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研究ノート

平成 22 年度における滋賀県の水道水中の
アルミニウム濃度
原

博一

The Concentration of aluminum in the drinking water
of Shiga prefecture from April 2010 to March 2011
Hirokazu HARA
Faculty of Education, Shiga University

Data on the water quality from April 2010 to March 2011, published by the water suppliers in Shiga
prefecture, is summarized. No data exceeded 0.2 ppm, which is the drinking water quality standard for
aluminum in tap water. However, aluminum is one of the complementary items, and its final target is 0.1 ppm.
Several data exceeded 0.1 ppm. Such water was mainly produced from the water of Lake Biwa during the
summer season. The main reason that the aluminum concentration in water exceeded 0.1 ppm was the use of
poly (aluminum chloride) (PAC) as a coagulant. An aluminum concentration map of Shiga prefecture was
prepared to show the distribution of aluminum concentration in the tap water samples.
Keywords: drinking water, aluminum, Shiga Prefecture, drinking water quality standards

1

はじめに
アルミニウムは、原子番号 13、原子量 26.98 の典型元素

テトラヒドロキソアルミン酸イオン、Al（OH）4－となって
再度溶解する。

の一つであり、比重が 2.70（20℃）と金属にしては軽いこ

アルミニウムは人体にとって必須ではないとされる。そ

とから軽金属と言われている。地殻中においては酸素、ケ

れどころかアルミニウムは生体内でおこる 100 以上の酵素

イ素についで 3 番目に多い質量パーセント濃度を示し、主

反応を阻害することが知られている（McLachlan D. R. C.,

としてアルミノケイ酸塩鉱物として多量に存在している。

1995）。脳内に入ると脳の神経細胞を破壊し、透析脳症 1）

しかしながら、イオン化傾向が大きく還元されにくいとい

の原因になったことが知られているほか、紀伊半島やグア

う性質があるため、単体金属として得られたのは、19 世

ム島における筋萎縮性側索硬化症－パーキンソン痴呆

紀になってからである。
アルミニウムは 3 価の陽イオンになりやすいが、水中で

（ALS/PD）や、アルツハイマー型認知症との関連が疑わ
れている（川原・黒田、2004）。

3 価の陽イオンが安定なのは pH4 より酸性の場合のみで

アルミニウムは数多くの食品に含まれている。なかでも

あり、pH が中性に近づくにつれアルミニウム水酸化物が

茶はその種類によらずアルミニウムを多く含むことで知ら

生じ、中性では水酸化アルミニウム Al（OH）3 となって沈

れている（Flaten T. P., 2002）。またベーキングパウダー

澱する。アルカリ性ではさらに水酸化物イオンが付加した、

や制酸剤にも使用されている。このように我々は食品や水
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al., 1989）もあり、0.2ppm では高すぎると考える人もいる
かもしれない。

