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まえがき

河川における水質事故は流域における人口の増加ととも

に増大し，不注意による燃料油や潤滑油の流出，排水処理

施設の異常による汚濁物質流出，廃棄物の不法投棄，交通

事故による積載物の流出などが発生している。また，サリ

ン事件のようにテロリストによる毒物投下の危険性も予想

され，合わせて対策しなければならない状況に陥っている。

建設省の発表によると，1995年には一級河川において 275

件の水質事故が発生し，そのうち油類の流出事故が 199 件，

その他危険物の流出が76件発生したとされている。また，

これらの事故により上水用水の取水停止が21件引き起こさ

れている。

1997年 5 月に成立した改正河川法は「河川環境の整備と

保全」「異常渇水時の円滑な水利使用のための措置」など

を主目的として改正されたが，そのなかで水質事故の発生

時には原因者に除去などの処理と費用の負担をさせること

ができるようになったことが注目される。水質事故が発生

すると原因者，被害者ともに多大な損害を受けることにな

るので，起こさせてはならないし，起こったとしても迅速

に異常を発見し実害の及ばないように手を打たなければな

らない。そのためには日常の予防活動や手際のよい復旧処

置，そしてそれをサポートする河川水質管理システムなど

の施設や復旧機材を整えることが重要となる。

富士電機は突発性水質事故による社会的不安および浄水

処理における損害の重大性を考慮し，これを迅速・確実に

発見するセンサ技術と事故の予防および発生後の適切な処

置に欠かせない河川水質管理システムの開発に努めてきた。

特にセンサ技術の基盤の一つであるバイオアッセイ（簡易

生物評価手法）技術は急性および慢性の有害物質の検出方

法として効果的な手段と考え，積極的に開発と普及に取り

組んでいる。ここではバイオアッセイを含め，富士電機の

センサ技術の実績と展望を紹介する。

水質事故の発見とサポート技術

２.１ 水質事故の特徴

油類による水質事故は水道水の異臭味の原因となり，水

道事業体では，事故の発見に伴いオイルフェンス設置，取

水停止，粉末活性炭の注入などの処置を行っている。化学

薬品の流出事故の場合，人体に直接的に影響を与えるもの

もあり，浄水場への流入が疑われる場合，放流廃棄処分が

とられ大きな損害となる。

油類以外による水質事故が発生した場合，当初，原因物

質が判明することは少なく，現象面から事故原因を推定し

処置方法を決めざるを得ない。現象を「魚浮上」「油類流

出」「フェノール類流出」「異臭」「発泡」「着色」「廃棄物

投棄」などと分類し対処する場合がある。水質事故発見の

自動化のためには，それぞれの現象に適した手段と方法を

適用する必要がある。

２.２ センサ技術と河川水質管理システム

水質事故のうち魚浮上事故は住民による発見が多く，こ

の場合の通報は最初，市役所・消防署など身近な機関に通

報され，管轄する河川管理者への通報が後になり，対応の

遅れが問題とされている。また，油類や有機溶媒の流出の

場合，住民からの通報が少なく浄水場取水点で発見される

場合や水道利用者からの異臭味の苦情によりはじめて気付

くケースがあり，やはり大きな問題とされている。いずれ

にしろ，夜間に事故が発生した場合，住民などによる通報

も期待できず，自動的な検出が強く望まれている。

水質事故は危険物の保管場所のマップ化などにより，あ

る程度の可能性は認識できても具体的にいつ発生するかは

予測不可能であり，事後対策を余儀なくされている。した

がって，いかに早く事故を発見し，事故状況から処置方法

を決め，すばやく対策を実行できるかが重要になってくる。

水道事業体では従来，自衛のため，24時間，職員による

取水口の ITV監視や水槽に飼育している魚の行動監視を

行ってきた。しかし，いつ発生するか分からない事故を職

員が監視することは不確実性があることと不経済なこと，
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特に事業体にとって夜間勤務者の削減は大きな課題となっ

