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飲料水の汚濁限界について

洞沢勇

現代；まゐらゆる土地で人口が噌加し，また農工業の発達P二よ り土地が開発されつつ

ある。従って，水についてみても，普と違い，いろいろのlliJから汚染を受け，無条件

で飲料：こ供し得る水は非常に少なくなってきた。

人関がいたる処！こ侵入することによる伝染病原体や，田畑ミコ防J'e，工場の設置，都

市の増大等による汚染物質が直接 ・関接に水中：こ加わり，それを童文料lこしたためにお

こった被害の宍倒は枚挙にいとまがない。そして往時は， ζれ等汚染する物質の種類

や量も限られていたために，多くの場合，吾々の感覚lとよ り，本能的に，水が汚染さ

れているかいなl、かを区別出来たものと思える。しかし，現代：立汚染物質の種類 ・量

が増加し，とうてい，吾々の信感ではその存否が認定出来ないc ここで何とかして科

学的に水の汚染分有無，濃度を調べ、ょう とする試みが始められたのである。

そして，これから飲料水の汚染，特にその科学的に推定された限界を述べる前に，

よくお断りしておかなければならないことがある。それは現在，吾々は汚染を認定す

るために，いろいろの方法をもっている。叉，その飲料水の汚染限界として，いろい

ろの数字をもっている。しかし，これ等法決して完全で，かつ万能的でないこと，す

なわち，種々の方法を組合わせて，綜合的に判断きれなけれ：ご適正でないものが多

い。また， 限界，言いかえれば許容限度等についても，果してその数字が適当で、ある

か否か？ これを決定的に釈明する方法がないし，また， 決定し難いものが多いこと

である。特に衛生的な観点からの許容限度の設定はなかなか難しい。従って，以下述

べる諸事項については， 常に以上のことを念頭において判断や考祭を下していただき

Tこいのであるコ

1. 汚染物質の種類

飲料としての水の汚染限度は，汚染物質の種類に応じて決定されるべきでゐる。そ

して汚染する物質の種類をみると， ζの地上のほとんどありとあらゆるものが，その

汚染源となり得る。従って， 問題は複雑であるが，特（乙日常，飲料水の汚染源となり

易いもの，衛生その他の点から問題になり易いもの，と言う二つの点からみると，も

っと単純化され，取扱いの便宜上から次の3類に分けて考えることが出来る。

A 病原体



B 一般有機並！と無機汚染物質

c 有毒物質
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Ali伝染病原菌 ・寄生虫等であり，飲料水の衛生上最も重要な項目の一つであり，

