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まえがき

近年，クリプトスポリジウムなどの病原性原虫が，水道

に混入し激しい下痢などを引き起こすとして，大きな関心

を集めている。

クリプトスポリジウムは，原生動物の一種で，大きさは

4.5 ～ 5.4μｍの原虫であり，ほ乳類の多くに寄生し繁殖す

る。クリプトスポリジウムは，水や食べ物の中では固い殻

に覆われたオーシストの形で存在し，増殖しない。オーシ

ストが，水や食べ物と一緒に人間の体内に入ると，腸内で

増殖し，ふん便とともに排出され，再びオーシストとして

新たな感染源となる。クリプトスポリジウムに感染すると，

激しい下痢と腹痛を起こす。通常の人であれば１～２週間

で免疫機能が働き自然に治るが，免疫力が弱っている場合

は死亡に至る場合もあるといわれている。

クリプトスポリジウムの感染例としては，米国では1993

年にミルウォーキー市において，水道中のクリプトスポリ

ジウムが原因となる集団感染が起こり，160 万人に給水さ

れたうち40万人が下痢を発症し，400 人以上の死亡者を出

した。また，日本では1996年に埼玉県越生町で水道水が感

染源と思われる集団下痢が発生し，約 8,700 人が発症した。

クリプトスポリジウムのオーシストの殻は非常に固く，

塩素消毒に対して非常に強く，一般の浄水場で実施されて

いる塩素消毒では感染力をなくすことはできない。このた

め厚生省では，1996年10月に「水道におけるクリプトスポ

リジウム暫定対策指針
（1）

」を出し，次の三つの対策を指導し

ている。

水源の近くに人や家畜のふん便を処理する施設があり，

汚染の可能性が高い場合は取水口を変更する。

クリプトスポリジウムによる汚染の恐れのある浄水場

では，凝集剤を使用した急速 過や膜 過法により浄水

処理を強化し， 過池出口の水の濁度を 0.1 度以下に維

持する。

水道水がクリプトスポリジウムに汚染された可能性の

ある場合には，給水を停止する。

本対策では，浄水場の凝集沈殿および 過などの浄水処

理を厳しくすることによって，クリプトスポリジウムを取

り除くことに力点を置いている。当然クリプトスポリジウ

ムを除去することは必要であるが，さらに消毒処理により

クリプトスポリジウムを不活化させることも必要であると

考える。

本稿では，オゾンによる消毒技術として，クリプトスポ

リジウムのオーシストの不活化の実験結果と，海外におけ

るクリプトスポリジウムの消毒技術の事例およびオゾン消

毒プロセス例を紹介する。

消毒方法と効果

２.１ 塩素および次亜塩素酸ナトリウム

２.１.１ 原理・特性

塩素は水中に注入した場合，加水分解し，次亜塩素酸

HClO を生じる。

Cl2 ＋ H2O →←HClO ＋ H＋＋ Cl－

次亜塩素酸は解離して，次亜塩素酸イオン ClO－になり，

この平衡状態は pH値や水温によって変化する。

HClO →← H＋＋ ClO－

次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離塩素または遊離残

留塩素という。HClO は ClO－より強い殺菌カを持ち，そ

の強さが40～60倍もあり，これらの存在比は pH値が 6以

下ではHClO がほぼ 100 ％となり，消毒効果が大きい。

また，塩素は水中の有機物と化合して，全有機ハロゲン

化合物が生成され，そのうち約30％にトリハロメタンが含

まれている。

２.２.２ 消毒効果（不活化）

塩素は強い酸化力を持ち，細菌細胞を構成する化合物と

反応し，酸化，加水分解あるいは脱アミノを起こす。

塩素に対する各種微生物の不活化は，次の順になる。

