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人聞が飲料，その他の目的で生活に水

を使用することは，水の用途の内で根本

的な，もっとも本質的なものであるの

で.まず飲料水としてのわが国の標準に

ついて述べる。

わが国では古くから飲料水の判定標準

なるものがあった (/J(道協会によるもの

と. Ll本薬局法によるものとの二種であ

るが，両苫は大同小異である〉が，同和32

イド6月15f1に/J(J:立法が公布され，その第 4

条第2項の規定に主主づいて. ilH不n;i;j1r7fJ 

](汁|に;J，質1よ布三に閃ずるずifT

が公イ1)さJlたので.以ト.

ここにその要点を同げろ iT fl 

嫌気性の菌をいう〕は50cc中に検出し

ではならない。

(2，有毒物質

シアンは検出してはならない。

水銀は検出してはならない。

有機燐は検IHしてはならない。

(3:有吉物質

銅は 1ppmをこえてはならなL、。

鉄は O.3ppmをこえてはならなL、。

弁JJil土]ppmをこえてはならなし、。

柑鉛i.t、 1ppmをこえてはならなL、。

ケロムl上O.05ppmせどこえては

，')/じない

ji]l主は()05ppmをこえて
、
川
叫

とともに各項目につい

上水の
ItJなら!s:¥，、。

て簡単な解 I況を机| マンガンl上0.:1ppm 

え.参考に供した

水 質 楳 準
をこえてはならな

いと考える。 L、。

(1)病原生物に について
任酸は50ppmを

汚染されたことを こえてはならな

疑わせるような生物

~ 
L、。

及び物質に関する事項 ブェノーノしは:O.OOlpp 

アンモニア性窒素及び m をこえてはならなし、。

IIEfi白酪性窒素は同時に検 硫目安イオンは 200ppmをこ

LL¥しではならない。

硝酸性窒素は 10ppmをこえてはなら

ない。権素イオンは 200ppmをこえて

はならなL、。

千T機物，無機物の過マンガン酸カリウ

ム消費昌は l()ppmをこえてはならな

L、。

一般細筒(普通宋天i吉地に集落を形成

しうる生菌をいう)は 1cc中 100をこ

えてはならないの

大腸菌群(グラム陰性の無芽胞生の秤

菌であって.乳糖を分解して酸とガス

を形成するすべての好気性または通性

えではならない。

硬度は 300ppmをこえてはならない。

(4'異常なアルカリ性および酸性

水素イオン濃度は pH値5.8ないし8.6・

の範囲でなければならないの

鉱敵酸度は検出しではならなし、

アルカリ度は 5ppm以1-:なければ/cら

ない。

(51異常な臭味

異常な臭気，異常な臭気があってはな

らなL、。味，異常な味があってはなら

なし、。

l6¥外在日



色度は 5度をこえてはならなL、。

濁度は 2度をこえてはならなし、。

蒸発残留物は 500ppmをこえてはなら

ない。

以上が省令の要点であるが，わが国で

は元来，水が清澄で、あり i容存塩も少な

いので，水質の要求も諸外国に比し厳格

であり，例えば全問形物は 500ppmと規

定されている。

ム

常水判定標準として法定されている(1)

の頃の中で，化学物質として検出されて

は沿らない， とされているものはI[IT硝酸

であり，アンモニアである。そして|決定

量の規定されてL、るものは硝酸と塩素で

あるn 立証哨円安の検出は不潔な )1~ 聞からす

る汚物の混入と，その有機質の分解を示

すものであり，アンモニアとその権類の

検出は蛋白質汚物の分解， または工場廃

水に起因するので，それは水の不良，不

衛生を教えるものである。硝酸性窒素は

lOppmをこえてはならないとしている。

硝酸の検出は，遊離硝酸は工場の廃水混

入によって起り，水は酸性となる。ま

た，硝酸塩類は硝酸菌によって土壌内で

多少は常に生成されるが，この限度量を

こえる場合は水の汚染程度がはなはだし

いものとみなさなければならなし、。硝酸

が亜硝酸やアンモニアと共存しておれ

ば，それは，地層または工場廃水よりす

る歴然とした汚染のしるしである。しか

し.唯硝酸だけが単独に存在するのであ

れば， r!E硝酸もアンモニアなどの含窒素

物もすでにことごとく階化されたものと

みられ.以上の限定量以下であれぽ許る

されるのである。晦化物もし、ろし、ろな布

機物の腐敗や工場廃水による不純物であ
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って，亜硝酸，アンモニア，硝酸などの

