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一般の河川｜，湖沼，海域の水は，工場排水や都市排水より不純物含有濃度がはるか

に低い。それは水量が多いので，汚濁度の高い工場排水その他が，それら水域に混入

しても濃度がうすまるからである。現に工場排水中の重金属類の規制値は水道水（多

くは河川より取水する〉中の重金属類の水質基準値の10倍となっているのは，工場排

水が河川に流入しても，大体10倍にうすまるという目安のもとに行なわれているもの

と恩われる。

しかし，最近は汚濁量が以前に増してはるかに増加したため，河川，湖沼，海域の

水質が，急激に悪化してきた所が少なくないことは，掩うべからざる現実である。

工場排水，都市排水中の懸濁物が河川等に流入してから後，流水中で沈殿して河床

等に推積するものも多く，そのため水中の生物の住み家をうばい，また有機物の場合

はそれが腐敗してヘドロ公害を引き起こすことになる。この頃では瀬戸内海，その他

の海域で埋立てや竣深工事が多く行なわれたために，魚類の住み家がうばわれ，水域

における魚貝類の生態にも大きな変化も起こっている。

我々が日々接しているあちこちの小川にもこのヘドロが底部にたまったまま，非常

にきたないにごりを見て，やるせない思いを皆さんも持たれることと思うが，その大

規模のものがあちこちの水域で起こっているのである。しかもそのヘドロにはいろい

ろの有害な物質が蓄積しているのであるから，救われない思いがするのは，一部の方

方ばかりではあるまし、。

きて水中の有機物が少量あり，水域が酸素を充分に含んでおり，好気状に保たれて

いる限り，水中にある好気性細菌がその有機物を次第に酸化分解してくれて，有機物

中の炭素と水素は炭酸カ、スと水になり（我々の体内では有機物が酵素の作用によって

AT  Pからエネルギーが出て，酸化分解するのであるが〉， またその有機物中に含有

されているチッ素， リンは NH4+, PO／のイオンとなって，水中に放出される。こ

れらは水中において，光合成作用の際，植物プランクトンの栄養源となって，再び生

体内に導入されるのである。それらは動物プラン〈グトンの飼となり，動物プランクト

ンは小魚、の飼となり，小魚、を成魚、が食べて，それがまた人間の食糧となるように，水

域内の自然の生態系はうまくかみ合っていた（第18図参照〉。だから水域には有機物

やチッ素化合物， リン化合物がゼロであっては自然の生態系はなり立たず，適量ある
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ことによって，生物聞の食糧も与えられ，しかも水域は自然の浄化によってきれいに

保たれていた（自然の浄化という語は実は科学的表現ではなく，実際には以上のよう

な機作がi動いているのであるが，外界から見ていると如何にも自然勝手に行なわれて

いるように見えるので一一これを自然のいとなみともいう一一，このようなし、し、方が

一般に通用しているものと考える〉。

昔はこのような自然の浄化作用によって少量の有機物やチッ素やリン化合物が水域

に混入されても，それらが蓄積することもなく，水はいつもきれいであった。瀬戸内

海の水は澄み，岸辺は白砂青松の景勝地があちこちに多くあった。また琵琶湖も同様

であった。

それらの水域がはなはだしく汚染されてきた原因はいくつもの理由があるが，なか

でも最も大きな原因は今までに何回もくり返しているように，この有機物，チッ素，

リン化合物が水域内の魚貝類の栄養上必要とする適当な量をはるかに越えて水域に蓄

積され，従来のような自然、の浄化ではまかない切れず， 過剰栄養となって，我々には

不要，有害な植物プランクトン，臭気性細菌類が発生するための栄養源に使われてし

まっている。

これは要するに栄養がたくさんありすぎて生ずる現象で，これを富栄養化という。

だから水域では栄養源の多い少ないによって自然の浄化も行なわれるし，有害な微生

物の発生も起こるのであるから，これらは連続した一線上にあるのであるくしかも富

栄養化がさらにひどくなったものは過栄養とよばれている。第19図参照〉。

琵琶湖の南湖の富栄養化による赤潮等の発生 （この頃では北湖に起こっている〉 は

チッ素が015ppm, リンが0.02ppm以上で起こっている。いずれこれらは水と赤潮と

水中の生態系
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の関係をのべるときにくわしく考

えることにしたし、。

また海域においては，油による

汚濁も無視できない。これは原油

の精製工場（精油工場〕，石油化学工場から排出する含油排水によって，異臭魚が発生

したり，船舶より放出する廃油の量も馬鹿にならないし，数年前にも瀬戸内海の水島

で発生した重油放出事件，あるいは53年5月宮城県沖地震のために東北石油のタンク

群から原油の大量発生があり，多大な損失をもたらしたことは記憶に生々しし、。
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5. 水の用途

