
生物浄化法は、粗い砂の間で、生物群集が活
躍する。ろ過速度は速い方が良い。一切、凝
集剤を使ってはいけない。生物群集が活躍し
ている茶色の砂を除いてはいけない。

中本信忠
NPO地域水道支援セ
ンター理事長

信州大学繊維学部名誉教
授

http://www.cwsc.or.jp

省エネ、点炭素社会で求められ
ている技術：自然の仕組みの賢
い活用：生物浄化法なら、安くて
おいしい飲み水が得られる。



宣伝するのは、裏がある。

明治20年、日本で最初に英国式
の浄水場完成
戦前は、外国船が船倉に貯水し、
赤道を超えても腐らないと評判
の水。だが、蛇口からの水道水
を飲まれないから、水道原水の
水をペットボトルに詰めて宣伝
販売。おかしいと思わないです
か。

緩速ろ過→
生物浄化法 Natural Filter

急速ろ過→
薬品沈殿ろ過 Commercial Filter
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宣伝するのは、裏がある 最新機器より微小生物の方が感度が良い。
生物は正直ー教科書の記述は特例かも

正直ならNo！

子供なら「まずい！」

安全と言われる水道水、本当ですか？

日本は、水を飲む
習慣がある。それは、
身近に安全でおい
しい水がある証拠。

新ラベル：お金が余って
いるとしか思えない。



緩速ろ過（生物浄化法）への動き：

1804年：英国スコットランド、J.Gibb、
1829年：英国ロンドン、J.Simpson
1885年：米国で、濁り対策に凝集剤使用の急速ろ過始まり。
1887（明治20）年：横浜に日本で最初の緩速ろ過
1889年：ドイツ、ハンブルグ、1910年：米国、急速ろ過に殺菌に塩素
1912（明治45）年：京都蹴上げ浄水場
1962年：東京：カシンベック病
1972年：オランダのロッテルダム水道、1974年：ハリスレポート
1984年、中本、上田市の浄水場を調べ始める
1987年ジョージア州、クリプトで１万３千人の集団下痢
1988年11月、第１回 緩速ろ過国際会議（ロンドン）
1991年10月、第２回、緩速ろ過国際会議（ニューハンプシャー大）
1993年1月～4月Milwaukee, Wisconsin州40万人の集団下痢
1994年9月26-27日、アメリカ水道協会主催、緩速ろ過研修会
1994年英国テムズ水道を調べだす。
1996年4月10日、自治労全国水道集会（岡山）
1996年4月22-24日、第3回国際緩速ろ過会議、ロンドン
1996年5月14日、ことば抄（朝日新聞）
1996年6月末～7月：埼玉県越生町クリプト集団下痢
2001年9月3日朝、NHKラジオいきいき倶楽部
2002年5月31日「生でおいしい水道水（築地書館）」
2005年4月5日ＮＨＫ「おはよう日本」
2005年8月「おいしい水のつくり方」

中本孤軍奮闘



1996年5月14日、ことば抄（朝日
新聞）

1996年4月10日、自治労全
国水道集会（岡山）



タイムズ

ボトルは必要ない。最純水の水が必要なら水道水があるー水道水とボトルの戦い。

英国の水道水はほぼ完璧な清澄度に達したので、水道会社はボトル水に対抗すべきだ。ボト
ルの水を買う必要ない。健康にも良い。冷蔵庫に水差しをいれるスペースをと冷蔵庫会社に
注文すべきだ。水道会社は瓶詰めの水道水をパブやレストランに無料で配布してその水質の
良さをアピールすべきだ。水道会社は、そのブランドの空瓶を無料で各家庭に配り、水道水を
入れ冷蔵庫で冷やしてもらうようにすべきた。そうすれば、簡単に水道水を持ち歩ける。売ら
れているミネラルウオーターと比べてもよりソフトで、よりおいしい。水道水はおいしいし、おい
しい紅茶もできる。値段も１万分の１と安い。ロンドンは１００％緩速ろ過、残塩の考えはない。

２００２．７．１０．タイムズ（ロンドン）



水道産業新聞
2007.8.20.

