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雨天時流出水モニタリング
に関する調査研究

1.

研究目的

平成 15 年 9 月に下水道法施行令の改正が行われ，
合流式下水道について，省令で定める降雨による雨
水の影響が大きい時における放流水の水質基準が規
定されるとともに，基準値を満足する放流水質が得
られていることを確認するため，少なくとも年 1 回
の水質検査を行うことが規定された。
しかし，雨天時流出水のモニタリングは，降雨時
に人による採水を行う方法が一般的であり，自然現
象を相手とするため，法令に定められた条件を満た
す適切な採水を行うことは，時間的・費用的に地方
公共団体にとって大きな負担となっている。
一方，地方公共団体においても，今後，貯留施設・
処理施設の導入及び分流化など，合流式下水道の改
善対策の進捗に伴い，当該施設の運転管理や対策効
果の把握を目的とした水質計測へのニーズが高まり，
モニタリングの必要性はさらに増すものと考えられ
る。このようなことから，時間，費用の縮減を目的
とした雨天時流出水のモニタリングの効率化は喫緊
の課題と位置付けられる。
翻って，合流改善対策の進捗をみると，現在は，
緊急的な対策を策定したに過ぎず，緒に就いたばか
りである。今後もレベルアップを目指した合流改善
計画が必要であり，効率的な対策策定のために，蓄
積した既存モニタリングデータの有効活用が重要に
なってくると想定される。
本研究では，より簡易に迅速に計測できる代替水
質指標を用いた BOD 推計手法の確立による効率化方

法，及び，雨天時流出水と影響因子の関係把握によ
る合流改善効果の評価等を行うための，蓄積したモ
ニタリングデータの有効活用方法について調査を行
った。研究フローは図－1 のとおりである。
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(1) モニタリング
効率化

(2) 既存水質検査結果の
有効活用方法

図－1 調査研究フロー
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2.

研究体制

本研究は，下水道技術開発連絡会議における「下
水道に関する新技術開発の共同研究」として，札幌
市，仙台市，さいたま市，千葉市，東京都，川崎市，
横浜市，新潟市，静岡市，浜松市，名古屋市，京都
市，大阪市，堺市，神戸市，広島市，北九州市，福
岡市，
（財）下水道新技術推進機構で共同実施した。

3.

無降雨期間・総降雨量)のもとで整理することが可能
となり，モニタリング結果のより的確な評価や対策
策定の参考とすることが可能となる（図－3）。

解析結果
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3.1 雨天時流出水のモニタリングの効率化
雨天時水質のモニタリングを図－2 に示すように
自動計測器（代替水質項目）の活用により，効率的
に実施することで，数多くの雨天時水質データの取
得が可能となり，合流改善対策の効果がより精度高
く把握することができる。
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図－3 水質結果の分析結果の活用イメージ
（モニタリング結果の的確な評価）
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図－2 モニタリングの効率化のイメージ
さらに，合流改善対策効果を的確に把握すること
で，各対策の実施の優先度や合流式改善計画の見直
しに反映させることができる。

3.2.2 排水区特性と雨天時流出水の関係
排水区特性と雨天時流出水の関係を見出し，区域
を類型化することで，適切なモニタリング対象吐き
口の選定が可能となる。また，合流改善計画策定の
シミュレーションモデルへの反映を行うことで，流
域特性を反映した合流改善対策の見直し計画の策定
が可能になる。
たとえば，図－4 のように，今までは 3 つの排水
区のシミュレーションにおいて，排水区 B にてモニ
タリング調査を実施し，シミュレーションモデルの
キャリブレーションを行い，他の排水区にも適用し
ていたが，排水区の特性を考慮して，排水区 B のキ
ャリブレーション結果を類型別に補正することで，
他の排水区でのシミュレーションの精度が向上する。
3.3.3 合流改善対策と雨天時流出水の関係
これまで実施してきた合流改善対策と雨天時流出
水の関係を把握することにより，今後実施する合流
改善対策の選定時における参考とすることができる
（図－5）
。

3.2 モニタリングデータの有効活用方法
3.2.1 降雨特性と雨天時流出水の関係
蓄積した既存モニタリングデータを活用し，雨天
時流出水と総降雨量などの降雨特性因子との関係を
把握することで，放流下水水質を同一降雨条件(先行
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4.