水は我々人聞の生存のみならず，金生物にとって不可欠な物質であるが，その利用

形態は我々の生活様式や産業の生産様式の進展と共に大きく変化してきている。もち

ろん生活水準が向上してきて，経済活動がさかんになるほど水の用途は増加の傾向に

あるが，しかし残念ながら，その質も量も今は寒心すべき状態にあることは識者の知

るところである。

水の用途は大きく分けると，生活用水と産業用水となるが，産業用水は大別して農

業用と工業用にすることができる。

これらのそれぞれ使用される水の質は細かくいう と色々な点で異なっており，特に

工業用水の場合は種類が多いが，詳細にのべることは本稿の目的ではなし、。しかし，

生活用水は特に我々の健康に大いに関係があるので，その項目について説明をしてお

くことにする。

(1) 生活用水

人聞は個体を維持するために水をのみ，かつ水分を含んだ食物を摂取する。また，

人間生活を安全にかつ便利にするためにも水を使う。生活用水として我々が家庭で使

用する水量は相当な勢いで、増加しているが，生活水準の向上のために電気洗濯機や水

洗式トイレによって，また保有台数の多くなった自動車の洗車等にも馬鹿にならない

稜生活用水が使われている現状である。

まず我々が飲料としている水道水には，水質基準が30数項目あり，それぞれにわが

国の過去の歴史が刻み込まれていることを知っておく必要があるが，同時に米国とW

HO （世界保健機構〉で規定されているものと比較の上で、考えたし、。

(a) 水質基準

水道水の水質基準は，水道法第4条によって「水道によって供給される水はつぎの

各号、に掲げる要件を備えるものでなければならない」と定められている。
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① 病原生物に汚染され，または病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物

