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図１ 玉川上水の調査地点 

都内河川の大腸菌群数に関する研究（４） 

－玉川上水の大腸菌群・大腸菌の縦断変化－ 
 

和波 一夫   井上 毅*    木瀬 晴美** 

（*東京都環境局廃棄物対策部 **非常勤研究員） 

 
１ はじめに 

玉川上水は、江戸時代に飲料水不足を解消するため多

摩川羽村取水堰から江戸市中へ開削された水路である。

羽村取水堰から小平監視所までの区間は、現在も多摩川

から取水した水が流れ、その水は水道用水の原水として

山口貯水池（狭山湖）・村山貯水池（多摩湖）、東村山浄

水場へ送水されている。   

玉川上水の小平監視所から下流については、1965 年

の淀橋浄水場廃止にともなう送水停止により空堀状態

となっていたが、1986 年に東京都の「清流復活事業」

によって下水高度処理水（以下、高度処理水という。）

約 15000 ㎥/日の送水が行われ、水流が復活した。現在

の高度処理水は多摩川上流水再生センターの処理水を

更に砂ろ過処理、オゾン処理したもので、通常の処理水

に比べて脱臭・脱色・殺菌の程度が高い。高度処理水の

大腸菌群数（BGLB 最確数法）は既報 1）で報告したよう

に 10MPN/100ml 以下で処理水と比べて非常に低い。この

高度処理水が送水されている玉川上水について大腸菌

群数、大腸菌数等の水質調査を行ったので報告する。な

お、清流復活事業による玉川上水通水開始当初の 1986

年度と翌年度の水質調査結果は、既報 2）3）で報告され

ている。当時の高度処理水は砂ろ過処理されているが、

オゾン処理はされていない。 

 

２ 調査方法 

（１）調査地点及び調査回数 

玉川上水の調査地点を図１に示す。地点 1：高度処理

水流入口、地点 2：小川橋、地点 3：鎌田橋、地点 4：

境橋、地点 5：佃橋の計 5地点を調査地点とした。なお、

佃橋は神田川にかかる橋であるが、採水地点は佃橋直上

流の玉川上水落口で、神田川河川水の混入はない。調査

期間は2009年 1月から2009年 3月の間に各月1回調査

を行った。 

（２）試験方法 

水質一般項目については、工場排水試験方法（日本工

業規格  JIS-K0102）に従って生物化学的酸素要求量

（BOD）、硝化細菌の作用を抑制した方法による BOD（C

－BOD）、化学的酸素要求量（COD）、浮遊物質量（SS）、

全窒素（T－N）、アンモニア性窒素（NH４－N）、亜硝酸

性窒素（NO２－N）、硝酸性窒素（NO３－N）、全リン（T－

P）、リン酸性リン（PO４－P）、水素イオン濃度（pH）、

溶存酸素量（DO）等の測定を行った。細菌項目の大腸菌

群数、大腸菌数、糞便性大腸菌群数については表１に示

す試験方法を用いて測定を行った。 

 

 

項目 試験方法

大腸菌群（ＢＧＬＧ最確数法） ＢＧＬＢ培地36℃48時間培養

大腸菌群、大腸菌（ＯＮＰＧ－ＭＵＧ法） ＯＮＰＧ－ＭＵＧ培地36℃18時間培養

大腸菌群、大腸菌（クロモアガー法） ＨＧＭＦでろ過し、クロモアガー寒天培地に貼付して36℃24時間培養

糞便性大腸菌群数（ＭＦＣ法） ＭＦでろ過し、Ｍ－ＦＣ寒天培地に貼付して44.5℃24時間培養

大腸菌群数（デソ法） デソキシコール酸塩寒天培地36℃18時間培養

糞便性大腸菌群数（デソ法） デソキシコール酸塩寒天培地44.5℃18時間培養  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 結果 

各水質項目の縦断変化を図 2-1～図 2-15 に示す。デ 

〔報告〕 

表１ 大腸菌群数等の試験方法 

神田川
ここを0kmとして
１．高度処理水流入地点 5．佃橋

21km

　２．小川橋 ３．鎌倉橋 4．境橋
1km 4km 11km
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図２-1 ～ 図２-１５  水質の縦断変

注）デソ法は 100ml 中の CFU に換算 
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ソ法による大腸菌群数の単位は通常 CFU/1ml であるが、