【現況】
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図－4 水質結果の分析結果の活用イメージ
（合流改善対策見直しへの反映）
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図－5 合流改善対策と雨天時流出水の関係

研究内容

4.1 モニタリング効率化
4.1.1 各都市モニタリングの状況調査
下水道技術開発連絡会議参加都市を対象に，平成
16～18 年度のモニタリング実施状況についてアン
ケートを行った。その結果，水質検査が 1 回成立す
るのに要した平均出動回数は 5 回(水質検査が 1 回成
立するのに平均 4 回の「空振り」)であった。このこ
とから，モニタリングが著しく非効率であるといえ
る。一方，データの充実を目的とした複数降雨に対
するモニタリングにもニーズがあることがわかり，
BOD 代替指標のモニタリング機器で連続的に多くの
降雨のモニタリングができれば，省力化，データの
充実に大きく寄与することができると考えられた。
また，BOD の分析だけでも相当な負担となってお
り，連続的にモニタリングしなくても，短期計測，
例えば，採水→（濁度計など BOD 代替指標モニタリ
ング機器による）測定→BOD 推定 が行えるだけで
も，BOD 分析が不要となり一定のメリットが生じる
と考えられた。
4.1.2 現地実験
前項を踏まえ，BOD 代替指標モニタリング機器に
よる現地実験を行い，BOD と代替指標の相関を分析
し，モニタリング効率化案策定に当たっての知見を
収集することとした。
現地実験に用いるモニタリング機器は，既往検討
資料やメーカーヒアリングの結果から，濁度計・UV
計(紫外線吸光光度計)を採用した。設置場所は既存
の A 処理場最初沈殿池導水渠とし，濁度計 1 台・UV
計 2 台を設置した。現地実験は計 8 回行い，最も広
い BOD 濃度範囲のデータを得られた第 6 回実験結果
を整理し，濁度・UV からの BOD 推定式を構築した(図
－6)。
4.1.3 考察
上述した濁度・UV からの BOD 推定式を，他の実験
に適用した際の値である「1 降雨の水量加重平均値」
の誤差は，手分析調査に含まれると想定した誤差(採
水頻度の低さ，調査時間の短さに起因するもの)と同
等かそれを下回り，BOD と濁度・UV との相関は強い
と推察される(表－1)。
またワイパー洗浄方式を採用する濁度計 A の消耗
品(ワイパー)交換頻度については，設定条件が月 1
回であったのに対して実際は月 5 回であり，交換頻
度が設定条件の 5 倍となった。今回の実験箇所では，
①スカムの発生が多い②フラッシュに起因する高濁
度が多く出現する，ことが特性として挙げられ，こ
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れがワイパーの損傷を進行させたものと推察される。
濁度計A
採水分析T-BOD(mg/L)

300
250
200

初設定を上回る頻度でメンテナンスが必要となるこ
とが確認された。しかし表－1 に示すように，今回
使用したモニタリング機器のうち特に濁度計 A につ
いては，先行降雨がある場合の誤差が大きい。濁度
計 A に限らず，機器の特性を把握してより広範なパ
ターンの降雨に適用するためには，同種の現地実験
を重ねることが望ましいといえる。
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表－１ BOD 推定値の誤差

100

y = 0.8408x
R2 = 0.7462

50

項

手分析
濁度計 A
UV 計 A
UV 計 B

0
0

100

200
300
濁度（NTU）

400

500

y = 79.512x
R2 = 0.8742

200
150

(参考)先行
降雨あり

20～30％
16.7％
23.7％
16.0％

―
362.9%
50.6%
32.0%

100

BOD平均水質 （mg/L）

採水分析T-BOD(mg/L)

300

50
0
0.0

1.0
2.0
UV254 （Abs）

3.0

UV計B
300
採水分析T-BOD(mg/L)

先行降雨
なし

4.2 既存水質検査結果の有効活用方法
4.2.1 既存水質検査結果の解析
既存水質検査結果を収集し整理した結果，同一雨
水吐き施設からの未処理放流水 BOD は，総降雨量に
大きく影響を受け，図－7 に示すような相関式によ
り比較的良好に再現できることが確認できた。
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図－7 同一雨水吐き施設における総降
雨量と未処理放流水 BOD の関係例
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図－6 BOD と濁度・UV の相関
(第 6 回現地実験結果に基づく)
※UV 計 B は，BOD 換算値が出力される機器である。

4.1.4 モニタリング効率化の方向性
考察の結果，モニタリングの効率化には BOD 代替
指標として濁度・UV を測定し，これらを BOD 推定式
にあてはめる方法が有効であることが示唆された。
また計測機器については，設置状況によっては，当

この相関式により，実測 BOD を任意の総降雨量にお
ける換算 BOD として整理することも可能となる。
複数の雨水吐き施設についてこの相関式を求め，例
えば総降雨量 20mm の BOD を推定すると，雨水吐き施
設によって値が異なる。その値は，図－8 右図に示す
「総降雨量と放流水量の関係」から求められる放流水
量が 0 となる総降雨量（ここでは「未処理放流発生降
雨量」とする）と関係があり，図－8 左図のように，
未処理放流が発生しにくい(未処理放流発生降雨量が
大きい)施設ほど，未処理放流水の BOD 平均水質が低
くなる傾向が確認できた。更に，総降雨量別に同様な
図を作成すれば，降雨量を測定することで雨水吐き施
設の未処理放流水質が推定可能となる。
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各施設 BOD推定値 （mg/L）
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図－8 未処理放流発生降雨量と未処理放流水 BOD の関係例(総降雨量 20mm)