ヨーロッパやカナダを中心に水道水中のアルミニウム濃

日本の水道水中のアルミニウムの濃度の集計は、日本水

度とアルツハイマー病の発症率との関係が疫学的に調査さ

道協会のホームページにある水道水質データベースにまと

れている。1986 年のノルウェーでの調査（Vogt T., 1986）

められているが、平成 19 年から 21 年までの 3 年分しかデー

から 2000 年のフランスでの調査（Rondeau V., 2000）ま

タがない。（平成 24 年 3 月末における情報） しかも、浄

で 18 の 研 究 例 が 紹 介 さ れ て い る（Rondeau V. and

水場名はあっても肝心のデータが記載されていない場合が

Commenges D., 2001）が、13 例が相関ありとしている。

多く、滋賀県の水道水中のアルミニウム濃度の全容を明ら

Rondeau の調査（Rondeau V., 2000）によると、アルミニ

かにするには不十分である。

ウムの濃度が 0.1mg/L を越えると相対危険率が 2 倍を超

そこで本論文においては、滋賀県における水道事業者よ

える。同様な結果は、カナダの McLachlan らの論文でも

り公表されている平成 22 年度の水質検査結果を基にして、

見られる（McLachlan D. R. C. et al., 1996）
。Rondeau らは、

滋賀県における水道水中のアルミニウム濃度の全容を明ら

飲料水中のアルミニウムおよびケイ素の濃度と認知障害と

かにし、その解析を行った。

の関連を調べ、飲料水から大量のアルミニウムを取り入れ
ることがアルツハイマー病の発症率を高めるが、高濃度の

2

方法

ケイ酸が共存していれば認知障害のリスクを減らすことが

水道事業は、水道法が適用される水道と適用されない水

できるとしている（Rondeau V. et al., 2009）。飲料水中に

道に分けられる。水道法が適用される水道は、その形態に

水処理に使うアルミニウム化合物が多量に溶出し、EU に

より、1：水道事業（不特定多数の人に飲料水を供給する

おける基準値（0.2mg/L）の 500-3000 倍のアルミニウムを

もの）、2：水道用水供給事業（水道用水の卸売りをするも

含む水道水が 2 万人もの人々に供されたという事故がイギ

の）、3：専用水道（社宅等における自家用の水道）の 3 つ

リスであった（Exley C. and Esiri M. M., 2006）
。

に分類される。水道事業については、その給水人口により、

アルミニウムは平成 4 年に快適水質項目として、0.2ppm

上水道事業（給水人口 5001 人以上）と簡易水道事業（給

の基準値が定められた。平成 15 年の水道水水質基準の見

水人口 101 人から 5000 人まで）の 2 つに分けられる。水

直しの際には、世界保健機構（WHO）の示すガイドライ

道法が適用されない水道としては、1：飲料水供給施設（給

ン 0.1ppm から 0.2ppm を参考に、0.2ppm と定められた。

水人口 10 人から 100 人）、2：飲用井戸、3：その他の 3 つ

アルミニウム濃度がこれ以上になると通常では問題のない

に分けられる。上水道については水道法に厳密な定義はな

程度の鉄が、アルミニウムの存在下では明白な水の色の変

いが、簡易水道との対比で定義される。簡易水道について

化を起こすことがあるということが基準値設定の理由であ

は水道法第三条の三に規定されている。

り、健康上の影響を考慮して決められたのではない（厚生

滋賀県における水道事業者および水道用水供給事業者を

労働省の HP）。しかしながら、水道水中にアルミニウム

表 1 に示した。水道用水供給事業者としては滋賀県企業庁

が検出されるのは主に沈澱凝集剤としてポリ塩化アルミニ

があり、水道事業者としては各自治体（市、町における水

ウム（PAC）を用いるためであり、これを鉄系の凝集剤

道事業）、広域行政組合、長浜水道企業団があり、行政区

に変えるとか、ポリ塩化アルミニウムの使用を続けるにし

域と給水区域も必ずしも一致しない。滋賀県企業庁は 8 市

ても、原水の pH を適切に管理する等の方策により、0.1ppm

2 町に浄水を販売している。琵琶湖北湖を水源とする、馬

まで低減できる可能性があるとして、管理目標項目のなか

淵浄水場（近江八幡市）および吉川浄水場（野洲市）、野

にもアルミニウムが取り入れられた（平成 21 年 4 月 1 日

洲川を水源とする水口浄水場（甲賀市）の 3 つがその主要

施行）。

な施設である。

日本においては、水道水の水質基準が 0.2ppm と定めら

水道法第二十条には「水道事業者は、厚生労働省令の定

れているためか、前述のような水道水中のアルミニウム濃

めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなけれ

度とアルツハイマー病の発症率との関連性を調べる疫学調

ばならない。」と定められている。また第二十四条の二に

査は行われていないようである。イギリスでは、影響がで

は「水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で

るしきい値が 0.11 ppm とした研究例（Martyn C. N. et

定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検

平成 22 年度における滋賀県の水道水中のアルミニウム濃度（原

表1

博一）
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滋賀県内の水道用水供給事業者および水道事業者一覧（平成 22 年度）