細菌＜ウイルス＜原生動物シスト

また，クリプトスポリジウムに関しては，Korich ら
（2）

は，

クリプトスポリジウムパルブム（以下，C.parvum と略す）

オーシストに対する Ct値を報告しており，99％（2Log）

不活化では 7,200mg･min/L であり，塩素単独では不活化

（3）

（2）

（1）
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が期待できないと報告している。

原虫のギアルディアについては，Rubin ら
（3）

が表１のとお

り通常処理で行われる塩素濃度，接触時間よりもかなり大

きいと報告している。

２.２ クロラミン

２.２.１ 原理・特性

水中にアンモニアが存在すると，塩素はこれと反応して

クロラミンを生じる。クロラミンは，水の pH値によって

モノクロラミン NH2Cl，ジクロラミン NHCl2，トリクロ

ラミンNCl3 となる。

NH3 ＋ HClO → NH2Cl ＋ H2O

NH2Cl ＋ HClO → NHCl2 ＋ H2O

NHCl2 ＋ HClO → NCl3 ＋ H2O

モノクロラミンとジクロラミンとを結合塩素という。

２.２.２ 消毒効果（不活化）

クロラミンの消毒効果は遊離塩素よりかなり弱く，ウイ

ルス，原生動物のシストに対して高い抵抗性の報告がある。

表２に原生動物シストのギアルディアについての不活化の

報告を示す。

２.３ 紫外線

２.３.１ 原理・特性

紫外線消毒の効果は，微生物によって吸収される照射エ

ネルギー量に直接依存している。水中の遊離物，有機物質

などは紫外線を吸収し，特に，浮遊物については紫外線を

吸収する一方，微生物への照射を妨害したり，微生物を包

み込んで，保護作用を与える（図１）。

紫外線は，細胞内に損傷を起こして微生物を不活化し，

消毒効果が最も高い紫外線の波長は 250 nmから 270 nm

程度である。また，紫外線消毒は，光回復現象がみられる

という特徴があり，紫外線照射直後に可視光線を照射する

と，紫外線による不活化が著しく低下する。

２.３.２ 消毒効果（不活化）

紫外線消毒では，紫外線照度と照射時間との積が大きい

ほどその消毒効果が大きい。通常の下水二次処理水の消毒

において，紫外線照射直後で大腸菌の平均殺菌率を 99.9 ％

程度とすると，放流水中の大腸菌群を 3,000 個/mL以下と

することができる。

Peeters ほか
（6）

は，クリプトスポリジウムの十分な不活化

には塩素では80mg/L で 2 時間，オゾンでは 2.25mg/L で

８分，紫外線照射では 15,000mW/s で 2.5 時間が必要であ

ると報告している。

２.４ オゾン

２.４.１ 原理・特性

オゾンはその強い酸化力のために多くの有害物の酸化分

解，菌類の不活化の作用を持つ。特に近年，浄水処理への

塩素の利用が有機ハロゲン化合物（トリハロメタンなど）

を生成することから，上水道における塩素に代わる殺菌の

消毒剤としてオゾンが見直されている。

また，オゾン処理は，脱色，脱臭などを主な目的として

行われる場合が多く，オゾン消毒を行う場合は，これらと

の複合効果が期待できる。

２.４.２ 消毒効果（不活化）

オゾンの殺菌力はきわめて優れており，塩素の10～ 100

倍程度の不活化があるといわれており，消毒効果の順位を

示すと次のとおりである。

O3 ＞ ClO2 ＞ HClO ＞ ClO－ ＞ NHCl2 ＞ NH2Cl

表３にオゾンと塩素の微生物群に対する消毒効果の比較
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紫外線の完全照射で 
殺菌される微生物 

