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緒　　　　　言

平成4年12月21日に公布された「水質基準に関する省令」

（平成4年厚生省令第69号）により新しい水質基準が示さ

れ、また、同日付けの厚生省生活衛生局水道環境部長通知

により快適水質項目、監視項目が水質基準を補完する項目

として設定された。そして、平成5年12月1日に、いわゆ

る「新水質基準」が施行された。新たに追加された項目と

しては、無機物質ではセレンやナトリウム、また、有機物

質ではトリハロメタン類（以下THMsと略）などの塩素消

毒による副生成物や農薬などが挙げられるほか、従来の基

準項目の中でも鉛、ヒ素などその基準値が強化されたもの

もある。その結果、昭和54年に施行された「旧水質基準」

が細菌学的及び理化学的な項目を合わせて26項目であった

のに対して、新水質基準では水質基準項目46項目、快適水

質項目13項目、監視項目26項目の計85項目が「水道水質に

関する基準」として示され、項目数としても大幅に増加す

ることとなった。中でもハイテク汚染物質として知られて

いるトリクロロエチレン類や前述のTHMsなどに代表さ

れる低沸点有機化合物（volatile organic compounds：以

下VOCsと略）は23種類の化合物、全21項目について基準

項目及び監視項目として基準値あるいは指針値が定められ

た。これらVOCsは以前から、その発ガン性や人体への健

康影響が指摘されており1）、新水質基準全85項目のうち

VOCsに関する項目数がその約1／4に達することから

も、これら化合物による水道水の汚染が懸念されているこ

とがうかがわれる。

そこで当所生活科学部水質衛生科（現、飲料水衛生科）

では、水道原水及び浄水のVOCsによる汚染の実態を調査

する目的で、原水、浄水、あわせて102件の水試料について、

新水質基準の基準項目及び監視項目で基準値あるいは指針

値が設定されているすべてのVOCsを対象項目として分

析を行ったので、その結果を報告する。なお、これらの水

試料は平成5年12月から平成6年3月までの4カ月間に道

内約80の水道事業体から分析依頼を受け付け、当所に搬入

されたものである。

方　　　　　法

測定方法：試料の採取及び測定は、厚生省生活衛生局水

道環境部長通知平成4年12月21日付（衛水第264号）の「別

表1検査法」に準じ、測定に際してはバージ＆トラップ－

ガスクロマトグラフ／質量分析計を用いた。また、試料採

取はすべて当該水道事業者により行われた。

試薬：各VOCsの標準物質としては関東化学（株）製の

揮発性有機化合物標準原液　基準＋監視項目分析用（メタ

ノール溶液、各化合物濃度1mg／ml）と内部標準物質とし

て同社製の4－ブロモフルオロベンゼン標準原液（メタノ

ール溶液、1mg／ml）を和光純薬工業（株）製トリハロメ

タン測定用メタノールで適宜希釈して用いた。標準溶液は

使用の都度未開封の原液から調製した。また、水は蒸留脱

イオン水を2～3時間沸騰させ、放冷後に高純度窒素で

10～20分間パージし、さらに、実試料と同様に測定操作を

行い、測定するVOCsにより汚染されていないことをあら

かじめ確認した上、標準溶液の調製に用いた。標準溶液、

試料の調製及び測定は、実験室環境からの汚染を防ぐため

すべてクラス1000のクリーンルーム内で行った。

装置：パージ＆トラップ装置はTeckmar製LSC－

2000にオートサンプラーAquatek50を接続して用いた。ガ



スクロマトグラフ（以下GCと略）はHewlett－Packard製

HP5890、質量分析計は日本電子製Automass50四重極型質

量分析計を使用した。なお、GCとパージ＆トラップ装置と

の間には液体窒素冷却によるクライオフォーカスモジュー

ルをとりつけた。各装置の測定条件は表1に示した通りで

ある。本測定条件における各VOCsの定量下限値は0．1μg／

lであった。

表1　測　定　条　件

結果　と　考察

原水、浄水のそれぞれについて、各VOCsの基準値及び

検出頻度と検出濃度の最高値を表2にまとめた。まず、原

水では、10種類のVOCsが検出されているものの、その検

出頻度は4．8～33．3％と低く、また濃度レベルは非常に低か

った。しかしながら、トルエン、ジクロロメタン、トリク

ロロエチレン、ベンゼンなどは、その濃度レベルは非常に

低いものの数件の原水において検出され、何らかの要因で

原水がこれらVOCsによって汚染されていることが推定

された。いずれにしても、今回の結果からは、特に問題と

なるような原水は見いだされなかった。

浄水では、塩素消毒副生成物であるTHMsの検出頻度

が非常に高く、8割以上の浄水において少なくとも1種類

のトリハロメタンが検出された。このことは、道内のすべ

ての水道事業体において塩素注入による消毒が実施されて

いることから当然の結果であるといえる。一般に塩素消毒

副生成物であるTHMsは、フミン酸などの水中の有機物

（前駆物質）と消毒用塩素剤が反応して生成し2，3）、また、

水温の高い夏期に高濃度で検出されることが知られてい

る4，5）。今回の調査が冬期間（12月～3月）に行われたにも

かかわらず、一部の浄水では総トリハロメタンの濃度とし

て40μg／lと比較的高い濃度を示した。従って、今後、春期

～夏期においても引き続き監視する必要があると考えられ

る。同様に、原水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応して

生成することが知られているハロアセトニトリルやハロ酢

酸類などのVOCs以外の塩素消毒副生成物質についても、

水道水中濃度の季節変化などの調査が必要であろう。

一方、THMs以外で高頻度で検出されているVOCsと

しては、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、

トルエン、キシレンがあげられる。このうちジクロロメタ

ン、トリクロロエチレン及びベンゼンについては、その検

出頻度及び検出濃度の最高値が原水のそれとほぼ等しく、

また原水に検出されたVOCsは同一系統の浄水からも検

