
１ はじめに-急速ろ過vs緩速ろ過の構図 

 現在，日本で主流となっている浄水技術は凝集剤を用いる急速

ろ過法（rapid sand filtration）である。土木構造物に加え，最新

の電気・機械設備を備えた（mechanized）設備なので，高度技術の

印象を与える。対する緩速ろ過法（slow sand filtration）は水を

湛えただけの人工の池，または水泳用プールのような外観を持つ。 

 日本でも戦前は英国から伝わった緩速ろ過池が主体であったが，

戦後の米軍進駐とともに急速ろ過池へと移行された。これは，１日

に製造することができる水量の差であると説明されることが多い

が，発祥地の英国では大都市でも緩速ろ過池を常用している１）ので，

生産量とする理由では必ずしも説得力に富む説明とは言えない。 

 最も考えられる背景は，急速ろ過池の方が初期の建設費（電気・

機械設備）と日々の維持管理費（電力，凝集剤など）が嵩むことで

直接および間接に雇用を生み出す経済効果（水量当りの売り上げが

固定費として計上できる）であろう。これは製造者にとっては安定

して利益を産み出す利点であるが，利用者には経常的な経済負担を

強いる結果になる。日本の水処理業界（water industry）が利益を

生み出す構造であると言える。わが国が資本主義体制である以上， 

 

 

 

 

 

妥当な範囲では異論を差し挟む特段の理由はない。しかし，経済効

果（利潤）を上回る利点が認められた場合，浄化方式を選択するに

際し，考慮しなければならない要因が加わってくるであろう。 

 例えば，震災時の飲料水の供給である。2011 年の東日本大震災

でも急速ろ過池は外部電源がダウンすれば自動的に飲料水を製造

することは不可能になるが，電気・機械設備のない緩速ろ過池では

飲料水が供給し続けることができた（高台に立地する緩速ろ過法の

浄水場からは自然流下で供給された）ことが評価されている２）。 

次に，緩速ろ過が急速ろ過にない利点が認められる場合である。

具体的には，緩速ろ過池の砂層表面に生息する生物群集が供給され

る原水の水質の変化に対して鋭敏かつ自動的に応答して，不利益を

もたらす流入物質（例えば，カビ臭の原因物質，アオコの毒素，大

気から降下する汚染物質，健康被害を引き起こす原虫シストなど）

を自動的に分解・除去してくれるような場合が想定される 1)。 

 最後に，小規模でも維持管理が簡単でかつ，コストが掛からない

ことから財政基盤が脆弱化した市町村，山間の限界集落，開発途上

国などで必要不可欠となる飲料水を安定供給していく３）際は，緩速

ろ過の応用技術が，今後とも数少ない切り札となるであろう。 
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 一方，緩速ろ過池には野外に晒されているので，いろいろな生物