紫外線ランプ 

紫外線が到達しないため 
殺菌されない粒子内微生物 

粒子の影で紫外線照射 
微生物を免れる 

粒子 

図１　紫外線照射に対する浮遊物質の影響
（4）

表１　遊離塩素によるギアルディアの不活化（pH＝7）
 

平均塩素濃度（mg/L） 濃度時間積（mg・min/L） 99％死滅時間 
（min） 

全塩素 

0.39 

0.86 

1.62 

2.90 

8.20

0.31 

0.70 

1.32 

2.35 

6.66

149 

168 

284 

231 

291

121 

136 

230 

187 

236

388 

194 

175 

79.9 

35.5

HClO 全塩素 HClO

（3） 

1.5～2.6

1.5～30

6.5～7.5 188～296 99 430～580 Meyer（1982） 

Rubin（1986） 

3

6.35 7.0 220 99 約1,4005

9.0 ー 99 約　60015

1.5～300 6.0～7.0 ー 99 約1,00015

種　類 
クロラミン 
（mg/L） 

 

温度 
（℃） 

pH
接触時間 
（min） 

不活化 
（％） 

濃度時間積 
（mg・min/L） 

文　献 

ギアルディア 

＜注＞実験水は，すべて塩素要求量のない緩衝液 

表２　クロラミンによるギアルディアの不活化
 （4） 

オゾン 二酸化塩素 次亜塩素酸　 次亜塩素酸 ジクロラミン モノクロラミン
イオン
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を示す。

また，海外文献からクリプトスポリジウムのオゾンによ

る不活化の実験結果を表４に紹介する。

オゾンによるC.parvumオーシスト不活化実験

病原性原虫 C.parvumの不活化対策としては，２.４節に

記述したように，オゾン処理が有効な不活化手段として挙

げられている。しかし，不活化のための Ct値は研究者間

でかなり異なっているのが現状である。そこで，麻布大学

平田強教授のご指導のもとで，Ct値と不活化効果の関係

を明らかにすることを目的とし，C.parvumのオゾンによ

る不活化実験を行った。実験の評価として不活化効果の判

定は，脱嚢（だつのう）試験および DAPI/PI 染色試験の

二つの方法を用いた。

３.１ 供試C.parvumオーシスト

供試C.parvumオーシストは，大阪市立大学医学部の井

関博士から分与されたヒト由来株を Scid マウス継代して

使用した。オーシストの精製は，感染したマウスのふんか

らショ糖浮遊遠心法で精製し，リン酸塩緩衡溶液中に保存

した。

３.２ C.parvumオーシストの生育活性評価方法

C.parvumオーシストの生育活性は，脱嚢試験とDAPI/

PI 染色試験で評価し，その試験方法は，前処理も含め，

Campbell ら
（9）

の方法に準じた。

３.２.１ 前処理

所定濃度のオーシスト懸濁液を HBSS（Hanks Bal-

anced Salt Solution）で遠心洗浄した後，酸性HBSS を加

えて十分かくはんし，一定温度で 1時間保温した。保温後，

冷却遠心して上澄みを吸引除去し，HBSS を加えて，生育

活性試験用試料とした。

３.２.２ 脱嚢試験

前処理したオーシスト懸濁液にデオキシコール酸ナトリ

ウム溶液と炭酸水素ナトリウム溶液を加えて，一定温度で

４時間保温し，HBSS で遠心洗浄した後，オーシストの微

分干渉像を観察した（図２参照）。

脱嚢試験による生育活性の判定は，前処理および脱嚢試

験の操作段階で脱嚢が生じたオーシストを「生育活性あり」

と判定し，前処理操作前にすでに脱嚢しているオーシスト

および脱嚢試験後に完全な形態を保持した状態のオーシス

トを「生育活性なし」と判定した。脱嚢試験によるオーシ

ストの生育活性（脱嚢率）は次式で定義した。

脱嚢率
（
％
）

…………………………

a：膜嚢試験後に脱嚢したオーシスト

b：脱嚢試験前に脱嚢していたオーシスト

t ：全オーシスト

３.２.３ DAPI/PI 染色試験

前処理したオーシスト懸濁液に DAPI（4,6-ジアミン-

２-フェニルインドール二塩酸塩）溶液と PI（ヨウ化プロ

ピジウム）溶液を加えて，一定温度で 2時間保温し，HB

SS で遠心洗浄した後，オーシストの落射蛍光像と微分干

（1）

＝ ×100
t

（a－b） 
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図２　C.parvumオーシスト微分干渉像（倍率 10× 100倍）