もしくは物質を含むものでないこ と。

これにはアンモニア性チッ素，亜硝酸性チッ素，硝酸性チッ素，塩素イオン，過マ

ンガン酸カリ消費量，大腸菌群および一般細菌が含まれている。

② シアン，水銀，有機リンを含まないこと。

③ 銅，鉄，フッ素，フェノーノL類，鉛，亜鉛，クロム，枇素，マンガン，陰イオ

ン活性剤，蒸発残留物，総硬度類〈カドミウムが含まれていない）の物質をその

許容量をこえて含まないこと。

④ 異常な酸性またはアノレカリ性を呈しないこと（pH値〕。

⑤ 異常な臭みがないこと。ただし消毒による臭みを除く（臭気と味〕。

⑥ 外観はほとんど無色透明であること （色度と濁度が関係する〕。

環境庁の制定になる環境基準においては水銀は総水銀とアルキル水銀に分れ てお

り，またカドミウム， Pc Bが含まれているが，当然水道水においても環境基準と同

じであるべきものと思う 。

わが国の水質基準は全体としてきびしいが pH値につL、ては大L、に問題がある（第15

表参照〉。

＜大腸菌群＞大腸菌と大腸菌によく 似た菌の総称で， 温血動物の腸管内に常住して

いる細菌。排池：物中に大量存在するが，これは無害である。しかし有害な消化器系伝

染病菌は大腸菌群といっしょに存在する恐れがある。病原菌よりは抵抗力が強いので

大腸菌がなければ病原菌も存在しなL、。また，大腸菌は調べ易いので，これを調べて

病原菌の有無を確認する。米国の基準は少しゆるL、。 1人の成人が 1日に排出する大

腸菌群数は，冬期でもl,250億～1,500億個，夏期には4,000億個といわれている。

＜一般細菌＞土壌中から入ってくる細菌で，大腸菌と識別することは中々困難であ

る。一般細菌は種類も多く，その数は大腸菌群数の 1,000倍にも達するといわれてい

る。

くにおい＞大都市の水道水にはかなり塩素臭があるが，これは臭気の中には入らな

い（53年度はプール中には塩素を0.4ppm以上となったので，限がちかちかする時も

ある〉。 最近琵琶湖やその他の湖が，富栄養化のために水が土中のカピのような臭気

や時には魚のくさったようなにおいがすることが多し、。これは例えば放線菌のような

微生物が多発するためである，Fe,Mnが多く入っていても臭気がする。においの感覚

は個人差があり，数式化は困難であるが，大都市にはこのにおいの鑑定をする人がし、

て，東京都には9種類ものにおいをかぎ分ける名人もいるとしづ。

＜色度＞Fe＇＋イオンやクミン酸，フルボ酸を含 有していると，水が茶色になること

がある。色度を調べるには，塩化白金酸カリと塩化コバルトの混合溶液で原液中白金

をlC蒸溜水中 1mg含む水の色度をloとして，色々の標準液を造り，それと比較して



第15表 水質基準の比較

ー～～～ー 国名 ｜
項目 下 、 1 ー～ー～｜

大腸菌群

日本

SO ccサンプノレ中 O

一般細菌 I i cc中100個以下

におい ｜ なし

味 ｜ なし

色度 I s0 

濁 度 I 2° 

蒸発残留物 I sooppm 

pH 値 I s.s～8.6 

総硬度 I 300ppm 

過マンガン酸カリウム 1 lOppm 
消費量

塩素イオン I zoo ppm 

硫酸イオン

アンモニア性チッ素

亜硝酸性チッ素

硝酸性チッ素

鉄

マンガン

フッ素

鉛

枇素

セレニウ ム

クロム

銅

亜鉛

フェノール類

シアン

｛総水銀

アルキル水銀

パリウム

カドミウム

中性洗剤

CCE （カーボンクロ
ロホノレム抽出物〉

｝同時に検出して

はならない

lOppm 

0.3ppm 

0.3ppm 

0.8ppm 

O. lppm 

0.05ppm 

0. 05ppm 

1. Qppm 

1. Qppm 

0. 005ppm 

検出されないこと

0. 0005ppm 

検出されないこ と

0. Qlppm 

O.Sppm 
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なし

15° 

50 

500 

7～10.6 

250 

250 

45 （硝駿）

0.3 

0.05 

0.8～1. 7 
（温度による差〉

0.05 

0.01 

0. Qlppm 

0.05 

1. 0 

5.0 

なし

なし

50 

50 

500 

7～8.5 

200 

200 

0.5ppm 

45 （硝酸〕

0.3 

0.1 

1. 5 

0.05 

0.05 

0.01 

0.05 

1. 0 

5.。
o. 001 I 0. 001 

〔フェ ノーノレと して〉｜（フェノ ーノレと して〉

0. Olppm I 0. 2 

0. 05ppm 

1. Oppm 

0.01 

0.5 

O. lppm 

1. 0 

0.01 

0.5 

0.2 
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第15表 （つづき）

一～～～ーー 国名 ｜ 一一一一 戸ι4 日 本 アメリ カ
項目 一～一一一一 ｜ 

W H 0 
（世界保健機構〉

有機リン ｜検出されないこと ｜

PCB 1検出されないことi

（比色計を使って〉色度をきめる。この頃水道水に赤水と称するのが多発している。

これは水道水が酸性であるため，水道管の鉄がとけ出し，加水分解によってできた水

酸化鉄の赤色の沈殿物（赤さび〉が蛇口からとび出してくる もので，直接色度とは関

係はないが，因った問題の一つである（後述〉。

＜濁度＞40μ程度の微粉カオ リンの標準液を造っておく 。le蒸溜水中 1mgを含有す

る水の濁度をloとする。濁度計によって，色々の標準液と比較しで潟度を測定する。

日本の方がきびしい。

<PH値＞わが国は 5.8～8.6で外国に比して下限が低し、。外国では下限は 7.0であ

る。低 pH値が認められているために，わが国の水道水には問題が多い（病原的にも

問題がある）。 何故下限を低くしなければならないのか。それは水道水の原料である

河川の汚濁がひどくなり， NH，有機物を多く含み，また河底の溶存酸素量が低く，

還元性となり，溶出マンガンの水を取水することになる。これはなるべく早く酸化沈

殿させて，水道水製造の初期工程で除去しなければならなし、。 そのためには塩素カ相ス

によって前処理を行なう。水は酸性側に傾く cc1.+H.o一一..HCIO+HCI）。 また，

日本の場合不純物をろ過分離するのに急速ろ過法を使う。これでは残存有機物，病原

菌，多くの細菌やアンモニア等は充分にとれなL、。 したがってろ過後塩素ガスによっ

て，酸化分解を充分にせねばならなし、。いきおい水が酸性側になる。水道水の保証を

するためには，このようにpHは5.8まで低くしておかねばならぬ事情がある。外国で

は多くは緩速ろ過法でほとんどの不純物が除去できるから，日本のように後処理の心

配は少なし、。したがってpHを7.0以下にしておく必要はない。

＜総硬度＞硬度とは水中のカルシウム，マグネシウムのイオン量をこれに対応する

炭酸カルシウムのppmに換算して表わしたものである。水中のカルシウム，マグネシ

ウムは主として石灰岩などの地質に由来するが，海水や工場廃水，下水などの混入に

よって含有されることもある。

硬度は石けんの使いやすさの程度を数値で示したものであり，石けんの脂肪酸ナト

リウムは，水中のカルシウムやマグネシウムにあうと，泡が立たす．石けんが効かなく

なる。したがって硬度の判定はしろうとでも容易で，石けんを使ってみて泡が立ちに

くかったら硬さぞが高く，石けんを使ったあといつまでもぬるぬるしているのは軟水の

証拠である（軟水とは硬度成分の少ないもの〕。
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カルシウムは人体に必要な成分であるから，飲料水中には適量含まれている方がの

