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大腸菌群は上下水道や環境に関わる基準項目の一つで、

糞便汚染の指標の役割を担っている。しかし、現在の公定

法で計測される大腸菌群には人畜の腸管に由来する糞便性

大腸菌群の他、土壌、植物など自然界に普遍的に存在する

非糞便性大腸菌群も含まれ、河川など公共水域における環

境基準超過率は高い。従来の大腸菌群試験の基準としての

評価に十分な注意を払う必要性が指摘されており1，2）、より

糞便汚染の指標として優れている試験を併用して行う必要

があると思われる。

沙流川上流は、「水質汚濁に係わる環境基準」3）により、

上流AA類型に指定されており、日高支庁では観測定点（日

高町千露呂橋）において年4回の水質試験を実施している。

この項目のなかで、大腸菌群のみがしばしば環境基準値（50

MPN／100ml以下）を超過し、特に夏季にこの傾向が著し

く、2．4×103MPN／100mlを超えることが観察されてい

る。

従って、その原因を究明することを目的とし、1992年と

1993年に観測定点から上流域において、水質試験、大腸菌

群の菌種同定試験、糞便性大腸菌群および糞便性連鎖球菌

の試験を行ったので4，5）、その概要を報告する。

方　　　　　法

1．試料採取

沙流川は日高山脈の日勝峠西部を源とし、日高町などを

流下した後、門別町富川で太平洋に流入する一級河川であ

る。試料採取は1992年9月16日と1993年8月9日に行い、

採水地点を図1、その概要を表1に示した。

千露呂小橋上流は人家もない山間部であるため、調査水

域は同橋から観測定点である千露呂横間の約1．7kmを対

象とした。また、対象流域間の沙流川への流入水は養魚場

および沢水系統の合流水以外には特に認められなかった。

2．水質試験および細菌試験

試料採取時に気温、水温およびpHを測定し、流量は浮子

による測定法6）および流量計を用いて測定した。有機物の

含量の指標として過マンガン酸カリウム消費量を酸性法7）

により測定した。

大腸菌群数は、BGLB培地による37℃の培養で、MPN 5

本法により求めた。1992年の試料について、大腸菌群の種

の同定を行った。DHL寒天培地に試料を塗抹して37℃で

培養し、形成された数個の大腸菌群集落をハートインフュ

ージョン寒天培地上に単離し、保有株とした。その菌株を

用いて、バイオテスト1号「栄研」（栄研化学、東京）およ

びアピ20E「BIO MERIEUX S．A．」（Marcy－I’Etoile，

France）による同定試験を行った。1993年の試料について

は、糞便汚染の指標として大腸菌群の試験より優れている

とされる糞便性大腸菌群および糞便性連鎖球菌の試験を行

った。糞便性大腸菌群数はEC培地による44．5℃の培養

（MPN　5本法）で求めた。糞便性連鎖球菌数はAC培地

による37℃の培養（MPN　5本法）で求めた。*日高支庁

**日高支庁（現石狩支庁）

***浦河保健所（現岩内保健所）



図1　試料採水地点

表1　試料採水地点の概要

沙流川

S t. 1 ：千露呂橋下、観測定点、農業用配水が流入する

S t．2 ：千露呂小橋下、St．1から約1．7km 上流、目立った流入水路はない

St．3 ：諸水路が合流し、本流に流入してから約30m 下流、St．1から約0．8km 上流

各流入水路

St．4：養魚池およびドライブインの簡易 トイレの裏手の水路の合流地点

St．5 ：養魚池からの水路

St．6 ：ドライブインの簡易 トイレ裏手

St．7 ：ドライブインの生活排水と沢水との合流地点

St．8 ：ドライブインの簡易 トイレ裏手に流入す る以前の沢水

St．9 ：農業用配水

結果および考察

水質試験および大腸菌群数の測定結果を表2に示す。

1992年9月には採水時期が夏季の渇水期を過ぎていたた

め、沙流川の流量は350～360t／minと多かった。そのた

め、過マンガン酸消費量の値も低く、大腸菌群数も環境基

準を超過しているとはいえ、100MPN／100ml前後と、そ

れほど高いものではなかった。一方、流人水路では、St．6

において、大腸菌群数が2400MPN／100ml以上検出され

た。この地点はドライブインに隣接する簡易トイレ裏に位

置しており、夏季には観光客などによる同トイレの使用頻

度が高いこともあり、汚染源としての可能性がある。養魚

池、農業用配水、沢水などの採水点では、St．6ほど大腸菌

群は検出されなかった。



表2　水　質　試　験　結　果

表3　各地点で検出された大腸菌群の種名（1992年調査）検出された大腸菌群の種を同定した結果を表3に示す｡

多量の大腸菌群が検出されたSt. 6では､Esherichia coli

とKlebsiella pneumoniaeという糞便汚染を示唆する菌が

検出されているが､その他の採水点では､ Enterobacter spp.