（提供：麻布大学環境保健学部平田教授）

表３　オゾンと塩素の微生物群に対する消毒効果の比較
 

区　分 
99％不活化の濃度時間積（mg・min/L） 

ウイルス 腸内細菌 細菌芽胞 アメーバシスト 

オゾン 
（mg/O3/L） 

1 0.01

0.2

20

50

＜5

＞200

1,000

2 10

100

1,000

200

100

＞10,000

5,000

次亜塩酸 
（mg/Cl2/L） 

次亜塩素酸イオン 
（mg/Cl2/L） 

モノクラミン 
（mg/Cl2/L） 

（7） 

0.16～1.3 5，10，15 7
Finch et al.（1993） 

Peeters et al.（1989） 

Korich et al.（1990） 

7

0.17～1.9 5，10，15 3.522

0.77 6 4.6室温 

0.51 8 4室温 

1.0 5，10 5～1025

0.44 6 2.620

種　類 残留オゾン 
（mg/L） 

 

温度 
（℃） 

接触時間 
（min） 

濃度時間積 
（mg・min/L） 
不活化率≧99％ 

研究者 

クリプト 
スポリジウム 
（C.parvum） 

表４　オゾンによるクリプトスポリジウムの不活化
 

（8） 

（6） 

（2） 
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渉像を観察した。

DAPI/PI 染色試験による生育活性の判定は完全な形態

と保持した状態の PI 陰性オーシスト（PI－）ならびに操

作段階で脱嚢が生じたオーシストを「生育活性あり」と判

定し，完全な形態を保持した状態の PI 陽性オーシスト

（PI＋）と前処理操作前にすでに脱嚢しているオーシスト

を「生育活性なし」と判定した。DAPI/PI 染色試験によ

るオーシストの生育活性は次式で定義した。

生育活性
の
割合

（
％
）

……………

α： PI を排除したオーシスト数

b：染色試験後脱嚢したオーシスト数

c：染色試験前脱嚢したオーシスト数

t ：全オーシスト数

３.３ オゾンによる不活化実験

３.３.１ 実験方法

実験装置を図３に示す。実験水は，リン酸塩緩衡溶液で

pH7.1 に調整した純水をオゾン処理してオゾン消費物質を

酸化分解した後，脱オゾンした水とした。供試オーシスト

懸濁液を実験水で遠心洗浄してオーシスト濃度がおよそ

1.0 × 105 個/mLになるように懸濁させた。

オーシスト懸濁液 500mL をアクリル樹脂製反応槽に取

り，かくはん子を入れ，マグネチックスターラでかくはん

しながら恒温水槽からの循環水で反応槽内の水を20 ℃に

保温した。かくはんをやめて直径20mmの散気球からオ

ゾンガスをオーシスト懸濁液に直接吹き込んだ。

オゾン発生装置（POX 20，富士電機製）からオゾンガ

ス流量は一定とし，溶存オゾンは反応槽内に設置した溶存

オゾン濃度計による連続測定とインジゴ法による測定を

行った。試料は，所定の時間ごとに25mLずつ採水し，残

留オゾンはチオ硫酸ナトリウム溶液により分解した。

３.３.２ オーシスト濃度

所定量の試料をメンブランフィルタで 過した後，フィ

ルタ上で間接蛍光抗体染色し，落射蛍光顕微鏡でオーシス

トを計数して濃度を算出した。

３.３.３ 実験結果

オゾン処理は，pH一定にて水温 20 ℃，溶存オゾン濃

度 0.05，0.1，0.2，0.5mg/L の 4 とおりとした。実験結果

は，消毒の指標の一つである Ct値（mg･min/L）により

評価した。

Ct＝消毒剤濃度 C（mg/L）×接触時間 t（min）……

脱嚢試験における Ct値と生残率の関係を図４に，DA

PI/PI 染色試験におけるそれらの関係を図５に示した。い

ずれの試験においても Ct値の増加に伴い，C.parvumの

生存率は低下した。

Ct値は，脱嚢試験に比べ，DAPI/PI 染色試験のほうが

大きくなった。脱嚢試験の場合，溶存オゾン濃度 0.05 ～

0.5 mg/L の範囲で，90％不活化 Ct値は，約 7 ～ 8mg･

min/L となった。また，99％不活化 Ct値は溶存オゾン 0.5

mg/L 時に約12mg･min/L の結果が得られた。

一方，DAPI/PI 染色試験の場合，溶存オゾン濃度 0.05

～ 0.5 mg/L の範囲で，90％不活化 Ct値は 7 ～11 mg･

min/L とばらついた。また，99％不活化 Ct値は，溶存オ

ゾン濃度 0.5mg/L 時に約20mg･min/L の結果が得られた。

３.３.４ 実験結果のまとめ

C.parvumオーシストの不活化効果は，Ct値で評価で

きることを確認した。

C.parvum オーシストは，オゾン処理によって90～

99％レベルの不活化を確認した。

（2）

（1）

（3）

－

（2）＝ ×100
t

（a＋b－c） 
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図４　脱嚢試験における不活化結果
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図３　オゾン処理実験装置
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図５　DAPI/PI 染色試験における不活化結果
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不活化 Ct値は，脱嚢試験，DAPI/PI 染色試験で評価