基準や法令を
守るのでなく、
法令や基準を
つくる精神（本
質）を守らない
といけない。

浄水場：飲み水
をつくるところ。

水道法：飲み水
を廉価に供給。

ペットボトルの呂
理には税金が使
われている。



安全といわれる水道水
でもペットボトルを買う

塩素臭い水道水は信用されていない

戦前の水は、赤道を
越えても腐らなかった

進駐軍による塩素消毒の強制：野戦で即席の安全の水
をつくる方法：最低濃度があっても上限がない。浄水場で
２ｐｐｍ、管末で０．４ｐｐｍ以上。日本は米軍の支配下

ＧＨＱによる見回り
近代水道１００年の歩み



人（若者）は新技術、新知識が大好き＝可能性に期待、挑戦

宣伝するのには理由がある。
お金の流れを考えるとわかる。

ローテクは、自然の仕組み
の賢い活用で、省エネ

新しい最新機器は必ず壊れる。

塩素の臭いは安
全の印と信じた。



金町浄水場 オゾン、活性炭、ろ過池以外はたくさん

戦後、急速ろ過法が主流になり、塩素臭い水道水が当たり前になった。
アメリカの技術が良いと思い、塩素臭い水を安全と信じた。

値
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い
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道
水
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ろ
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池

飲み水製造工場：薬と機械でつくる水



緩速ろ過処理 Slow Sand Filtration =物理（機械）ろ過でない

→生物浄化法 Ecological Water Purification System

酸素不足にならないように、ろ過速度も早い方が良い。 戦前は塩素
添加なし

塩素添加は必須

未完成の欠陥処理だから、
次から次へと改良が必要

でも、人は、新しい技術は未完成でも大好き：
可能性に期待：直ぐに宣伝にだまされる。



未完成の欠陥処理の急速ろ過を導入し、次から次へと改良。
間違えたと素直に認めないから借金地獄、深みに陥っている。

朝霞浄水場：急速ろ過＋
オゾン＋活性炭＋塩素添加

産廃汚泥処理所

太陽電池の発電でも浄水場
で使う電気量の１％程度

1966：通水開始（60万m3/日）

1971：拡張（170万m3/日）

1999：高度浄水処理へ

2004：オゾン処理

温暖化対策で、生物処理の緩速砂ろ過にすれば良い。



急速ろ過処理への警告
2006.10.１2.NHK「ゆ・・・」とりあげたかった。

ハリスレポート1974：飲み水は安全か？：
IS THE WATER SAFE TO DRINK?
Robert H. Harris and Edward M. Brecher and 
the Editors of Consumer Reports
Consumer Reports 1974.6月号：436-443：問
題点The Problem: 「塩素殺菌と発ガン性を指
摘、石綿（アスベスト）管とガン、細菌、ウイルス、
重金属、処理後の危険性」, 
7月号538-542：安全にするには, How to make 
it safer
8月号623-627：何ができるかWhat you can 
do

このハリスレポートは塩素と発ガンの危険性を
指摘しただけではなかった。石綿管のアスベス
ト：20年、30年後にガンになる危険性も指摘して
いた。
石綿管を製造していたクボタ鉄工は、1975年
から製造を中止していた。このレポートを読んで
いたのであろう。