事業者名

給水区域

備考

滋賀県企業庁

草津市、栗東市、湖南市、守山市、野洲市、東近江市、
近江八幡市、甲賀市、日野町、竜王町

馬淵、吉川、水口に浄水場

大津市企業局

大津市

草津市上下水道部

草津市

栗東市上下水道事業所

栗東市

守山市上下水道事業所

守山市

湖南市上下水道課

湖南市

野洲市環境経済部上下水道課

野洲市

近江八幡市水道事業所

近江八幡市

甲賀市上下水道部

甲賀市

彦根市水道部

彦根市

米原市土木部上下水道課

米原市

長浜市都市建設部上下水道課

長浜市

長浜水道企業団

長浜市の一部、米原市の一部

東近江市水道部水道課

東近江市

日野町上下水道課

日野町

竜王町建設部水道課

竜王町

愛知郡広域行政組合水道事務所

愛荘町、東近江市の一部

甲良町水道課

甲良町

多賀町公営企業課

多賀町

豊郷町地域整備課

豊郷町

水道用水供給事業者は滋賀県企業庁のみ。

査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければな

とのみ記されていたり、全く記されていない場合もあった。

らない。」と定められている。水道事業者および水道用水

そのような場合には直接事業者に問い合わせ、できるだけ

供給事業者はこの法律に基づいて、年度ごとに水質検査計

詳細な採水地点の情報を得るように努めた。栓水の採水地

画を策定し、ホームページ上にて公開するとともに、水質

点としては、公民館や集会所、老人憩いの家、公園等の公

検査結果についても公表している。平成 22 年度の水質検

的施設のほか、墓地や一般民家の場合もあった。

査結果は遅くとも平成 23 年 9 月には公表されたので、そ

原水としては、琵琶湖水（北湖および南湖）、地下水（浅

れをホームページからダウンロードし、個々のアルミニウ

井戸および深井戸）、河川水（表流水および伏流水）の 3

ム濃度のデータを一覧表にした。

つが主なものであった。

試料の区分について、本論文では、原水、浄水、栓水の

分析に供された試料の数は、原水が 131、浄水が 40、栓

3 つに分けた。原水とは水道水を作成する元になる水のこ

水が 204 であり、そのほかに栓水のかわりに浄水がとられ

と、浄水とは浄水場において原水に対してろ過、塩素消毒

たデータが 21、その他、浄水池などのデータが 5 あり、

などの処理を行った水のこと、栓水とは浄水が給水管を

合計 401 であった。同一個所で最大毎月 1 回試料を採取・

通った後、給水区域内の末端給水栓から採取された水のこ

分析されている場合があるので、分析数値自体は更に多い。

とである。水道事業者によっては浄水と栓水の区別がなさ

月ごとのデータ数は 4 月が 30 データ、8 月が 167 データで、

れていないこともあるので、採水場所の情報を得てそれら

他の月のデータ数は 48 から 99 まで、合計 902 だった。デー

を区別した。また原水は分析の対象になっていないことが

タの中には水道法適用外である、飲料水供給施設（高島市

多い。水道法施行規則第十五条の二において、「検査に供

18 個所、長浜市 2 個所 2））のものも含まれている。

する水の採取の場所は給水栓を原則とする」とされている

原水に対する処理法は、その水質により異なる。一番簡

が、「場合により浄水施設の出口、送水施設又は配水施設

単な場合、原水を塩素消毒のみにより飲料水としている。

のいずれかで採取してもよい」とされている。採取場所は

琵琶湖水のようにプランクトンや粘土鉱物粒子のような懸

多くの事業者の水質検査計画に記されているが、○○地先