Bは水の禽敗，臭味，その他家庭用水として使用不能にさせるような一般の有機物 ・

無機物で，直接，そのも のでは人体に有警には作用しないが，飲料水には不適当な物

質， Cにはその物質自身が人体に有害有毒のものとする。以上のような立場をかり に

;t:vて，以下， 論議をすすめることにしたい。

2. 各汚染物質別汚染限度

A 病原体

飲料水中に伝染病原菌や寄生虫が混入し，それによって起きれる被害ば甚だ大きい。

最近， 日本では 1年：こ8回以上の剖合で消化器系伝染病の水道流行をおこしている 3

(U. S.Aで：ま 24回）が，それ以外広井戸水その他によるものが大きい。従って，

飲料水中P己主病原体を含んではならないことが鉄則であるカ人さて実際問題として，

それでは与えられた欽料水中1こ果して病原体が脊在するか否かを，どう して実用的な

方法で決定するかが問題になる。セキリ ・腸チフス・小児マヒ ・流行性肝炎その；也の

病原体があるかないかを調べる ζ とは仲々容易な術でなく，また，これを一々検査す

ることは実際上不可能である。

水質試験の方で；ま，この目的のために次の方法を一般的なものとして採唱している。

(l) 飲料水中｛乙混入する病原体として：ま，消化器系伝染病原体が最L主要な部門を

占めている。

(2) 消化恕系伝染病原体のほとんどすべては， 尿尿中に混入して外界：こ放出される。

(3）従って尿尿が混入した水には，消化器系伝染病原体力王杏在する危険性があるつ

(4) 与えられた水l乙尿尿または尿尿の入った下水が混入し？こか否かを検査するこ

とによ り，消化器系伝染病原体容否の可能性をある程度確めることが出来る。

以上のような順序で，水の衛生的立場からの検査法中には大腸菌群の試験が一般に

採用されており， かつ，その数は汚染限度の設定！こ対し，甚だ重要な役割を演じてい

る。

すなわち，大腸菌；ま尿家中l乙常：こ存在すること，数が非常に多いこと，一般に大腸

菌：ま尿尿以外の所f乙存在することが少いこと等が，本試験の項目として撰定された大

きな理由である。すなわち， 大腸菌を尿尿の指標として採用し，その存否；こより，尿

尿の混入の有無を推定し，更にそれから消化器系伝染病原体の存在する危険性の有無

を知ろう と言うわけである。

ただ，ここで予め断わっておかなければならないことは，それならば，何故に大腸

菌としないで大腸菌群としたかと言うことである。
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現在，一般に採用されている大腸菌に対する水質試験法では， 大腸重と，乙れlこ類

縁の近い，例えば Aerogenesや両者の中間型の区別が出来ない。従って，乙れ等のも

のを一括して大腸菌群， Coli-formgroup として取扱うのでゐる。また，大腸菌群は

上述，－＇＊ 尿汚染：こ関する指標としては甚だ有用なものであるが，尿尿以外にも存在す

ることがあるためにそれだけ，以上の目的に対し，絶対的な価l宣ぞもっているとは言

えない欠点がある。しかし，いずれにしても現状では，尿尿汚染の有無検査には大腸

菌群試験法ょう優れたものは見当らない。

一般に水洗便所をもった下水中には 1cc中の大腸菌群数は

100,000～l, 000, 000/cc 

とされ，日本のように汲取便所内に貯留された尿尿では局留期潤が問題であるが，大

体都市汲取尿尿にあっては 1,000, 000/cc前後を算える。

従って，原泉が極く少量，水中lこ混入しても，鋭敏にその影答5・試験結果に現われ，

大体，その鋭敏度は次のようになる。

汚染わ 検出山来る混入割合

下 水 lppm. 

原皮 0.1 ppm. 

設：使 0.0001 ppm. 

これは化学試致によるアンモニアや起き素の定量による検査とは，比較にならない程

の鋭敏皮で，大腸菌群がζの方面で重視せられている大きな翠由である。

それならば大腸菌群についての汚染限度は現在， どの位のと ころに おかれて いる

か？

日本では 10ccの検水5本について酸酵試験を行い， 5本全部が大腸菌群！急性を立

前とするが，若し， 5本中1本に検出された場合は続いて 10回以上の試験を行い，

陽性率が 1096以下のときは飲用lこして差支えないと規定されている。

日本の基準決定の際に最も参考とされた，或は種本とされた U.S.Aのそれでは，

飲料水中の大腸重苦手は 100cc中1以上あってはならないように，統計的に規定され

るようになっている。

また，昨年， W.H. 0 （世界保健機構）で国際飲料水水質基準として一応決定され

た案（まだ正式に W.H.Oから各国に通達lまされていないが） では次のよ うになっ

た（詳細は省略）。

すなわち，

処理した水について

年をill1じ，試験された試料の 90%以上は，大腸菌陰性でなければならない。また，

最確数で 100cc中，大腸菌群1以下でなければならず， L、かなる試料も lOOcc中，

最確数で 10を越えるものがあってはならない。
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処理をしない水

