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水素イオン濃度[ｐ Ｈ] 

ｐ Ｈとは、正確には「 水素イオン濃度指数」のことで、水素イオン濃度の逆数の対数を表

示したものである。  

ｐ Ｈは、水が酸性であるかアルカリ性であるかを表す指標であり、中性の水はｐＨ7、酸

性になると 7よりも小さく 、アルカリ性では7よりも大きく なる。  

 人為的な汚染のない河川水は、その地質的要因によってｐ Ｈが変化し、石灰岩地帯のよう

な塩基性岩地を通過してく る水のｐＨは高く 、酸性土壌の広がる地帯を通過してく る水の

ｐ Ｈは低い値を示す傾向があり、火山や温泉の影響のある河川などでは非常に低いｐ Ｈを

示すことが知られている。  

通常、河川水のｐＨは中性付近(6～8)にあるが、工場排水の流入等何らかの理由で酸性ま

たはアルカリ性になると、水道原水、農業用水、水産用水、工業用水等の水利用に支障が生

じる。その他にも、水中に生育する生物に影響を及ぼすことがあり、強いアルカリ性や酸性

の水中ではほとんどの微生物は活動することができない。ｐ Ｈがアルカリ性側では金属の

水酸化物が生成して水の透明度が下がり、酸性側では土壌や底泥中の重金属類が溶出しや

すくなる。また、酸性雨によってｐＨが酸性側に傾いたり、藍藻類や緑藻類、珪藻類等植物

プランクトンの大量発生や、水草が繁茂している場所ではその光合成作用によってｐ Ｈが

上昇してアルカリ性を示すことがある。 

 水産用水としての観点では、ｐＨは河川では6. 5～8. 5で生産率が高く 、ｐ Ｈがこの範囲

外になると生態系のバランスが崩れて生産の低下を招く ことが予想されており、水産用水

としての適用性として、ｐＨの河川環境基準ではＣ類型以上にこの6. 5～8. 5の範囲が定め

られている。また、農業用水としては、稲の生育に適したｐＨとして6. 0～7. 5が農業用水

基準とされている。  

 ｐ Ｈの測定手段としては、ｐ Ｈ試験紙を用いる簡易的な方法もあるが、本業務ではガラス

電極法による測定を実施している。  

「 東京にそだつホタル」 (http: //www. tokyo-hotaru. com )に示されている「 東京のゲンジ

ボタル生息3地域の水質」 では6. 5～8. 3 の範囲がホタルの生息条件であるとされている。 

 参考までに、平成26年度県公共用水域水質調査結果(埼玉県HP公表)によると、都幾川

東松山橋のｐＨは7. 4～7. 9の範囲にあったことが報告されている。  

化学的酸素要求量 [ＣＯＤ] 

 化学的酸素要求量： ＣＯＤ(Chemi cal  Oxygen Demand)は、水質汚濁を示す代表的な指標

で、ＢＯＤ(生物学的酸素要求量Bi ochemi cal  Oxygen Demand)とともに広く一般に用いら

れている。「 化学的酸素消費量」 と言われることもある。  

ＣＯＤの試験方法は、試料に酸化剤を加え、一定条件下で反応させ、そのとき消費した酸

化剤の量を酸素の量に換算して表すものである。ＢＯＤと比べて短時間で測定できるが、使

用する酸化剤の種類や濃度、液性(酸性条件かアルカリ性条件か)、加熱温度、加熱時間等の

条件によって測定値が異なってくるので、比較の際には注意が必要である。  
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 本業務で測定したＣＯＤは、「 滴定法」 であり、容量分析で用いられる定量分析操作の 1