汚物と伴なって存在することが多L、。か

かる場合には土壌に吸収されることが僅

少であるから，従って水質判定上必要と

なる。

以上とともに有機物による汚染もまた

注意しなければならなL、。有機物の多少

を判定するには，それを間変化するために

要した過マンガン階カリの消費量を標準

とするのであって，水 1立について過マ

ンガン酸カリ 10ppm以とを脱色すべから

ずと規定されている。

顕微鏡検査では.水のl:U宇rtlに多数の

微生物を合有してはん:らないのである〔

また， hI養的検査では;Jz1 ccに対して'Jte
天楕養某で200C，48時間坑養で細菌集孫

が 100をこえてはならないことが規定き

れている。大腸菌は水50ccに対して陰性

でなくてはならないのである。

要するに問題は.たとえ布毒な化学的

毒物を含まなくても，人体からの不潔物

が含まれ，そのために，いろいろな伝染

病を媒介することにあるので，水を介 L

て起る伝染病が多いことである。

(2の項のシアン(青化物)~硫シアン
化物も共存物によっては毒となる》は石

炭化成工業，金属加工業廃水，鍍金室廃

水中に含ま;h，また農薬にも使われてい

る。水銀は水銀鉱からでる廃水に，有機

燐は農薬(夕、、イアジノン，デイプテレッ

クス，ホリドール， DDVP，パラチオ

ン，マラソンなどの商品名の農薬は有機

燐剤である〉に合有され.何れも毒物で

あるから検出してはならないと規定され

ている。

閣の項で司飲料水中の銅の存在，およ

びその量は鉛とともに中毒の危険ありと
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し古くから注目されて各国でその上水

判定標準の 1項目として取扱っている。

水中に鉄分が存在すると，その水は潟

る。多くは重炭酸班酸化鉄として水に溶

けている鉄分が空気に接触して酸化する

と，水酸化鉄の赤色な外観を呈す。

2Fe(HC03)2十H20=Fe(OH)6十4C02

しかし鉄分のある水は味が不良である

が，それだからといって直ちに有害では

ない。最近の血液病学は.かえって鉄が

マンガンや銅の微量とともにあることが

希望されているところである。水が多量

の鉄分を合んでいる場fi[土大量の鉄パク

テリヤ(クレノトリックス)を発生し，

あるいはこれにマンガン菌までも加わっ

て鉄管にスケールを生じ問窄させる。鉄

分を溶解するような有機物が水に合まれ

ている場合J丸その鉄分による障害が起

り得るので脱鉄をしなければならなL、。

マンガンについても大体同じである。(事

例. ベルギーの Warcheand Gilippe 

ダムからヲ[l、た幹線導水管の中における

沈澱物は，概ね水酸化マンガンよりな

り，主として生物学的な作用によってで

きたものである。乾燥した沈澱物中，水

酸化マンガンは 55.57%，水酸化鉄は

3.43%， 珪酸は6.04%，セルロース、は湿

潤沈澱物量のl.61%をなす。 16年後の沈

澱物は約16酬の厚さになった。 1年にこ

の導水管を通過する水量は 70，000，000

tonであるから 1リットルについて

0.35立方耗の沈澱物が形成される計算で

ある。また，その水は鉄をマンガンの10

倍も合んでいるから，マンガンが選択的

に沈澱されたことがわかる。 (VanBen-

eder Bull， Centre， Belge Etude et 

DoC'ument， Eavx， 27.) 