ぞましいが，たくさんあると水はおいしくなくなるし下痢もする。また美容にもよく

ない。

硬度成分には2種類あり， 一時硬度と永久硬度がある。一時硬度成分というのは

Ca (HC0,)2やMg(HCO山のような化合物で，これを加熱すると CaCO,Mg CO, 

のような沈殿物になってしまうので，一時硬度というが，それに対して永久硬度成分

とい うのは，例えば CaCI.,CaSO,, MgCl2, MgSO，のように加熱しでも沈殿の生じ

ない安定な化合物のことをし、う。この両方を合せて総硬度とし、う。外国は河川水の硬

度が非常に高いので，飲料水の硬度を規定できないが，わが医は 300ppmとなってい

る。しかし実際には lOOppm以下である。硬度成分を除去することを軟化するという

が，軟化については後章でふれるつもりである。

＜過マンガン酸カリウム消費量＞水中の低級な炭化水素類を酸化するために，過マ

ンガン酸カリウム（KMnO，） が使用される。 しかしこれではアミノ酸のようなチッ

索を含んだ有機化合物の分解はできないので，水中の有機物の全部を酸化することは

できず，およそのことしか分らないし，水中にFe2＋イオンがあったり， No2－イオン

があったりすると，過マンガン酸カリウムはそれまで酸化してしまうので，水の性質

によってはかなり不正確な値しか得られないが，操作が簡単なので水道水ではこの方

法が用いられる。もしこの方法で、かなりの消費量が出たら，有機物をできるだけ正確

に測るためにB0 D法， C0 D法で測定する。

KMnO，消費量が7～8ppmとかなり多い水を常用していたために， 手足の指の関

節が冒されるカシンベック病になった例が長野県で、も起こっている。これは植物性の

腐敗有機物が原因であった。過マンガン酸カリウム消費量は後述するC0 D値とは異

なるものである。

＜塩素イオン＞水中に存在する塩化物中の塩素イオンの量で大体は NaCl中のイオ

ン量をあらわし，汚染と関係のない塩素イオンならば，味に感じない程度（敏感な人

で＇300ppm程度〉ならばさしっかえない。

＜アンモニア性チッ素（NH3-N），亜硝酸性チッ素（N02-N），硝酸性チッ素（NO,

自 N）＞水中に NH,Nがある場合は汚染を受けてから日が浅いもので（これは水中の

たん白質が分解してできた直後のもの），時聞がたつにつれて水中にある亜硝酸菌に

より酸化されてN02イオンとなり，最終的には硝酸菌によってさらに酸化され NO,

イオンとなって一応安定する。ただしこれは水のDOが少なく， 嫌気性状態になると

還元され，逆行する ことにもなる。

米国やイスラエノレで飲料水中に NO,-Nが lOppm以上含まれた水を常用したため

に，乳幼児がメトヘモグロビン症〈体内に入った NO，が還元されてNo，－になり，ヘ

モグロビンがそのNo，－とくっつき，血液中で酸素をはこばなくなる病気〕を起こ
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し，死亡者が出て社会問題になった。それはとうもろこし増産のため硝酸系肥料を多

用した地方に起こった。わが国では滅多にないが， 信州、｜で水の中に NO，~N が多く含

まれていて注目されている事実がある。 N03--N lOppmと米国， WHOの硝酸45ppm

とは同じ量て、ある。

＜鉄およびマンガン（Fe,Mn）＞地下水に多く含まれている地方がある。河川では

たとえFe,Mnが含まれていても，時間の経過と共に次第に酸化されて， Fe2tf工Fes+に

なり， Mn2＋はMn＜＋となって沈殿するが，大阪市の水源（淀川〉にマンガンがかなり

含まれ，問題になったこともあった。

＜フッ素（F）＞地表水には少ないが，地下水，伏流水に含まれている地方がある。

兵庫県宝塚市の飲料水にはフッ素がかなり含まれていて，そのため宝塚在住の市民I!