つである。濃度未知の試料溶液の一定量中に含まれる問題の物質の全量と反応するのに必

要な既知濃度の試薬溶液 (標準溶液という) の体積を測定し，その量から問題の物質の量

を求める方法であり、通常反応溶液の一方をビュレットから滴下するので滴定という。  

 ＣＯＤはこれ以外に、酸性にした試料水中の被酸化性物質量を一定の条件下(100℃)で酸

化剤である過マンガン酸カリウムによって酸化し、その際使用した過マンガン酸カリウム

の量から酸化に必要な酸素量を求めて換算する「 100℃における過マンガン酸カリウムによ

る酸素消費量」（ ＣＯＤMnと表記） や、試料をアルカリ性で反応させて測定する方法(アルカ

リ性過マンガン酸カリウムによる酸消費量： ＣＯＤOH)、二クロム酸カリウムを酸化剤とし

て強酸性下で反応させて測定する方法(二クロム酸カリウムによる酸素消費量： ＣＯＤCr)が

ある。測定して得られる値は、ＣＯＤCr 法が最も高く 、次いで、ＣＯＤMn法、ＣＯＤOH法と

なり、ＣＯＤCr法は酸化率が高いことから水中の有機物の総量に近い値が得られるとされて

いる。過マンガン酸を用いる方法では、一定の条件下での有機物量を示しており、水中の有

機物の総量を示すものではないとされている。  

国際的には二クロム酸を用いるＣＯＤCrが採用されているが、日本国内では古くから今回

採用した方法であるＣＯＤMnを主に用いて水質を評価している。   

 ＣＯＤには湖沼や海域等の閉鎖性水域において環境基準が定められているほか、下水道

等では総量規制の指定項目となっている。  

 水中の被酸化物質としては、様々 な有機物と亜硝酸塩、硫化物などの無機物があるが、お

もな被酸化物質は有機物であるため、ＣＯＤが高いほど有機物量が多いということができ

る。 

「 東京にそだつホタル」 (http: //www. tokyo-hotaru. com )に示されている「 東京のゲンジ

ボタル生息3地域の水質」 では0. 5～3. 4 の範囲がホタルの生息条件であるとされている。 

 参考までに、平成26年度県公共用水域水質調査結果(埼玉県HP公表)によると、都幾川

東松山橋のＣＯＤは0. 4～2. 2mg/Lの範囲にあったことが報告されている。  

【 参考】  

生物学的酸素要求量： ＢＯＤ(Bi ochemi cal  Oxygen Demand )  

ＢＯＤとは、微生物が分解する有機物量を表し、暗所に20℃で5日間放置して、溶存酸

素の減少量から酸素要求量を換算したものである。ＣＯＤが有機物と無機物の合計量の指

標であることに対し、ＢＯＤは有機物による汚濁の指標とされている。   

「 東京にそだつホタル」 (http: //www. tokyo-hotaru. com )に示されている「 東京のゲンジ

ボタル生息3地域の水質」 では0. 5～1. 8 の範囲がホタルの生息条件であるとされている。 

窒素化合物について 

 窒素は空気の主成分で、体積の約 78％を占めている。生物体を構成する主要元素の一つ

であり、特に植物の生育にはリンやカリウムとともに重要な元素とされている。 

 河川水中に含まれる窒素の形態は、無機態窒素と有機態窒素に大別され、無機態窒素には

アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素等が、有機態窒素にはアミノ酸、タンパク
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質、核酸、ポリペプチド等の無数の有機窒素化合物が含まれる。  

