
粒子カウンタ WP402G

27 横河技報　Vol.44 No.2 (2000)

粒子カウンタ WP402G

Water Particle Counter WP402G

水道水中に存在する濁質などの粒子径と粒子数を同時に測定できる粒子カウンタWP402Gおよび粒子カウンタ

パッケージソフトウェアWP412Gを開発した。本装置は，現場設置形連続測定用機器として開発され，検出部へ

安定した水量を流すためのサンプリング装置を備えている。

本稿ではWP402Gの概要・原理と共に，フィールドテストなどの実測例を示しながら濁度計と比較した場合の

WP402Gの優位性について述べる。
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We have developed the WP402G Water Particle Counter and the WP412G Water Particle Counter

Package Software.  The WP402G can simultaneously measure the size and number of particles such as

turbidity matter in tap water.  It is on-line-use instrument installed in the field and equips a sampling

system to supply stable water flow into its detector.

  This paper describes its overview, principle, and superiority over turbidity meters as showing actual

data on field tests, etc.

1．は  じ  め  に

厚生省は「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策

指針」を策定し，水道事業者に対して浄水場ろ過池出口の

濁度を0.1度以下に維持するよう指導しており，ろ過池の

濁度管理が重要な課題になっている。同時に近年，従来

の濁度という指標の他に，ろ過池前後の水に含まれる濁

質などの粒子径および粒子数を直接測定し，ろ過池の状

況をより具体的に把握する，新しい管理手法が注目され

つつある。

このような背景から，集団感染問題をもたらすクリプ

トスポリジウム（約４～６μm），ジアルジア（約５～15μ

m）などの原虫と同径の粒子を含む濁質分を把握でき，ま

たより具体的なろ過池管理・維持に最適なWP402G粒子

カウンタを開発した。

オンラインで長期間安定して計測するためには，検出

器へ常に一定流量を供給することが必須である。それを

目的として，長年の経験と実績を基にサンプリング装置

を同時に開発した。流量制御性を向上させたサンプリン

グ装置と，規格（JIS B9925）に準拠して設計した変換器と

を組み合わることにより，計測再現性の良い連続測定用

粒子カウンタ装置を実現させた。外観図を図１に，主な

仕様を表１に示す。

一方WP412Gパッケージソフトウェアは，簡便な操作

クリプトスポリジウムとは，胞子虫類の寄生性原虫であり，水

や食べ物の中では殻に覆われたオーシストの形で存在するが，人

体に感染すると体内で増殖し，下痢・嘔吐・発熱などに見舞われ

る。免疫不全患者の場合，死に至ることもある。オーシストの殻

は非常に固く，一般の浄水場で実施されている塩素消毒ではその

感染力をなくすことはできないと言われている。

図１　WP402G外観図
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性と豊富な機能を有し，ＷＰ402Ｇで得られた測定データ

に対して最適な解析環境を提供する専用ソフトウェアで

ある。最大32台のWP402Gのデータを一元的に管理する

こと（トレンドグラフ，アラーム・イベント表示，データ

保存，除去率計算など）ができる。

2．測  定  原  理

図２に検出器模式図，図３に検出器電圧信号を示す。

間隙が１mmより狭い，石英ガラスのフローセルに測定

水を流す。また光源としてレーザダイオードを用いた光

線をフローセルに常時照射させる。光源の反対側に受光

素子を配置し，直進光を受光素子で検知する。測定水中

の粒子が光を横切るとき，粒子により光が吸収，反射あ

るいは散乱されるため受光素子に到達する光量が減少す

る。光量の減少量は粒子の大きさに比例するので，光量

の減少量で粒子の大きさを検知することができる。尚，

粒子を搬送する媒体としての測定水は一定流量で流れて

いるため，受光素子から見た光量の変化はパルス状とな

る。粒子１個に対してパルスが１個発生する。従ってパ

ルスの数で粒子の個数を計数することができる。

検出できる粒径の下限，即ち最小可測粒径は，粒子に

より光が減少する変化量と，光や電気ノイズの大きさと

の関係に依存する。JIS B9925に拠れば，理論値の粒子数

の50％まで計測できる下限の粒径を最小可測粒径と呼ん

でおり，一般的に光遮断方式の粒子カウンタでは２μｍ

付近である。WP402Gの場合，最小可測粒径は２μｍであ

り，２μｍ測定レンジにおける計数効率理論値は定義上

50％である。また２μｍ測定レンジにおいて1.5倍（３μｍ）

以上の粒径に対しては，計数効率理論値は100％である。

検出できる粒径の上限は，主にフローセル流路部を含

め，検出部構造の最小寸法に依存する。また検出できる

粒子濃度の上限は，検出部構造の他に，受光素子，電気

回路のダイナミックレンジや単位時間内に処理できる信

号処理速度に依存する。粒子濃度が高くなると，照射光

に粒子が２個以上入る確率が増す。照射光に複数の粒子

が入った場合粒子数を１個として検出するため，実際の

粒子数よりも少ない値になる。例えば真の粒子数と装置

が検出する粒子数との差が10%となる場合（換言すると，

２個の粒子信号を２個として弁別できる確率が90%とな

る場合），同時通過損失10％と言う。図４（a）は照射光に

表１　WP402G主な仕様
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２個の粒子が通過している状態を示している。図４（b）は

