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水道水質基準検査項目について (1/5)
なぜ検査をするのかどんな性質があるのか解説いたします。
1 一般細菌

一般細菌自体は特定の菌類を意味するものではありません。汚染
された水ほど多く検出されるため病原菌の汚染の指標となります。

基準：100個
/ml以下

2 大腸菌

この項目の検査方法はヒトの腸内常在菌を検出することができるた 基準：検出さ
め糞便汚染の指標となります。
れない事

カドミウム及び 電池やメッキに利用される物質です。富山県で起きた公害病のイタ 基準：
0.003mg/l以

3 その化合物

イイタイ病の原因物質としても知られています。

水銀及びその化 気圧計や蛍光灯に利用される物質です。熊本県や新潟県で起きた

4 合物

公害病の水俣病の原因物質としても知られています。

セレン及びその 半導体の材料などに利用される物質です。ヒトにとっては必須微量

5 化合物

元素ですがセレンの化合物の中には毒性が強いものも存在しま
す。

鉛及びその化合 鉛管を使用している場合水道から検出することがあります。ヒトが多

6 物

量に摂取すると神経系の中毒症状を起こします。

ヒ素及びその化 地質に含まれているため自然水から検出することがあります。3価と

7 合物

5価の状態で存在しますが5価の方が強い毒性を持っています。

六価クロム化合 メッキに利用される物質です。ヒトが多量に摂取すると嘔吐、下痢、

8 物

尿毒症を起こします。

9 亜硝酸態窒素

窒素化合物が変化したものです。排水や肥料に窒素化合物が多く
含まれているためそれらの汚染の指標となります。

シアン化物イオ
自然環境中にはほとんど存在しません。ヒトが多量に摂取すると意
10 ン及び塩化シア
識喪失、呼吸中枢麻痺などを起こすことがあります
ン

下
基準：
0.0005mg/l
以下
基準：
0.01mg/l以
下
基準：
0.01mg/l以
下
基準：
0.01mg/l以
下
基準：
0.05mg/l以
下
基準：
0.04mg/l以
下
基準：
0.01mg/l以
下

11

硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素と同様ですがヒト(特に乳幼児)が多量に摂取すると血 基準：10mg/l
液が酸素を運ぶのを阻害するメトヘモグロビン血症を起こします。 以下
亜硝酸態窒素

12

フッ素及びその 地質に含まれているため自然水から検出します。ヒトが多量に摂取 基準：
すると斑状歯の症状を起こすことがあります
0.8mg/l以下
化合物
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水道水質基準検査項目について (2/5)
なぜ検査をするのかどんな性質があるのか解説いたします。
13

ホウ素及びその 地下水、土壌には含まれる物質です。ヒトにとって必須微量元素で 基準：
すが多量に摂取すると下痢や嘔吐などの症状を起こします。
1.0mg/l以下
化合物

14 四塩化炭素
15 1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレ

16 ン及びトランス-1,2-ジク
ロロエチレン

17 ジクロロメタン
18

テトラクロロエ
チレン

19

トリクロロエチ
レン

20 ベンゼン

基準：
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなど
0.002mg/l以
に使用されます。発ガン性がある可能性があります。
下
基準：
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなど
0.05mg/l以
に使用されます。肝障害や腎障害を引き起こすことがあります。
下
基準：
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなど
0.04mg/l以
に使用されます。肝障害や腎障害を引き起こすことがあります。
下
基準：
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなど
0.02mg/l以
に使用されます。発ガン性がある可能性があります。
下
基準：
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなど
0.01mg/l以
に使用されます。発ガン性がある可能性があります。
下
基準：
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなど
0.01mg/l以
に使用されます。発ガン性がある可能性があります。
下
基準：
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなど
0.01mg/l以
に使用されます。発ガン性があります。
下

21 塩素酸

消毒剤の次亜塩素塩酸ナトリウムから生成します。ヒトが多量に摂
取すると赤血球に障害を与えることがあります。

22 クロロ酢酸

消毒剤の次亜塩素塩酸ナトリウムと水中の有機物が反応して生成
されます。皮膚や粘膜への刺激を起こすことがあります。

23 クロロホルム

消毒剤の次亜塩素塩酸ナトリウムと水中の有機物が反応して生成
されるトリハロメタン類の一つです。発ガン性がある可能性がありま
す。

24 ジクロロ酢酸

消毒剤の次亜塩素塩酸ナトリウムと水中の有機物が反応して生成
されます。皮膚や粘膜への刺激を起こすことがあります。

基準：
0.6mg/l以下
基準：
0.02mg/l以
下
基準：
0.06mg/l以
下
基準：
0.03mg/l以
下
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水道水質基準検査項目について (3/5)
なぜ検査をするのかどんな性質があるのか解説いたします。
25

ジブロモクロロ 消毒剤の次亜塩素塩酸ナトリウムと水中の有機物が反応して生成 基準：
されるトリハロメタン類の一つです。
0.1mg/l以下
メタン

26 臭素酸
27

基準：
次亜塩素塩酸ナトリウム製造時に不純物の臭素が酸化され生成さ
0.01mg/l以
れます。発ガン性がある可能性があります。
下

総トリハロメタ クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホ
ルムの合計を総トリハロメタンと呼びます。
ン

基準：
0.1mg/l以下

基準：
0.03mg/l以
下
消毒剤の次亜塩素塩酸ナトリウムと水中の有機物が反応して生成 基準：
されるトリハロメタン類の一つです。発ガン性がある可能性がありま 0.03mg/l以
す。
下
消毒剤の次亜塩素塩酸ナトリウムと水中の有機物が反応して生成 基準：
されるトリハロメタン類の一つです。肝障害を引き起こすことがありま 0.09mg/l以
す。
下
基準：
塗料や防腐剤などに使用されます。発ガン性がある可能性がある
0.08mg/l以
物質としてシックハウス症候群の原因物質にも指定されています。
下
消毒剤の次亜塩素塩酸ナトリウムと水中の有機物が反応して生成