が飛来し，そこに住み着いてくる。ユスリカ幼虫（アカムシ）は緩

速ろ過の砂層には年間を通じて見つかる上，夏場にはトンボの幼虫

であるヤゴが普通に生息する（図１）。動物である限り排泄物も出

すため，飲み水の中に混入するのではないかと思われる。しかし，

固形物の大半は砂層の表層で捕捉され，その場で微生物代謝を受け

てしまうので実害には及ばない。それも，ヒトのような雑食性の動

物と異なり自然界の動物は好みの餌を接触している可能性が高い。

溜池に生息しているミジンコ（オオミジンコ，ケンミジンコ）の消

化管内の細菌相を分調べるため本稿と同様の手法で分離してみた

ところ，均一（サイズと色調）なコロニーが分離された（データ非

開示）ことから，自然界で餌が十分に確保された条件下では，動物

は自分好みの餌を選択的に捕食しているものと推定された４）。 

 前回の報告５）でユスリカ幼虫の消化管内容物から培養した細菌

のコロニーが大きなコロニーと小さなコロニーに２分されていた

結果は，採集直後の生体を用いた実験に失敗した結果，本来の消化

管内フローラ（大）と絶食状態で外部から取り込んだ外部環境に常

在している環境由来の細菌フローラ（小）が混在した状態を反映し

た結果（前報５）の図９）であったことが判明した。そこで、今回は

採集直後の生体だけを速やかに実験に供するように留意した。 

なお，実験室で実験動物を完全に絶食させると，細菌が全く検出

できないほど消化管内の細菌は一掃されてしまうこともわかった。

このことは，バッチ（回分）系であれば無菌状態に近くなるまで微

小動物が細菌を摂取し，生命維持に必要な栄養素を確保しようとす

ることの証拠である。実際の緩速ろ過池は常に，外部から原水が供

給され続け，日光が当ることで藻類による一次生産を通じ，有機物

と溶存酸素が豊富に供給されている。そのような定常状態の下で微

小動物は好みの餌を摂取し，安定的な消化管フローラを形成してい

ると現場で進行する生物過程のシナリオを書くことができる。 

 以上の観察結果は，緩速ろ過池の浄化システムが依存している生

物群集が行う摂食・捕食プロセスの代償に起こる脱糞現活動が非衛

生ではないかという懸念を払拭できる一面を持つ。また，一連の初

期の研究６）でも微小動物の消化管から分離された従属栄養細菌が

各種の有機基質に対して強い加水分解活性を示していたことから，

排出された糞塊は汚物というより，消化促進効果を備えた自然界の

酵素製剤と解釈できる。その意味では，緩速ろ過池に出現する生物

群集は非衛生的な存在であるというより，総体としての水質浄化に

寄与し，薬剤を用いる浄水システムより自然に近く，等しく動物で

ある人体システムにも馴染む素性を備えているものと解釈できる。 

 このように描いた緩速ろ過池の“微生物像”を前提とした上で，

今回は浄化機能の中枢を担っていると思われる微小生物の対象生

物を広げ，それらの消化管フローラを分子生物学的な手法で同定し，

既存の塩基配列データベースで検索し，共通性の有無を検討した。 

 なお，緩速ろ過法の欠点として定期的な砂層の掻き取り（漉き取

り）が必要という点が指摘されるが今回，調査対象とした実施設で

は，機械化した設備を備えていた（図２）。厚みによっては折角，

備わっている水質浄化の中心である微生物活性のある表層部を根

こそぎ削り取ることは，反って非効率であるという見解もある１）。 

   図１ 緩速ろ過池の壁面に残った羽化したヤゴの殻 

     （広島県沼田川水道事務所管内にて，著者撮影） 

 

 

２ 材料と方法 

 

２．１ 調査場所 

 呉市水道局（現，呉市上下水道局）は，2012 年度途中で，平原

浄水場の緩速ろ過施設を施設更新・拡充のため運転停止したので，

広島県三原市が保有する西野浄水場（三原市西野 5-14-1）および

広島県（企業局）沼田川水道事務所（三原市本郷 7-17-1）管内の

本郷埜田浄水場の緩速ろ過池を調査対象とした。現地調査は，2012

年9月から12月の間に実施した。 

 

２．２ 研究方法 

（１）試料採取 

 西野浄水場では，湛水状態のまま専用の生物膜採取用具を用いて

砂層表面を穏やかに掻き取るように生物膜を砂ごと採取し（図３），

冷蔵状態で試料を実験室へ持ち帰った。 

 本郷埜田浄水場では，イトミミズが大量発生しているとの情報７）

が得られたことから，掻き取り作業のため上張水を抜いたろ過池の

砂面に降りて，イトミミズの集塊を砂ごと採取して持ち帰った。 

 

 

図２ 機械化された緩速ろ過池の掻き取り作業 

     （広島県沼田川水道事務所管内にて，著者撮影） 
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    図３ 湛水状態の緩速ろ過池からの試料採取 

（三原市西野浄水場にて，著者撮影） 

 

（２）試料調製および平板培養 

 砂ごと採取した試料について肉眼または実体顕微鏡（レイマー，

大阪）下で対象の微小動物を微生物ピンセット（離合社，東京）ま

たはスポイトでソーティングした（アブラミミズとユスリカ３令幼

虫は柔らかいのでピンセット使用は虫体が切断されてしまうので

不適）。対象とした微小動物は，貧毛類・アブラミミズ（Aerosoma 

sp.），貧毛類・イトミミズ（Tubifex tubifex），双翅目・ユスリカ

科（Chironomidae）３令～５令幼虫である。 

 前報告５）に準拠して，各動物個体から紫外線照射による表面殺菌

の後，虫体を磨り潰して消化管内の細菌群集を分散し，適宜，希釈

した後，標準寒天培地（日水製薬，東京）上に塗抹して培養した。 

 虫体の磨り潰しには，イトミミズではサイズが大きく固いため，

乳鉢を用いて手作業で磨り潰した。それ以外は，エッペンドルフ・

チューブ（1.5mL容）に移し，同チューブ専用ハンディーミキサー

（ケニス，東京）を用いて電動で粉砕した。 

  

（３）分離培養および斜面培養 

 上記の寒天培地上に形成された単独コロニーを滅菌白金耳で各

試料からランダムに釣菌し，同培地上で画線を繰り返し，純粋培養

を得た。単離した菌株は，ＳＣＤ（ダイゴ，大日本製薬，東京）斜

面培地に移した上で，冷暗所に保管した。 

 

（４）ＦＴＡTMカードによるＤＮＡ抽出 

 分離した菌株を滅菌水に適宜，懸濁させ，1.2mmφに打ち抜いた

ＦＴＡTMカード（ワットマン，英国）のディスク片に菌体懸濁液を

吸着させ，シリカゲルを含むデシケータ中で自然乾燥（風乾）させ

た。この吸着作業により，菌体は破壊され，ＤＮＡがＦＴＡカード

を構成するろ紙繊維の隙間へＤＮＡが絡まり，固定される。 

 ディスクは，専用のＦＴＡ精製試薬（洗浄液）を 200μL加え，

室温で５分間インキュベートした。ピペットを用いてＦＴＡ精製試

薬を取り除き再度，200mLの同精製試薬を加えて洗浄した。最後に

２回，ＴＥバッファーを200mLを加えることを２度行い，余分な精

製試薬を取り除いた。ディスクは乾燥させてからＰＣＲに供する。 

（５）ＰＣＲによる系統遺伝子の増幅 

 ＤＮＡを固定したＦＴＡディスクをテンプレートとして，常法に

従い，ＰＣＲ反応を行った。プライマーは 16S rDNAを標的にする

ユニバーサル・プライマー（27F，AGAGTTTGATCMTGGCTCAG; 1492R, 

GGTTACCTTGTTAGGACTT）を用いた。Taqポリメラーゼは宝酒造製を，

dNTPsは日本ロシュ製を用いた。サーマル・サイクラーには，サー

モジェン・クイックバスQB-0225ACモデル（長野）を用いた。 

 

（６）塩基配列の決定及び検索 

増幅したＰＣＲ産物の有無を１％アガロース・ゲル（日本ジーン）

電気泳動で確認した後，マクロジェン・ジャパン（東京農業大学内）

へ精製および塩基配列（シーケンス）解析を依頼した。 

塩基配列データは，ＤＤＢＪ（DNA Data Bank of Japan，三島）

のサイトで検索し，最も妥当と思われる分類群を推定した。 

 

 

３ 結果および考察 

 

３．１ 消化管フローラのコロニー形状 

 今回の調査で，野外から採取した直後の微小動物の消化管フロー

ラを平板培養すると，単一の形態を持つコロニーのみが出現すると

いう顕著な傾向があることが判明した。これは，微小動物の種類を

ユスリカ幼虫，アブラミミズ（図４），イトミミズ（図５）と変え

ても同じ傾向であり，各々が違う採取場所でも（地理的に離れた場

所に立地する浄水場であっても）同じような傾向を示した。 

 底生動物だけでなく，２箇所の異なる池からオオミジンコとケン

ミジンコの２種類のプランクトンを採取して同様な実験手法によ

り消化管内の細菌フローラを培養しても，同様に単一のオレンジ色

特異的なコロニーだけが形成された（データ非開示）。 

 ここで採り上げた微小動物の中では，比較的大型のイトミミズを

例に，実験室内で飼育維持しなから腸内フローラの変化を調べると，

野外から室内飼育に移行させて行く過程で，腸内細菌フローラの均

一性が次第に損なわれていくことが判明した。特に，長期間，絶食

させてしまうと，同じ実験手法を試みても消化管内容物がなくなっ

てしまうのか標準寒天培地では細菌が分離できない状態になった。 

 以上のことから推測されるのは，野外で生息している微小動物は

手当たり次第に固形物なら何でも摂食しているのではなく，自分の

好みにあった餌料を選択的に摂食している可能性がうかがえる。そ

れが，閉鎖空間である飼育環境に移行し，好みの餌が枯渇してくる

と，次の餌候補を選択し，最後にはやむなく脱皮殻や他の微小動物

の遺骸，さらに糞塊など無差別に摂食しているものと推定される。

これは動物である以上は，生命維持のため一定のエネルギーを摂取

し続けなければならないので当然であろう。 

 一方，野外のような連続培養系では室内のような回分（バッチ）

培養系と異なり，餌は連続的に外部から提供される見込みがある。

この条件下ならば，微小動物は餌を選り好みできる立場なので，消

化管に送り込まれる固形の有機物が同一となり，それに依存する腸

内細菌フローラも均一化することで説明がつく。 
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  図４ アブラミミズの消化管内容物の細菌コロニー 