濁物を多量に含む場合には、pH 調整→凝集沈澱（PAC）

― 104 ―

滋賀大学環境総合研究センター研究年報 Vol. 10

No. 1

2013

→急速ろ過→粉末活性炭処理→塩素処理の順で処理が行わ

検査機関で行われている場合は少なく、通常、厚生労働省

れる。（塩素処理は複数回行われることもある。）河川水に

により認可された検査機関に委託することによりなされて

おいても琵琶湖水以上に粘土鉱物粒子のような懸濁物が多

いる場合がほとんどであった。濃度の単位は試料 1Kg あ

量に含まれることがある。そのような場合でも、懸濁物の

たりに含まれるアルミニウムの質量を mg 単位であらわし

沈澱凝集には PAC が使われている。地下水では、曝気処理、

たもの、すなわち ppm で表されている。分析の検出下限

脱炭酸処理、除鉄・除マンガン処理などがなされることも

は用いた分析装置によって異なり、多くは 0.02ppm また

ある。

は 0.01ppm でありそれ以下の濃度であると表示されてい

水質検査について、水道法第二〇条には、「水道事業者

る場合には、濃度＝ 0 とした。

は自前の水道水質検査機関を設けるか、あるいは登録水質
検査機関へその分析を委託すること」とある。水質分析は

3

結果

厚生労働省令で定める方法によるものとされている。厚生

事業者によっては、原水と浄水との対応が付く形でデー

労働省令とは、
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚

タが表示されている場合がある。そのようなデータを用い

生労働大臣が定める方法」（平成 15 年 7 月 22 日厚生労働

て、それぞれの水中のアルミニウム濃度の相関を調べた。

省告示第 261 号［一部改正平成 22 年 2 月 17 日厚生労働省

原水が琵琶湖水の場合と、地下水または河川水（表流水ま

告示第 48 号］）であり、これがいわゆる公定分析法とされ

たは伏流水）の場合をそれぞれ図 1 ａおよび図 1 ｂに示し

ている。アルミニウムの分析法については、「三十二

ア

た。図 1 ａでは北湖と南湖とを区別して示した。図中の円

別表第三、別表第五又は別表

周が太くなっている○印は、両者が同一の位置にあり重

第六に定める方法による」とされている。別表第三はフレー

なっていることを示す。なお、北湖のデータは、吉川、馬

ムレス―原子吸光光度計による一斉分析法、別表第五は誘

淵浄水場（滋賀県）、比良浄水場（大津市）、および下坂浜

導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法、別表

浄水場（長浜市）のもの、南湖のデータは新瀬田、膳所、

第六は誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法

柳が崎、真野浄水場（大津市）、およびロクハ、北山田浄

である。どの方法においても、試料中のアルミニウムの全

水場（草津市）のもの、地下水または河川水のデータは、

量が定量される。

妙感寺、東河原浄水場（湖南市）、水口浄水場（滋賀県）、

ルミニウム及びその化合物

原水試料中のアルミニウムの化学形態としては、アルミ
ニウム水酸化物モノマー（Al（OH）x

+3－x

）、アルミニウム

水酸化物ポリマー、ケイ酸アルミニウムを主体とする粘土
鉱物粒子などが考えられる。琵琶湖では、有機錯体となっ

および豊郷北部、豊郷南部浄水場（豊郷町）のものである。
同一地点で複数のデータがある場合にはすべてグラフに書
き入れた。
琵琶湖水を原水とした場合、点がかなりばらついている