斑状歯になっている人が多く，社会問題になっている。このようにフッ素が O.8ppm 

以上含まれていると，歯のホーロー質が侵される斑状歯となる危険性があるが，しか

しながらその場合にはむし歯にはならない。フッ素がむし歯に有効であることが明確

となっており，水道水中にフッ素が 0.8ppm位あると斑状歯にもならず，むし歯にもか

からないということになる。外国では数十ヵ国で水道水中にフッ素（NaFやNa,SiF, 

として〕を投入して，むし歯予防に効果を上げているが， その毒性についても心配な

点もあり，日本ではフッ素を水に混入することに対して賛否両論があり，まだ結論が

出ていない。むし歯の問題は幼児にとっては益々重大問題化しつつある。

＜鉛（Pb）＞鉛管は水道管として使用されているために， 水道水の中に鉛が溶出し

てくることがある。特に新しい鉛管の場合は鉛の溶出が多くなる。その水に炭酸があ

ったり， DOが多く含まれていると水にとけやすし、。鉛管を使用している所では，朝

の第一回目の水は鉛の溶出が多いので，雑用水にあてた方がよし、。鉛が多くなると体

内に蓄積され，赤血球の減少，手足関節の異常，食欲不振を起こす。米国， WHOで

は005ppmとわが国よりきびしい。鉛は自動車の排ガスからも吸入する心配がある。

＜ヒ素（As〕＞ 森永ヒ素ミ ノレ ク事件によって， 多数の死亡者と身体障害児を出した

ことは記憶に生々しし、。わが国は0OS ppmであるが，米国では0.Olppmと非常にきび

しい規制l値になっている。

＜クロム（Cr)> 6価のクロムは鼻孔に穴があいた り（鼻中隔穿孔〉， 肺ガンにな

って死亡した事例がかな り出ている。 6仰のクロムの毒性にく らべて， 3価のクロム

の毒性は100分の 1またはそれ以下といわれている。 これは外国も 0OS ppmになって

いる。

＜銅〔Cu〕＞ 銅を含む水は銅パイプや真鍛パイパから溶出し， アル ミニウム製品の

腐食を促進する。

＜亜鉛〔Z・)＞亜鉛メッキの鉄管から亜鉛が溶出することがある。水が酸性であ

るために以上にのべてきたように， 鉄が溶出するだけではなく鉛管， 銅管， 亜鉛メ
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ッキ管からそれぞれの重金属が溶出してくる。それのみではなく，モノレタノレライニン

グ管もモルタノレのアルカリ分が次第に溶出して防錆効果を失ってくる。

＜フェノール類＞石炭酸やその誘導体であるクレゾールなどの総称である。水道水

に微量含まれていると臭気がある。水の浄化を行なう際，塩素減菌を行なうが，その

時復素がフェノールに働きクロロフェノーノレとなり，きわめて不快な臭気を発する。

大阪の浄水場でもそういうことがあった。

＜シアン（CN）＞メッキ工場の廃液が河川に混入することがしばしばあった。多摩

川では以前にも書いた如く昭和33年から10年間に14件もシアンによる事故があった。

シアンは急性毒性を呈し，わが国では水中には検出してはならない事になっている。

＜水銀（Hg）＞水銀には有機水銀と無機水銀があるが前者の方がこわい。 しかし無

機水銀も体内あるいは水域で有機水銀に転換する可能性があるので，これも軽視する

ことはできない。水銀は御承知のよ うに水俣病を起こした元兇で‘ある。これは代表的

な公害病であるので後章でくわしく述べることにするが水銀は検出されてはならない

ことになっている。ところが健康を守るための環境庁がきめている環境基準として総

水銀は0.0005ppm以下で，アルキル水銀は検出しではならないことになっている。少し

以前には0.0005のような規制値ではなかったが原子吸光法による分析技術が非常に進

んできて今ではそこまで検定できるようになってきた。しかし水道水でも同じような

区別があってもよいと思われるが今は厚生省としては Hgのみが規制されている。

＜カ ドミウム（Cd）＞ カドミウムを含有する水をのみ， またカドミウムを含んだ米

を常食としていたために，イタイイタイ病とし、う悲惨な公害病がわが国で発生してい

る。 この病気も大きな社会問題になったので，後章でのべることにするが，わが国の

みならず外国の規準でも同様に0Olppmとなっている。パ リウムについてはわが国に

有害な事例がないので，とり上げていない。

＜中性洗剤＞戦後石けんに代って石油化学製品が非常ないきおいで登場してきた。

主剤であるアルキル・ベンゼン ・スノレホン酸ソーダ（ABS〕は発泡が多く，また水中

で微生物により分解せず，魚類にも障害を与える。その上毎日台所で洗剤を使用する

主婦の中には，皮膚障害を起こす人々が少なくなく，大きな社会問題になっているこ

とは衆知のことである。これについてもくわしく後章でのべることにする。

<CCE （カーボン ・クロロホノレム抽出物〕＞ これは現在はわが国ではとり上げてい

ないが，水中に含まれている天然の有機物や殺虫剤，除草剤のような農薬や，下水，

工場廃水からくる有機物のうちクロロホノレムにとけるものの量を表わす。臭気を生ず

る物質の多くは大体この試験で確認ができる。汚染のはげしい河川を水源としている

ところについては，外国で規定している数値（0.2ppm〕より大きい 0.24ppmという

数値を得た例もわが国にはしばしばある。これは活性炭に吸着したものをクロロホノレ

ムで抽出した量で、あらわす。
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＜有機リン＞リンが結合した有機化合物で農薬として使用されたものが河川に流入