ており，水質事故の検出の自動化が強く求められてきた。

また，事故発生の広域化から水系全体での汚染状況の把握

および関係先への通報，また処置内容の判断基準を与える

ために河川水質管理システムの必要性も増してきている。

水質事故検出用センサは，事故を的確にとらえるため各

種現象に対応し検出手段を使い分ける必要がある。表１に

現象または原因に対応する各種検出手段を示す。富士電機

はこれらの検出手段を駆使し，適用先の条件に応じた最適

なシステムを提供している。

さらに，富士電機は各種センサ，データおよび画像伝送

装置，各種表示装置，データベース装置，広報・通報装置

などから構成される河川水質管理システムを提供している。

図１にそのシステム構成を示す。河川水質管理システムは

以下の業務を支援するものとしている。

事故の発見および被害状況の確認

事故物質および汚染源の特定

被害範囲の予測

事故処理方法の決定，局所化および無害化

関係者への通報，住民への広報

被害額算定

センサ技術の開発

突発性水質事故を検出する手段には大きく分けて，理化

学的検出方法と生物学的検出方法があり，富士電機はそれ

ぞれの方法について開発を進めてきた。

３.１ 理化学的検出方法

理化学的検出方法の代表的な対象物質としてシアンや油

膜があげられる。シアンの検出にはイオン電極法が用いら

れ，油膜の検出にはレーザ光などの光の反射量の変化を検

出する方法が用いられている。しかしながら，他の多数に

わたる有害化学物質を個別に常時監視することは，コスト

面や技術面から現状ではきわめて難しいといえる。

油汚染を検出する方法として，これまで反射光量の変化

から油膜を検出する油膜計や溶媒により油分を抽出して検

出する油分計が実用化されている。しかし前者には波の影

響を受けやすく，検出できる油膜厚が 1μm以上とされ，
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図１　河川水質管理システム

表１　水質事故現象・原因と検出手段 

外
面
的
異
常 

成
分
的
異
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魚浮上 

油類流出，油膜 

発泡 

着色 

異臭 

廃棄物投棄 

油類流出，油分 

フェノール類流出 

シアン流出 

アンモニア流出 

酸・アルカリ流出 

諸毒物流出 

諸有機物流出 

ITV

油膜センサ，赤外線カメラ 

ITV

着色度計 

（住民による通報） 

ITV

油分センサ 

フェノール計，バイオアッセイ 

シアン計，バイオアッセイ 

アンモニア計 

pH計 

魚類行動監視，水質安全モニタ 
（バイオアッセイ） 

UV（Ultraviolet）計 
COD（Chemical Oxygen Demand）計 
BOD（Biochemical Oxygen Demand）計 

区分 現象・原因 検出手段 
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後者では試料をサンプリングして分析する必要があり，即

時性に欠ける。

富士電機では非接触で感度よく油膜を検出するために，

レーザ偏光解析法を応用したセンサを開発中であり，今後

フィールドテストにより実証していく。この方式では 1μm

以下の厚さの油膜を波によらず安定的に検出することを

狙っている。原理を図２に示す。

３.２ 生物学的検出方法

生物学的検出方法は，毒性物質の特定はできないものの

生物に有害な物質を未規制の物質をも含め，総括的に検出

できる利点がある。しかしながら生物学的検出方法の一つ

として従来から採用されてきた魚類の行動を監視するとい

う方法の場合，判定のあいまい性や人間による連続的監視

が必要などの短所があった。

富士電機では建設省土木研究所と共同研究の過程で考案

した硝化細菌の呼吸阻害による有害物質の検出法を応用し，

急性毒性物質自動監視装置（水質安全モニタ）を製品化し

た。

水質安全モニタ

４.１ 製品の概要

水質安全モニタ（図３）は，バイオ技術を利用し，水中

の急性毒物を自動的に検知し，警報出力する連続水質モニ

タリング装置である。図４に機能構成を示す。

測定原理

水質安全モニタは，急性毒物に対してきわめて感受性が

高い硝化細菌（ニトロソモナス）約108 個/cm2 を固定化し

た微生物膜と溶存酸素電極でセンサ部を構成する。このセ

ンサ部に一定濃度のアンモニア溶液を添加した検水を供給

すると，硝化細菌が基質（えさ）となるアンモニアを亜硝

酸に変換し，その際に検水中の溶存酸素が消費される。検

水中に毒物が存在する場合は，硝化細菌の呼吸活性が阻害

され，酸素消費量が低下する。

本モニタでは，この溶存酸素量の変化を監視することで

毒物混入の判定を行っている。検知可能な毒物は，シアン

のほか，ベンゼン・フェノールなどの低沸点有機化合物，

チウラム・EPN（Ethyl Para Nitrophenyl）などの農薬で

あり，水銀・カドミウムなどの一部の重金属についても検

知できる。また，酒，砂糖，しょうゆ，塩などの人間にとっ

て無害な物質には感応しない。シアンに対する応答例を図

５に示す。

特　長

水質安全モニタは他の方式に比べ以下の特長をもつ。

急性毒物の連続モニタリングが可能である。

毒物流入に対する応答時間が速い（20分）。

魚類半数致死濃度に比べ，より低濃度の毒性物質の

検知が可能である。

微生物膜の交換は 1か月に 1回でよく，ユーザーで

も容易に行える。

（d）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）
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図４　水質安全モニタの機能構成
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検水の自動保存機能があり，後日他の分析計で毒物

