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　安心・安全な水や、おいしい水など、水に対するニーズは地域・国によって様々です。
そのニーズに応え、無駄のない水利用環境を実現するためには、地域ごとの水圏、上
下水など水循環系全般にわたり、水質をきめ細かく管理するための地域固有のモニタ
リング網の構築が望まれます。要となるのは、地域ニーズに即した水質情報を継続的
に捉えるためのオーダーメードの水質計です。ただし現状では、地域ごとにオーダー
メードの水質計を開発・提供することはコストの面で容易ではありません。
　そこで我々の研究グループでは、モデルベースによる設計開発手法を水質計の設計・
開発環境に適用しました。まず水質計の仮想モデルを作成し、試作する前にコンピュー
タ上で、ある程度の性能検証を行います。次に検証の終わった仮想モデルの設計情報
を基に、積層造形技術（3D プリンタ）等を用いて、水質計試作機を一気に製作します。
本開発環境を利用して実際に残留塩素、硝酸態窒素、クロラミン、細菌数、リン酸等
を対象とした多種類の水質計を試作し、従来、月単位で必要であった設計から試作ま
での期間を数日程度まで大幅に短縮可能であることを実証しました。
　また、複数台の超小型水質計を相互に離れた場所に設置して、有線ネットワークと
無線を組み合わせた遠隔監視システムを構築、遠隔での水質情報の取得を試み、無人・
無線で計測する上での諸課題の摘出と解決策の提案・検証を実施しました。
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地域ニーズに即した
オーダーメードの水質計システム

　仮想モデルとの連動により、設置場所を選ばない、手のひらサイズの超小
型水質計を実現しました。また、ユニットモジュラー方式により、多様なニー
ズに対応したオーダーメードの水質計システムを迅速に提供します。

　従来の水質計は、設置場所の外乱・変動（試

料水供給圧、温度変化等）による計測精度の

低下を避けるため、内部に高精度なポンプや

バルブ、制御機器類がぎっしりと詰まってお

り、小型化・簡素化のボトルネックとなって

いました。これを解決するため、図2に示

すように、監視クラウドに設けられた水質計

の仮想モデルと現場に設置された水質計とを

IT ネットワークや無線を介して連動・同化

させ、仮想モデルに対して外乱・変動を境界

条件として与え計測動作のシミュレーション

を行うことで、水質補正値を得るという新た

な計測方法を提案しました。その結果、従来

のように水質計の内部に高精度な制御機器類

を備える必要はなくなり、極めて簡素で手の

ひらサイズ（60mm 立方）の超小型水質計

の実現が可能となりました。

　続いて、水質計ユニットと同じ仕様の

60 mm 立方サイズで作製した前処理ユニッ

トを様々に組み合わせることによって、多様

な試料水に対応した水質計システムを迅速に

提供できるユニットモジュラー方式を新たに

提案しました（図3）。各々のユニットには

バッテリー、センサ、制御・無線通信などの

インテリジェント機能を内蔵しており、現場 図2　仮想モデル連動計測による水質計の簡素・超小型化

設置の PC から直接無線で制御します。各ユ

ニットには、ネオジム磁石による磁気流体継

手が備わっており、ユニット相互をワンタッ

チで配管接続可能となっています。このよう

にインテリジェント化されたユニットを、個

別のニーズに合わせて交換・追加していきま

す。例えば水道配管から水道水を直接採取し

て計測する場合には、給水圧を利用して試料

や試薬を流動させるため、図中 A の水質計

ユニットと i の通信・制御・電源ユニットと

いう、最もシンプルな基本構成で計測可能と

なります。また水質浄化施設などの処理水を

計測対象とする場合は、施設から試料水を汲

み上げて計測する必要があるため、ポンプユ
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研究成果

表紙：左写真：手のひらサイズの超小型水質計ユニット。右写真：濃縮ユニット心臓部、マイクロ蒸発器。

図1　研究の全体像

図3　ユニットモジュラー
方式によるオーダーメード
の水質計システム
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ニット（図中 P）を前段に接続します。また

測定対象とする試料水が環境水の場合には、
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の除去が必要となるため、フィルタ

ユニット（図中 F）や沈殿処理を行うタンク

ユニット（図中 T）を前段階に接続します。

さらに、計測対象の物質濃度が希薄な場合は

濃縮器ユニット（図中 C）を接続します。各

ユニットの動作や全体としてのシーケンスは

PC 画面上で直感的にプログラミング可能で

あり、それに合わせて各ユニットが連続して

動作を行います。以上のように、ユニットモ

ジュラー方式により、個々の地域ニーズに合

わせてオーダーメードの水質計システムを迅

速に提供可能となります。
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様々な前処理に対応して
柔軟に組み換え可能な前処理ユニット