し， 水道水に含まれることがある。パラチオン，ホリトーノレなと・の商品名で市販され

ているものは有機リン化合物で，稲の二化メイ虫などの駆除剤として有効であるが，

急性毒性を呈するので，水道水中にはあってはならなし、。これは外国ではまだとり上

げていなし、。農薬による公害も大問題であるので，後章でとり上げることにする。

<PCB> PCBによる公害はカネミ油症事件として大きくとり上げられている。色

色な問題が含まれているので，後章でとりあげることにする。

以上で各項目の説明を終わったが，我々の健康に関係ある項目と， 生活環境が変化

することに関係する項目とに分れる。

「人の健康を守る環境基準」といわれるものは，鉛，ヒ素，クロム，総水銀，アノレ

キル水銀，カ ドミウムの重金属類と，シアン，有機リン， Pc Bとが含まれ， 「生活

環境に関係あるもの」はそれ以外のものであって，直接健康をむしばむものではない

が，間接的にはあり得るし，また日常の生活に不快になるような項目であって，それ

ぞれ水質基準にあった水でないと我々は安心してのむことができなし、。

(b）生活と水

我々の身体と水については第1回のところでものべたが，生活のために毎日どれだ

け水を使っているかという点にふれておこう。

日々家庭生活のために身体内に取り入れるだけではなく，その外にもたくさん水を

使っている。家庭における水の使われ方を示すと第16表の如くである。 これは少し古

い統計だが昭和51年度の調査では全国平均で322e，大阪市6ose，福岡市356e，名古屋

市453［，東京都44Sec個人消費量だけでなく，ビ、ルやホテノレなどを全部含めたものを

給水人口で、割ったもの一一 『東京都水道局事業概要』昭和52年度〉。この表の内訳でみ

ても分るように，使用量の多いのは，お風呂，洗濯，洗車，水洗便所で，食事用に使

う量はお話にならない程少なL、。しかも衰の右欄のものは飲料水のようにきびしい水

質規準のものでなくてもよし、。いわゆる雑用水で，その量は全体の半分にも及んでい

る。水の量が不足することが心配されている現状よりして，飲料水のような上水でな

第16表 家庭の水の使い方 c1日l人当り）

食 事 用 2.5 

炊 事 用 5.5 

食器洗い 4.0 

お 風 呂 55.0(110.0) 

（資料〉名古屋；水道局19630

（注〕 （ 〉内は夏季。

洗 濯

掃 除

ごみ処理

水洗便所

（単位： l)

60. 0 (90. 0) I水洗い ｜ 5.0 

8.0 i洗車 ！
85.0 

6.0 l雑用 12.0 

25.0 
言十 288.0〔343.0)



おいしい水道とまずい水道の浄水水質（中西，浮田）

くおいい、水＞｜銭高層鵡c~~I震熱間男1~；；裏献宇浄都水宮場市配山本i盛岡系市〉 （浄北上函 給館 栓市Iおいしい水｜｜おいしい水
水山 水｜市内水の水質範聞の平均水質

水 温 10.0 7.9 17. 6 13.5 14.2 11.0 9.9 8～14 12.01 

色 度 。 1.2 。 1.3 。 。 1.4 2以下 0.56 

PH 7.2 6. 7 7.0 6.8 6.8 7.2 6.3 6. 7～7.0 6.86 

Cl-ppm 6.8 11. 6 6.7 11. 1 8.9 4.9 9.0 12以下 8.43 
過マンガン酸カ 0.89 (L 13) 0.82 1.82 1.42 2.5 LO 2以下 L 33 
リ消費量
アルカリ度 25 16.0 23.3 4.0 17.43 

総 硬 度 24.1 0.01 40.2 34.1 53.9 17.8 21.2 29.61 

鉄 1.22 65.0 0.02 0.03 0.19 0.05以下 0.29 

蒸発残留物 67 0.8 94.0 83.8 131 40 77 79. 80 

NO,-N 0.1 0,72 0.44 0.50 微量 0.33 

第17表

議

函

斗
ρ
什

細

部

（
園
）

H
C］｛

 