4.2.2 的確なモニタリング手法の検討
的確なモニタリング手法の検討において，4.1.1
で実施したアンケートより，表－2 に示す現状及び
課題点を抽出した。また 4.2.1 で述べた BOD 推定方
法を用いるべく，
「雨水吐き施設の類型化」と「代表
雨水吐き施設の選定」の手順を作成するとともに，
モニタリングの手法の改善案を表－3 のとおり整理
した。
4.2.3 課題
合流改善計画への反映にあたっては，以下の点が
課題である。
①水質検査方法の見直し
表－3 で示した手法と異なる手法でモニタリング
が行われている場合，水質検査の結果が処理区の平
均を把握できていない可能性があり，表－3 の改善
案等により見直すことが望ましい。
②水質検査結果の標準化による対策効果の評価
現在でも，毎年水質検査を行っているが降雨の条
件が一定でないため，比較や合流改善対策の効果が
把握しにくい状況である。そのため，水質検査結果
の標準化が必要である。水質検査結果の標準化の流
れを，図－9 に示す。

表－2 モニタリング手法の現状及び課題点
項目

現状

課題
点

①対象雨水吐き施設の
選定方法
「代表性」でなく「調
査性」で選定された雨
水吐き施設が約 20％あ
った。
処理区(類型)の状況を
的確に把握できる代表
的な雨水吐き施設を選
定する必要がある。

②モニタリング手法
半数以上の雨水吐き施
設で自動採水器(最大
24 サンプルが一般的)
が使用されていた。
水質検査の対象となる
降雨の継続時間は長
く，採水時間・採水頻
度は十分でない可能性
があることから，長時
間降雨の未処理放流水
水質が的確に把握でき
るモニタリング手法と
する必要がある。

表－3 モニタリング手法の改善案
項目
概要

長所

短所
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案 1：水質自動計測器
の活用
・水質自動計測器で，
連続的に水質を計測
する。
・通年のモニタリング
も可能となり，デー
タが充実する。
・雨天時の現地出動が
不要となる。
・活用機器，活用方法
については 4.1 の研
究成果が参照可能で
ある。
・計測器の設置，メン
テナンスが必要であ
る。
・下水道法施行令によ
って BOD の計測が規
定されている水質検
査には使用できな
い。

案 2：複数の自動採水器
の活用
・自動採水器を複数設
置し，採水の頻度，期
間を十分に確保する。
・水質検査に用いるこ
とができる。

・設置スペースの問題，
機材確保の問題があ
る。
・空振りした場合には
洗浄すべきポリ瓶が増
加する。
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5.

雨水吐き施設
類型化結果

ＳＴＡＲＴ
過去の
水質検査
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選定フロー
検討結果

No

雨水吐き施設ａ
水質検査対象
雨水吐き施設ａは
代表的か？
Yes

①総降雨量
-未処理放流水BOD平均水質
関係式作成
Y＝ａｘｂ

BOD
平均
水質
（mg/L）

総降雨量 (mm)

類型化見直しへ
雨水吐き施設選定フロー
を用いて類型化見直し

標準総降雨量
（20mm)
②標準総降雨量BOD算出
BODR＝ａ×20ｂ

③標準総降雨量での
総合放流水質算出

標準総降雨量での処
理施設、貯留施設に
ついての放流水の量・
質の設定

BODRを用いて水質を算出

ＥＮＤ

図－9 水質検査結果の標準化の流れ

●この研究を行ったのは
研究第一部長
研究第一部副部長
研究第一部総括主任研究員

清水 俊昭
寺川
孝
和知 英治

本研究のまとめ

「効率的なモニタリング設備の調
査研究」では，濁度計，UV 計を用い
たモニタリング効率化案を策定した。
本研究では，解析の精度を確保す
るため 1 箇所を対象に多くのデータ
を収集したが，他の場所でも同様な
結果が得られることを確認する必要
がある。
BOD の推定については，先行降雨の
影響が大きな降雨を除いて検討した
が，UV 計では濁度計に比して先行降
雨の影響を受けにくい傾向がみられ
ており，より広い範囲の降雨に適用
するために一層のデータ収集が望ま
れる。
「モニタリングにおける水質結果
の分析」では，各都市がこれまで行
った水質検査結果を収集して解析し，
的確なモニタリング手法，合流改善
計画への反映に向けた検討を行った。
本研究では，水質検査が開始され
てから 3 年間という短い期間であっ
たためデータ数に限りがあり，また，
解析に供するデータとして取られて
いなかったこともあり，精度面では
向上の余地がある。
今後は，本研究で得られた知見を
活用し，モニタリング方法の見直し
などを行い，データを蓄積し解析の
精度を上げることが望ましい。

●この研究に関するお問い合わせは
研究第一部長
研究第一部副部長
研究第一部研究員
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