年を通じ，試料の 90%以上は大腸菌群の最確数は 100cc中 10以下でなければ

ならない。また，いかなる場合も最確数 100cc中 20を越える試料があってはなら

ない。

以上は飲料水として大腸菌群からみた汚染限界を示すものであるが，苔々はこれよ

り汚染した水についても浄化により，飲料水として使用出来る能力をもっている。し

かし，ある程度以上汚染されたものに対しては，その浄化が実用上困難になる。いま

大腸窓群からみて，どの程度の汚染：こ対してはどの程度の浄化j去を適用するのが妥当

でゐるかを例示すれば，次のようになる。もっとも，これは例示で‘あって，処理方法

の如何，その方法の進歩等で，これより汚染の著しいものでも，飲料水まで浄化出来

〆ーコ。

(1) 他の水質で1ま飲料水水質規L手；二合倍するが，まだ，大腸菌群Tごけが合椙しない。

しかし，大腸萄群も月の平均で 100cc中 50を越えることが：＇；； l、水は，塩素処理そ

の他殺菌処理だけで飲料l乙供し得る。

(2) 大腸菌群が月平均値で 100cc 中5,000を走塁えることがなく，また，いかなる

月の試料についてもその 20%以上が 100cc中5,000を越えることがない。このよ

うな水は急速，緩透等のi慮過，次いで塩素処理等の処理を必要とする。

(3) 大腸2宣言手の月平均値が，100cc中， 5,000を越えるζ とがない。しかし，（2）の

水と違ってこの平均値を越える試料が，一ヶ月中に 20%以上ゐり， またそのうち

100 cc中 20,000を越える試料は 5%以上には達っしない水。このようなものは（2）の

処理の外に，例えば前塩素処理等の補助処理を必要とする。

以上の例から言える乙とは，大腸菌訴からみた汚染度限界は，複雑な処理をも行い

得るような条件を具えた所では（3）の程式，一般では（2），また，小部溶の水源に対し

ては（1）の程受とみるのが無難だと言える ことになる。

B 一般有機及び無機汚染物質

日本の飲料水判定標準の項目から拾うと，過マンガン酸カリウム消費量 ・フェノ －

Jレ・一般細菌数 ・汚水性生物 .§;i?j酸性釜素 ・アンモニア性窒素 ・硝酸性窒素 ・塩素

イオン・硬変・蒸発残留物等がこれに関係を有し，また，鉄 ・マンガン等もやや，起

を異にするが，この仲間に入れ得る。

以上の各（回について述べる余裕がないので，有機汚染物質の代表者として，例えば

過マンガン酸カリウム消費量lこっき，若干の考察を下してみると次のようになる。

過マンガン君主カリウム消費量は，一額三〉化学的酸素消費量 （COD）に属する訟験法

であって，一般には水中：乙存在する有織物量を推定する資料とされる。しかし， i!J!iマ

ンガン酸カワワム酸化カ：こは甚だしい撰沢性があるので，必ずしも適切な試験法とは

言い難い。むしろ， BOD.すなわち，生物化学的酸素要求量の方が，有機汚染の限界



24 水和科学館 1巻箔4号（1958)

令吟味するには適した項目であると思うコ

それで，いま，主として一般有機物の汚染度合を BODで表現するとして，その汚

染度限界を考えてみると，次のような数値がゐる程変無理がないのではないかと思う。

(!) 消毒その他，単純な処理で飲料水Jこ供し得る水3

平均の5日間 BODが lppm.以下で，最大志 2ppm.以上にならない。

{2) 沈澱 ・泌il!li・塩素処理等で欽持：こ供し得る水。

平均5日間 BODが 3ppm.以下のむの。

(3) (2）の外lこ補助処理が必要な水3

平均5日関BODが 3～5ppm.のものつ

ね） 飲料水水源として望ましくない水。

平均5日間 BODが 5ppm.以上：＝達するもの。

以上は内外の資料から著者が｛反に考えてみたむのであるが（もちろん，実際には他

の水質試験項目の成績と関連して判断しなければいけなL、），この標準を逆にみれば，

それが各条件に応じた飲料水水J宗としての BODのみからみた汚染の限界ということ

になる。すなわち，種々の施設を設け得ないような村等の飲料水水源：二対しては，平

均 BOD, lppm.以上になることは望ましくない，言いかえれば平均 BOD, lppm. 

をその汚染限界とみたいし，日本の普通の都市水道水涼としての限界は BOD, 3ppm. 

前後，大都市のそれば 5ppm.前後が限界点、とみたいのである。

次1：：無機汚染物質のうちj容存性のもの， 1例として最も普通の塩素イオンを挙げて

みよう。飲料水として，我が国では 30ppm.以下でゐることが基本的には要求せら

れている。 これは，一般に尿尿や下水による汚染が増加すると塩素イオンが増加する

という事実から，逆！と塩素イオンのyい水は汚染笈が高いと判定しようという原理が

適用されたものであるコしかし，この原理を適用するためには，清浄な水；ま 30ppm. 