市 ｜まずい水の1まずい水の
水質範 平均水質

根

水 温 16.3 16.8 17.1 14. 7 16.5 16.28 

色 度 2.25 1.9 3. 7 2.0 1. 25 2.22 

PH 6.46 6.34 6.3 6.93 7.35 7.6 6.83 

Cl-ppm 19.68 27.8 27.8 28.0 14.3 10.5 18.30 
過マンガン酸カ 3.41 3.77 5.55 2.5 1. 9 2.8 3.32 
リ消費量
アルカリ度 20.83 18.6 26.2 88.0 56. 7 27.0 39.56 

総 硬 度 43.67 44.6 54.l 122.0 67.8 27.0 59.86 

鉄 0.03 0.06 0.139 0.03 0.12 0.01 0.06 

蒸発残留物l 110. l 161. 0 133.0 403.0 107.8 182.98 

NO,-N 0.59 0.50 0. 71 0.29 0.022 0.42 

市 ｜彦部市 ｜宇間市 ｜境市浅香山l中崎くまずい水＞ ［室官議弘司尼
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くても，下水と上水の中間の中水で充分である（高度処理のと ころでのべる）。

(c) おいしい水とまずい水

我々は毎日のむ水だからもちろんまずい水はのみたくなし、。おいしい，おいしくな

いは我々の味覚にうったえる問題だが科学的にその内容を知る方法はないのだろうか

とかねて考えていたがその点にふれたユニークな文献があるのでご紹介しておこう。

中西弘（山口大学教授〉「水の高度利用と高度浄化」表面 Vol12, No. 6. P c9(19 

24〕。

全国の上水道でおいしいといわれるところとまずいといわれているところの水質資

料をまとめて，第17表のような表ができた。このなかから特長をまとめてみると次の

よう tこなる。

① 水温が比較的低いこと（ 8～14°C〕。

② 過マンガン酸カリ消費量が低いこと（2ppm以下〉。

③ 塩素イオンが比較的低濃度で‘あること （12ppm以下〉。

④ 蒸発残留物や硬度が小さいこと （40～lOOppmおよび~20～50ppm ）。

またおいしい水は，溶存物質の少ないところが特長である。 これはまた健康によい

水に近いものでもある。

水温については体温に近い35～45°Cの範聞はまずく ，気温15°Cでは水温に対する好

みはなく， 25°Cでは6。Cの水， 35°Cでは2°Cの水が好まれている。

また水の味は炭酸イオン＞塩素イオン＞硫酸イオンの順に影響を受ける。

また蒸発残留物は外国では大変高く（また硬度成分も大きい〉 わが国の水は総体に

低いので， 日本の水は外国の水にくらべておいしい要因となっている。

(d）水と健康

① pH6. 8以下の場合と， 7.0以上のアルカリ性の場合を比較すると，前者の方が

高い死亡率を示している。酸性地域は脳卒中で2倍，ガンで2倍，心臓病で3倍

以上の死亡者が出ている（松村「水道協誌」 No.281,381〕。

② so,;co，の比率が大きいと脳卒中死亡率が高い（小林 「水道協誌JNo. 280, 

30頁，1958）。

③ 脳卒中死亡率とSi02含有量との聞には相関がある（永沢『飲用水と食品用水』

恒星社1967）。

④ カシンベック病の原因は過マンガン自主カリ消費量7ppm以上の水を長年つづけ

ているとこの病気にかかりやすい （半谷 「醸造誌」 62巻，2月号，135頁1967）。

それで健康によい水質の一例をあげるとpH7～8，蒸発残留物120ppm，硬度60

ppm, S0,14, CO, 36, SiO 220, Cl7, NO,-Nl. 0, KMnO，消費量は2.0以下，FO.6 （む

し歯予防〉がのぞましいことを中西らは指摘している。
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(2) 農業用水