を中心とした､自然環境中に分布していると思われる大腸

菌群で菌叢が構成されており､ E. coliは検出されなかっ

た｡沙流川のSt. 1とSt. 3ではK.pneumoniaeが検出さ

れており､ St. 6からの汚染の影響が考えられるが､ E. coli

は検出されていなかった｡細菌が湖沼や地下水などの自然

水に放出された場合､その生存率は短時間のうちに減少す

ることが報告されている8,9)｡ St. 6で認められたE. coliが

St. 3で検出されなかったのは､両地点間で死滅してしま

ったか､あるいはわずかに生存できた菌がSt. 3において

検出されないレベルまで希釈されたためと考えられた｡



1993年の調査時には、夏季の渇水期でもあり、沙流川の

流量は1992年と比べて約5分の1程度であった。大腸菌群

数について、観測定点（St．1）では、1992年と比べてその

値が1．6×103MPN／100mlと高く、環境基準をはるかに

超えていたが、上流のSt．2では11MPN／100mlと環境

基準内であった（表2）。従って、St．1とSt．2の間に汚

染源があることは明らかである。流入水路では、大腸菌群

数がSt．6とSt．7で2．4×105MPN／100ml以上検出さ

れ、その下流となるSt．4でも2．8×104MPN／100ml検出

された。次に1993年の各地点の糞便性大腸菌群数および糞

便性連鎖球菌群数を表4に示す。両菌数ともSt．6および

St．7で著しく高く、その下流のSt．4およびその沙流川へ

の流入直後（St．3）まで、徐々に減少しているものの、St．

3において糞便性大腸菌群数で1800MPN／100ml、糞便

性連鎖球菌数で170MPN／100ml検出された。なお、検出

された全ての糞便性連鎖球菌は、6．5％NaClブレインハー

トインフュージョン培地に生育したことから腸球菌であ

る。

この結果から、St．6およびSt．7が細菌および糞便汚染

源であることが強く示唆された。また、過マンガン酸消費

量の値がSt．6ではSt．7の値の2倍強あることから、特

にSt．6において有機物および細菌汚染が著しいものと考

えられた。更に、St．6とSt．7の距離および同地点の流速

が非常に遅いものであったことを考えると、St．7では、St．

6からの汚染水が拡散したために細菌数、過マンガン酸カ

リウム消費量が高くなったものと思われた。このことより、

St．6が大腸菌群の汚染源であると強く推定され、原因と

して簡易トイレからの屎尿漏れが考えられた。夏季に沙流

川において顕著な大腸菌群の汚染が認められた原因として

は、渇水期で沙流川の水量が減少し、また、観光シーズン

のため簡易トイレの使用頻度が高まったことの相乗効果と

推定した｡汚染により拡散された菌による衛生学的影響が

懸念きれるため､今後､対象施設の衛生設備を改良するこ

とが望まれる｡

要　　　　　約

日高町沙流川において夏季に大腸菌群数が環境基準を大

幅に超過することから､汚染源を究明するため､沙流川と

その流入水路数点を対象に大腸菌群を含めた水質試験を行

った｡更に､大腸菌群種の同定試験､糞便性大腸菌群およ

び糞便性連鎖球菌試験も合わせて行った｡

その結果､ドライブインに隣接する簡易トイレ裏におい

て､大腸菌群数､糞便性大腸菌群数および糞便性連鎖球菌

数が著しく高いこと､大腸菌群の構成種がEsherichia coli

とKlebsiella pneumoniaeであったことから同地点におけ

る糞便汚染の可能性が強く示唆された｡
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英　文　要　約

It has been observed that the number of coliform

bacteria was over the value of environmental guideline

in Saru River, Hidaka town. To examine the coliform

bacteria contamination in Saru River, the distribution

of the coliform bacteria was investigated in the river

and some waterlines. The numbers of coliform bacteria,

faecal coliform bacteria and faecal streptococci were

remarkably high at a waterway near the simple public

toilet (St. 6) and at the same waterway inflowing the

living wastewater from several restaurants (St. 7). The

表4　各地点の糞便性大腸菌群数および糞便性連鎖球菌数

（1993年調査）



potassium permanganate demand of the sample
collected at St. 6 was 2-3 times higher than that
collected at St. 7. The isolated coliform bacteria at St.
6 were identified as Esherichia coli and Klebsiella
pneumoniae. Since an evidence of faecal pollution did
not find at other sampling stations, St. 6 was suggested
as the sources of faecal pollution.

Key words : coliform bacteria, faecal pollution, Saru
River