できる。このとき，不活化レベルが大きくなるほど，

DAPI/PI 染色試験の方が脱嚢試験より大きくなる傾向

を示した。

「安全なおいしい水」の供給をめざして，現在多くの浄

水場で異臭味除去を目的に高度処理施設が導入されている

が，本研究結果により病原性原虫の不活化を付加したオゾ

ン処理プロセスへの適応が可能となる。今後さらに，オゾ

ン処理操作因子，水質因子の影響などについて研究を進め，

オゾン処理による消毒プロセスを完成させる。

クリプトスポリジウムの消毒に関する海外事例

（ミルウォーキー市の浄水場）

米国では1993年ミルウォーキー市で水道のクリプトスポ

リジウムが原因となる集団感染が起こり，160 万人に給水

され40万人が下痢を発症し，400 人以上の死亡が発生して

いる。その後のミルウォーキー市クリプトスポリジウム汚

染に対する恒久対策としてのオゾン消毒プラント導入計画

の内容を事例として紹介する。

４.１ オゾン導入の考え方

浄水場および処理水量

Linnwood 浄水場

設計処理水量： 104 万 m3/d

Howard Avenue 浄水場

設計処理水量： 57 万m3/d

オゾン導入目的

クリプトスポリジウムの完全除去

異臭味の除去

消毒副生成物の除去

将来の州および合衆国の規制に適合する

対策内容

以下の三つの対策により，クリプトスポリジウムの

99.9999 ％除去の達成を目標としている。

取水口の位置を変更する…潜在的クリプトスポリジ

ウム汚染の 1.7 Log ＝ 90％の減少を目標

凝集剤供給システムと 過プロセスによる粒子・濁

度除去改善… 3Log ＝ 99.9 ％のクリプトスポリジウ

ム除去を目標

消毒プロセスとしてオゾン処理の導入…最小でも２

Log ＝ 99％の除去目標

４.２ オゾン消毒プロセス

オゾンの注入位置

オゾンの注入位置は原水・沈殿水・ 過水が考えられる

が，ミルウォーキーの場含，クリプトスポリジウム除去，

および建設コストなどからオゾンの注入位置を決定してい

る。

オゾン消毒プロセスでのクリプトスポリジウムの除去性

を左右する因子は，オゾン注入率（溶存オゾン濃度 Cと

の関連），接触時間（t）の積である Ct値が大きな要因で

あり，建設的な要素を考慮し注入位置を決定している。

Howard Avenue 浄水場：前オゾン

Linnwood 浄水場：中オゾン

Ct値

溶存オゾン濃度 C（mg/L）×接触時間 t（min）＝ 2.64

（mg･min/L）を採用

オゾン発生設備

Howard Avenue 浄水場

オゾン発生量： 117 kg/h（39 kg/h × 4 台）

オゾン発生濃度： 6～12wt ％

Linnwood 浄水場

オゾン発生量： 46 kg/h（23 kg/h × 2 台）

オゾン発生濃度： 6～12wt ％

オゾン注入率：max 2.5mg/L

オゾン接触池の計画内容

滞留時間：計画処理水量時　20分

通常処理水量時　30分

段　数： 3段

