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北海道における水道水中の塩素消毒副生成物の濃度と

それらの相互関係について
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近年、水道水中に含まれている有害化学物質が問題視さ

れている。ことに水道水源の汚濁により、その浄水処理及

び消毒効果を給水栓末端まで維持するために大量の塩素剤

を添加することになり、その結果、水道原水中に元来含ま

れている有機物と、添加した塩素剤が反応して、トリハロ

メタン類（THMs）に代表される多くの有機ハロゲン化

合物（消毒副生成物）が生成される。クロロホルムなどの

これら消毒副生成物の一部のものには動物に対する発癌性

があるものも含まれていることが指摘され1，2）、人体への

影響も懸念されている。一方、我が国では平成5年12月に、

それまでの水道水の水質基準を大幅に見直す、いわゆる新

水質基準が施行され、基準項目及び監視項目の中にも消毒

副生成物としてTHMsやハロ酢酸類（HaloAAs）、ハロ

アセトニトリル類（HaloANs）などの10項目が追加され

た。このことからも、消毒副生成物による水道水の汚染が

憂慮されていることがうかがわれる。

そこで我々は、北海道内の水道水中の消毒副生成物によ

る汚染実態を把握する目的で、道内37カ所の水道事業体の

浄水について、数種類の消毒副生成物の濃度レベルを調査

した。同時に、人為的汚染により原水中に元来含まれてい

る消毒副生成物濃度や、原水中の有機物濃度の指標

（COD，TOC及び 254nm の吸光度：E254）も調査し、原水

の有機物濃度の指標と浄水中の消毒副生成物濃度の関係、

及び個々の消毒副生成物間の相互関係について検討を行っ

た。なお、これら水試料は平成6年4月から平成6年12月

までの間に、各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。

分析項目と分析法を以下に示した。これらの化合物は、

現在水道水中に存在することが知られている消毒副生成物

のうち、その標準品が入手可能なものである。分析法は

「上水試験方法  1993年版」およびEPA method 551，

5523，4）に準じて行った。また、試料採取はすべて当該水

道事業者により行われた。

THMs（クロロホルム：CF，プロモジクロロメタン：BD

CM，ジプロモクロロメタン：DBCM，プロモホルム：BF）

の測定には関東化学㈱製の揮発性有機化合物標準原液（基

準＋監視項目分析用）と、内部標準物質として同社製の4－

プロモフルオロベンゼン標準原液を和光純薬工業㈱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。

HaloAAs（クロロ酢酸：MCAA，ジクロロ酢酸：DCAA，

トリクロロ酢酸：TCAA，プロモ酢酸：MBAA，ジブロ

モ酢酸：DBAA，プロモクロロ酢酸：BCAA）の分析に

は、スペルコ社のEPA method 552 用ハロ酢酸類混合標

準溶液と内部標準として同社製の1，2，3－トリクロロプロ

パン標準溶液を用いた。また、Halo ANs（クロロアセト

ニトリル：MCAN，ジクロロアセトニトリル：DCAN，ト

リクロロアセトニトリル：TCAN，プロモアセトニトリル

：MBAN，ジブロモアセトニトリル：DBAN）の分析で

は、林純薬工業㈱のハロゲン化アセトニトリル標準品キッ

トを、それぞれ和光純薬㈱製の残留農薬測定用メタノール

で適宜希釈して標準溶液を調整した。クロロピクリン（C

P）、抱水クロラール（CH）についてもそれぞれ、和光

純薬㈱製、有機ハロゲン化物測定用試薬、クロロピクリン

標準溶液及び抱水クロラール標準溶液を用いた。その他、

試薬はすべて試薬特級かそれに準じるものを用い、水は蒸

留脱イオン水を用いた。なお、THMsの測定では、水は

蒸留脱イオン水を2～3時間煮沸させ、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、測定対象のTHMsで汚染されていないことを確