厚生労働省：２００７．５．２．パブリックコメント：意見聴衆

浄水（水道の蛇口）で、塩素酸が０．６ｍｇ／Ｌを越えているのが多い。塩
素臭い、カルキ臭いの原因。残留塩素基準、０．１ｍｇ／Ｌ以上という水
道法。

でも、塩素酸は殺菌剤としての次亜塩素酸ソーダを添加するとできる。



欧米では、塩素酸は、食品での寄与が大きかった？

日本で調べたら、水道水（飲料水寄与）は８０％

やっと、塩素の上限を決めるようにと動きだした。

全ての蛇口での基準である。



クリプト
原虫
は？

表流水（８
５％以上）の
どこにでも

0.1ntu以下
の浄水の
２５％以上
で検出



膜処理

電気代は？、溶けている臭い物質は通過する

急速ろ過は安全でないので膜処理を勧める

最新技術が大好き、お金をかけるのが大好き



越生町の膜ろ過施設

1996年クリプト事故
（平成８年）

１９９８年10月完成
（平成１０年）

緩速ろ過処理について一切検討しなかった。

業者の
宣伝パン
フレット



ハンブルグ
でのコレラ
大流行

ア
ル
ト

アルトナとハンブルグで
の患者の分布の違い

1892年

ゆっくりの砂ろ過は
生物による細菌除去



クリプトがいても患者がでない

おどして、脅迫し、最新技術を導入させる？



論
談

水道水

おいしい水を
飲むために

2001年は水の年、
でも

朝日新聞取り上
げ方はおかしいと
もの申す

でも、新聞社はス
ポンサーに遠慮し
て取り上げられな
いので投稿してと
頼まれた



真柄２００２

水環境学会誌25(8):27-29,2002

緩速ろ過で、疫学的にコレラが除けていた:ロンドン、ハンブルグ

戦後米軍の指導で残留塩素保持、常時塩素添加

塩素→発ガン物質生成、遺伝障害性、クリプト問題

ヨーロッパは残留塩素保持を義務つけていない。

厚生省：前水道工学部長

2002年から、水道界の指導者がこれまでの主張と１８０度違う事を言いだした。



真柄２００２最後

真柄2002.8.水環境学会誌



産経 2002．10．
31．

コストと安全のバランスは
利用者が決める問題では

これまでの残塩の基準
（水道法）を改正したい



秋葉
秋葉道宏：国立保健医療科学院水
道工学部

用水と廃水４５（１１）：１、 ２００３年
１１月号 （今月の話題）

国は残留塩素基準
を見直したい

欧州では、残留塩素を義務付けてい
る国はなく、塩素処理も実施しなく
なった水道事業体が多い。それは、
カルキ臭を水道水で感知されること
は、需用者から苦情を招き、ひいて
は信頼性を低下させると認識がある
からである。

欧州では、残
留塩素は毒と
いうのが常識。
１９７０年代のト
リハロメタン事
件以来の認識。



渡辺 ２００３年

２～１５



ＡＯＣを１０ug/l以下に減らすと微生物は栄養
源が少なくて増殖できない。ＡＯＣゼロなら栄
養源が全くないので、微生物は生存できない。
従って、塩素消毒も残留塩素も必用ない。

緩速ろ過処理は、生物によりＡＯＣを徹底的
に少なくする方法

渡辺教授の発言：オランダの会議にペットボトルでなく、水
差しに水道水。スーパーにペットボトルなんか売っていない。
AOC（生物利用可能有機物）を10ug/l以下にしている。

石井氏の発言：塩素絶対主義を変えるにはどうか。

水道法を変えれば良い 皆が声を出すこと



直言
２００３年１１月１９日（水）
朝日新聞、科学（直言）欄

お
い
し
い
水
道
水
作
り
に
挑
め

2003.10.16.横浜市が初
めて製造したペットボト
ル水は、水道水源である
道志川のみなもと・道志
の森（水源かん養林）で
生まれた新鮮な水です。
今回､５００ｍｌサイ
ズを４万本製造しました。
なお、横浜市がペット
ボトル水を製造・販売す
るのは初めてのことです。
・道志川の支流を水源と
する道志村簡易水道膜処
理水（塩素注入前）



