
基準値　％

1ｇ含有の水量

1 一般細菌  100個以下

  大部分は直接病原菌との関連はありませんが、多数検出される場合は、病原微生

物に汚染されている疑いがあります。また、消毒が有効に機能しているかの判断基準

にもなります。

2 大腸菌  検出されないこと

  大腸菌を含む水は、糞便に由来する病原菌に汚染されている疑いがあります。

3 カドミウム及びその化合物  1ｇ / 33,000 リットル

　亜鉛鉱に含まれ、メッキ工場やごみ焼却場から排出され強い毒性があります。

4 水銀及びその化合物  1ｇ / 100,000 リットル

　工場排水や農薬散布などで水中に混入します。毒性が強く体内に蓄積します。

5 セレン及びその化合物  1ｇ / 100,000 リットル
　電子部品材料や顔料に使用されます。強い毒性があります。

6 鉛及びその化合物  1ｇ / 100,000 リットル

　多くの鉱石中に存在し広く分布しています。鉛製の水道管から溶出し、毒性があり

体内に蓄積します。

7 ヒ素及びその化合物  1ｇ / 100,000 リットル

　自然界に広く分布し、染料、製革などの工業排水や農薬が汚染源となることみあ

り、強い毒性があり体内に蓄積します。

8 六価クロム化合物  1ｇ / 20,000 リットル

　酸化力が強くメッキ、染料、製革などの媒染剤等に使用され工業排水に多く含まれ

ます。毒性が強く体内に蓄積します。

9

シアン化物イオン及び塩

化シアン

 1ｇ / 100,000 リットル

　メッキ工業、金属精錬、写真工業などの排水に多く含まれ、一般的には青酸カリとし

て知られ強い毒性があります。

10

硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素

 1ｇ / 100 リットル

　肥料、生活排水、工場排水等が汚染源であり、毒性があります。

11 フッ素及びその化合物  1ｇ / 1,250 リットル

　自然界の土壌中に広く存在し、水道水には土壌からの染出により混入します。毒性

はありますが、適量は虫歯予防に効果があります。

12 ホウ素及びその化合物  1ｇ / 1,000 リットル

　陶磁器の上薬、顔料、染料、家庭内の消毒や殺虫剤に含まれます。毒性がありま

す。

13 四塩化炭素  1ｇ / 500,000 リットル

　金属洗浄用溶剤、塗料、消火剤、殺菌剤に使用されます。毒性があります。

14 1,4-ジオキサン  1ｇ / 20,000 リットル

  特有の臭気があり、合成物質の安定剤や溶剤に用いられ、工場からの流失により汚

染される。毒性があります。

15

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

 1ｇ / 25,000 リットル

  溶剤、染料抽出剤、ラッカー等に使用され揮発性があり、毒性があり肝機能障害を

発症します。

16 ジクロロメタン  1ｇ / 50,000 リットル

  殺虫剤、染料、抽出剤、工業用洗浄剤に用いられ、神経系と粘膜刺激症状が主な

毒性です。

17 テトラクロロエチレン  1ｇ / 100,000 リットル

  有機物質の溶剤、ドライクリーニング溶剤、金属部品の脱脂洗浄に用いられ、毒性

があり肝臓や腎臓へ影響があります。

18 トリクロロエチレン  1ｇ / 33,000 リットル

  金属部品の脱脂洗浄や工業用溶媒に用いられ、毒性があり肝臓へ影響がありま

す。

19 ベンゼン  1ｇ / 100,000 リットル

  ガソリン、石油製品からの流失により放出され、毒性として中枢神経系への作用や、

造血組織に対する影響があります。

20 塩素酸  1ｇ / 1,666 リットル

　消毒剤の塩素の分解性生物。赤血球への障害作用があります。

21 クロロ酢酸  1ｇ / 50,000 リットル

　溶剤、洗浄剤、医薬品原料として使用される。

22 クロロホルム  1ｇ / 1,666 リットル

　トリハロメタンの構成物質で医薬品や各種工業製品の製造における溶媒として使用

されています。中枢神経を麻痺させ内臓器官への毒性があります。

23 ジクロロ酢酸  1ｇ / 25,000 リットル

　毒性があり、発がん性のリスクがあります。

24 ジブロモクロロメタン  1ｇ / 10,000 リットル

　トリハロメタンの構成物質で毒性があり、肝臓に悪影響を与えます。

25 臭素酸  1ｇ / 100,000 リットル

　消毒剤の塩素の酸化により発生します。
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26 総トリハロメタン  1ｇ /10,000 リットル