の特定が可能である。

取扱いが簡単であり，水質の専門家が不在でも毒物

監視が可能である。

仕　様

このたびモデルチェンジを行った。主な機能強化事項は

以下のとおりである。また製品仕様を表２に示す。

濁度除去装置として中空糸膜除濁装置を開発し，

1,000 度程度の高濁度水でも安定な測定を可能とした。

従来のリン酸緩衝液に換えて，ホウ酸緩衝液を採用

した。これにより，硬度の高い試料液でも安定な測定

が可能になった。またホウ酸緩衝液は溶解速度が速い

ため，試薬の調製が容易である。

４.２ 水質安全モニタの導入例

水質安全モニタは，これまで 8事業体に延べ13台納入し

た。このうち上水道水源管理用が12台で，河川水質管理用

が 1台である。上水水源管理用に導入されたものは，水質

事故が発生する確率が高い都市部の河川から取水する事業

体や，逆に毒物が混入した場合希釈されにくい中小河川か

ら取水している事業体に導入される例が多い。また汚染物

質の地下浸透に配慮し，井戸水に適用される場合がある。

水質安全モニタは，ほとんど，毒物検出の確実性と省力

化のため導入されている。導入された浄水場ないし取水場

ではすでに毒物流入の指標として魚類を飼育している。し

かし魚類を昼夜間にわたって職員が監視することは相当負

担になっていた。

水質安全モニタが設置された取水ポンプ場などでは，テ

レメータにより他所にある中央監視所から水質事故監視が

可能となる。特に勤務者の確保しにくい夜間において，取

水源の水質事故発生を自動的に検出しアラームを出力でき

ることは，浄水場の管理運営にとって大変大きなメリット

となる。

上水水源管理への応用例

あきる野市にある東京都水道局の浄水所（2か所）に水

源管理用として水質安全監視システムを納入した。あきる

野市は平野部から山間部に移行する東京都の西端に位置し，

渓谷や山の自然を求め多くのハイカーが訪れる観光名所と

もなっている。取水は秋川水系から行っており，水質事故

の迅速な発見を狙い水質安全モニタが導入された。図６に

システム構成を示す。

それぞれの浄水所では，着水井の原水をサンプリングし

装置に供給している。サンプリングされた検水は濁度分を

除去するため中空糸膜 過装置を通し水質安全モニタ本体

に供給されている。同時に検水はヒメダカを飼育している

水槽に導かれ，ヒメダカの行動を ITVで監視できる。水

質安全モニタからの警報はテレメータにより中央監視所に

送られる。また，同時に ITVで撮影された映像も動画と

して中央監視所に送られる。水質異常が発生するとヒメダ

カの画像は自動的に録画される。画像伝送装置の仕様を表

３に示す。

河川水質管理への応用例

水質安全モニタを比較的汚濁度が高い河川の水質管理へ

適用するため，建設省土木研究所と共同で関東地方建設局

江戸川工事事務所管内の中川支川，綾瀬川の槐戸（さいか

ちど）水質自動観測所に装置を設置し，実証実験を行って

いる。装置は 3週間に 1回の定期的メンテナンスにより安

定に稼動し，この間有害物質への感度も良好に維持され，

突発性の河川水質事故監視に十分適用できることが確認さ

れた。

さらに，水質事故の発生頻度が比較的多いとされる支川

部に屋外自立形水質安全モニタを多点設置することにより

タイムラグのない事故検知を期待できる。

バイオアッセイの展開

一般に，生物材料を用い，その生物学的応答から生物へ

の作用量を評価する方法をバイオアッセイと呼ぶ。

バイオアッセイは，①水の生物に対する毒性そのものの

評価，②毒性物質の一次スクリーニング，③水処理効果の

判定，などにきわめて有効な手法であり，欧米においては，

すでにバイオアッセイが排水規制やリスクアセスメントに

適用されている。日本においても今後従来の方法を補完す

る新しい水質評価手法としてその重要性が高まることが予

想される。表４にバイオアッセイの概要を示す。

富士電機は，各種毒性物質に対する微生物を用いたバイ

オセンサの感度のデータベース化を図るとともに，慢性毒

性レベルの低濃度の有害化学物質を検出できる，より高感

度なバイオアッセイ法の開発に取り組んでいく。これによ

り飲料水に含まれる極微量物質の生物に与える慢性的毒性

の影響を評価する方法を確立していく。

（2）

（1）

（b）
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表２　水質安全モニタの仕様 