 自然界の中の有機態窒素は、通常では、生物の作用を受けてアンモニウム態窒素に変化し、

次いで亜硝酸態窒素になり、最終的に硝酸態窒素に変化する。 

 河川等環境水中への窒素化合物の供給源としては、山林や田畑からの流入、畜産排水、家

庭下水、工場排水等があるが、山林や田畑からは肥料成分である硝酸態窒素が、畜産排水や

家庭下水からは主に有機態窒素やその分解生生物であるアンモニウム態窒素が供給される。 

 今年度の水質調査においては、窒素化合物としてアンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸

態窒素の3項目について測定した。  

アンモニウム態窒素(アンモニア性窒素) NH4-N 

アンモニウム態窒素とは、水中に含まれるアンモニウム塩あるいはアンモニアを窒素の

量で表したものである。アンモニア性窒素ともいう。  

環境水中に含まれるアンモニウム態窒素は、主として動物のし尿や家庭下水中の有機物

(タンパク質、アミノ酸)が分解される初期の段階で発生したもの、あるいは、工場排水に起

因するもので、これらによる水質汚染の指標となる。アンモニウム態窒素は、自然界では硝

化細菌によって酸化されて次第に亜硝酸態窒素や硝酸態窒素に変化していくため、対象と

する水域のアンモニウム態窒素が高い場合は、し尿等による汚染が近い時期にあったこと

を示している。ただし、深井戸や貯水池の底層付近の水では、硝酸性窒素の還元によってア

ンモニアが生成することがある。  

「 東京にそだつホタル」 (http: //www. tokyo-hotaru. com )に示されている「 東京のゲンジ

ボタル生息3地域の水質」では0. 03～0. 12の範囲がホタルの生息条件であるとされている。 

 参考までに、平成26年度県公共用水域水質調査結果(埼玉県HP公表)によると、都幾川

東松山橋のアンモニウム態窒素は、年度末の2月から 3月には0. 02～0. 04mg/Lに若干増加

するが、ほぼ一年を通じて検出下限値の0. 01mg/L未満から 0. 01mg/Lの値で推移している。  

亜硝酸態窒素(亜硝酸性窒素)  NO2-N 

亜硝酸態窒素とは、亜硝酸の形態をしている窒素のことで、亜硝酸塩を窒素の量で表した

ものである。水中では亜硝酸イオンとして存在している。 

亜硝酸態窒素は、主にアンモニウム態窒素が酸化されることで生成し、アンモニアが硝酸

に酸化される際の中間生成物である。極めて不安定な物質で、好気的環境では硝酸態に、嫌

気的環境ではアンモニウム態に速やかに変化してしまう。好気的環境下では、アンモニアが

亜硝酸に酸化される反応速度よりも亜硝酸が硝酸に酸化される反応速度の方が大きいため

に、亜硝酸態窒素の状態で長時間存在しないことから、通常では亜硝酸態窒素はあまり蓄積

しない。従って、アンモニウム態窒素と同様に、し尿等による汚染が近い時期にあったこと

を示している。  

亜硝酸態窒素そのものは自然水中に含有する程度ではヒトの健康には影響しないが、体

内においては硝酸態窒素が還元されて亜硝酸態窒素が生成され、これが血中ヘモグロビン

と結合してメトヘモグロビンを形成して酸素欠乏症(メトヘモグロビン血症)を引き起こす

といわれている。  

亜硝酸態窒素については、水道水の水質基準として0. 04mg/L以下とされている。  
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 参考までに、平成26年度県公共用水域水質調査結果(埼玉県HP公表)によると、都幾川

東松山橋の亜硝酸態態窒素は0. 006mg/Lであった(年間1回8月のみ測定)。また、上流に

位置する明覚(ときがわ町)については夏から秋の期間では検出下限値未満(0. 005mg/L 未

満)となるが、冬期と春期には0. 02～0. 03mg/Lのやや高めの値を示している。  



資料1 

資料1-5 

硝酸態窒素(硝酸性窒素)   NO3-N 

硝酸態窒素とは、硝酸の形態をしている窒素のことで、硝酸塩を窒素の量で表したもので

ある。水中では硝酸イオンとして存在している。  

硝酸態窒素は通常、タンパク質など窒素化合物が酸化されてアンモニア態窒素、亜硝酸態

窒素に変化した後に生成する最終生成物であり、富栄養化の原因物質とされている。また、

硝酸態窒素は、人体の中では亜硝酸態窒素に還元されてこの亜硝酸態窒素が血中ヘモグロ

ビンと結合してメトヘモグロビンを形成して酸素欠乏症(メトヘモグロビン血症)を引き起

こすといわれている。  

農作物等への窒素施肥や畜産廃棄物等から発生した環境への窒素負荷量が増大し、世界

的にも地下水の硝酸態窒素汚染は深刻な問題となっている。日本では、飲料水の水質基準並

びに環境基準として、亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量として10mg/L以下と定められ