注入方式：散気方式

オゾン消毒プラントの設備計画

オゾン処理設備のシステム構成は，オゾン発生設備，オ

ゾン接触設備，排オゾン処理装置および電気計装設備から

構成される。

５.１ 消毒プロセスにおけるオゾンフロー

オゾン処理は，前オゾン処理（原水にオゾン注入），中

オゾン処理（沈殿水）が考えられる。その処理効果として

は，消毒と同時に除鉄，除マンガン，有機物酸化と前塩素

中止によるトリハロメタン生成の抑制がある。

図６に参考フローを示す。
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図６　オゾンによる高度浄水処理および消毒処理フロー
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５.２ オゾン処理設備の設備計画手法

５.２.１ オゾン接触池の設計

オゾン接触池の設計に際し，富士電機で開発したオゾン

接触池内のオゾン溶解・反応のモデル化およびシミュレー

ションはオゾン消毒にも非常に有効な手段となる。

シミュレーションでは，処理水量，オゾン注入率，オゾ

ンガス濃度，流入汚濁物質濃度，反応速度定数などの条件

を入力することにより，原水の水質（季節的な変動）を想

定し，以下の項目をはじめ，ダイナミックな処理特性の予

測ができる。

オゾン吸収率

処理水溶存オゾン濃度

Ct値

臭気物質除去率

クリプトスポリジウム不活化率

臭気酸生成量

また，設備供用後の処理特性検証時においても，シミュ

レーションにより処理特性の評価や，オゾン注入率など最

適運用検討が可能になる。

５.２.２ オゾン注入量制御技術

オゾン注入制御については，消毒効果を目的とする場合，

特に溶存オゾン濃度を監視，制御することが重要であり，

Ct値を管理指標とし，水質，水量，温度などの外乱に対

し，安定した消毒などの処理効果を上げ，過剰注入をなく

し，ランニングコストの低減を図ることができる。

消毒目的の場合，オゾン接触時間のファクタを加えたカ

スケード制御になる。カスケード制御は，Ct値または溶

存オゾンを一次目標値とし，オゾン発生量を調整する制御

ループを一次制御とし，さらにその調整出力信号を二次ルー

プの電力設定信号として，オゾン発生器の電力をフィード

バック制御し，処理水質に応じた追従性の速い安定したオ

ゾン発生量制御を行うものである。

あとがき

水道において，「より安全でおいしい水」に対する国民

の関心が年々高まってきており，このためにかび臭物質や

トリハロメタン前駆物質をより安定的，効果的に除去する

方法として，オゾン処理と活性炭処理を組み合わせた高度

処理施設が淀川水系・利根川水系を中心に導入されている

状況がある。クリプトスポリジウム対策についても高度処

理施設の導入，膜とオゾンを組み合わせた技術や，また管

理指標など，今後さらに研究開発を進めていく考えである。
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