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⽔の⼀般的清浄度を⽰す指標であり、平常時は⽔道⽔中には極めて少ないですが、これが
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�������� 1mlの検⽔で形成される集落数が100以下
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��������������� カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下

  ���・重⾦属 電池、メッキ、顔料
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⽔銀鉱床などの地帯を流れる河川や、⼯場排⽔、農薬、下⽔などの混⼊によって河川⽔な
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������������� ⽔銀の量に関して、0.0005mg/L以下

  ���・重⾦属 温度計、⻭科材料、
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�������������� セレンの量に関して、0.01mg/L以下

  ���・重⾦属 半導体材料、顔料、
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�� �!������� 鉛の量に関して、0.01mg/L以下

  ���・重⾦属 
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��"�#$������� ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下

  ���・重⾦属 合⾦、半導体材料
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基08 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下

  ���・重⾦属 ���
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⽣活排⽔、下⽔、肥料などに由来する有機性窒素化合物が、⽔や⼟壌中で分解される過程

DX�8����

��%�&'()*$ ���� !"#$%

  ���・重⾦属 窒素肥料、⾷品防腐
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は⻘酸カリとして知られています。

����+,���-.���/�+,� シアンの量に関して、0.01mg/L以下
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窒素肥料、腐敗した動植物、下⽔などの混⼊によって河川⽔などで検出されます。⾼濃度

	L���>`a	bcdefgh[ijklZmnojpPq=�=>������
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  ���・重⾦属 無機肥料、⽕薬、発
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主として地質や⼯場排⽔などの混⼊によって河川⽔などで検出されます。適量摂取は⾍⻭

の予防効果があるとされていますが、⾼濃度に含まれると斑状⻭の症状が現れることがあ

����

��	�01$������� フッ素の量に関して、0.8mg/L以下

  ���・重⾦属 ��� !"#�$

⾯処理剤
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����2�$������� ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下

  ���・重⾦属 表⾯処理剤、ガラ
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主に化学合成原料、溶剤、⾦属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使⽤され、地
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,-.�� フロンガス原料、

ワックス、樹脂原料
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主に化学合成原料、溶剤、⾦属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使⽤され、地
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主に化学合成原料、溶剤、⾦属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使⽤され、地
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,-.�� 溶剤、⾹料、ラッ
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主に化学合成原料、溶剤、⾦属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使⽤され、地
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,-.�� 殺⾍剤、塗料、ニス
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主に化学合成原料、溶剤、⾦属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使⽤され、地

},���B>��C8������

��C�D?@;<<=>�� ���* !"#$%

,-.�� 89:;<7=�>

��� �!"

�����

主に化学合成原料、溶剤、⾦属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使⽤され、地
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主に化学合成原料、溶剤、⾦属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使⽤され、地
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,-.�� 染料、合成ゴム、有

機顔料
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 &'(�)� 試薬 浄⽔処理由来
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 &'(�)� 化学品の原料
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 &'(�)� 浄⽔処理由来
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 &'(�)� 浄⽔処理由来
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原⽔中の臭化物イオンが⾼度浄⽔処理のオゾンと反応して⽣成されます。
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 &'(�)� 浄⽔処理由来
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 &'(�)� 浄⽔処理由来

��� �!"

�����

�,.����EF�B>�����v�����������

����J<K2I� ���2 !"#$%

 &'(�)� 浄⽔処理由来
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あり、⾼濃度に含まれると⽩濁の原因となります。

��	�&!������� 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下

4 トタン板、合⾦、乾
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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⼯場排⽔などの混⼊や、⽔処理に⽤いられるアルミニウム系凝集剤に由来して検出される

ことがあり、⾼濃度に含まれると⽩濁の原因となります。

����,I�P��������� アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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鉱⼭排⽔、⼯場排⽔などの混⼊や鉄管に由来して検出されることがあり、⾼濃度に含まれ

ると異臭味（カナ気）や、洗濯物などを着⾊する原因となります。

����Q������� 鉄の量に関して、0.3mg/L以下

4 建築、橋梁、造船

⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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らの溶出に由来して検出されることがあり、⾼濃度に含まれると洗濯物や⽔道施設を着⾊
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����R������� 銅の量に関して、1.0mg/L以下
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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⼯場排⽔や海⽔、塩素処理などの⽔処理に由来し、⾼濃度に含まれると味覚を損なう原因
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�� �S?E��������� ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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SB78#V123,V4�3,�;<	JK�9:,56D/0���=>���V�

毒⽤の塩素で酸化されると⿊⾊を呈することがあります。

��"�T�U�������� マンガンの量に関して、0.05mg/L以下

4 合⾦、乾電池、ガラ
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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地質や海⽔の浸透、下⽔、家庭排⽔、⼯場排⽔及びし尿などからの混⼊によって河川⽔な

