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まえがき

今，飲み水の安全性を脅かす新たな水環境の汚染が注目

されている。外因性内分泌かく乱物質（環境ホルモン），

ダイオキシン，原虫，O-157 などの病原性微生物がそれ

である。これらの汚染は，ごく微量で生態系や人体に影響

を与えることが分かっており，高感度でかつ迅速な分析技

術が求められている。

富士電機では，これらの汚染物質の除去技術はもとより，

監視方法についても，先進の技術でその確立と一部製品開

発を進めている。本稿では，その取組みの一部を紹介する。

有害微量化学物質

２.１ 外因性内分泌かく乱物質（環境ホルモン）

２.１.１ 機器分析的手法

1998年 5 月に環境庁が公表した環境ホルモン戦略 SP

EED’98 において内分泌かく乱作用を有すると思われる化

学物質として67物質（群）が取り上げられた。環境ホルモ

ン物質の分析は高感度で，かつ多成分同時分析の必要性が

高く，GC/MS（ガスクロマトグラフ質量分析）法が分析

の主流となっている。

富士電機では環境水中で検出される主要な環境ホルモン

物質の処理技術の開発を行っており，評価手段としてGC/

MSによる分析法を研究している。主要な分析例を表１に

示し，具体例として以下にアルキルフェノール類について

説明する。アルキルフェノール類の分析は，図１に示すよ

うに固相抽出による目的物質の濃縮，内標物質の添加など

の操作を行い，GC/MS 法により分析する。煩雑な操作を

経るためコンタミネーション防止が非常に重要となるが，

富士電機における GC/MS 検出下限は 4-n-オクチルフェ

ノールで 4.2 ng/L，4-tert-オクチルフェノールで 4.8

ng/L，4-ノニルフェノールで 13.9 ng/L であり，環境庁目

標検出下限を達成した。また，固相抽出ディスクとしてス

チレンジビニルベンゼン系吸着剤を用いることで迅速な濃

縮操作を実現した。回収率・再現性についても良好な結果

を得ており，処理技術の評価手段，河川水などの実試料分

析への適用が可能である。

２.１.２ バイオアッセイを用いた方法

バイオアッセイとは，化学試薬の代わりに生物材料を用

い，化学反応の代わりに生物学的応答から，物質量の代わ

りに生物作用量で評価する方法であり，従来の理化学的分
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固相抽出 

溶出液 

濃　縮 

脱　水 

GC/MS法による 
定性・定量 

無水硫酸ナトリウム 

0.5mL（N2気流下） 
（酢酸メチル：0.2～0.3mL，水槽：約0.3mL） 

pH調整 1N HCI（pH＝3～3.5） 

ディスクまたはカ－トリッジ 

水試料 1L

酢酸メチル10mL 
メタノール10mL 
精製水20mL水分除去 

酢酸メチル（5mL）抽出 

内標準物質1mLヘキサン溶液（各1  g)添加 
ナフタレン－d8，フェナントレン－d10

1  L注入（スプリットレス） 

図１　アルキルフェノールの分析手順

表１　主要環境ホルモン物質の分析手法 

対象物質 

アルキルフェノール類 

フタル酸エステル類 

アジピン酸ジ-2- 
エチルヘキシル 

前処理方法 

溶媒抽出・固相抽出 
による濃縮 

17β-エストラ 
ジオール 

固相抽出，濃縮， 
誘導体化（tBDMS 
または TMS化） 

ビスフェノール-A
溶媒抽出・固相抽出 
による濃縮 
（TMF化） 

分析機器 

GC/MS 
（ガスクロ 
マトグラフ 
質量分析） 

目標検出   
限界（ng/L） 

10＊1 

200＊2

10

10

スチレン 

＊1  ノニルフェノールは100 ng/L 
＊2  フタル酸-ジ-n-ブチルおよびフタル酸-ジ-2-エチルヘキシルは 
　　 500 ng/L

パージトラップ， 
ヘッドスペース 

10

2.8
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析法と比較し，①生物に対する複合的，総合的な影響を評