認した上で標準溶液の調整に用いた。

THMsの測定は、パージ＆トラップ装置にオートサン

プラー（LSC－2000、Aquatek50いずれもTeckmar製）

を装着し、ガスクロマトグラフ／四重極型質量分析計

（GC／MS）（日本電子製Automass150）に接続するこ

とにより行った。HaloAAsの測定は、t－ブチルメチルケ

トンで抽出し、ジアゾメタンで誘導体化後、GC／MS

（日本電子製Automass50）により行った。さらに、

HaloANs及びCH、CPは、t－ブチルメチルケトン抽出

後、直接、電子捕獲型検出器付きGC（Hewlett－

Packard製HP5890Ⅱ）にて測定を行った。さらに原水

については有機物の存在量の指標としてCOD、TOC及

び254nmの吸光度（E254）も同時に測定した。COD，

TOCの測定には、それぞれ、過マンガン酸カリウム滴定

法、及び燃焼酸化－赤外法（島津製作所TOC－5000 TOC

Analyzer）により行った。個々の分析条件を下にまとめ

た。

（1）THMs

既報による5）

（2）HaloAAs

カラム：DB－1701（J＆W社）（0．32mφ×30m、膜厚

0．25μm）、カラム温度：50℃（1min）→10℃／min

→250℃（5min）、注入口温度：210℃、キャリアガ

ス：He 1．88ml／min

（3）HaloANs、CP、CH

カラム：DB－1（J＆W社）（0．25mmφ1×60m、膜厚

1．0μm）、カラム温度：40℃（20min）→3℃／min→

120℃（0min）→25℃／min→200℃（3min）、注

入口温度：200℃、キャリアガス：He 1．5ml／min

原水、浄水それぞれについて、各化合物の検出頻度と検

出濃度の最高値、検出限界値、さらに水質基準で基準値も

しくは指針値が設けられているものについてはその値を

表1に示した。原水では、検出濃度レベルは非常に低いも

のの、検出頻度は2．7～43．2％であり、また今回検討した

すべての消毒副生成物が検出された。特にクロロホルムは

43．2％と、約半数の原水から検出された。各種産業の特定

事業所などが河川にその排水を放流する際には排水基準の

規制を受けており、大腸菌や一般細菌などで排水が汚染さ

れている恐れがある場合には排水を塩素処理することもあ

る。この時、水道の場合と同じように排水中の有機物と塩

素剤が反応して消毒副生成物が生成されることが指摘され

ている6）。原水から消毒副生成物が検出されることは一見

不合理に思えるが、上記のような現状から考えれば原水か

表1　消毒副生成物分析結果

クロロホルム

ブロモジクロロメタン

ジブロモクロロメタン

ブロモホルム

クロロ酢酸

ジクロロ酢酸

トリクロロ酢酸

ブロモ酢酸

ジプロモ酢酸

ブロモクロロ酢酸

クロロアセトニトリル

ジクロロアセトニトリル

トリクロロアセトニトリル

ブロモクロロアセトニトリル

ジブロモアセトニトリル

抱水クロラール

クロロピクリン



ら消毒副生成物が検出されたことも納得できる。逆に原水

から消毒副生成物が検出されたことは、今回試料を採取し

た水道事業体のうちの約半数は、その上流に何らかの人為

的な汚染源を有していることを示唆するものである。

さらに表1から、浄水では、かなり高い頻度で消毒副生

成物が検出されていることがわかる。いずれの場合も水質

基準を超過するような検体は無かったものの、今回検討し

た37件の浄水試料すべてから少なくとも1種類の消毒副生

成物が検出された。また、現在の水道法では規制対象となっ

ていない物質ではあるが、MBAAやBCAA、BCAN、

DBANなどが高い頻度で検出されており、特にMBAA

についてはその最高値が99mg／lと高濃度で検出されてい

る検体もあることから、これら未規制消毒副生成物につい

ても今後も引き続き監視する必要がある。一方、種類別で

見てみるとCH〈CP〈HaloANs〈HaloAAs〈THMs

の順に検出頻度が高くなっている。今回の調査では分析法

の都合上HaloAAsの検出限界のみが1μg／lと他のもの

よりは1桁悪く、一概に検出頻度を比較することはできな

い。今後、検出限界をすべて0．1μg／lとして調査を行うこ

とができるならTHMsとHaloAAsの検出頻度の順序が

逆転することも考えられる。

また、原水と浄水で検出された消毒副生成物濃度の最高

値を比較してみると、当然ではあるが、浄水の方が高い値

を示している。しかしながら、CF、TCAA、CHの3種

類は原水の方が相当高い値を示している。これらの最高値

を示した試料は同一試料であり、上述のごとく、この原水

