　我々の研究グループは、淀川流域の調査

で NDMA 前駆物質の寄与が大きいと考えら

れた A 下水処理場に流入する下水を対象に、

NDMA 前駆物質（元の物質）の発生源探索と

前駆物質の同定を行いました。

　まず、A 下水処理場に流入する下水管渠
きょ

の

下水を採水し、濃縮・分画したところ、この

試料の NDMA 前駆物質への寄与が高いこと

を発見しました。下水の分画試料について、

高分解能の高速液体クロマトグラフ質量分析

計で精密質量を計測し、化学構造を推測しま

した。その中から、NDMA を生成しやすい

と考えられる物質を委託合成し、工場排水に

起因する前駆物質 TMCH を初めて同定しま

した（図8、9）。そして、A 下水処理場の上

流にある工場が NDMA 前駆物質の主な発生

源であると推定しました。また我々は実験に

より、TMCH のNDMA モル生成率が 140％

と非常に高く、この物質が水域で使用される

と水道水の工程水に影響を及ぼすということ

を初めて示しました。

　T M C H は、 下 水 処 理 場 工 程 水 中 で の

NDMA 生成に対して、その寄与は高いときで約

7 割の生成原因となっていました（図10）。

しかし、この調査後にその利用が減ったた

め、淀川流域のオゾン処理で生成する有害物

質 NDMA の生成は減少していることが分か

りました。

　このように本研究は、大きな流域における

特定の化学物質の利用が、大規模浄水場にお

ける副生成物の原因となることを示した貴重

な事例となりました。環境中で検出されるオ

ゾン処理副生成物の前駆物質を排水中から濃

縮、分画、同定し、発生源を突き止めるとい

う研究手法は、他の汚染物質にも広く応用す

ることができます。実際、平成 24 年に関東

地方の大規模水源である利根川で起こったホ

ルムアルデヒド前駆物質による水質汚染の際

も、塩素と反応して高率でホルムアルデヒド

を生成する物質が影響を及ぼしていました。
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国立保健医療科学院
生活環境研究部・水管理研究領域
上席主任研究官

浅見 真理

図9　下水の分画試料の TIC クロマトグラム

うな物質が含まれると、排出前の処理や後

段の処理の種類を考えなければなりません。

我々は、塩素処理を先に行うことで前駆物質

の反応部位を変化させて、オゾン処理での

NDMA 生成を抑制する方法についても検討

を行い、ほぼ完全に抑制可能であることも示

しました。NDMA のような消毒副生成物は

健康影響の観点からも比較的リスクの大きい

物質ですので、本研究の成果が下水の再利用

の際の処理方法選定の有力な手掛かりになる

ことが期待されます。

図8　NDMA 前駆物質同定の調査スキーム

図11　ハイブリッド膜ろ過システム
上：ケーシング型セラミック膜使用、下：浸漬型 PTFE 膜使用。

に関しても、生物高速

ろ過、オゾン処理また

は塩素処理を前段処理

として、また、マンガ

ン砂ろ過処理を後段処

理として追加すること

で、処理性が向上する

ことを確認しました。

　本システムは、表1
に示すように多くの処

理対象物質を除去可能

な浄水処理システムで

あり、多様な原水に適

用可能です。

　浄水処理システムの

選定においては、水処

理性に加えて、浄水施
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浄水統括担当部長

柳生 眞喜男

阪神水道企業団
技術部
部長
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主任研究官

小坂 浩司

下水の再利用を考

える場合、このよ

図10　ある下水処理場工程水中の全NDMA前駆物質に占める各前駆物質の割合
TMDS：1,1,1',1'- テトラメチル -4,4'-（メチレンジ - p -フェニレン）ジセミカルバジ
ド、HDMS：4,4'- ヘキサメチレンビス。
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