　懸濁微粒子を取り除くフィルタユニットから、対象成分を濃縮するための
濃縮ユニットまで、多様な前処理を可能とするユニット群を開発しました。

　図4に前処理ユニット群として、ポンプユ

ニット、タンクユニット、フィルタユニット

を示します。図4aは蠕
ぜん

動
どう

型のポンプを搭載

したポンプユニットであり、チューブを交換

することで、長期的な運転が可能となるほか、

夾雑物を含む試料水も吸引可能です。また、

無線にてON/OFF 動作が可能であり、一定時

間無給電稼働可能な蓄電池を内蔵します。ユ

図5　熱マイクロ蒸発器を核とした濃縮器ユニット

ニットの両端にはワンタッチで流体接続可能

な磁気流体継手を備え、他のユニットとの連

結・離脱が迅速に行えます。図4bは、一時

的に試料を保持するためのユニットであり、

内部に処理タンクを有します。給水圧の開放

ができ、夾雑物を沈殿させたり、固相を添加

することで様々な前処理をこの中で行うこと

ができます。例えば同図下のように、内部に
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　図6に試薬反応式の水質計ユニットの構成

図と写真を示します。このユニット内には試

料水を一時貯留するためのタンク、タンク内

に懸
けん

架
か

された試薬内蔵のバック（～ 10mL）、

タンク内の圧力や温度を計測するセンサ、

試薬と試料水を反応させるためのマイクロ

反応流路（幅500 μm、深さ200 μm、長さ

750mm）、吸光度計測用のフローセル（半導

体レーザ：650nm）、試料水や試薬の流通を

制御する電磁バルブ、また、センサや光、弁

の制御用マイコンや無線通信回路が集積化さ

れています。試料水は入口での水圧を利用し

て電磁バルブが開いた時のみ内部に通水され

ます。試薬も同様に電磁バルブを開放してい

る間、試薬パックが水圧で押し潰されて、マ

イクロ反応流路内の試料水に添加されます。

　図6左下は、残留塩素分析用の試薬（SBT

試薬、主吸収波長：650 nm）を試薬パック

に封入し、試料水として次亜塩素酸を溶解さ

せた試料水（残留塩素 0.5 ppm 相当）の計測

例で、圧力と吸光度信号の同時取得・無線送

信が可能であることを確認しました。1 回の

測定で消費される試薬量は最大 100 μL 程度

であり、本試薬パックで 100 回以上の測定

が可能です。水質計ユニットの入口での水圧

を利用して試料水・試薬を流動させているた

め、水圧が変化した場合に試薬反応にバラツ

キが発生します。このため、仮想モデルによ

る水質値の補正を行います。図6右上に、試

薬反応式の水質計ユニットの仮想モデルを示

します。Step 1 は流動予測用のモデル、Step 

2 は試薬反応予測用のモデルです。このモデ

ルをセンター PCに置いておき、まず無線で

伝送されてきた水圧値を基に内部の流動状態

を逐次推定し、次に Step 2 では吸光度信号

と Step 1 で予測した流動条件により水質濃

度の補正を行います。さらに、試薬だけでは

分析が困難な項目向けにはアドオン可能なマ

イクロ流体要素が必要と考えました。例えば、

硝酸態窒素の計測では硝酸と亜硝酸の総量を

知ることが重要ですが、ナフチルエチレンジ

アミン試薬は亜硝酸のみにしか反応しないの

で、事前に試料液中の硝酸を還元して亜硝酸

にしておく必要があります。また、リン酸の

分析に用いられるモリブデン青法では、最後

に青色に発色させるためには、モリブデン錯

体を同じく還元する必要があります。通常は

アスコルビン酸溶液によって還元しますが、

屋外現場での長期的な保管には不向きです。

そこで、これらの還元操作に対応するために、

水質計ユニットにアドオン可能な固相マイク

ロ還元カラム（図6右下）も開発しました。

　そのほか、試薬を交換するだけで多種の水

質項目に対応可能とするために、白色 LED

光源による疑似多波長測光法を開発しまし

た。図7に示すように、白色 LED の 3 色の

発光光源を別々に制御して、高速（80Hz）

に切り替え、間欠発光させます。各々の発光

タイミングに合わせて透過光量を取得するこ

とで、疑似的に 3 色での測光を同時に行う

ことができます。図6の水質計ユニットに白

色 LED を実装し、試薬のみを交換して硬度

（フタレインコンプレクソン試薬、吸収波長

域：400 ～ 580 nm）を計測しました。緑色発

光の透過光信号のみを信号弁別回路で抽出す

ることで、硬度の濃度情報を簡便に得ること

ができます。この白色 LEDによる測光法は、

吸収波長域以外の色領域での吸収を差し引く

ことで、溶存ガスや夾雑物による吸光度の誤

差を低減させることにも有用です。
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イオン交換樹脂を入れた透水パックを詰めた