価できる，②生物への有害性を直接測定できるなどの利点

がある。

富士電機が取り組んでいるヒト乳がん細胞MCF-7 を用

いたバイオアッセイなど環境ホルモン作用の測定に用いら

れている代表的なバイオアッセイ法を以下に紹介する。

ヒト乳がん細胞増殖試験（E-SCREEN法）

ヒト乳がん由来細胞MCF-7はエストロゲン受容体を持っ

ており，エストロゲン添加により細胞増殖が促進される。

これを利用して試験試料を添加した培養液で細胞を培養し

て生細胞数をカウントし，エストロゲン様作用物質を検出

する方法である。この試験は感度のよい方法ではあるが，

測定に 1週間程度必要である。

形質転換細胞（MVLN）試験

MCF-7増殖試験の改良版で，エストロゲン受容体をコー

ドするプラスミドとホタルルシフェラーゼ発光遺伝子に結

合したエストロゲン反応性プロモーターを導入した MV

LNを用いる方法である。

ホルモン様物質がエストロゲン受容体に結合すると，プ

ラスミドのホルモン受容体応答配列に結合して下流のレポー

ター遺伝子の転写活性が増大される。これに伴い発見され

るレポーター酵素（ホタルルシフェラーゼ）の活性を測定

することでホルモン作用を測定する。

組換え酵母を利用した方法

Two-hybrid system 法

性ホルモン，甲状腺ホルモンを含む 7種類のホルモン

のレセプターと 4種類のコアクティベーターの 2種類の

発現プラスミドとβ-ガラクトシダーゼ発現系レポーター

プラスミドを組み込んだ酵母を用い，発色基質を用いて

β-ガラクトシダーゼ活性を測定する。

YES法

女性ホルモン受容体遺伝子を組み込み，女性ホルモン

様物質がホルモン受容体と結合し，活性化した受容体が

染色体上の女性ホルモン反応部位と結合し，下流の

lacZ 遺伝子の転写を活性化して生産されたβ-ガラクト

シダーゼ活性を測定する。

E-SCREEN法や MVLN法の感度は 10－3 nM～ 101 nM

オーダーであるのに対し，酵母を用いた方法は一けた程度

感度が低い。これは酵母の細胞膜が化学物質の透過を妨げ

ていることが原因と考えられている。しかしながら，細胞

培養と比較し，簡便で数時間で実施できる利点もあること

から，スクリーニング試験としてよく利用されている。

２.２ 急性毒性物質

米国の Chemial Abstract に現在登録されている化学物

質の種類は約 1,600 万種に及び，さらに毎年約10万種ずつ

追加登録されており，環境中に放出される化学物質も 1万

種以上にのぼると推定されている。

わが国の水環境基準に指定されている物質は五十数種で

あり，これら分析手段が確立している物質以外の有害化学

物質について，すべてを検出，同定，定量し，監視するこ

とはほとんど不可能に近く，これを補完する方法としてバ

イオアッセイによる監視法の開発が期待されている。

以下では急性毒性物質検出用バイオアッセイ装置につい

て紹介する。

２.２.１ 硝化菌呼吸阻害による方法（水質安全モニタ）

硝化菌が有害化学物質により呼吸阻害を受けやすいこと

に着目し，これを用いたバイオセンサによる急性毒性物質

のモニタ（水質安全モニタ）を開発した。

測定原理を図２に示す。純粋培養した硝化菌を固定化し

た微生物膜と溶存酸素電極で構成した呼吸活性検知型微生

物センサに一定濃度のアンモニアを含む溶液を連続的に供

給し，硝化菌のアンモニア酸化による酸素消費速度を連続

的に監視する。この時，基質となるアンモニアを含まない

内生呼吸レベルを 0％，一定濃度のアンモニアが存在する

状態を 100 ％として校正する。何らかの有害化学物質混入

によって酸素消費率が 10 ％減少したことを検出して，急

性毒性レベルの有害化学物質の有無を検知する方法である。

本装置はシアン，チウラムなどの有害化学物質を比較的

高感度に検出することが可能である。表２にこの装置の検
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エア 