28 トリクロロ酢酸
されます。皮膚や粘膜への刺激を起こすことがあります。
29

ブロモジクロロ
メタン

30 ブロモホルム
31

ホルムアルデヒ
ド

32

亜鉛及びその化 亜鉛メッキ銅管を使用している場合水道から検出することがありま
す。ヒトにとって必須元素ですが高濃度の場合渋みを感じます。
合物

33

アルミニウム及 ポリ塩化アルミニウムなどは水道水の水処理を行う際に凝集剤とし 基準：
て使用されます。高濃度になると水が白濁します。
0.2mg/l以下
びその化合物

34

鉄及びその化合 水道水の場合鉄配管を使用していると老朽化等により赤水となって 基準：
流出することがあります。
0.3mg/l以下
物

35

銅及びその化合 様々な分野で利用されますが水道の場合銅管を使用していると老 基準：
朽化等により流出することがあります。
1.0mg/l以下
物

36

ナトリウム及び 自然環境中に多く存在しています。急性毒性はありませんが汚水、 基準：
下水の混入の目安となります。
200mg/l以下
その化合物

基準：
1.0mg/l以下
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水道水質基準検査項目について (4/5)
なぜ検査をするのかどんな性質があるのか解説いたします。
37

マンガン及びそ 土壌中に広く存在しています。ヒトにとっては必須微量元素ですが 基準：
0.05mg/l以
多量に摂取すると倦怠感や頭痛などの中毒症状を引き起こします。
の化合物
下

38 塩化物イオン

自然環境中に多く存在しています。急性毒性はありませんが汚水、 基準：
下水の混入の目安となります。
200mg/l以下

カルシウム、マ
飲料水の口当たりを表すいわゆる硬水や軟水といった成分を決定 基準：
39 グネシウム等
する項目です。
300mg/l以下
（硬度）
40 蒸発残留物
41

水が蒸発した後に残る物質の量を表します。普通は水中のミネラル 基準：
分が残留しますが異物混入の推定の目安にもなります。
500mg/l以下

陰イオン界面活 洗剤の成分ですので高濃度に含まれる場合泡立ちが生じます。工 基準：
場排水や下水の混入の指標となります。
0.2mg/l以下
性剤

基準：
0.00001mg/l
以下
2-メチルイソボ カビ臭の原因物質とされています。水道原水が湖沼などの停滞水 基準：
0.00001mg/l
43
域の場合藻類の繁殖により検出されることがあります。
ルネオール
以下
基準：
非イオン界面活 洗剤の成分ですので高濃度に含まれる場合泡立ちが生じます。工
0.02mg/l以
44
場排水や下水の混入の指標となります。
性剤
下
基準：
防腐剤や消毒剤として使用されます。水中の塩素と反応して強い
0.005mg/l以
45 フェノール類
異臭の原因物質と生成します。
下
有機物（全有機 水の有機物の量を表します。排水や下水の混入や洗剤やアルコー 基準：3mg/l
ルの汚染があった場合高い数値となるので有機物汚染の指標とな
46
以下
炭素(TOC)の量） ります。
数値が低いと酸性、高いとアルカリ性を表します。水中の物質を特
基準：5.8～
定するものではありませんが水の腐食性や外部からの汚染の目安
47 pH値
8.6
となります。
水の味に異常がないか検査員が口に含んで検査します。他の検査
基準：異常で
項目で異常が見つかった場合は検査員の健康のため分析不能と
48 味
ない事
なります。

42 ジェオスミン

カビ臭や土臭の原因物質とされています。水道原水が湖沼などの
停滞水域の場合藻類の繁殖により検出されることがあります。
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水道水質基準検査項目について (5/5)
なぜ検査をするのかどんな性質があるのか解説いたします。
49 臭気

水に異臭がないか検査します。消毒剤の次亜塩素塩酸ナトリウムの 基準：異常で
においは異臭ではありません。
ない事

50 色度

水道水は普通は無色透明ですが何らかの異常で着色があった場
合はこの数値が高くなります。

【
着
色
の
例
】

配管のからの鉄錆が溶出している可能性があります。対策は腐食した配管等の水

赤、茶色 道機材を取り換えることですが一時的には水を流し捨て肉眼で透明に見える程度
になれば急性毒性はありませんので使用できます。
水中の酸素や炭酸ガスが微細な気泡となって白く見えます。しばらく放置して気
白く見える 泡が抜けると透明に戻ります。数十分経っても白い場合は亜鉛の溶出が考えられ
ますので腐食した配管の取り換えを推奨します。
水道水は普通は無色透明ですが何らかの異常で濁りがあった場合 基準：2度以
はこの数値が高くなります。
下

51 濁度

【
濁
り
の
例
】

基準：5度以
下

配管内の錆が細かい粒子状になったものや水道用ゴムパッキンが劣化により粉々

黒っぽい に剥離したものが流出している可能性があります。

白っぽい 水道機材用のライニング剤が剥離して流出している可能性があります。

以上が水道法で定められた水質基準項目の解説となります。
紙面の都合であまりにも専門的な個所や細かい説明は割愛しました。
各法令に基づく水質検査はもちろんですが弊社には創業以来培った水質検査や調
査、分析のノウハウがあります。
身の回りの水に関する事でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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