（やや透明感のある黄色味を帯びた外観） 

 

 なお，昨年度の報告５）では，最初の培養で失敗していたため，こ

の腸内細菌が均質化している現象を発見することができなかった。

その結果，アブラミミズで初めて遭遇した場合，優占している細菌

が特定の抗菌物質を分泌して他の細菌を排除した結果，均質化する

のではないかという可能性も疑われた。そこで，優占していた細菌

が他の生息環境中から分離された細菌の成長を抑制するか否か寒

天培地上で交差画線することで確認してみたが，優占菌株が他の細

菌の生育を抑制する効果は全く観察されなかった（データ非開示）。 

一方，対象動物の種類や採取場所を変えていっても，野外で採取

した直後の微小動物の消化管フローラが均質化している状況に変

わりはないことから，これが広く普遍的な傾向であり，かつ再現性

が高い現象であったことから，微小動物は制約のない条件下では，

好みの餌料を選択摂取している構図が炙り出されたと言えよう。 

これまで緩速ろ過池に生息する微小動物（例えば，ユスリカ幼虫）

の役割は，ろ過池の状態を整備してくれるその生態学的な役割から

現場エンジニアを代行する位置づけとして認識されてきた７）。その

水質浄化機構は，100年以上も前からコレラ菌をも駆除した実績を

示しており，それは高密度でろ過池に生息している微小動物が口に

入る固形物であれば何でも摂食してきたからであろうと説明され

てきた１）。確かに食べる餌料に事欠けば，手当たり次第に口にする

のは動物が生命を維持して上で当然のことであるが，どうやら安定

的に維持管理されている緩速ろ過池では，定常的に餌が供給される

ので，微小動物は好みの餌を選択的に摂取してきたという方が適切

な“緩速ろ過の微生物像”ではないかと思われる。その結果，消化

管内フローラは均質に維持され，そのような安定した微生物生態系

に異物としてのコレラ菌など有害な細菌の細胞が混入してきたと

しても，安定した消化管フローラの中から排除されてしまう可能性

が考えられる（発酵食品やヒトの膣にノーマル・フローラが優占す

ることで，外来菌を排除している仕組みとも類似している８））。 

さらに，微小動物の消化管から排泄（脱糞）された糞塊からも特

異的なフローラが外界へ放出されると同時に，強い加水分解活性を

共通して示すことも一連の本研究の中で明らかにしている６）。 

 

   図５ イトミミズの消化管内容物の細菌コロニー 

     （乳白色で、粘り気のあるムコイド状の外観） 

 

３．２ 16S rDNAによる分離菌株の同定 

 緩速ろ過池の砂層表面に生息する微小動物の消化管内から収集

した菌株から抽出したＤＮＡをテンプレートとして系統遺伝子

（16S rDNA）を標的としたＰＣＲ増幅を行い，部分的な塩基配列を

調べることで，該当する系統分類学的な位置づけを明らかにした。 

 計 11菌株の同定結果を表１に一覧する。概して発酵能を有する

γプロテオバクテリア綱Vibro科（Vibrionaceae）のAeromonas

属に括られる細菌グループで環境中の代表的な常在菌であるが，一

部の菌種では魚類・両生類など水生動物に感染症を起こす他，ヒト

に日和見感染症（最も重篤な場合では，壊死性筋膜炎）を引き起こ

した症例もあるが，大部分の菌種では自然界に定着した非病原性の

陸水環境のノーマル・フローラであるとされている９）。 

 以上の結果は，臨床用の簡易同定キットを用いて菌種を推定した

場合，優占していた腸内細菌科（Enterobacteriaceae）に属する

Serratia属やEwingella属５）が分子生物学的な同定結果では一株

も引っかかって来なかったことから，チトクローム・オキシダーゼ

活性の試験結果の誤認による誤同定である可能性が疑われる。この

ように表現形質による同定には，一つの試験結果が誤ると，結果的

に全く別のグループに分類されてしまうリスクを持つ。腸内細菌科

の細菌は、大腸菌を代表とする温血動物の常在菌であり，高い嫌気

度を保てる消化管の生息環境に適応している。一方，水生微小動物

の消化管は陸上動物のそれに比べ長さも短く，外界から隔離されて

いる程度も，それほど高いとは言えないようである（図６）。 

   図６ 微小動物の腸内細菌の位置づけ（概念図） 
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以上の観点からすると，緩速ろ過池の微小動物の消化管フローラ