以下であると言う事実が充分に確められた上でなければならない。実際には，地域 ・

地質的な原因で，これ以上；ことる水が多い。すなわち，汚染による極素イオン濃度の

変化の幅よりも，地震その他の汚染とは関係のない原因による幅の方か大きいので，

汚染指標としての本項目の意義が少い。

しかし，別の観点から，塩素イオンの汚染濃度には飲料水として限界がある。 それ

は本イオンがある濃度以上：こ及ぶと，飲料水として味をむら不適当なものとなるから

である。この限度は人；とより相違するが，大体 200～300ppm.の聞のようでゐる。

従って，これ以上：：：汚染というか塩素イオンか多く存在する ことは，一般飲料水とし

て望ましくなし、。すなわち，汚染の限界は 200～300ppm.前後ということになる。

無機物質のうち，不溶性のもの，すなわち，土その他に由来する微粒子が水中に懸

濁し，水を汚染することがある。飲料水としては， 溶存性のものもすべてを含めて

500ppm.以下，またi濁皮も水道水にあっては lo以下と規定せられているが， ζれ以
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上ゐるものでも一定の処理を行え：i~；料水：こ供し得る。すなわち，汚染限界：まもっと

上の方である。では，その限界はどの程度であるかというと，これは処理法の如何に

より積当大きな値！となっても差支えない。すなわち， tt澱や泌i品：こより除去されるち

のでゐるから，原則的にはいくらでも差支えないわけである。しかし， そうするため

には施設の建設費 ・操作等が増大するので，実用上はやJまり汚染限度があるc 費用 ・

人員のない簡易水道等においてほこの限度は甚だ低いが，大都市のそれに対しては高

L、。
c 有毒物質

有毒物質による汚染限界！土原型的には非常にはっきりし，人体に有害な程度以上lζ

含んではならない。しかし，実際問題としてこの数値を定めることは非常に難しい。

それは：

人間を材料：こして長期間，実験することができなL、
人々 によりその濃度：：：個人差があること。

飲料水：土他の場合と違い，長期間にわたってこれを俣取するという場合が多いの

で，単に一時的に服用した結果とはその影響のし方や強さが違うと考えられる。

等の理由：二よる。

日本の飲料水判定原準［こ挙げられている有毒物質としてば，次のようなものがある。

シアン 検出しではならない

水銀

鉛

弗素

比素

六価クロム

0.1 ppm. 

0.8ppm. 

0. 05 ppm. 

0. 05 ppm. 

亜鉛 lppm. 

調 i邑量， fこfこし水道水の場合！ま lppm. 

この外にも，飲料水中には種々の有毒物質が混入してくる。例えば良薬：こ使用され

る有機性燐剤が，最近特：二注目されている等である。

飲料水としての許容限度は以上の通りでゐるが，その汚染限界はやはり，その原』く

の処理方法如何によって決定される。従って，処理が困難であるも の，例えば弗素の

ようなものは普通には欽科水源としては山来るだけ含有していないるのを撰ぶべきで，

これは除去は出来るが，家庭用処理としては不確実であり，また，公共用水道として

は処理費が高くなる。

結 語

飲料水としての汚染の限界を代表的な 2～3の例を拾って述べてみたが，以上で明
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らかな乙とは， 飲料水としてのある水質上の条件は各国で規定せられている。しかし

その水源の汚染限界ば，必ずしも一定したものでない。すなわち，

水の処理技術の程度

処理方法1二伴う建設費 ・操作費

汚染濃度の時間的分布

等（こよりその限界は移動する。例えば塩素処理についてみても，遊離残留塩素によ

る殺菌が充万：二釈明されなかった 1940年以前と以後では，かなりその応用方法に差

が出来，そのために 1940年以後では，以前！こ考えられていたより以上に大腸菌群汚

染限界を拡大出来る可能性を生じたし，薬品沈澱j去の進歩によって，往時は利用出来

なかった程変：二濁芝の高い水が飲料水に用いられるに至った等は，オくの処理技術の進

歩による汚染浪界；つ移動を示す。

施設に対する経済的な条件でIi，近時，簡易水道が各処に普及しつつあるが，この

ような所でば多額の費用を出して完全な処理設備も出来ないし，維持管理に充分な技

術者を専属させることも難しい。従って，このような所では水源自身，汚染度の低い

ものでなけれ：；：・ならないが，大都市になれば，もっと汚染限度を高めても ζれを浄佑

するだけの力をもっている。

汚染濃度の時湾的分布も また，実際的には大切な要素で，一時的には限界を越える

汚染があってL，これが限られた短時間である場合は，その期間だけ取水を中止する

方が，はるかに実用的な場合もあるc

いずれにしても，われわれは水の汚染を出来るTごけ防止する一方，汚濁水を浄化す

る技術を向上させて，与えられた水を，より一層効果的に飲料水・産業上に利用出来

るようにしなけれ：まならない。（国立公衆俺生院衛生工学部長）
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