出されていることなどから、浄水中に検出されたこれら3

種のVOCsは原水に由来していると考えられる。トルエ

ン、キシレンについては、検出頻度及びその検出濃度とも

に原水よりも浄水の方が高かった。浄水中の両化合物が何

に由来するのかは現時点では不明であるが、これらは塗料

や接着剤の溶剤として広く使用されていることから、何ら

かの原因で浄水中に混入したものと考えられる。



表2　VOCs　測　定　結　果

四塩化炭素

1，2－ジクロロエタン

1，1－ジクロロエチレン

ジクロロメタン

シス－1，2－ジクロロエチレン

テトラクロロエチレン

1，1，2－トリクロロエタン

トリクロロエチレン

ベンゼン

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

総トリハロメタン

1，3－ジクロロプロペン

1，1．1－トリクロロエタン

トランス－1，2－ジクロエチレン

トルエン

キシレン

p－ジクロロベンゼン

1，2－ジクロロプロパン

以上のように、平成5年12月から平成6年3月までに当

所水質衛生科に依頼のあった水道原水及び浄水について、

新水質基準の基準項目及び監視項目として規制されている

21項目のVOCsについて調査を行ったところ、検出された

VOCsのほとんどは塩素消毒副生成物であるTHMsであ

った。塩素消毒は水系伝染病防止の観点から不可欠であり、

水道法施行規則により給水栓における水中の遊離残留塩素

濃度を0．1mg／l以上に保持することとされている。一方、

原水中の有機物の分解にオゾンを用いた「高度処理」など

が研究され6）、一部では実施されているものの、費用の面な

どから現段階ではその利用度は低い。このように塩素処理

を続けていく以上は、常に消毒副生成物のリスクを負うこ

とになり、このことからTHMsの監視は引き続き行う必

要がある。また、検出濃度レベルは低いものの、THMsを

除く数種類のVOCsも、原水と浄水から検出されおり、そ

れらの汚染源が全く不明であることからしても、今後とも

VOCsに関する継続した調査が必要であると考えられる。

要　　　　　約

平成5年12月から平成6年3月までの4カ月間に道内約

80の水道事業体から集めた102件の水道原水及び浄水につ

いて、平成4年12月21日に公布された「水質基準に関する

省令」（平成4年厚生省令第69号）により基準項目及び監視

項目として基準値あるいは指針値が定められている23種

類、全21項目のVOCsを対象項目として分析調査を行なっ

た。その結果、浄水に関しては、検出されたVOCs成分の

ほとんどが、塩素消毒副生成物のTHMsであり、今回調査

を行なった検体のうち8割以上の検体から少なくとも一種

類のTHMsが検出された。また、THMs以外のVOCsで

はジクロロメタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、トル

エン、キシレンが検出された。原水については、ほとんど

すべての検体でVOCs成分は検出されなかった。いくつか

の原水から、トルエン、ジクロロメタン、トリクロロエチ

レン、ベンゼンが検出されたが、これらの濃度レベルは非



常に低いものであった｡また､浄水のTHMsを除いて､こ

れらいずれの化合物についてもその汚染源は特定できなか

った｡今回の調査のうちやVOCsの濃度が基準項目及び監

視項目で規定されている基準値あるいは指針値を超過する

検体は一つも見いだされなかった｡

文　　　　　献

1) 米国環境保護庁編:飲料水中の各種化学物質の健康影

響評価,日本水道協会,東京(1988)

2) R. Rhodes Trussell et al.: J. AWWA.,70, 604

(1978)

3) 湯浅　晶他:水道協会雑誌, 52(9), 17 (1983)

4) 富田伴一他:水処理技術, 20(2), 153 (1979)

5) 伊藤八十男他:道衛研所報, 33, 91 (1983)

6) 丹保憲仁:水道とトリハロメタン,技報堂出版,東京

(1983)

英　文　要　約

Tap and raw water samples were collected at

Hokkaido, Japan from December 1993 to March 1994.

The 23 kinds of volatile organic compounds(VOCs)

controlled by the new guideline promulgated on Decem-

ber 1992 were determined by purge and trap GC/MS

technique. In the tap water samples, VOCs detected

were mainly trihalomethanes(THMs). The 84 percents

of all tap water samples collected contained at least one

kind of THMs. In addition to THMs, dichloromethane,

trichloroethylene, benzene, toluene and xylene were

detected in some tap water samples. In the raw water

samples, toluene, dichloromethane, trichloroethylene

and benzene were detected in a few samples but the

concentration of those VOCs was very low. The source

of pollution for these VOCs could not be clarified,

except for THMs in tap water. No sample was found to

exceed the value of the new guideline.

Keywords : volatile organic compounds(VOCs)f purge

and trap, GC/MS, tap water, Hokkaido