ここでは他の測定法の結果と比較しやすいように図中

では CFU/100ml に換算して表示した。 

水温は流下にともなって低下したが、地点１から 4km

下流の地点 3 でも 15℃程度の高い水温であった（図 2

－1）。BOD とリン酸性リンは、下流方向に濃度が低下し

た（図 2－2、図 2－5）。それに対して、COD と窒素類は

濃度の低下は認められず、ほぼ横ばい状態であった（図

2－3、図 2－4）。全窒素（9.7 mg/l ～11.1 mg/l）のう

ち大部分は硝酸性窒素（8.7 mg/l ～10.2mg/l）であり、

アンモニア性窒素（0.03 mg/l ～0.22 mg/l）と亜硝酸

性窒素（0.02 mg/l ～0.19mg/l）は非常に低い濃度であ

った。SS は、地点１と地点 2 では 3mg/l 以下の低い濃

度であったが、地点 3 からは上昇し 2 月の地点 4 では

25mg/l を超えた（図 2－6）。この SS の上昇は、玉川上

水の法面からの土壌崩落や地点 3、地点 4 に大型のコイ

が多数生息していることによる底泥巻き上げが影響し

ているものと思われる。 

大腸菌群数、糞便性大腸菌群数、大腸菌数は、地点 1

ではいずれも低い値であるが、地点 2から急上昇し、そ

の後はほぼ横ばいの状態であった（図 2－7～図 2－15）。

一般に水路で大腸菌群数が上昇するのは、①生活排水が

流入する、②土壌や水中に生息する細菌類が大腸菌群と

して検出される、③魚類の腸内細菌類が大腸菌群として

検出される、などが原因として考えられる。玉川上水は、

上水道のために作られた水路であり地点 1 と地点２の

間に生活排水が流入することはない。また、地域の下水

道普及率は 100％である。よって①が主原因となること

はない。土壌崩落による影響があれば地点 2 の SS 濃度

は高くなるはずであるが、地点 1 と地点 2 の SS 濃度は

ほぼ同じであるので、地点 2 では土壌による影響は大き

くないと推測される。玉川上水の流れは比較的緩やかで

あり、地点 1の直下流でもコイ等の魚類が観察されてい

る。これらのことから、地点 1 に比べて地点 2で大腸菌

群数が高い値を示したのは、水中に生息する細菌類や魚

類の腸内細菌類が要因となっている可能性が高いと考

えられる。 

 

４ おわりに 

東京都の下水道普及率はほぼ 100％となり都内河川

の有機汚濁は著しく改善したが、大腸菌群数については

環境基準適合率が現在も低い状態が続いている。高度処

理水が送水され、生活排水の流入がない水路内の大腸菌

群数の変化を把握することは、大腸菌群数と糞便性汚濁

との相関関係を検討するうえで参考になる。今回、玉川

上水を調査した結果、大腸菌群数は高度処理水流入直後

から増加していることが分かった。多摩川上流水再生セ

ンターの高度処理水が送水されている水路は、玉川上水

のほかに野火止用水、千川上水がある。野火止用水につ

いては通水開始年（1984 年）から当研究所による水質

調査 4）5）6）が 3 年間行われ、下流方向に大腸菌群数が増

加していることが報告されている。当時の水質との比較

も行いながら、高度処理水流入後の大腸菌群数の増加原

因を今後明らかにしていくことが必要である。 

 

 

参考文献 

１）和波一夫ら：うるおいのある水辺環境の回復に関す

る研究－都内水域の大腸菌群数に関する研究－,東京

都環境科学年報,137－140, (2009). 

２）津久井公昭ら：清流の復活に関する研究（その６）

－昭和61年度玉川上水水質調査結果－,東京都環境科

学年報,121－124, (1988). 

３ ）渡辺正子ら：清流の復活に関する研究（その７）

－昭和62年度玉川上水水質調査結果－,東京都環境科

学年報,142－148, (1989). 

４）津久井公昭ら：清流の復活に関する研究（その１）

－昭和59年度野火止用水水質調査結果－,東京都環境

科学年報,114－119, (1986). 

５）津久井公昭ら：清流の復活に関する研究（その２）

－昭和60年度野火止用水水質調査結果－,東京都環境

科学年報,126－133, (1987). 

６）津久井公昭ら：清流の復活に関する研究（その５）

－昭和61年度野火止用水水質調査結果－,東京都環境

科学年報,116－120, (1988). 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00270050004400460046005800310061003200300030003130d530a130b730ea30b900270020306b57fa3065304f005d0020005b00270050004400460058003100610020003200300030003130d530a130b730ea30b900270020306b57fa3065304f005d002030b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF3057304A3056308F5E835831>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