昭剰:rso年度に使用された水の総量は約900億トンでその内訳としては，

生活用水 130億トン

農業用水 570 II 

工業用水 200 II 

となっている。農業用水がし、かに多量使用されているかが分る。 これはわが国は主食

である米が水田によって生産されることが，大きな原因であるが，その使用が年聞を

通じて，コンスタントに使われるのではなく，春から夏の時期に集中するのが特長で

あるが，その時期には幸に雨もまたよく降る地方が多い。

稲作に必要な用水量は水田の土壌や土地の条件によって大幅に異なるが，減水深と

して 1日に平均20mmで（ 1日に減少する水柱高さを減水深とよぶ〉， その内約半分が

河川に還元されるので，使用された農業用水が消費されてなくなるわけではない。

このことは生活用水，工業用水にも共にいえることで，ただこれらの場合には農業

用水に比し非常に水質が汚なくなって河川や海に放流される。

それでは水質が農業に使われた時に生活用水や後述する工業用水のように水質汚濁

が余り関係がないかというとそうではなし、。それについて次のような問題がある。

(a) 土壌の酸性化による被害：

① 酸性化すると土壌に含まれる有害な重金属類が水に溶解し， 作物に吸収され

る。

② 水素イオン濃度が大きくなると生育障害を起こす。

③ 有効な微生物の発生が妨げられ，また塩基性物質が流出するため土壌が老朽

化する。

(b) チッソが過剰になるための被害：都市近郊では都市汚水が農業地帯に流入し

て，チッソ分が過剰になり，水稲では茎葉だけが繁茂して実を結ぶのが不完全に

なってくる。

(c）重金属類が蓄積して被害が生じる：金属鉱山，金属精錬所から重金属が流出し

て，それが作物に吸収することによって大きな被害を与える。

第18表は重金属による試験結果のデータをあげておく。第18表の重金属類は微量存

在すればむしろ有効で，銅で25ppm，鉛で 75ppm，亜鉛で同じく 75ppm，鉄で50

ppm，ヒ素のような有害と思われるものでもlOppmあると収量は増加する。しかしそ

れらの含有量（土壌中の濃度〉を越すと有害になり，銅では500ppmで枯死，ヒ素は

250ppmで枯死してしまう。

特に明治の中期に起こった足尾鉱毒事件のため，銅の作物に対する影響については

明治から昭和にかけてかなり試験され，その有害性がみとめられている。

また第18表には示さなかったが，イタイ イタイ病の原因となったカドミウムによる
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第18表 重金属類の水稲に及ぼす影響
（単位 %〕

金（属ppm濃〉 度 Cu Pb Zn Fe As 

。 100% 1009ら 100%1 1009る 100% 

1 97.5 ioi. 2 I 98.6 104.1 

10 104. 7 101. 6 107. 2 97.1 106.4 

25 117. 2 101.9 112. 3 109.0 79.3 

50 96.1 98.6 103.5 103.3 55.2 

75 99.0 103. 7 106.0 99.2 21. 6 

100 80.5 99.6 94. 7 95. 7 18.3 

250 32. 7 78. 7 89.6 92.0 枯死

500 枯死 62.4 73.1 47.3 枯死

1,000 枯死 55.2 58.9 36.2 枯死

汚染についても，土壌中のカドミ ウムと玄米中のカドミウム濃度の関係についても研

究されている。

(3) 工業用水

工業用水は，水量に重きをおく 農業用水（時には前述の如く重金属類や酸性の水に

よって汚染されるが〉 や水質を重視する生活用水と，それとは多少異なり，必要水量

の確保，水温がなるべく一定であり，水質がよく，その上製造コストに影響する低廉

な水価格が要求される。

その内最も重要な要素は水量である。水がないとど うにもならない場合が多く， こ

の頃はその水量の割当ても不足勝ちなので，使用ずみの水をきれいにして再使用する

事が随分行なわれるようになってきた。しかしながら官民の水量対策が懸命に行なわ

れても，これから6～7年も経たない内に，工業用水は各地で不足していくことは，

産業構造審議会の中問答申（通産省，昭和53年6月15日〉を待つまでもなく予想、し得

ることであるが，なんとかして工業用水を確保するためには，工業用水道の拡充より

外にはない。今のままでいくと経済成長率年平均実質6.3%として，必要量日量6,800

万トンの内 3,000万 トンを工業用水道に依存することになる。計画ではその時期まで

に3,300万トン供給設備ができる ことになるが，地方自治体の財政難も手伝って，昭

和60年を持たす．とも各地に工業用水のひっ迫は目前に迫っている。

一般に工業用水の使用量は業種によって随分ちがう。そのおもな点は原料用，製品

処理用， 洗浄用，冷却用，温度調節用などがある。また河川水を水源とする場合と地

下水を水源とする場合とでは，用水の使用量もちがって くる。また冷却のためには海

水を使用することが多い。
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水量が一番問題だといっても，それぞれの業種によって水質も当然問題になるの

で，代表的な業種について，どんな水質が必要なのか第19表にあげておこう。

工業用水の使用区分からみると，多くの用水は洗浄用に使用され，水質の面ではそ

れ程厳格な要求はないが，原料用水や製品処理用水とボイラー用水では厳格である。

特にボイラー用水となると，溶解物質がすべて缶内て、スケーノレとなり，熱効率を著し

く低下させるからである。

（開JII北技研取締役，武庫川女子大学講師〕
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