判例自治
基準以下の水質、測定限界
以下の水質を求めている。

人間のセンサー、本能のセ
ンサーの方が感度が良い。

基準とは、裁判で訴えられて
も大丈夫の値。

ご飯をおいしく炊くには、
ペットボトルを。塩素臭
い水道水を使わない方
がおいしく炊ける。

裁判では慢性毒には
対処できない。
自衛するしかない？



ヨーロッパ
１８０４，Ｇｉｂｂ

１８２９、Ｓｉｍｐｓｏｎ

１８９２(明治25）

１９７２(昭和47）塩素化化合物

１９６２(昭和37）玉川浄水場カシンベック病騒ぎ

１９１０（明治43）ＮＪ塩素消毒

１９１0（明治43）剣崎浄水場

１８８２（明治15）ＮＪ急速ろ過
１８８７（明治20）横浜完成

緩速ろ過（清澄）→コレラに安全→急速ろ過（＋塩素）→塩素化化合物→膜の勧め

水道の歴史を振り返る

１９７４(昭和49）米、トリハロメタン

１９９３(平成５）米ﾐﾙｳｵｰｷｰ、クリプト

１９９６(平成9）越生、クリプト

１９８７(昭和62）米ｼﾞｮｰｼﾞｱ、クリプト１９１２（明治45）京都蹴上



Paisley

1804年 John Gibb:Pailey filter

1846 Glasgow
汚れた水は、礫、
小さな礫、洗い
砂、水を下から
上へ何回も通す、
空気に触れる。

繊維の脱色をしていた人

注：1829年London. 
J.Simpson



緩速（砂）ろ過処理：Slow 
Sand Filtration:河川水を礫と砂
の槽を横に流して清澄な人工的な伏流
水をつくり、市内中に売り歩いた（公共
水道の起源：John Gibb, Scotland, 1804)

James Simpson, 1829.1.29. テムズ河
の水を沈殿池と砂ろ過で清澄な水
を給水する施設を完成。上から下へ

流すゆっくり砂ろ過、砂層表面の
削り取りでろ過閉塞回避も開発。

物理的ろ過で清澄な水、細菌
除去ができると考えた。

横から縦



London

London 1843

イド ク

緩速ろ過池

沈澱池

バッキン
ガム宮殿



Thames water
1832:水道水源はこ
んなだった。汚水で
汚れた水でした。
こんなに汚い水で
も緩速ろ過処理で、
病原菌が除けてい
た。

怪物スープ（Monster 
Soup）呼ばれるテムズの
水：こんな水をおいしく安
全な飲み水にできた
(1828：風刺画）。



1829 Simpson ‘s 1Acre Filter コレラ
流行してもSSFだと大丈夫と評判
日本：幕末から明治、コレラ大流行
1883（明治12）年Palmerに横浜水道
設計依頼、1887（明治20)10.17.給水
開始

1892（明治25）年ドイツ・ハン
ブルグとアルトナでのコレラ患
者の分布：アルトナでは大人し
か患者がでない。

ゆっくり砂ろ過：緩速ろ過
＝コレラ菌（病原菌）は除ける

1ml中に一般細菌が１００以下な
らコレラ患者がでない。

Robert Koch



凍結時の削り
とりに費用が
かかるので、
凍結防止にろ
過池を覆うこ
とを勧める。

1893年報告：Berlin,砂層表面近くにだけ細
菌や汚泥が存在、冬期は、削りとりは深く、
夏は藻が繁殖し、削りとり深さは浅かった。
OpenとCoverを20年間の結果をみたら、
Openの方が細菌除去が良かった。藻が繁藻が繁
殖する時期、水は汚いが、ろ過水は清澄。殖する時期、水は汚いが、ろ過水は清澄。
しかし例外かもとの記述。

Hazen 1905:The 
Filtration of Public 
Water Supply

生物処理という意識ができたが、物理的な砂ろ過が主と考えた。



緩速ろ過
の仕組み

塩素消毒は戦後、強制された

砂ろ過→生物群集
の働きによる浄化

英国式

河原の伏流水を
人工的につくる



染屋藻が浮いている



塩素消毒は戦後、強制された

砂ろ過→生物群集
の働きによる浄化

河原の伏流水を
人工的につくる

ゆっくり→生物
群集が安心し
て活躍できる。



糸状藻類の連続培養系

濁りの捕捉

光合成による
酸素生産（気
泡の浮力）

1池で約1万人分の水道水

テムズ水道にならうと２万人分