ているアルミニウムは極少ないとされる（金尾－越川、

ことがわかった。原水中の濃度より浄水中の濃度が低い場

2002）。一方、栓水中のアルミニウムの化学形態としては、

合（図の右下部分）には、沈殿凝集およびろ過の操作によ

アルミニウム水酸化物モノマーが大部分を占めるものと考

り、懸濁態のアルミニウムが効果的に除去されていると考

えられる。公定分析法によると、アルミニウムの形態が何

えられる。一方、原水中の濃度より浄水中の濃度が高い場

であれ、すべての形態のアルミニウムが定量されるはずで

合（図の右上部分）には、余剰のアルミニウムは沈殿凝集

ある。

剤、PAC からもたらされたものと考えられる。地下水ま

アルミニウムについては、法律上は栓水において年 1 回

たは河川水が原水の場合には、琵琶湖水より遙かに多量の

分析を行えばよいとされている。しかしながら、滋賀県企

アルミニウムを含むことがあっても、浄水中の濃度は

業庁や甲賀市、彦根市などのように特定の試料については

0.1ppm を超えることはなく、処理の過程で効果的に除去

毎月分析を行っている事業者もある。また、大津市などの

されていることがわかった。

ように数ヶ月に 1 回（年 4 回程度）行なっている事業者も

琵琶湖水を原水にしている場合に PAC の影響がどのよ

ある。さらに法律どおり、最低限の年 1 回のみ分析が行わ

うに現れているのかを詳しく調べるため、採水月ごとに測

れている事業者もある。管理目標項目としてのアルミニウ

定値をプロットした。図 2 に結果を示す。図 2 ａには原水

ムについても、栗東市、湖南市などのように、別途分析が

の結果を示したが、北湖、南湖ともにおおむね 0.1ppm 以

行われている事業者もある。分析は大津市のように自前の

下であり、とくに季節変化は見られない。しかし浄水にお

平成 22 年度における滋賀県の水道水中のアルミニウム濃度（原

図 1 ａ 原水と浄水中の Al 濃度の相関
原水は琵琶湖水（●：北湖、○：南湖）

博一）

図 1 ｂ 原水と浄水中の Al 濃度の相関
原水は地下水または河川水

図 2 ａ 採水月ごとの水道水中の Al 濃度
琵琶湖原水の場合（●：北湖、○：南湖）

図 2 ｂ 採水月ごとの水道水中の Al 濃度
琵琶湖浄水の場合（●：北湖、○：南湖）
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いては、濃度の最大値には明確な季節変化が見られた。す