場合、およそ 2 mL の水の硬度を 15 分程度

で１/10 に低減できました。図4cはサイク

ロン型の分離器を備えたフィルタユニットで

す。同図下のグラフにあるように、様々なサ

イズの微粒子を含んだ試料水を本フィルタに

通すだけで、微粒子を効率よく分離除去する

ことが可能です。

　図5aにマイクロ蒸発器を備えた濃縮器ユ

ニットを示します。マイクロ蒸発器、試料液

を駆動するための蠕動ポンプ、マイクロ蒸発

器を加熱するためのヒーター、濃縮度合を測

定するための光センサ、濃縮した試料液を排

出するためのバルブ、通信・制御回路など、

濃縮動作に必要な機能を一つに集積化させて

います。実用的な時間内で高倍率に濃縮する

ために、同じ試料液を繰り返し蒸発器に通し

て循環させる方式を考案しました。図5bに

濃縮装置のフロー系統図を示します。最終的

に一定量の濃縮液が秤量部に残るため、濃縮

液の定量精度も確保されます。図5cに、本

装置を用いて色素溶液（1.25 mL）を 100 μL

まで定量濃縮した例を示します。流路系の無

効体積を切り詰めたことで、最終濃縮液量の

バラツキは 5％以下となりました。図4　多様な操作を可能とする前処理ユニット群

試薬を交換するだけで
多項目の計測が可能な水質計ユニット

　屋内のラボに設置されている試薬反応式の卓上化学分析装置を、マイクロ
化技術や LED を用いた簡易多波長測光法で小型・集積化し、手のひらサイ
ズのスペースがあれば取り付け可能な超小型水質計ユニットを開発しまし
た。
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図7　白色LEDを用いた疑似多波長測光法による多項目対応図6　試薬反応式の水質計ユニット
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遠隔での水質モニタリング技術

　超小型水質計を現場に設置して、インターネットと無線を経由して遠隔
で動作させることに成功しました。また、水質浄化用フィルタの汚れを遠
隔監視するために、伝送と検出を同時に兼ねる簡便・安価な光ファイバー
をベースとした光学センサを開発しました。

　センターの P C と、遠隔地や海外等のモニ

タリング網に設置した現場 PC との通信に

は、有線のインターネットを利用します。本

研究では、これら現場の PC をリモートデス

クトップ機能で制御します。図10上に示す

ように、現場 P Cと各水質計との制御情報や

取得データのやりとりには、安価な短距離無

線デバイスを利用し、各水質計に設けた通信

端末を介してホッピングにより無線伝送しま

す。こうすることで効率よく、多地点の水質計

の制御・通信が可能となります。ただし、各

水質計から吸光度信号、圧力、温度などの時

系列データを回収すると、複数の水質計を経

由する間に、時系列データの同期性が損なわ

れ、一部データの欠損が現れることが分かり

ました。そこで、水質計内に時計機能を搭載

し、時間情報を付加したデータをメモリに一

時蓄えて、測定終了後に送信するポスト・ロ

グ化通信方式を提案しました。このほか、水

質計を現場に設置した場合の諸課題の摘出と

対応策の提案・実装を進めました。一例とし

て図10下に示すように、気温の変化が激し

い設置環境において、水質計のフローセル部

に気泡が生成して、信号値が大きくばらつく

現象も確認されました。そのため、簡易な気

泡除去動作条件を見いだし水質計に組み込み

ました。

　遠隔監視方法として、伝送と検出を兼ねる

簡便・安価な光ファイバーを利用した水質セ

ンサについても検討しました（図11）。対象

としたのは、水質浄化用のフィルタ等の表面

汚れの付着状況の監視です。本研究では、光

インターネットで用いられる光ファイバーの

末端を加工する、簡便・安価な方法で、屈折

率・光減衰の変化をモニターします。このセ

ンサにより、フィルタの汚れを間接的にモニ

ターすることができます。従来、フィルタの汚

れは、色の変化および膜前後の水圧差によっ
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図10　遠隔モニタリング網の構成および無人設置の課題と対策例

滴下不要の滴定デバイスと培養不要の
微生物カウンタを実現する水質計ユニット

　面倒な滴下操作や培養操作が不要な超小型滴定装置や微生物カウンタを
実現するために、濃度勾

こう
配
ばい

形成部と電気化学センサを集積化したマイクロ
滴定デバイスや、微生物染色反応部とシースフローセルを集積化したマイ
クロフローサイトメトリチップを開発、それらを内蔵した手のひらサイズ
の水質計ユニットを試作しました。