は主にVibrio科（大半がAeromonas属）であり，消化管の構造が

長くて複雑な形状を持つ陸上動物ほど特殊化していないものの、外

界からある程度は隔離されて特定の餌を摂取しながら固有の腸内

フローラを形成しつつある様子を伺い知ることができる。 

 もう１点，注目すべきは，アブラミミズとイトミミズからのみ，

アオコの毒素（K2株）や人工的に生成したダイオキシンや PCBの

毒素（K5 株）を分解する既報の菌種で報告があった塩基配列と約

500塩基対ベースで99％の相同性が認められたことである（表１）。

これは，直ちに今回の分離菌株がこれらの毒物を分解していること

の証拠にはならないが，緩速ろ過池の底でこれらの生態毒性を緩和

させている可能性を示唆する傍証であろうと期待できる。 

 なお，なぜユスリカ幼虫からはそのような特殊な機能を有する細

菌との相同性が見つからないのか吟味してみると，ユスリカ幼虫は

緩速ろ過池の中での滞在時間が相対的に短く，羽化して水環境から

出て行ってしまうことで説明がつく。すなわち，アブラミミズとイ

トミミズは水中に留まる“永久滞在者”であるが，ユスリカ幼虫は

緩速ろ過池の“一時滞在者”である点が大きくことなる。従って，

永久滞在者の消化管フローラの方が長期間生息することで水環境

へ適応し，生態毒性の分解能を獲得しやすいのかも知れない。一方，

微々たる量かも知れないが，ユスリカ幼虫は虫体内に蓄積した有害

物質を羽化することで水中から一緒に取り除く効果も期待できる

のかも知れない。 

 

 

 

４ 総括―緩速ろ過池の微生物像― 

 これまで一連１０）の緩速ろ過池に生息する微小動物の消化管フ

ローラを解析することによって，これまで見えて来なかった緩速ろ

過池の砂層中の微生物像がおぼろげながら浮かび上がってきた。 

 それは，微小動物は現場では，①餌を選り好みして摂食している

らしいこと，②そのため，消化管内で均質の細菌フローラを形成さ

せていること，③ユスリカ幼虫のように羽化してしまわない動物の

方が，長く水中に留まる分，アオコ毒などの生態毒性に対する分解

能を獲得していく可能性が高い。 

 プランクトンであるミジンコでは，水中の一次生産者である植物

プランクトンを選択的に摂食している可能性が高いが，水中を沈降

してくる栄養に依存する底生動物の場合，餌を選り好みする余地が

乏しいかも知れない。その場合，アブラミミズやイトミミズは，自

らが排泄した糞塊（fecal pellets）とそこへ付着してくる細菌や微

細藻類を混合し，繰り返し摂取しては消化管を還流させている可能

性（図７）も考えられる。特に，イトミミズは陸上生態系のミミズ

が土壌を耕すように，生物攪乱（bioturbation）で砂層表面を耕し

て目詰まりを軽減する１１）と同時に，糞塊を形成して繰り返し自ら

の消化管フローラを集積培養している可能性も考えられる。 

 もし，このような消化管フローラの集積培養系が実在するとした

ら，カビ臭やアオコ毒のような有害物質を分解したり，コレラ菌な

どの外来性の有害微生物を駆除する水質浄化機能に貢献している

可能性は想像に難くない。 

 

表１ 各種微小動物の消化管から単離された好気性従属栄養細菌の分子生物学的な同定結果 
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図７ イトミミズの還流型・集積培養系 

 

 なお，イトミミズは接触走性（お互いに絡まる性質）を持つため

砂層内に分散した状態でも見つかる（図８）ほか，ダンゴ状で見つ

かる（図９）場合もある。なお，アブラミミズも個体ごとにソーテ

ィングすると容器の中で接触走性を見せるが，現場で絡まり合って

見つかることはない。 

 これまでは微小動物の消化管フローラのうち，R2A 寒天培地６）

および標準寒天培地５）で生育する好気性従属栄養細菌，中でも発酵

代謝能を有する通性嫌気性菌を対象としてきた。偏性嫌気性細菌に

関する実態は全く調べていない。今後，調べるとしたら水の流れが

確保されて全体として好気的な雰囲気で稼動している緩速ろ過池

であるが，停止した際に増殖してくるかも知れない偏性嫌気性細菌

の増殖ポテンシャルであろう。 
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図８ 砂層中に分散しているイトミミズ個体（矢印） 
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図９ 局所的に集合しているイトミミズ群集 
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