弗素は飲料水中，如何ほど含有してい

ても衛生上差支えないといわれている

が，未だ決定されていなし、。 Mckay

(1934) は 2ppmでは危険で， 0.6ppm 

でもやや斑状歯の徴候がみられるとし，

Rider， Boissevian (1935) は 0.9ppm~

l. Oppmで、危険， 0.7ppmで無害とした。

多くの人々はl.Oppmでそのクリテカル

ポイントと認めている。

クロムは主として染色工場，草柔皮製革

工場などの下水中にクローム塩.クロー

ム酸塩， クローム階として合まれ. しl工

しぼ飲料水を汚染するO

1此素は自然に地表水.地下水中に溶H:
するし，多くの工場廃水， {11)えば植物繊

維，製革，染色， タール染色， ~白金工場

などに合有されて，これが付近の地表

水，地下水に浸入することがある。

珪酸は地球を包んでいる地殻と称され

る部分を構成しているいろいろな岩石の

素材で，ガラスの成分でもある。これは

地表にある水に溶け込んでくるのである

が，いろいろな塩類が水の中に溶け込む

のとは違って，大部分は微細な粒子で水

に浮び，謂所コロイド状態をとっている

ものがある。 H酸はlOppmをこえること

がまれで、はなし、。ボイラー用水の方では

縫石の生成が問題となるO

天然水には一般に硫酸を含むことが少

なく， 2()~30pprn程度であるO しかし良

質の水で 100ppmくらいのものもある。

硫酸は多く石膏として溶けているので，

もとより健康 t無害である。もっとも硫

醸マグネシウムとして相等多量に溶かし

ている水は健康上よくないし，蛋ド1質中

の硫黄が酸化して硫酸を生じた場 fTに

は，その水は用いられないη



一般に水は硬水・軟水に分けられる

が.これは水中のカルシウム及びマグネ

シウムイオンの量によって決定され，両

イオンが多ければ便肢がl古iく.少なけれ

ば低L、各国ではそれぞれカルシウム，

マグネシウムの量に応じて硬度を定めて

いるOわが国では水Lj::tのこれらのイオン

を CaOとした場合にlOOppmを 1度と

市Ij定した。 ドイツも同様であるが， また

CaC03 lOppmを 1度としたところもあ

る〔例仏)c

Mgは CaOに換算しなければならな

いが， j，f，j者間には次の関係、がある。

恥fε0:CaO=40: 56= 1 : 1.4 干草々

の便度の水については一般に次の如くに

よばれている。硬度。 ~4 度ははなはだ

軟水， 4 ~8 度は軟水， 8 ~121立は中位

の硬水， 12~18度はやや硬水， 18~30度

は硬水， 30度以上ははなはだ硬水。飲料

水としては全然の軟水よりも，適当な硬

度をもった方が味がよく，ことにそれが

Ca (HC03)2による場合勝れている。し

かし脱水は種々の場合，沈澱を生じ易

く，水道管内に CaC03 のスケールを生

じたりするの

その外，r:場嵐広の汚染によりプュノ

ール類(石炭化成 L業とか精油 L業廃;J，
iニ含有)，その他が*を汚染するO

(4の項で， ;J('#イオン濃度は pH11也

5.8ないし 8.6の範囲でなければならな

いとあるが，およそ市水は中性(pH7.0)，

もしくは微弱アルカリ性 (pH7.5内外，

それはカルシウム，マグネシウムなどの

アルカリ土類の草炭酸臨類による)， あ

るいは弱酸性 (pH6.0~pH6. 5でそれは

炭酸による)を示すものであるが，遊離

炭酸の植土酸や植土物質や鉱酸を含有し
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た場合には酸性となる。さらに工場の廃