　上水には安全性と同時においしさも求めら

れます。カルキ臭は塩素消毒の副産物である

クロラミン類が原因で、中でもトリクロラミ

ンが一番の原因物質です。配水中にも消毒反

応は進み、配管の汚損、天候、水消費量など

の影響を受けます。利用地点ごとの水質情報

に基づいて上水処理における取水や浄水場の

選択、塩素投入量などを動的に制御できるよ

うになれば、トレードオフ関係にある安全と

おいしさの両立を図れると期待しています。

　ベンチトップサイズの高額な分析装置では

なく、簡易分析法に基づく手のひらサイズの

安価な水質計を目指しました。トリクロラミ

ンの酸化力でヨウ素イオンをヨウ素に酸化

し、再度ヨウ素イオンに戻す酸化還元滴定を

進める方式です。水道管の元圧を駆動源とし

て送液します。滴定というバッチ処理を連続

流れの中で実現するために、混合と分岐を繰

り返す流路を用いて濃度勾配を形成し、試験

水と滴定試薬の混合比ごとの多点で電気化学

応答をみるという全く新しい方式を提案しま

した（図8）。これにより同時かつ連続的に

滴定曲線に相当する結果が得られます（図8

右上）。フローセルでの電気化学応答は流量、

すなわち元の水圧に依存してベースラインや

流速依存の生データが変化しますが、同じ圧

力源で対称的に送液すれば混合比は変わらず

肝心の当量点は滴定曲線の変曲点として現れ

るため、結果的に水道の水圧変動に強いシス

テムです。

　培養操作を不要とするために、微生物の数

をフローサイトメトリで直接計測する世界最

小、手のひらサイズの水質計ユニットを開発

しました。対象とするのは、大腸菌等の微生

物の濃度です。水道水の水質基準項目である

一般細菌や大腸菌の基準は、「1 mL の検水で

形成される集落数が 100 以下」と「検出さ

れないこと」です。このように対象物の数が

極めて少ないため、通常は採水して目視可能

なレベルまで培養を行い、その有無や密度を

確認します。これに対して本研究では、連続

的に採水し流しながら微生物の出現有無・頻

度を直接カウントして濃度を求めます。現場

に設置可能なほどに小型化するために、微生

物のラベル化（DNA や RNA に特異的に結合

する染色試薬との反応）を行う染色反応部と、

研究成果
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図9　マイクロフローサイトメトリチップと搭載ユニット外観

一つ一つの微生物を光学的に高精度に検出す

るためのシースフローセルを一体集積化しま

した（図9上）。特にシースフローセルでは

マイクロ流路の中央に微生物を 1 列に流す

必要があるため、複雑な 3 次元形状の流路

構造が必要で、これが他の部位との集積化を

阻んでいました。そこで、我々は、染色反応

のためのマイクロ流路とシースフローを形成

させるためのマイクロ流路を、弾性素材の

PDMS（ジメチルポリシロキサン）を用いて転

写技術により一体成型した後、シースフロー

マイクロ流路の上流・下流の 2 カ所の縮流箇

所の間を 90 度ねじることでシースフローの

形成を可能とする新たな製作法を開発しまし

た（図9左上）。これにより染色反応部とシー

スフローセルの一体・集積化が可能となり、

水質計ユニット全体を 60 mm立方に収まる

サイズに小型化できました（図9右下）。ま

た、染色反応から検出までの時間がほぼゼロ

となったため、試薬の微量化や計測の迅速性

が飛躍的に進みました（図9左下）。

図11　伝送と検出を兼ねる簡便・安価な光ファイバー利用フィ
ルタ汚れセンサ

てモニターするのが一般的でした。遠隔でモ

ニターするためには、フィルタ近くに設置した

センサによって色や差圧を電気的に検出し遠

くに送る必要がありました。しかし、この方法

は、漏電の可能性のある水中にはあまり適し

ません。既存の光遠隔モニター法として、光

ファイバー内に特定の波長の光を反射するブ

ラッググレーティングを形成した、ファイバー

ブラッググレーティング（FBG）※1があります

が、FBG は非常に高価な点が欠点でした。本

研究で開発した光センサは、光ファイバーの

クラッド層をフッ酸で溶かして薄くするとい

う簡便な方法であり、FBGほどの高い感度が

必要ではない用途に広く普及させることが可

能です。フィルタの汚れの監視を対象として

開発しましたが、光ファイバーを用いる方法

は、原子力発電所内の高放射線環境、高電気

ノイズ環境、地熱発電所内の高温環境などの

極限環境での水質監視にも展開できます。
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図8　フロー式マイクロ滴定デバイスと搭載ユニット外観

株式会社日立製作所
インダストリアルプロダクツ社
ビジネスユニット
主任技師

津留 英一

広島大学
ナノデバイス・バイオ融合
科学研究所
教授

横山 新

東京大学 大学院工学系研究科 教授
（顔写真は p.2を参照）

三宅 亮

※1 FBG は橋
きょう

梁
りょう

などの構造物にかかる力の分布の測定など
に用いられる。
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