仕　様 項　目 

検 出 対 象  
シアン，ゴルフ場農薬，メタノール，アセトン， 
フェノール類，次亜塩素酸ソーダなど 
一部の重金属（水銀，カドミウムなど）に感応 

検出可能濃度
（例） 

シアン0.05mg/L，チウラム0.5mg/L， 
フェノール0.7mg/L

応 答 時 間  約20分以内 

試 薬  フィード液，ホウ酸系緩衝液，洗浄液 

試薬消費量  約0.5mL/min

検 水 流 量  約3.5mL/min

試薬容器容量 
フィード液30L×1，洗浄水5L×1， 
緩衝液5L×1，純水5L×1

保存採水量  2L（精密分析用） 

警 報 出 力  毒物検出，システム異常（各1a接点出力） 

点検用出力  

電 源  

周 囲 温 度  

設 置 場 所  

微生物膜交換 

相対酸素消費率0～100％/DC4～20mA（絶縁出力） 

AC100V±10％ 

5～35℃ 

屋内設置および屋外設置（非標準） 

周期：1回/月 



突発性水質事故とセンサ技術

あとがき

水道利用者は異臭味がなく化学物質などに汚染されてい

ない安全でおいしい水を求めている。水道事業体はその期

待にこたえるため，オゾンによる高度処理など浄水処理に

各種の工夫・改善を施している。しかし浄水場内処理だけ

では改善に限度があり，1994年に制定された水道水源 2法

に見られるとおり，水源水質の向上が強く求められている。

富士電機はこれらの背景のもとに，突発性水質事故に対

する水質センサや管理システムを開発すると同時に，定常

的な水質汚染に対してはアンモニア計，BOD計，全窒素計，

高感度濁度計，トリハロメタン計などの各種水質センサを

開発してきた。さらに，凝集処理システムやオゾン処理シ

ステムなどの制御技術や浄水処理技術についても開発し実

用化している。富士電機は今後とも水環境および浄水処理

に求められるセンサ技術およびシステム技術の開発・発展

に取り組んでいく。

最後に，開発改良にあたりご指導・ご鞭撻を賜った関係

研究機関およびユーザー各位に深甚な謝意を表する。
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画像伝送制御表示装置 

画像伝送 
受信機 

画像伝送 
送信機 

INSネット64 
（NTT） 

録画装置 

（異常検知で録画） 

テレメータ 

テレメータ 

水質監視盤 

画像伝送 
送信機 テレメータ 

専用回線 
（NTT） 

カメラ 

ポリ 
タンク 

監視水槽 

（異常検知にて 
　　　試料採取） 

水質安全モニタ 

記録計 

着水井 

中央監視盤 

警報表示 

中空糸膜 
　過装置 
 

C浄水所 B浄水所 

中央監視所 

図６　東京都水道局納入水質安全監視システム

表４　バイオアッセイの概要

試験対象・方法 目　的試験種類

動 物 実 験
（生物個体）

™マウスほか
基準値作成
発がん性

遺伝毒性試験
（細胞）

™エームス試験
™ウムテスト
™レックアッセイ
™小核試験

慢性毒性

細胞毒性試験
（細胞）

™樹立培養細胞株
™単離培養細胞

慢性毒性

水生生物試験
（生物個体）

™魚類
™藻類
™貝
™ミジンコ，昆虫

急性毒性
連続検知可能

™微生物
（細菌，酵母）

急性毒性
連続検知可能

表３　画像伝送装置の仕様 

仕　様 項　目 

名 称  NTTスコープポートD64JX

回線 
インタフェース 

INSネット64  P-mP接続 

回 線 速 度  64kビット/秒（映像通信時） 

映 像 入 出 力  
信号形式：NTSC/EIA信号 
信号レベル：IV［p-p］75Ω不平衡 

符 号 化 方 式  
送信機：JPEG符号化方式 
受信機：JPEG/DCT/SCENE/DPCM符号化方式 

外 形 寸 法  
約220×360×240（mm） 
送信機，受信機とも 

解 像 度  
高速モード：192ドット×120ライン（0.5秒/画面） 

水平 垂直 

標準モード：384ドット×240ライン（1.5秒/画面） 
静止画モード：768ドット×480ライン（5秒/画面） 

（JPEG符号化 
　   方式の場合） 



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