水などが侵入すると.あるいは強酸性と

なり，あるいは強アルカリ性となること

がある。もちろん， とれは有寄で使用に

供することはでき江いぺわが国の主!日lや鉄

の鉱山の坑水はほとんど大却分が酸性で

ある。火ill固なので必す、といってよいぐ

らい硫化物を含んでいるからである。

アルカリ度の測定は飲料水・家庭用水

の立場から諸種の意義を有するの例え(i

異常に高いアルカリ度は工場廃;J" その

他の混入を意味することもある。

(51(61の項について，色.濁.臭味のあ

る水は素人目でも快いものでないし，こ

れらの多くは人体に有害な原因によって

起きれているものであるから，このよう

な水は飲料水として適していないことは

もちろんである。水道協会で、は検水 100

ccと濁度のわかっている標準液とを黒紙

の上で比較して測定するO しかして標準

潟水は蒸溜;J(1リットルに白陶土 1mg 

を含むものを濁度とし，その 2度以上の

潟りを有たないことを必要条件としてい

る。

水l主主に泥炭地のように腐柏質のコロ

イド会台む地層から抽出される腐植質の

ために薄茶またはコーヒ一色をさせてし、

る。これは長い郁子管に漏過した;J，を人

h， トーに白紙を置いてみるとよくわか

る。{谷に茶褐色の;J(は鉄を合むからであ

るといわれているが，鉄イオンは溶解し

ている場合にはとても飲めなし、ぐらい渋

くてもほとんど無色である。ただ空気に

触れて難溶性の水酸化第二鉄ができると

一時的に赤く潟るが，二，三日後，下に

沈澱して清液になるから，腐植質による

褐色と区別ができるo ~を入れると黒色
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のタンニン酸鉄を作るから，茶会人れて

も県くならない水が茶色であるのは腐植

質の影響であるつ

地下水は微量なJ軍発成分によって土臭

い臭を放つ。不快な臭気は硫化水素や腐

敗物質からも琵陳される。桁ちた木村に

触れた;Jc，主徴曳く.腐植質は出臭い臭を

与えるO 味からL、うと爽快なのは炭酸を

含み，有害な成分を多く合まない水で、あ

って.水道の水などはあまり溶解物質が

少ないのでのミえって味はよくなし、。食塩

などは 750ppmをこえると蹴味を感じる

し苫士はもっと少量で苦くする。鉄は

甚だ微量でも渋い収飲性の味を与えるO

少した:れると()ー 1ppm(，，，)，づ)の鉄を舌
¥1000土iI 

で識別できるし lppmになれば，どん

な人でも不快を感じるが.鉄以外のもの

を含んでいるので、なければ別に有害なわ

けではなし、。このような水は掘抜井戸や

鉱泉に多い。

ム
以上述べたように，各項についてみて

も水の汚染は廃水による場合が多いが，

!た水を河川に放流することによって生ず

る顕著な問題の一つは上水道への影響て、

ある。上水道ではこれは直接的なものと

間接的なものとがある。直接的な影響は

異臭や異味を生ぜしめること。 [?;J形物，

階!主アルカリ度，濁度を増加せしめる

ことである。また， I出接的な影響は水中

の栄養塩類がよ刊すために浄化障害生物の

繁舶が促がされることである。上水供給

の際に生物によって惹起される問題は種

に雑多である。その中には味・臭の|問

題， 11長過膜開業，パイプや冷却塔や貯水

池における生物発生，汗併する守物塊が

工主ること，給ノ'j，I j 1fニノuちが℃主るこ

と，水質 (pH，硬度 i埼度)が変るこ

と，水に毒性をもつことなどがあるO

ポンプを利用した井戸水， 1勇7Jc，河川

水などについても.水は白でみ，舌で味

わってみただけで良否を決めることはで

きなし、。微量の毒物も長期間飲用すれば

大宮を与えるし赤痢忠者の僅かな糞{更

が混入しても見分けることは不可能であ

る。それで飲用水は定期的検査をうけ，

Jli]の検査結果とどう変ったか，毒物や汚

水が混入していないかなど注意する必要

がある。特に自家汚染による場合が多い

ようである。

北海道内のこのような検食施ぷは48カ

所の保健所のほかは大病院および特殊の

検丘機関のみであるO さらに水を検査す

る|諜にはできるだけ新鮮なことを必要と

し， 6時間以上たったものは正確な結果

とはし火、難し、。したがって検査施設に遠

L、地域の水質検査はきわめて行ない難い

ものということになる。

( 参 考 )

昭和29年 9月下旬，道が行なった「釧路)11.