　消毒剤の塩素と有機物が反応して生成されます。原水からは検出されません。

27 トリクロロ酢酸  1ｇ / 5,000 リットル

　腐食性と刺激性が強く、角質溶解剤として使用されます。

28 ブロモジクロロメタン  1ｇ / 33,333 リットル

　毒性があり、麻酔作用があります。

29 ブロモホルム  1ｇ / 11,111 リットル

　毒性があります。

30 ホルムアルデヒド  1ｇ / 12,500 リットル

　農薬、消毒剤、防腐剤の原料で揮発性が高くシックハウス症候群の原因物質の一

つです。

31 亜鉛及びその化合物  1ｇ / 1,000 リットル

　河川水へは、生活活動や工業活動から流失することがあります。人間の必須元素

だが、わずかな毒性があります。

32

アルミニウム及びその化合

物

 1ｇ / 5,000 リットル

　 地球上に広く多量に存在しています。水道水へは白濁や味の障害が生じます。

33 鉄及びその化合物  1ｇ / 3,300 リットル

　 地殻中に多量に存在しています。工場の排水や水道配管からの溶出により流出し

ます。人間の健康に必要な物質です。

34 銅及びその化合物  1ｇ / 1,000 リットル

　 工場排水や農薬の混入等による汚染が考えられます。また資機材からの溶出によ

り着色水や濁り水の起こること有ります。毒性は低いです。

35 ナトリウム及びその化合物  1ｇ / 5 リットル

　 地殻中に広く分布しています。工場排水等により混入します。また、滅菌用の次亜

塩素酸ナトリウムは本物質です。

36 マンガン及びその化合物  1ｇ / 20,000 リットル

　 地殻中に広く分布しています。人間にとっては必須元素です。混入すると水道水

が黒水や異臭味を発します。

37 塩化物イオン  1ｇ / 5 リットル

  地質、下水、家庭排水、工場排水及びし尿等の混入により検出され、水質汚濁の

指標の一つになっています。

38

カルシウム、マグネシウム

等（硬度）

 1ｇ / 3.3 リットル

 土壌、工場排水、施設のコンクリート構造物からの溶出や水の石灰処理により混入

することがあります。

39 蒸発残留物  1ｇ / 2 リットル

 カルシウム、マグネシウム、シリカ、マンガン等の塩類や有機物です。

40 陰イオン界面活性剤  1ｇ / 5,000 リットル

　洗剤の主成分で生活や工業排水から河川等に流失し発泡や異臭味の原因となりま

す。

41 非イオン界面活性剤  1ｇ / 50,000 リットル

　洗浄剤、乳化剤、分散剤、流失油の処理剤として用いられています。

42 フェノール類  1ｇ / 200,000 リットル

　天然には存在しません。消毒剤、合成樹脂、医薬品などの原料に用いられていま

す。

43 ジャオスミン  1ｇ / 1億 リットル

　カビ臭物質です。水源の富栄養化による放線菌や藻類の代謝物質です。

44 2-メチルイソボルネオール  1ｇ / 1億 リットル

　カビ臭物質です。水源の富栄養化による放線菌や藻類の代謝物質です。

45

有機物

（全有機炭素(TOC)の量）

 1ｇ / 333 リットル

  有機物等による汚染の度合いを表します。土壌に起因するほか、し尿、下水、工場

排水等の混入による場合もあります。

46 ｐＨ値  5.8～8.6

  酸・アルカリの液性を示すもので0から14の数値で表されます。pH7は中性を表し、

pH7より値が大きくなるほどアルカリ性が強くなり、値が小さくなるほど酸性が強くなりま

す。

47 味  異常でないこと

　水の味は、地質、塩分、工場排水、化学薬品等の混入や藻類等生物の繁殖により

微妙に変化します。無味が基準となります。

48 臭気  5度以下

　水の臭気は、化学物質による汚染、藻類の繁殖、下水の混入及び地質等に起因し

ます。無臭が基準となります。

49 色度  2度以下

　水の着色の程度を示すもので、基準値以下であれば、ほぼ無色です。

50 濁度

　水の濁りの程度を示すもので、基準値以下であれば、ほぼ透明です。