どで検出され、⾼濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ

��E�
�����

硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量をいい、主として地質によるものです。硬度

が低すぎると淡泊でこくのない味がし、⾼すぎるとしつこい味がします。また、硬度が⾼

いと⽯鹸の泡⽴ちを悪くします。

基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1�� !"#$%

5 カルシウム：肥料、

abcdR>ef-

ム：合⾦、電池
⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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⽔を蒸発させたときに得られる残留物のことで、主な成分はカルシウム、マグネシウム、

ケイ酸などの塩類及び有機物です。残留物が多いと苦み、渋みなどを付け、適度に含まれ
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基40 蒸発残留物 /�� !"#$%
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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⽣活排⽔や⼯場排⽔などの混⼊に由来し、⾼濃度に含まれると泡⽴ちの原因となります。
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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湖沼などで富栄養化現象に伴い発⽣するアナベナなどの藍藻類によって産⽣されるカビ臭
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ

��E�
�����

湖沼などで富栄養化現象に伴い発⽣するフォルミジウムやオシラトリアなどの藍藻類に
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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⽣活排⽔や⼯場排⽔などの混⼊に由来し、⾼濃度に含まれると泡⽴ちの原因となります。
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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⼯場排⽔などの混⼊によって河川⽔などで検出されることがあり、微量であっても異臭味

��A>5����

����0\b`Ic フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下

:; 01i@�jk�l

料、消毒剤、防腐剤

の原料
⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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有機物などによる汚れの度合を⽰し、⼟壌に起因するほか、し尿、下⽔、⼯場排⽔などの

;<	JK�«������,-,.	¬�>®PX¯���

基46 有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量) 1 !"#$%

5 mn��

⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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��C�g 異常でないこと
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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��%�Lh 異常でないこと
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⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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⽔についている⾊の程度を⽰すもので、基準値の範囲内であれば無⾊な⽔といえます。

基50 ⾊度 5度以下

            �=>?@�
⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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⽔の濁りの程度を⽰すもので、基準値の範囲内であれば濁りのない透明な⽔といえます。

基51 濁度 2度以下

�=>?@
⽣活利⽤上障害が⽣ずるおそ
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i���,�>K�������� アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下

無機物・重⾦属 ���oQ<�>�

電極、半導体材料

⽔質管理目標設定項目

⾃然放射性核種のひとつで、地核中に0.0003%存在し、井⼾⽔から検出されることがあ

����

i�	��@�������� ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)

無機物・重⾦属 原⼦⼒発電⽤核燃料

⽔質管理目標設定項目

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等に使⽤され、地下⽔汚

��B>��C8������

i����5	67;<<=B� ����� !"#$%

,-.�� 塩化ビニル原料

⽔質管理目標設定項目

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等に使⽤され、地下⽔汚
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,-.�� ⾹料、⽕薬、ベンゼ

ン原料

⽔質管理目標設定項目
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⽔質管理目標設定項目

⽔中に溶けている炭酸ガスのことで、⽔に爽やかな感じを与えますが、多いと刺激が強く

5�V,-ÓÔ	Õ��Ö×Ì�ØÙPÚ��A>5����

目15 遊離炭酸 +� !"#$%

5 ����

⽔質管理目標設定項目

ドライクリーニング、⾦属洗浄剤等に使⽤され、地下⽔汚染物質として知られています。
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⽔質管理目標設定項目
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⽔質管理目標設定項目

有機物等による汚れの度合いを⽰し、⼟壌に起因するほか、し尿、下⽔、⼯場排⽔等の混

<	>K�«������,-,.	¬�>¾PX¯���

目18 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 1 !"#$%

5 mn��

⽔質管理目標設定項目
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臭気の強さを定量的に表す⽅法で、⽔の臭気のほとんどが感知できなくなるまで無臭味⽔
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目19 臭気強度（ＴＯＮ） 1$%

:;

⽔質管理目標設定項目

⽔が⾦属を腐⾷させる程度を判定する指標で、数値が負の値で絶対値で⼤きくなるほど⽔

�Ö×åÝ
»�5����

i	��noZp@�qE,rst －１程度以上とし、極⼒０に近づける

AB

⽔質管理目標設定項目

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等に使⽤され、地下⽔汚

��B>��C8������

i	���5�67;<<=>�� ��* !"#$%

,-.�� ポリビニリデン原料

⽔質管理目標設定項目

残留塩素とは、⽔道⽔中に消毒効果のある状態で残っている塩素のことをいいます。⽔道

法では、⽔道⽔の衛⽣を確保するため塩素等による消毒を⾏うことが定められており、同

法上、残留塩素が0.1ｍｇ／Ｌ以上である必要があります。

他01 残留塩素 * !"#$%

:; 浄⽔処理由来

⽔質管理目標設定項目

⾼い場合は、屎尿などによる汚染が近い時期にあったことを⽰している。
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クリプトスポリジウムは、細菌とは異なり原⾍類で、塩素に対して極めて強い抵抗性があ

り、⼤腸菌の約69万倍も塩素抵抗性があり、現在のところ有効な治療薬は⾒つかってい
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