新釧路川および説11路市近海の水質総合調査」の

飲料水，下水の水質調査部門の調査結果は次の

ように報じているので参考として掲げる。

新釧路川流域民家の飲料用井戸水は，約半数

において大腸菌群陽性であり，化学分析も規準

に所、し過半数の飲料水は不適格である。もちろ

ん化学分析による検出物については，それの由

来が汚染と直接の関連を有するか否かの吟味が

必要であることは言をまたない。しかし，現今

直接汚染を示すものと認められている大腸菌群

陽性率からみれば，約半数の井戸水は飲料不適

であり，今後その環境に十分の注意を払い汚染

源の除去に努めることが必要と考える。新釧路

川河川水が流域地下水に影響しているか否か

は，われわれが用いた判定方法が不十分て、ある

ので錐 1ゴできないが， しかし.illIlI路川地域は，
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沖積層泥炭地で，かつて海で、あったことなどの

事実より考えれば下表に示された成積は地点，

土質などの方が，新釧路川河川水より，より大

きな影響をこの地区の飲料用井戸水に及ぼして

普通に用いられる飲料水試験項目について得た

われわれの成績から論じたのであって，前言の

ごとく方法において不十分でるり，検索物質に

おいて不足であることを是認する。

いることを示していると思われる。このことは (道立僻化場調査課長)

不適格飲料水の百分率

、¥ 採水{問所.:TI:I::bUIOh1ft I新鋭|路)11岸|同左l同左 i同左

試験件数 |ま釧膨|ilSAaわ∞米以同1，000*=以h，O川以
1 /J' 水 |の地下水 |内の地下水|上の地下水

試験項目 25 11 4 9 

一濁色度…の) !陽 性i削| 1M  EO  ララ 6
臭味(異臭のあるもの〕 陽 性 32.0 1 9. 1 1 50.0 1 66.7 

pH ル 6852~68|………
KMnO.消費量(10ppm以上のもの) 陽 性 20.0 1 18.2 I 0 1 55.6 

CI' (30ppm以上のもの) I陰 性 84.01 25.01 100.01 88.9 
NH，-N (陽性のもの〉 陽 性 64.0 i 36.41 100.01 88.9 
N02 (同上) 陰性 48.0 i 72. 7 1 50. 0 I 33. 3 
NO. (同 上) 陰 性 88.0 100.0 75.0 77.8 
SO. 〔同 上〕 陽 i性 72.0 81. 0 100.。 66. 7 
全量Fe'" (1. Oppm以上のもの〉 陽 i性 55.6 9.1 25. 1 33.3 
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上表は，試各験項目の飲料水適否規格に従い を示している傾向がある。特に河川水において

試料の不適格百分率を示したものであるが，か 陰性と見なされるものが地帯別に差わあるが，

えって流路から遠い地帯のものが高い不適格率 相当率に陽性を示している。

! 凶 作MnO.m費量 lCY量!白山量
最少値~最大値 最小値~最大値 1:最小値~最大値 最大値~最小値

新 謝11 路 )11 6.6~6.8 14. 54~25. 9 8. 51~ 21. 37 (0. 3-1)~(ト 3)

250m以内井戸水 5.2~6.8 2. 1l ~14. 22 5. 72~306.51 (0. 3-1) ~(3-10) 

250~ 500m タ 5.4~6.4 3.01~15.36 14.24~153.36 (0. 3- 1) ~(1- 3) 

500~1 ， OOOm ク 5.4~6. 4 3.61~ 8.12 39.19~117.6 (0. 3- 1) ~(1ーの

1， OOOm 以上 イシ 5.8~7. 8 3.92~46.36 24.92~146. 12 (0. 3-1)~(3-10) 
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すなわち，上表の如く，流路に近い電帯の井 水の分析値により近似な値を示していると認め

戸水が遠い地帯の井戸水より新釧路川河川水の 得なし、。(道立解化場調査課〉