固定化 
微生物膜 

硝化細菌 溶存酸素 
電極 

出力 

NH4
＋-N 

サンプル NH4
＋-N

＋NH4
＋-N

－NH4
＋-N

O2
0％ 

90％ 
100％ 

酸素消費率 毒物添加 

毒物除去 

校正 

時間 

図２　水質安全モニタの測定原理

表２　水質安全モニタの検出可能物質例
 

農　　　薬 

加硫促進剤 

有 機 金 属  

重　金　属 

芳香族 
有機化合物 

そ　の　他 

チウラム 

マネブ 

マンゼブ 

2-メルカプトベンゾチアゾール 

2-メルカプトイミダゾリン 

塩化メチル水銀 

塩化トリブチル鉛 

塩化アンチモン（Ⅲ） 

塩化ニッケル（Ⅱ） 

2，5-ジクロロフェノール 

4-ジクロロベンゼン 

オルトフェニレンジアミン 

チオ尿素 

トリエチレンテトラミン 

0.5 

0.015 

0.05 

0.5 

0.0045 

3 

6 

4 

1.5 

4 

10 

2 

0.004 

0.25 

 

＊1

＊2

分　類 物質名 EC10（mg/L） 

＊1：モノマーとして算出 
＊2：平均分子量から算出 

� 
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出可能物質の例を示す。

本装置は，①魚と比較して高感度である，②応答時間が

速い，③連続的監視が可能であるなどの利点があり，水道

原水の自動監視や河川の水質事故監視施設への導入が進め

られている。

２.２.２ 海洋性発光細菌による方法（MICROTOXTM 試験）

発光細菌の発光機構はフラビンモノヌクレオチド

（FMN）が NADHにより還元され，これがルシフェラー

ゼと反応する際に光を放出する。このような発光現象は呼

吸代謝とカップリングして起こり，酸素消費量（呼吸量）

と発光量は比例するため，毒性物質の存在下での発光減少

量を測定することによって毒性評価が可能となる。

試料の調製，測定，試料の交換はマニュアル操作で行い，

発光量の測定と発光量の減少率の算出が自動的に行われる。

米国で開発され，20年以上の歴史がある。1,000 以上の化

学物質に対するデータがまとめられており，欧米では簡易

毒性試験器としてよく利用されている。

富士電機では，環境庁「未来環境創造型基礎研究推進費」

による研究プロジェクト「化学物質による生物・環境負荷

の総合評価手法の開発に関する研究」の一環として，上記

水質安全モニタに用いているバイオセンサとMICROTOX

試験法の約 250 種のモデル化学物質に対する基礎データを

鋭意取得中であり，今後，これらの結果を詳細に解析し，

データベース化を行う予定である。

微生物

３.１ 原　虫

1996年，埼玉県で起きたクリプトスポリジウムの感染事

故は，塩素に頼りきったこれまでの水道の消毒技術に対し

て警鐘を鳴らした。クリプトスポリジウムは塩素耐性を有

する病原性原虫であり，これまで，海外でも大きな感染事

故が発生していた。さらに，原因微生物の究明に時間を要

するため被害が拡大する危険性が高い。これまでクリプト

スポリジウムの検出技術は未経験の領域であった。

現在，厚生省の指針に基づき，試験法（間接蛍光抗体法

/FITC 染色），技術指導，対策などが実施されてきている

が，前処理工程が多く煩雑であるばかりでなく，個々の操

作に高度な技術が要求される。今日でも 1検体 1日程度の

時間を要している。

富士電機では，これまで麻布大学との共同研究により，

オゾン，塩素による消毒技術を開発するとともに，迅速か

つ正確な定量技術と不活化評価（生死判定，感染）技術を

確立した。特に不活化評価試験は，消毒設備の設計に有用

な CT値（消毒剤濃度×反応時間：mg・min/L）に大き

く影響を与えることから，重要な評価技術である。富士電

機が取り組んだ評価試験方法は，①脱嚢（だつのう）法，

② DAPI/PI 染色法，③マウス感染法である。以下では迅

速に結果のでる脱嚢法とDAPI/PI 法について解説する。

脱嚢法

まず，クリプトスポリジウム懸濁液を HBSS（Hank’s

Balanced Salt Solution）で冷却遠心洗浄後，酸性 HBSS