は何らかの人為的汚染を受けている可能性がある。ただし、

対応する浄水からは、これら3種類の消毒副生成物は検出

されておらず、このことから、この原水／浄水試料では、

浄水処理でのこれら消毒副生成物の生成はなく、また浄水

処理の過程で元来原水に含まれていたCF、TCAA、CH

は除去されたものと考えられる。

次に、原水中の有機物濃度と浄水中の消毒副生成物濃度

の関係を見るために、CODなどの原水中の有機物濃度指

標に対して消毒副生成物濃度をプロットし、その相関関係

を調べた。最小二乗法により算出した相関係数を表2にま

とめた。丹保らは原水中の全有機物中にしめる紫外部吸光

度を示す成分（E260／TOC）とTHMsの生成量との間に

相関関係があることを報告しているが7）、表2に示したと

おり、今回の結果からは原水中の有機物濃度の指標と消毒

副生成物濃度の間に昼明白な相関関係は見いだされなかっ

た。これらのことから、今回、原水について調査を行った

有機物質濃度の指標、TOC、COD、E254は原水中に含ま

れている消毒副生成物前駆物質の濃度を評価する上では有

効な指標となり得なかった。しかしながら、調査を行った

試料はすべて当該水道事業体によって採取されたものであ

り、各水道事業体の試料についての原水と浄水の因果関係

が必ずしも明確であった訳ではない。つまり、ある水道事

業体は原水を取水口付近で採取し、浄水は末端の給水栓か

ら採取したとしても、他の水道事業体は原水を着水井より

採取し、浄水は配水池に流入する直前で採取したのであれ

ば、両者の原水／浄水の関係が全く同じと考えることはで

きない。さらに浄水処理の方法や、塩素剤添加のタイミン

グなど、消毒副生成物の生成には様々な因子が複雑に関係

しあっている。このようなことから、今回調査を行った試

料については原水中の有機物質濃度の指標と消毒副生成物

質濃度の間に明確な相関関係が見られなかったものと推察

される。今後、原水中に含まれる消毒副生成物前駆物質を

評価するためには、試料採取の手順の統一や、場合によっ

ては個々の消毒副生成物生成能を測定するなど、消毒副生

成物前駆物質となり得る有機物量を的確に評価できる全く

別の指標を用いる必要があろう。

表3には個々の消毒副生成物間の相関関係を調べるため

に、浄水中の各々の消毒副生成物濃度を互いにプロットし、

最小二乗法によって算出される相関係数を示した。また、

特に相関係数が大きかった2つの例についてその相関図を

図1に示した。各々の濃度の間には若干の正の相関関係が

見られるが、その相関係数はそれほど大きいものではない。

ただし、図1にも示したようにCHとHaloANs及び

CPとHaloAAsの間にはそれぞれ相関係数0．922及び0．7

66という高い相関関係が見いだされた。このことから、こ

表2　原水中の有機物濃度の指標と浄水中の消毒副
生成物濃度との相関関係

THMs
HaloAAs
HaloANs

CP
CH

COD TOC E254 E254／TOC

表3　消毒副生成物濃度間の相関係数

THMs

HaloANs

CH

CP

HaloAAs

HaloANs CH CP HaloAAs



図1  抱水クロラール（CH）とハロアセトニトリル類（HaloANs）
及びクロピクリン（CP）とハロ酢酸類（HaloAAs）の相関関係

れらCHとHaloANs及びCPとHaloAAsの2組の消

毒副生成物は各々同一の前駆物質から､類似の反応機構に

より生成されることが示唆された｡

今回調査対象とした消毒副生成物は､ 5種類､ 17の化合

物であり､ HaloAAs､ HaloANsについてはこれら以外

にも数種頬の同族体が存在するが､本調査では標準品が入

手できなかった都合上､調査を行うことはできなかった｡

また､これら5種､ 17化合物以外にも数種の消毒副生成物

が水道水中に存在することが指摘されており8)､さらに数

種類の変異原性を有する有機塩素化合物の存在も示唆され

ている9)｡このように水道水中に含まれている消毒副生成

物については､その種類や生成経路など､未だ未解明の部

分が多い｡消毒副生成物の低減化を図るため､一部ではオ

ゾンや活性炭を用いた水の高度処理などが実施されている

が､費用の面などから現段階では普及度は低い｡水道水の

塩素消毒は水系伝染病防止の観点から不可欠である以上､

これら消毒副生成物のリスクを常に負うことになる｡この

ようなことから､今後とも水道水中の消毒副生成物に関す

る継続した調査が必要である｡
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