が県内でどのように分布しているのかを知るため、その濃

なわち夏季に高く、冬季には低い。北千葉広域水道企業団

度（同一採水地点で複数のデータがある場合にはその最大

の平成 22 年度の年報には、PAC の月別の注入率（mg/L）

値）を、滋賀県の行政区域入りの白地図 4） にプロットし

が年度ごとに記されているが、夏季には水使用量も多く、

た（図 4）。採水地点の情報は「水質検査結果」に記載さ

注入率も高い。滋賀県ではこのような詳細なデータは公表

れている場合が多いが、書かれていない場合には、直接、

されていないようだが、同様な状況であれば、夏季にアル

事業者に問い合わせた。採水が浄水場で行われている場合

ミニウム濃度が高濃度になる理由に挙げられるだろう。ま

には、採水地点と給水区域とがかなり離れている場合もあ

た、夏季にはプランクトンの光合成が盛んになるため原水

るので、点の位置がすべて給水区域の中にあるという訳で

の pH が上昇し、アルミニウム水酸化物の溶解がおこるこ

はない。採水地点の緯度と経度は、ジオコーディングソフ

とも原因の一つと考えられるが、浄水場ではこのようなこ

ト

とが起きることも想定内であり、pH を下げるために硫酸

MANDARA6）に読み込ませることにより本図を作成した。

を加えたりしているという。それでもこのような結果にな

本図により、濃度の高い地域は、主に滋賀県企業庁の給

5）

を 用 い て 調 べ、 そ れ ら の 数 値 を 地 図 ソ フ ト、

るということは、なお対応の余地があるものと思われる。

水地域と彦根市であることがわかる。滋賀県企業庁の馬淵

南湖については季節変化が明瞭でないように見えるが、

浄水場および吉川浄水場では琵琶湖を水源としており、彦

データが欠けている月が多く、正確には判断できない。

根市でも大藪浄水場は琵琶湖を水源としているという共通

次に、水源の種類によらずに、浄水と栓水のデータを

点がある。一方、高島市や甲賀市、米原市等には 0.1ppm

PAC 使用の有無によって 2 つにわけ、それぞれのアルミ

を越える地点は少ない。これらの地域においては、水源は

ニウム濃度の最高値と最低値を月ごとにプロットした。

地下水や河川水のことが多く、原水の水質が良いため

（PAC 使用の有無は「水質検査計画」に明記されている場
合が多いが、明記されていない場合でも、薬品による凝集

PAC を使用する必要性に乏しい 7）ということが、アルミ
ニウム濃度が低い一因になっていると思われる。

沈 殿 の 場 合 に は PAC が 使 用 さ れ て い る も の と み な し
た 3）。）結果を図 3 に示す。PAC を使用した場合には、使

4

結論

用しない場合よりすべての月において濃度の最高値が高く

滋賀県の水道水中のアルミニウムは、粘土鉱物粒子由来

なることがわかった。また PAC 使用時であっても、濃度

のものと沈澱凝集剤として用いられているポリ塩化アルミ

の最低値は 0.06ppm を超えることはなかったので、PAC

ニウム由来のものとがあり、それらの割合は、季節により

使用時であっても濃度が管理目標値である 0.1ppm を超え

変化し、夏季においてはポリ塩化アルミニウム由来のアル

ないようにすることは可能ではないかと思われる。

ミニウムの割合が増加するようである。水質基準値の

最後に、栓水（一部浄水を含む）中のアルミニウム濃度

0.2ppm を越えたところはなかったが、管理目標項目での

図 3 浄水および栓水中の Al 濃度に対する PAC 使用の影響
●：PAC 使用時の Al 濃度の最大値、○：PAC 未使用時の Al 濃度の最大値
▲：PAC 使用時の Al 濃度の最小値、△：PAC 未使用時の Al 濃度の最小値

平成 22 年度における滋賀県の水道水中のアルミニウム濃度（原

博一）
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図 4：滋賀県における水道水中の Al 濃度の最大値
（平成 22 年度水道水質検査結果をもとに地図ソフト MANDARA を用いて作成した。）
目標値 ,0.1ppm を越える場合はあった。今後は、アルミニ

謝辞

ウム濃度を管理目標値である 0.1ppm 以内に抑えるため、

採水場所等の問い合わせに答えていただいた水道事業者

PAC の適正な使用にさらに留意するとともに、PAC を使

の方々に感謝します。また本論文で用いたデータの一部は、

用しない水処理法の開発が望まれる。試料の分析において

平成 23 年度の当研究室卒論生、奥田寛子氏によって収集

も PAC 使用時には夏季の試料を用いる必要があるものと

されたものである。

思われる。
県内におけるアルツハイマー病の発症率の地域別分布の
データ

8）

があれば、図 4 のデータと重ね合わせてみるこ

とができると考えて、データを探してみたがそのような
データを見つけ出すことはできなかった。また図 4 のデー
タはあくまで年間を通しての最大値であり、事業者ごとに
分析頻度も異なるため、仮に比較ができたとしても意味の
ある結論を導き出すことはできないと思われる。
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1） 1970 年代のアメリカで、長期透析を受けた患者のなかに進行
性の言語障害（どもる、またはとぎれる口調）・痙攣・ミオ
クローヌス（自分の意志とは無関係に引き起こされる運動）・
痴呆などの症状が現れ、数か月で死亡した患者が発見され、
透析脳症または透析痴呆と呼ばれた。その後このような患者
の脳にアルミニウムが多く蓄積され、また多発する地域では
透析液中のアルミニウム濃度が高かったことがわかり、この
病態の原因はアルミニウムによる脳の障害とされている。
2） 給水人口 20 名から 50 名の飲料水供給施設を簡易給水施設と
呼ぶこともある。長浜市の 2 個所（木之本音羽地区、西浅井
鶴ヶ岡地区）は簡易給水施設。
3） PAC 以外では硫酸アルミニウムが用いられるが、最近はあ
まり使われなくなった。（藤田賢二著（2003）、水処理薬品ハ
ンドブック、技報堂出版、p29.）
4） テクノコのＨＰ http://technocco.jp/n_map/0250shiga.html
よりダウンロードしたものを一部改変の上用いた。
5） 埼玉大学教育学部 谷謙二氏のホームページ（http://ktgis.
net/index.php）にある。
6） 地 図 ソ フ ト MANDARA の HP http://ktgis.net/mandara/
index.php 埼玉大学教育学部 社会科教育講座 人文地理
学 谷謙二氏の作成による。
7） 例えば高島市の水質検査計画によると、水処理法として、塩
素消毒のみ、あるいは、緩速ろ過または膜ろか＋塩素消毒の
組み合わせが行われている。
8） 厚生労働省の患者調査（総患者数（患者住所地）、性・年齢
階級 × 傷病小分類 × 都道府県別）によれば、平成 20 年度
における全国のアルツハイマー病患者の総数は 24 万人、滋
賀県では 2 千人、平成 23 年度では同 36 万 6 千人、滋賀県で
は 3 千人となっている。