を加えかくはんし，37 ℃で15分間，続いて 4℃で 5分間

保温する。これに 1％デオキシコール酸ナトリウム溶液と

2.2 ％炭酸水素ナトリウム溶液を加え，37 ℃で 4時間保温

した後，HBSS で 2 回冷却遠心洗浄したものを顕微鏡観察

用試料とする。

DAPI/PI 染色法

まず，酸性HBSS を添加後直ちに氷水中での冷却 5分，

冷却遠心10分の操作をし，クリプトスポリジウム懸濁液に

0.2 ％ DAPI 溶液と 0.1 ％ PI 溶液を加え，37 ℃で 2時間保

温後，HBSS で 2 回冷却遠心洗浄する。

両者の試験方法を行って，落射蛍光付き微分干渉顕微鏡

を用いて観察したクリプトスポリジウムの像を図３に示す。

別途蛍光画像による PI の蛍光結果（＋：陽性，－：陰性）

を図中に示している。

PI 染色像で赤色蛍光を発するものを PI 陽性とし，「死」

と判定する。一方，微分干渉像で内部が「空または一部空」

となっているものは「生」と判定される。

これら感染試験法の代替法のほかに，より簡便な方法と

して注目されているのが，「フローサイトメトリー法」で

ある。複数または単一に蛍光染色された個体を1個 1個レー

ザにより蛍光分析し，蛍光の有無・強弱により自動的に分

類，計数する。時間は10分程度であり，顕微鏡観察からの

開放や，試験作業の効率化の点で期待されている。そのほ

か，クリプトスポリジウムに特異的な遺伝子配列を選択的

に増幅させる PCR法，特異的な抗原を検出し発色させる

ELISA法などがある。

水道で問題となる病原性原虫には，クリプトスポリジウ

ムのほかに，ジアルジア，サイクロスポラや，最近，北海

道から本州に上陸したエキノコックスなどがあり，感染事

故の危険性がきわめて高い。これら原虫に対する浄水技術

の開発を進めていくうえで，定量，生死判定，感染評価技

術の開発は必要不可欠であり，富士電機も積極的に取り組

んでいく予定である。

３.２ 大腸菌

大腸菌は，大腸菌群やふん便性大腸菌群に比べて，ふん

便性汚染をより的確に反映する重要な指標である。近年，
（11）
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図３　クリプトスポリジウムの微分干渉像（×1,000）

PI（－）生細胞

PI（＋）死細胞
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前節で述べたクリプトスポリジウムなどのふん便性微生物

の問題が上下水や食品，その他の分野で顕在化しており，

大腸菌の測定は重要性を増してきている。

ところが，従来の大腸菌の計数方法の基本原理は，コロ

ニー生成とその目視計数方法であるために，常に，数時間

から数日の培養が必要であり，迅速性に欠けていた。

そこで，富士電機は，大腸菌に特異的に感染するバクテ

リオファージ T4の DNAをあらかじめ蛍光色素（アクリ

ジンオレンジ）で染色しておき，サンプル中の大腸菌にそ

れを感染させることによって，特異的に生きた大腸菌のみ

染色できる技術を確立した。染色された大腸菌はフローサ

イトメトリーで比較的容易に計数可能である。

図４は，T4 ファージが大腸菌表面に吸着し，ファージ

頭部の染色されたDNAを菌体内に注入している模式図で

ある。図５はファージからDNAとともに色素が注入され，

菌体全体が光っている様子である。

以上，大腸菌の前処理から自動計数まで30分以内で実行

でき，この分野で大きな貢献ができるものと確信している。

また，ほかの菌でも，その菌を特異的に宿主とするファー

ジと適当な標識色素があれば検出は可能と考えられる。

あとがき

環境ホルモンやクリプトスポリジウムなどのように，高

度な前処理技術や分析技術を要するもの，化学物質の毒性

に関するバイオアッセイ技術やファージを使った大腸菌検

出技術などのように新しい検出コンセプトを持つものなど

富士電機の最新の水質評価技術について述べた。これらの

研究開発成果が社会に貢献できるように，さらに技術開発，

製品開発に取り組む予定である。
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