真の粒子濃度と装置が計数する粒子濃度をグラフにした

ものである。WP402Gの最大可測粒子濃度は，同時通過

損失10％として，２μｍ粒径相当のパルス幅の場合15000

個/m<である。

3．構　　成

図５に構成図を示す。データ通信にRS485方式を採用

することにより，パソコンにインストールされた

WP412Gソフトウェアで，最大32台のWP402Gの測定

データを一元管理ができると共に，配線コストの大幅な

低減を図っている。また必要に応じてWP402Gは４～20

mA DC出力（４出力）を追加することも可能である。ま

た，WP402Gは４個のアナログ入力（０～20 mA DC，4～

20 mA DC，０～10 V DCから任意選択）を標準装備して

いるので，濁度・水頭圧などの外部信号を取り込み，粒

径別粒子数計測と同様にWP412Gソフトウェアでそれら

の外部データの管理もできる。

4．光  量  制  御

図３において粒子によるパルス信号の波高値は，主と

してレーザ光源の光強度に依存する。レーザ光源の出力

制御を図６に示す。レーザダイオード素子内部にレーザ

ダイオードとしての発光部（LD）と，それをモニタする

フォトダイオード（PD）が照射光面の裏側に配置されてい

る。このPDはLDの照射光の漏れ光を監視しており，照

射光と比例している。したがってPDから得られる信号を

フィードバックさせ，LDへの電流を制御することによ

り，照射光を一定に保持している。

図５　構成図

図6　レーザ光源の出力制御

図７　低圧用（20 kPa～50 kPa）フロー図

図８　高圧用（30kPa～500kPa）フロー図

5．流  量  制  御

WP402Gの測定精度を保つためには，検出器へ一定流

量を供給することが必要であり，流量制御も重要な安定

計測の要である。本製品の設置場所では供給水圧が非常

に低い場合もあるので，２種類のサンプリング装置を開

発した。図７に低圧用，図８に高圧用のサンプリング装

置フロー図を示す。低圧用装置では，脱泡槽と可動式排

水槽とのヘッド差で流量を一定に保っている。一方高圧

用装置では，加圧脱泡槽と泡抜き対策を施した定流量弁

で流量を制御している。加圧脱泡槽は，発生した気泡を

除去すると共に，供給水圧を維持することによりサンプ

リング配管内での発泡を抑制している。

尚WP402Gでは，低濁度測定に適したTB500G高感度形

濁度計，あるいは微小粒子に感度が高いTB600Gレーザ形

濁度計との組み合わせサンプリング装置も用意すること

が可能である。
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6．各種粒子での測定

カオリン，ホルマジン，シリカ，アルミナ，粒子カウ

ンタ試験用粒子であるPSL（ポリスチレンラテックス）の

各種粒子を各々測定した場合，どの粒子においても

WP402Gは非常に再現性の良い結果が得られた。一例と

してカオリン（W社製0.1度）での測定例を図９に示す。

表２　粒径分布変化の影響

図９　カオリンでの測定例 （再現性試験）

図11　ろ過池出口の粒子数と濁度の同時測定

図10　ろ過池出口の粒径別粒子数測定
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7．ろ過池での測定

WP4 0 2Gにおける，ろ過池出口水の粒径別粒子数

フィールドテスト実測例を図10に示す。これは一般的な

実測例であり，粒子の主体は２～15μm程度で，測定粒

子数の変化は見られるが，粒径別分布状態はあまり変化

していないと言える。

次に，図10の粒子数の総和（２～∞μm）と，このとき

同時測定した透過散乱光方式およびレーザ方式の濁度計

測定値とをプロットしたものを図11に示す。図11を見る

と，WP402Gの測定粒子数の増減に応じて濁度計測定値

も増減しており，そういう意味では互いに相関があるこ

とが分かる。しかし，測定水の粒径分布があまり変化し

ない状態においても，WP402Gはその指示変化が濁度測

定値と比較して非常に大きく，かつ粒径別にその変化を

的確に捉えることができる。これは，ろ過池出口水に含

まれる微小粒子の範囲が一般的に２～１5μm程度であ

り，この範囲での粒子数変化を，濁度計では測定値変化

として大きく反映しにくいが，粒子カウンタではそれら

の粒子を１個ずつ計測できるため，結果としてWP402G

の指示変化が顕著に現われる。

8．粒径分布変化の影響

粒径分布が変化した場合のWP402Gと濁度計との比較

実験結果を表２に示す。この実験ではカオリンに５μm

のPSLを添加して粒径分布を変化させた。WP402Gで

は，粒径別粒子数測定が可能であるので，その変化を顕

著に的確に捉えることができるが，濁度計ではマクロ的

な変化として捉えるため，その変化の具体的要因は判ら

ない。

9．お  わ  り  に

上述のようにWP402Gは，従来濁度計では検知できな

かった情報を得ることができる全く新しい製品である。

ろ過池前後にWP402Gを設置し，粒径別粒子の除去率も

新たなろ過池管理指標となり得る。WP402Gは，粒子分

布測定によるろ過池管理向上に，またクリプトスポリジ

ウムなどの原虫対応などに有効性を発揮し，より最適な

ろ過池管理に貢献できることを確信している。今後も市

場動向を見ながら更なる機能改善を追及し，顧客のご要

求に応えられる製品を提供していきたいと考えている。

時　間�

粒
子
数（
個
／
m

<）
�

時間（日付）�

粒
子
数（
個
／
m

<）
�


