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［前号（No.122）掲載「水と環境（ I)」に誤り個所がありましたので，おわびして次

のように訂正させていただきます。

頁 行 誤 正

2 下から 2行目 造物の妙 造物主の妙

3 下から10行目 地面上 海面上

7 下から10行目 第7図 第 7,8図

9 上から11行目 体の気態状 水の気態状

12 上から12行目 1. 2kcal -1. 2kcal 

12 上から17行目 Na++ (H20)6 Na+ (H20), 

12 下から14行目 水の溶解する 水に溶解する

15 下から14行日 ‘一一一一一 ー一一一一→・

16 上から 1行目 経過 過程

16 上から14行目 10日間後 10日後

16 下から16行目 解離 溶解
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1. 水が地球上でどのように存在するか

(1）水の成因

水は空気と共にわれわれにとっては全く貴重なものであるのに，日頃身近にふんだ

んにあるので少しも貴重なものだとは思わなし、。さすが名僧の山田無文氏は，若い頃

空気の有難さを感じて仏門に入る一つの機会となったと，この間もテレビで話してお

られた。

またわれわれ日本人は過去にはきれいな水がふんだんにあって，しかもまるでただ

であるかのように感じてきたので，なおさらではなし、かと思われる。

しかし今はそうではなくなった。う っかりしているとこれから10年も経たない内に

東京圏でも大阪でも，東海，九州地方でも，日常の水が足りなくなるような趨勢にあ

る。のん気に構えておれなくなってきたのである。そのせいか水の問題はここ10年位

の間に特にやかましく取り上げられてきて， NHKその他の番組やニュースでも，ま

た新聞でも水の関係のある記事が出ない日がないようになってきた。また書籍にも水

に関する本が次々と出されるようになってきた。

しかし， それなのに少なくとも私が接している一般の人々には水について無関心な

人が多いのがいつわらざる事実である。

前おきはそれ位にして，まず水がどのようにして地球上でできたかというところか

ら順に説明していくことにする。

地球が誕生した当時から長い間かかって水素からヘリウムが核融合反応によって生

成し（太陽では現在もそれが起こっている）。順次核融合反応によって酸素も生成する

が（その科学的経過は省略する），大気中にあった水素と酸素が雷による放電作用な

どによって水が合成されたのであろう。しかも次々と大量のものが地球が安定した状

態になるまで‘にできたにちがL、ない。

また，もっとさかのぼって考えてみると，周期律表に示されたような元素が軽いも

のから次第に重いもの迄整然と生成されている事は全くおどろきである。しかも水素

原子が 1個しかない電子を放出し，酸素原子の電子軌道に不足する 2個の電子を得

て，この 2つが見事に結合して地球上でなくてはならないものが造られたのである。

そしていずれ後章でのべるように水がいろいろの特性をもち，そのために生命を維持

する上にも必要欠くべからざるものとなっている。

大量に生成された水はそれでは現在の地球上にどのように分布されたのか。まず地

球が太陽系の中で太陽から適当な距離に軌道を与えられたため，夏冬を通じて水が液

体の状態で存在していることは，偶然、そうなったのか，われわれには全く不明である

が，私には造物の妙と考えるより外に考えようがなL、。水が液体の状態でいられる 0

ocから30～40°Cの間にあったため，この水の中で生命が誕生してきたのである。
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第 1表淡水量の内訳

氷 河 74. 575% 

地下水 25.000 

湖 沼 0.300 

土嬢中の水分 0.060 

大気中の水分 0.035 

河 Jll 0.030 

＜地球上の水の分布＞また地球上の水は海水がひじように多く，氷河や地下水，河

川，湖沼のような淡水量が40×106km＇であるのに対 し， 1,370×10・km＇もある。その内

の主としてわれわれが利用する淡水だけの内訳を見ると第 1表の如くである。

この外，いろし、いろの鉱物には水が結晶水として含まれているが，その量は定かで

ない。例えばMgCl2・6H20やCaSo，・ 2H20中の水分量である。なぜ淡水と海水に

分れているのだろうか。淡水といえども純粋の水ではなく，少量の不純物を含んでは

いるが，少量であるのに対し，海水には食複が 3%も含まれている。

なぜ海水には食塩すなわち塩化ナトリウム（NaCl）が多いのか， 今のところまだ

答えがないままであるが（B.世．デリプゴリツ著，堀江豊訳『水の世界』 p.175，昭和

50年講談社），一応次のように考えられる。

塩素は鉱物の組成としては大変含まれにく L、。鉱物は約 2,000種類あるが，その内

わずか12種類しか塩素が含まれていなし、。しかし往時元素の生成の際に塩素も馬鹿に

ならない量があったので，それは大部分塩化ナトリウムの形となって水圏に移動し，

今のような海が形成されたとL、う簡単な推測で満足していただきたい。

(2）地球上の水の循環

幸いにして地球圏は大気で掩われており，

往時生成した水は地球地面上や地下および大

気中に存在していて，その水は地球上で大き

な循環（サイクル）をしている。第 1図には

そのサイクルを示している。

まず，出発点を海としよう。海上からは海

水中の主として水だけが蒸発する（実際には

食梅等もごく少量随伴するが）。その蒸発量

は水温の高い赤道付近が一番多く，水温の低

い北極・南極地方は最も少ない事は常識的に

も判断できる。海面上 1cm•当りの年間蒸発量

第1図水のサイクル
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第2図 水の年間蒸発量の緯度分布

蒸1 －一ー平均
発 l 一一ー海上
量l －－－－陸上

60 30 0・ 30 60 

（北半球） 鎗度 （南半琢）

（資料〕北野『水の科学』42頁図8より。
（注〉数値は lcm2あたりg。

第2表 緯度と降水量の関係
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（直）と緯度の関係を示すと第2図の

如くである。

第2図には陸上からの蒸発量も併

記してある。大気中に蒸発した水蒸

気は第 1図に示すように雨となり，

あるいは雪となって地上に降下す

る。その際緯度によって降水量がど

の位ちがうかを示したものが第2表

である。

降水 量（mm)

270 

501 

631 

l, 093 

これによっても緯度によって蒸発量がちがう事が分るが，この表は海面のみなら

ず，地上面からの蒸発量も関係し，また蒸発した水蒸気は気象によって移動すること

もあるので第2図との相闘は十分ではない。

雪はもちろん冬期山岳系を掩っているが，その量は馬鹿にならなし、。また日本は冬

期日本海側では雪が多く，太平洋側では雨となる。雪はヒマラヤのような高山系の所

では年中氷河で掩われているが，日本では春と共に雪がとけて水となり，小川となり

次第に河川に流入する。雨もまた河川の上流 ・下流を問わず，また湖沼にも流入す

る。雨はまた河川，湖沼あるいは地面より地下に浸透し，地下水を形成する。氷河，

地下水，河川，湖沼は直接，間接に結局海に流入してこのサイクルは終了する。

2. 水の不思議な性質

水はいろいろと不思議な性質を持ってし、る。 化学組成は簡単な

H20であるが，その特性について知っておく事は必要で・あろう。

この頃水の本性についても各種の一般啓蒙書が出ている。例えば次

のようなものがある。



北野康『水の科学』 NH Kブックス

東大公開講座『水』東京大学出版会

上平恒『水とは何か』講談社

B.ψ．デルプゴリツ著・堀江豊訳『水の世界』講談社

ゲユルコフ等著・大竹三郎訳『水の本性』東京図書

(1) 水の物理的性質

(a）水の分子の姿

＜水の分子構造＞一般に水はHー 0-Hのように酸素原

子が中心にあり， 2つの水素原子が対称的にくっついてい

るのだろうと考え易いが，実はそうなっていない。そして

第3図のような結び付をしている。

図のような結び付をしているため，いろいろの特性を持

つことになる。しかしほんとに不思議である。何も好きこ

のんで、こんな形をせずともよいのに， H-0-Hの方が自

然の結び付だと思われるのに，なぜこんなになったのかし

藤田：水と環境（ !) 5 

第3図水の分子構造

らとよく考える。このような結び付をした理由を解折した〈資料）山県『水と環境』15頁図3

報告は聞いた事もない。人間はできたものの姿を科学的に よれ

検討を行なってようやく第3図のような水の分子の姿を確定した。

ここで今のべている事は実は重要なことである。どうしても人間では測り知ること

ができない事象があって，人聞は後からそれを追い求めている事が非常に多いのであ

る。環境の悪化も人聞が全く気が付かない事が起こってきて大変な公害問題も起こし

ているのである。水俣病の水銀中毒も Pc Bによる公害も誰が初めから分っていたで、

あろうか。公害が出始めてから学者はその実態を追究する。当然行政も後から対処し

ているにすぎなし、。このように，自然の中には人知では測り知れないものがたくさん

ある事をこの際あらかじめ知っておきたいものである。

さて第3図で見られるような結合の仕方をしているために，水素イオン側が正電

荷，酸素イオン側が負電荷の分布をとりちょうど稼磁石のようになっている。これを

極性があるという。これによって水がし、ろいろの物をとかす力が大きいことが分って

くる。

(b) 水の三態

水は大気圧下0。C以下では氷，。。Cからioo0cの間では液体， 100。C以上では水蒸気

であることは周知のことであるが，この三相がまことに都合よくなり立っていること

を知っておく必要がある。
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もし水が水蒸気にならないか，あるいは水蒸気圧がもっと小さければ，今のような

地球上における水のサイクルは起こ り得なかったにちがし、ない。水域からも水蒸気が

蒸発せず，したがって雨も雪も降らず，河川は流れることがないので，われわれの生

活用水として，また農業にも工業にも利用することはできなかったはずである。

①氷

＜氷の密度＞氷は四面体構造のものが次々と整然とならんでいて，第4,5図のよ

うになっている。そして原子と原子との聞には空隙があるので，液体の水にくらべて

密度がかなり小さく標準状態の氷の密度は0.91Sg/cc（同温度の水の密度は 0.99987g/

ccである）。 氷が海面上に浮かんでいる場合，海水の密度が約1.03g/ccで－あるので，氷

山は海面上に大体7分の lしか浮かんでいない。大部分は海面下に没しているので，

海面上は小さく見える氷山も実は大変大きいもので，タイタニ ッグ号がこの氷山に衡

突して沈没したのは有名な話である。

また，水が冬期，気温が下って氷となった時，水道のパイプがよく破裂することがあ

るが，氷になると膨脹するので、パイプの耐圧力では抗し切れず破裂してしまうのであ

る。だから屋外にあるパイプは断熱剤でよく保温しておくか，蛇口から少しずつ水を

流してパイプ内で氷結する時の速度より速く してやればパイプは凍らなL、。 しかし水

を少しでも節約するためには後者の方法はのぞましくない。

＜氷の熱伝導率＞氷はまた熱を伝える性質，すなわち熱伝導性が小さいので，水面

上に氷が張ったとき，氷面下にある水の温度を守ってくれ，池などが底まで凍ること

を防ぐので，水中の魚やその他の生物が保護される。北海道やソ連では凍った川の表

面の氷に穴をあけて， 釣糸をたれ，魚をとっている写真をよく見かけることがある。

＜氷の融解熱＞氷はO。Cで液体の水になるとき，必要な熱量は他の物質にくらべて

大きく（融解熱79.7cal/°C • gr），そのために春の雪どけはゆっくりとすすみ，気温が

第4図水の四面体構造 第5図 氷の結晶模型

（資料） 大竹『水の本性』11頁図2より。 （資料〉 大竹『水の本性』12頁閃3より。
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上っても河川が大洪水からまぬがれることができる。これも水の特性の一つで、ある。

②水

＜水の密度＞水の最大密度は大気圧下4°Cでl,OOOg/ccである。その前後はこれよ

り小さい。これが他の物質とは大変ちがっているところである。何故そうなるのか。

まず氷を次第に熱していくと， 。。Cで、液体になる。液体になると結品中の空隙が水

の分子の侵入によってうめられていくので， 。。Cの水の密度は氷の密度より急に大き

くなる。けれどもまだ水の分子が空隙を十分に満たし切れず， その密度は 0.99987g/

ccであるが， それが4°Cになるまでには順次空隙を満たしていき， 4°Cになると空

隙率が最小となり，密度は l,OOOg/ccとなる（第6図参照）。 その後は一般に見られ

るのと同様，分子の運動が次第に活発になり，熱膨脹をおこすので密度は次第に小さ

くなっていく。

水が4°Cで密度が最大であるという事は水の大きな特性の一つである。氷面下で水

が凍結しない理由を熱伝導性の点から先程のべたが， 4。Cの水が一番重いことも大き

く関係している。池の水が冬に近づくと水の表面の水温が次第に低下すると密度は下

部の水の密度より大きくなるので，上と下の水はゆっくりおき代っていく，つまり対

流がおこる。それは上方の水温が4°Cになるまで続いていく。そして密度の最も大き

い4°Cの水は底部に停滞する。さらに表面の水混が4°Cより下っていくと，次第に4

ocの水の密度より小さくなるので水は対流をおこさず静止の状態となる。そして 0°C

に達し，遂に表面は凍ってしまう。しかし下部の水は必mず 0°Cより高い水混であるの

で凍らない。ましてや底部の 4°Cの水は液体のままで存在する。

＜琵琶湖と諏訪湖＞琵琶湖 第6図 いろいろな温度における水と氷の密度

のような大きくて冬期気温が

それ程下らない湖と，諏訪湖

のような気温が0。C以下にな

る所とでは湖の内部の様相は

ちがってくる（第7図参照）。

諏訪湖の場合は上に説明し

たようになるので，対流期と

停滞期の二つがあり，年間を

通じ対流期が2固と停滞期が

2回起こる勘定になるが，琵

琶湖では最低水温が4°C以上

の6～7°Cであるので対流と

停滞というものが2回はくり

返さない。秋を経て冬に至る

1.0000 
水

0.9998 ~’ ， 
~ 0.9996 / 
三 F、、 O

"DD 0.9994 

制 0.9992

悌 o.9350 I 

0.9250 、、、 l

、、Ml<.
0.9150 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 

温度（℃）

（注） グラ 7の上部と下部では縮尺が異なっていることに注意。
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第7図 琵琶湖

夏一秋 ー 冬 冬 一 春 一 夏 聞は水はゆるやかに循環対流をおこすが冬

から春を経て夏に向う間は水にはほとんど

I 『対流が生じなし、。したがって湖内における

＼ 停滞 ／ 生態も冬期と夏期とでは異なってくる（第

＼＼ー＿，／ 8図参照）。勺ヅ
第8図 諏訪湖

夏 ー＋ 秋ー＋ 冬 冬 一’ 厳冬 厳冬 一ー 冬 冬 一＋春一ー 夏

勺ュノヒヅ勺ヅヒ：ヅ
＜水の熱容量＞ある与えられた物質 1gを1°Cだけあたためるのに要する熱量を比

熱という。水の比熱は物質のうちでは最も大きく 15。Cで lcal/g • 。C つまり 1 gの水

を 1°C上昇させるのに 1calの熱量がし、るが， 氷となるとそれが半減して0.5calで、よ

いし土や砂のようなものは大体0.2calでよし、。鉄とか銅ではわずかO.lea！位でよく，

つまり少しの熱を与えても温度は上昇する。水の場合には中々そうはいかない（水の

比熱も温度によって異なり，温度が上る程小さくなる〉。 水の比熱が大きい事，すな

わち熱を受け入れる容量が大きい事（熱容量）は何に基因するかはっきりは分らない

が，やはりその構造に関係するのであろう。

＜海風と陸風＞さて真夏の海水溶場ではどんな事が起こるかを考えてみると，海岸

の砂浜の比熱は小さいが，海の比熱は大きい。そこで真夏の太陽が照りつけると，海

は海水浴ができる程度にあったかくなるが，砂浜は歩く事もできない程あつくなって

しまう。そうすると砂浜の付近の空気はかなり暖められて，空気の比重が軽くなり上

昇しようとする。そうすればそこで空気の移動が起こり，海の方から陸地の方へ風が

吹いてくるから海風が吹く事になる。真昼の小屋の中でそよそよと風に吹かれて昼寝

をたのしむことができる。

夜はその反対で海より砂浜の方が冷えてくるので付近の空気も冷たくなり，比重が

大きくなるので，海の方へ空気が押しやられることになり，陸風が吹いてくる。

その中間の朝方と夕方にはちょうど風がとまる時ができ，それを朝凪，夕凪といっ

ている。この水の比熱が大きい事は工業上にも大いに利用できる。

＜冷却水＞熱交換機の鉄管外に冷水を通すと管内のあっくなっている物質の熱を鉄

管を通して管外の水が熱をどんどんとってくれる。このように冷却水として水はひじ

ようによく使われる。特に地下水やら海水は値段も安くいつも利用されてし、る。

＜水の表面張力＞次に，水の表面張力は水銀の次に大きい。水銀はずば抜けて大き
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く， 4$7ダイン／cmで、あるが，水は72.15ダイン／cm，その他のものは20～30位のものが

多い。表面張力というのは，その表面が縮まろうとするカである。水が蛇口から少し

す．つ落ちるとき，小さな球になって落ちるのは表面張力が大きいためである。

表面張力が大きく，その液体がさまざまな間体の表面をぬらすカとのために細い管

の中で水は上の方へ吸い上げられる毛管現象があるが，それが植物中で水を土中から

根を通してどんどん吸い上げるのに役立っている。またこの毛管現象があるために体

内の毛細血管はわれわれの中の細胞へ栄養をもった血液を送り届けてくれるのである

から，水は蔭のカとして大変役に立っている。

③ 水蒸気

気体と水蒸気とはちがう。気体は安定した気態状のものだが，水蒸気は水と共存で

きる体の気態状のものをいうので，水の場合はどうしても水蒸気の場合を考えなけれ

ばならない。水蒸気は水分子の第3番目の凝集状態で水面上にも氷の上にすら発生す

る。

このように水の蒸発は大気圧のもとではO。Cから 100°cまでのどの温度下でもおき

ている。高圧下では更に高温度のところでおきる。水面上の水蒸気量は外部の条件に

変化がない限り増減なく水蒸気と水は平衡を保っている。水蒸気がこのように共存す

る水と平衡の状態にある時この水蒸気を飽和水蒸気という。

＜飽和水蒸気＞飽和水蒸気量は空気 lm＇中にある g数であらわしたり， 水銀柱の

長さで示すことができる。一例をあげると第3表のようである。これは水銀柱であら

わしてある。

何故蒸発するのか，たくさんの水の分子の中には人間と同じように元気なのも居れ

ぼそうでないのもいる。元気なのは運動エネルギーをたくさん持っていて，水の中に

じっとしている事ができず，水面の上にとび出してくる。これが蒸発である。この蒸

発が大気中でおこると水の分子はどんどん拡散していくので，第3表で・のベたような

密閉状態のある飽和水蒸気量にはならない。

＜絶対湿度と相対湿度＞大気中にある水蒸気量（mmHg）を絶対湿度という。工業

第3表 温度と水蒸気圧

温 度（。C) 水蒸気圧（mmHg)

-10 2. 149 。 4.579 

10 9目 209

50 92.510 

100 760.000 
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第9図水中での水分子 上は飽和水蒸気圧と絶対湿度との比をもって

表わし，その百分率で示したのが相対湿度でo－ーー一－ H 

/¥- _¥/Hあるo

~／ たとえば10°Cにおける絶対湿度は 7.2mm
H H－－－ーーーーーーー - u 

Hgで、あったとする。そのときの飽和水蒸気圧

は9.209mmHgで、あるから，相対湿度は 7.2/9.209×ioo,=1s%となる。

この水の蒸発は水の＋イグノレの所で‘のべたように自然の中で大きな展開をしている

のである。

＜蒸発潜熱＞水が蒸発する時はその時の温度に相当する熱の吸収があるが，これが

蒸発潜熱（気化熱）であって，25°Cの時の気化熱は 1g当り 532.8cal, 100°Cの時は

539. 8 calと少し大きくなるが，大体530台である。。。Cの氷が水になる時の融解熱が

79. 7 calであったから，水の気化熱はひじように大きいことが分る。またこの値は他

の物資とくらべてみても格段に大きい。

これは何故だろうか。氷の結晶の分子間結合力を弱め，液体の水にする時に必要な

熱量より，液体の水が水蒸気になる時にはうんと熱量が必要だという事であって，液

体の水が水分子の結合力を弱め単独の水分子になる時のエギネノレーがうんと必要だと

いう事になる。これだけでは理解しにくいと思うが，水中では第9図のようにそれぞ

れ手を結んで（H20)2(H2o), (H2o)8のように会合しており， この手が切れまた自

由にとび廻るだけのエネルギーを持つのに多くの熱量が必要だと息われる。

次に空気中の水蒸気が飽和に近い時は，体から汗は蒸発出来ないが，空気が乾燥し

ておれば気化熱を皮ふちから奪ってし、くために皮ふの温度が低下するので，すずしく感

ずるのも水の蒸発のおかげである。

(2) 溶媒としての水

水質汚濁は要するに水の中にいろいろの不純物が溶解していて，そのために魚や動

植物や人聞に被害を与えるのである。大気中の有害物質は多くは呼吸作用の際，人体

に害を与えるが，水中の有害物質は口をへて体内に入り害を与える。水はその分子の

構造上いろいろのものを溶解する力がある。そしてその溶解力のために有益なことも

あれば有害なことも多い。以下回体の溶解の場合と気体の溶解

の場合に分けて説明する。

(a) 固体の溶解

水の溶解力は第3図に示したような水の構造が大きく関与し

ていることは前にものべたが，双極子モーメントと よばれる一

種の電気的な力がある。

H20のこのこつの極は他のいろいろの分子をばらばらにす
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るような影響力がある。そ 第10図 塩化ナトリウムの結晶構造

のために絶対的に水に不溶

であるといえる物質は存在

しないことが確認されてい

る。だから海水にはいろい

ろの化合物がとけていて，

ウラニウム化合的も徴量含

有し，海水からウ ラニウム

を回収しようという事も考

えられさかんに研究されて

いる。純粋の銀もわずかで （資料〕大竹『水の本性』66頁図16よれ

はあるが水に溶解し，銀イ 第11図食極の溶解の過程

オンとなるため微生物も銀

イオンによってころされる 戸、〆、
(Ncn Cl J 

ので微生物も生存し得ない。 ℃士ノ℃ンノ
また化学の父といわれたフランスのラボア ／同誌 ／目立誌

(Cl J (Na:J 
ジェ ーは水に不溶と思われていた硝子製のフ 吃’ノヒツ
ラスコに水を入れ，長時間加熱すると微量の ／、 f、

(Na・ l (Cl l 
ガラス成分が水にとけることを 200年も前に ℃三ノに：ノ
確認している。ここでは海水中の主要成分で よう＼

ある食塩が水に溶解する様子について述べた

＜食塩の溶解＞食塩が水にとける時は，食 （資料）大竹『水の本部』67頁図17より。

塩，つまり塩化ナトリウム（NaCl）は Na＋と Clーとに分解しているが，食塩の結晶が

水に溶解するまでには数段階の過程をへている。

塩化ナトリウムの結晶は一定の規則のもとに配列した正六面体の結晶を形成し，第

10図のようになっている。

ここではどのNaイオンも 6個の Clイオンによって閉まれ，またClイオンも同様6

個のNaイオンによって囲まれている。結晶が水に溶解するときは水の分子にとりかこ

まれるが，水分子は前述のようにプラスとマイナスの極に分れているために，そのプ

ラス極（水素原子倶0はClイオンに向かい，マイナス極（酸素原子側）はNaイオン

に向かつて位置するようになる。第11図はそれを示している。

NaイオンClイオン共水を帯勤して結晶より分離する。そしてNaイオンの周りには

6個の水分子がくっつき， Clイオンの周りには4個の水分子がく っついている。何故

このように個数がちがうのかは，はっ きりしないが静電力の大きさのちがし、によるの
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第12図水中のナトリウムイオンと極素イオン であろう。

そしてその間にNaCl分子と， Na

イオンおよびClイオンとの聞に平衡

がなりたつようになり，常温では

NaClの内の80%位が解離してNaイ

オンとClイオンになる。 NaClが解

離するときに吸収する熱（解離熱）

とNaイオンとClイオンがそれぞれ

水と結合する（水和）時に発生する

（資料〉山県『水と環筑』59頁図31よれ 水和熱とはマイナスプラスの関係に

なるので，その差引で NaClが水に溶解するときの水温が低下するか上昇するかが決

まるが，食塩の場合は18。Cで食複 1モルが水100モルに対し， 1.2kcalで、あるから水和

熱より解離熱の方が少し大きいという事になり，温度は少し低下する。

アンモニウム化合物の場合は相当温度が低下する （例えば， NH,NO，硝酸アンモ

ニウム 1モルが，水200モル中に溶解する場合は－6.32kcalである）。

上の過程を示すと次の如くなる。

水 水和
食塩結晶一→食塩の溶解ー→Na++(H20).+Cl”（凡0),

水水
NaCl－一→NaCl一一→Na++c1-

溶解 ←－ 
1モル 0.2モル 0.8モル 0.8モル

以上は NaClが水の溶解するときを例としたが，多くのイオン化合物も上記のよう

な過程を経る。またこの時は廃水中にイオン化合物が水にかなり溶解しているために

それらを除去せねばならず，逆浸透法やイオン交換樹脂法のような高級な技術が研究

されている。所謂三次処理または高度処理といわれる技術であるが，これについては

いずれ後章でのべることにする。

水に溶解するものでも必ずしもイオンに解離するものばかりではなし、。砂糖のよう

な有機物は水に溶解して砂糖の結晶はこわされるが，イオンに分れる事はない。有機

化合物にはそんなものが多い。

＜コロイドの溶解＞固体の溶解のうちでも，コロイド粒子の溶解は中々厄介である。

水質汚濁の場合よく濁度が問題になるが，それにはこのコロイドが関係する。一見し

て透明に見えても実は水をにごらせている。コロイド粒子の大きさは大体1～lOOmμ

の聞にあるので，そのままでは沈降せず，いつまでも水中にあり水質を悪化させる。

＜粒子の大きさ＞水中の粒子はその大きさによって大体次のように分けられる。

懸濁液 IOOmμ以上（粒子の大きさ）



コロイド液 1～lOOmμ （粒子の大きさ）

真溶液 Imμ以下 ( II ) 

（注） mp( tリtクロン）＝106m 
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コロイドは一般には10＇～10＇個ぐらいの原子の集まりであるとされている。いずれ

述べるが，日本の河川には珪酸コロイド（Si02）が多いが，それを除去するには化学

的方法として無機の凝集剤が用いられる。

(b）気体の溶解

誰もが知っているように，冷たい水を入れたコップをあたたかし、部屋においておく

と，コップの中に小さい泡がし、っぱいあらわれる。また水をフラスコに入れて加熱し

ていくと，フラスコの底や内壁から小さな泡が浮き上ってくる。家庭ではやかんで湯

を沸かすとき注意して見ているとやはり泡が出てくる。これは水の中に空気が溶解し

ていて水温が上ると空気の溶解度が小さくなり，余分の空気が気泡となって系外に出

ていくためで－ある。水の中に気体として空気がとけ込んでいるのであるが，この空気

の溶解，そのうちでも酸素が水に溶解している事は大変重要な事である。

それによって水中の魚が呼吸をしているし，また水中の微生物も呼吸作用を行なっ

ている。そして今太平洋岸の海域では酸素の溶解量（溶存酸素量DOという）が少なく

なってきて，タイ，サワラのような高級魚が少なくなり，酸素が少なくても生きてい

けるようなイカナゴ，タチウオのような低級魚がふえてきている。川や湖の淡水域で

も同様で，汚渇している水中にはDOは少なく， ヤマメ，イワナ，アュのような魚は

いない。したがって水中のDOを測定すると水の汚濁の状況もかなり分ってくる。

水が酸素をどのようにつかまえて溶解しているのか，国体の溶解の場合と事情がち

がうが，その溶解の機作も水分子の電気的性質が関係するのではないかと考える。

＜空気の溶解＞さてこれから空気が水に溶解する場合を考えて見ょう。

水中にとけている窒素と酸素の割合と，大気中のこの二つの気体割合とはかなり異

なっている。大気中ではその容量比は大体4: 1であるが，水の中では大体2: 1と

なっている。つまり水中の方が酸素の割合がかなり多い。その相異点は何故であろう

か。それは酸素自体の溶解度の方が窒素よりかなり大きいからに外ならない。その聞

の溶解度のテーフツレを示すと第4表の如くである。

＜溶存酸素量＞それに対して，純酸素気体のみが，水に溶解する量は標準状態で

lOOccの水4.89ccあり，それに対して純窒素の場合は2.35ccで、ある。

空気が水に接している場合は窒素および酸素はそれぞれ分圧が働くので，ここで空

気の溶解度はへンリーの法則に従ってそれぞれの分圧に比例する。空気中の窒素の分

圧は0.8気圧と，酸素の分圧は0.2気圧であるから， 窒素の溶解度2.35×0.8=1. 88cc 

で，また酸素の溶解度は4.89×0.2=0. 99ccとなり， 両者の比率を見ると大体2: 1 

に近い。 第4表と比較するために， 1£ に換算すると10倍して Nzは18.Sec, 02 
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第4表大気と平衡にある水の酸素および窒素含量 （ml/l標準状態に換算）

温度対 o, I N, ｜空気仇＋N,)II温度。cI o, I N, ｜空気仇＋N,)

。 18.45 28.64 30 10. 15 15.39 

5 8. 16.30 25.21 40 4. 8.67 13.15 

10 7. 14.50 22.37 50 3. 7.55 11. 40 

15 7.04 13.07 20.11 60 3. 6.50 9. 78 

20 6.35 11. 91 18.26 80 1. 6.00 

25 5.75 10.96 16. 71 100 。 。叫 0.00 

（資料〉『環境化学』51頁表22より。

は9.9ccとなり，0°cにおけるN,,02の溶解量とほぼ一致する（多少異なるのは引用テ

ーフ・ルの基準が異なるため）。われわれは水中のDOはppm(mg／めであらわし，しか

も，水温は20°c前後であるから第4表の20。Cにおける0,6.35me/e=6. 35×32/22. 4= 

8. Olmg/tすなわち 8ppm位が常温におけるDO量という事になる。きれいな水には常

温でこの位の酸素が水にとけている。

＜炭酸ガスの溶解＞炭酸ガスは水にかなり溶解する。37～38億年前海中で生命が誕

生した際，徴生物による醗酵作用によって炭酸ガスが発生し，海中にもかなりの量が

溶解していたし，大気中にも炭酸ガスが含有されるようになった。その時点から太陽

エネルギーの力によって緑色植物が海中に多量繁茂するようになった。海中で水は炭

酸カeスと切っても切れない間柄であった（この問題は次節でのべる）。

このH,Oとco，はさらに共に石灰と化合して石灰岩（CaCO，）をつくり上げる仕事

もした。そこからカタツムリやサンゴ，ハマグリやカキの殻が形成され，さらに脊椎

動物の骨をつくるカルシウムを大量に供給する動機となった。また日常生活に関係の

深いコーラやソーダ水は， 飲料水の中に1.5～3.0気圧で炭酸ガスを圧入したものであ

る。

(3) 水の化学的性質

水の化学的性質についてはいろいろあるが，ここでは水処理の場合の問題および水

中における植物プランクトン発生に伴う問題にしぼって説明し，いろいろの化学的問

題は水質汚濁の各項目の所でその都度のべることにする。なお pHも水質汚濁に関し

ては重要指標の一つで‘はあるがこれは衆知のこととして省略した。

(a) 加水分解

汚濁水の中には前にも記したようにコロイド性の不純物や硬度成分である Caある

いはMg化合物が含まれており，これらの除去のためには無機凝集剤が使用される場

合がある。例えば Al塩やFl塩が使われるが，これらのイオンが加水分解重合を起こ
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して，

qM附＋POWー→Mq(OH)pC伊ーP)+

のような水酸化物が生成し，これが強い凝集作用を示す。その際凝集効果は pHによ

っていちじる しく異なるので，水中では pHを厳密にコントロールする必要がある。

pH調節剤としては水中に含まれている重炭酸塩が使われることもあり，またわざ

わざ消石灰などを投入することもある。例えば水中に夜度成分であるCa(HCO山が

あるとき，硫酸アルミニウムを加えると，
水

Ae2 (SO,)s十 3Ca(HC03）「→2Ae (OH、け 3Caso，十 6C02＋水

ここで生じたAe(OH），の粒子が核を形成し，次第に大きくなってフロックを形成

し，副生する石こうやパクテリヤを含むいろいろの浮遊徴粒子をとらえて徐々に沈降

してし、く。くわしくは水道水製造のところで説明する。

加水分解とは要するに文字どおり水を加えて化学変化を起にさせることであるが，

反応物が酸性のものであるか，塩基性のものであるかによって，反応はまちまちであ

る。これだけの説明では抽象的にすぎるが，代表的な例として石けんの洗浄効果にっ

てい説明をしておこう。

＜石けん＞石けんを製造するには動植物性の脂肪を加水分解する。脂肪は複雑な化

合物であるが，それに触媒のようなある特別な物質が共存すると，水と反応して脂肪

酸とグリセリンに分解する。脂肪酸としては，ステアリン酸やオレイン酸のような般

に苛性ソーダや苛性カリを作用させると石けんができる。石けんの主体は化学式では

C円Hs6C00Naで，これはステアリン酸ソーダである。

次にこの石けんを洗浄に使用する場合には次のように加水分解をする。

C,1H,.COONa+H20←一一C,1H35COOH+Na OH 

このステアリン酸は弱酸であるが，苛性ソーダは強いアルカリであるので反応物は

アルカリ性となる。ステアリン酸には水に親しみ易い親水基と不純物の油に親しみゃ

すい親油基があってその親油基が油にくっつき，油を包んでしまって洗浄作用がおこ

るのである。その際アルカリ性も洗浄に効果がある。

(b）光合成反応

＜赤潮＞瀬戸内海，東京湾や琵琶湖のような淡水湖でも，この頃は赤潮と称する植

物性プランクトンが多発するようになり，特に瀬戸内海の赤潮が大きな問題になって

きている事は御承知のとおりである。植物性プランクトンとは文字どおり植物性の浮

遊性微生物のことで，植物性というからには水中で光合成作用によって有機物が合成

され，それに生命の本体で、ある細胞を形成するための窒素（N）や燐（P）の化合物その

他を導入して生命を持った植物性プランクトンができるのであるが，これもまた水が

なければ生成してこない。

もちろん陸上植物もこの光合成作用によって有機物が合成され，根から土壌中にあ
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るNやP化合物を吸収して細胞が形成されるので，そのできる経過は異なるが，共に

水と炭酸ガスから太陽エネルギーと葉緑素の助けをかりて合成される基本反応は同じ

である。
光エネルギ－

6C02+6H20 一一→ C.H,,0.+602-674kcal 
葉緑素

水がこのように炭酸カeスと共に生命誕生の基本的物質である点は重要で，植物の生

育によって動物がそれを食べ，あるいは人間も植物のお世話になるばかりか，植物を

たべた動物のお世話にもなっている。光合成は食物生産の基本反応であるのだが，同

時に下手をすると赤潮のような，人聞にとってあるいは直接には水域内の魚にとって

迷惑千万なものを発生して〈るのである。赤潮の問題は水質汚濁の代表的問題の一つ

であるので，後章で述べる予定である。

14) 水と身体

われわれの身体には水がなくては生きていけなし、。断食はかなり長期に渉ってでき

るが，水は 1週間ものまなければ体は持たない。体内の水分は15～20%もへると脱水

症状をおこして7日から10日間後に死んでしまう 。

それでは体内で水はどのような効用があり ，特色があるのだろうか。

(a) 水はいろいろの電解質を溶解している。とけた電解質は当然イオンに解離して

いる。それによって生命に必要な生化学反応を起こし易くしている。

(b) また，水は前にものベたようにイオンに解離しない非電解質をもよく解離させ

る。したがって水はさまざまな有機化合物のよき溶媒となって生体内の生化学反

応にきわめてよい場を与えている。

(c) また水は前にものべた事と重複するが，表面張力が大きく，毛細血管や組織液

が細胞と細胞の聞のこまかし、間隙のすみずみまでみたし，栄養素や血液中にとけ

ている酸素の供給を行ない，また老廃物も水によって運ばれ，尿として体外に排

出する。その中にはもし体内に蓄積すると有毒となるものも外に出してしまうの

である。

(d) 人体は伝導，輯射，発汗その他による気化熱によって体内に発生した熱を放散

し，体温の上昇を防いで適当な体混を保っているが，水の気化熱が非常に大きい

事が与って力がある。

次に私共成人が 1日の内どの程度水をのみ，また排出しているか，その内訳をしら

べて見ょう（第5表参照、。

燃焼水とは食物が体内で酸素によって反応する際熱を発生し，同時に炭酸ガスと水

になる。その際生成する水の量を意味している。この数字は年間平均のもので，夏期

には収支の量はもっとも多く，冬期は少ない。
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第5表体内の水の収支（ 1日当り） （単位 ιc)

入 る 方 出 る 方

飲料水 1. 2CO 尿 l, 200 

食物水分 600 皮膚，肺より 700 

体内燃焼水 200 糞 便 100 

計 2.000 E十 2.000 

また一般成人男子では体重 1kgにつき約30cc，女性では同じく25cc程度の水分補給

が毎日必要 とされている。

老人の一般的傾向としては，（a）体液量が少なくなる，（b）腎臓で濃縮する力が低下す

る，（c）口が渇く度合の調節作用が弱くなる，などがあり，そのため老人においては異

常環境，疾病の場合にしばしば脱水症状を起こしたり，逆に水中毒をおこしたりしや

すくなる。

（掬川北技研取締役，武庫川女子大学講師）
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