ている。 

「 東京にそだつホタル」 (http: //www. tokyo-hotaru. com )に示されている「 東京のゲンジ

ボタル生息3地域の水質」では0. 43～0. 45の範囲がホタルの生息条件であるとされている。 

 参考までに、平成26年度県公共用水域水質調査結果(埼玉県HP公表)によると、都幾川

東松山橋の硝酸態態窒素は、1. 2mg/Lであった(年間1回8月のみ測定)。また、上流に位置

する明覚(ときがわ町)については1. 0～1. 6mg/Lの範囲で推移している。東松山橋における

全窒素の調査結果は、1. 0～1. 8mg/Lの範囲にあり、このうち 8月の全窒素は1. 3mg/Lであ

ったことから、硝酸態窒素がそのほとんどを占めているものと推定される。このことからも、

上唐子地区の硝酸態窒素濃度はかなり高い値であることがわかる。  

リン酸態リン(リン酸性リン) 

 リン酸態リンとは、水中に存在するリン酸イオンをそのリンの量で表したものである。  

リンは地殻中に広く存在し、その存在量は0. 1％程度とされている。また、炭素や窒素と

ともに生物体の主要構成元素として重要なものである。自然界におけるリンは、地殻を構成

する岩石や土壌をその供給源として雨水や流水中に溶け出し、河川水中に移動するが、その

ほとんどのものは沈降して底泥となり、水中にとどまるのは一部にすぎない。  

リン酸を含むリン化合物の主な発生源は肥料やし尿などで、これらの汚染の指標となる。

栄養塩として植物プランクトンなどに吸収されることから、富栄養化の原因物質でもある。 

水中のリンの発生源は、主に人為的なもので、開発による流出土壌、森林や農地に過剰散

布された肥料、家庭排水、し尿、工場排水、畜産排水などが挙げられる。通常の下水処理で

はリンは完全に除去することはできないが、近年では凝集沈殿法や生物処理などの高度処

理により除去率を向上させている。  

 参考までに、平成26年度県公共用水域水質調査結果(埼玉県HP公表)によると、都幾川

東松山橋の全リン(リン酸態リンは調査対象項目ではない)は概ね0. 01～0. 04mg/Lの範囲に

あった。 
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けい酸塩(けい酸) 

 けい素(元素記号： Si )は原子番号14、原子量28. 1の元素である。 

 けい素は地殻中には酸素に次いで存在量が多く 、その存在度は 27％である。天然に単体

としては存在しないが、酸化物(二酸化けい素)やけい酸塩の形態で岩石、土壌等を構成して

いる。また、放散虫、珪藻、イネ科植物やシダ植物などの生体中においてもけい酸塩の形態

で存在している。  

「 シリカ」 とは、狭義では二酸化けい素(Si O2)を指すが、けい酸塩や様々 な形態のけい酸

も含めて「 シリカ」 といわれることもあり、通常はSi O2に換算して表示している。  

水中のシリカは、イオン状、分子状、コロイド状などの溶解性のものと、鉱物や生物体に

粒子状の形態で存在しており、一般に地下水中に多く 、表流水として流下するに従って減少

する傾向がある。日本国内の河川水はシリカ濃度が高いのが特徴であるが、流域の地質によ

って増減し、特に火山地帯の河川水や地下水ではシリカ濃度が高くなる。国内分布をみると、

九州、関東、北海道東部地方で高く 、特に関東地方では那須火山系や富士火山系に水源を持

つ河川で高いとされている。一方で、堆積岩を水源とする河川では低い傾向にあるといわれ

ている。また、稲の倒伏防止剤等としてけい酸肥料が使用されることがあり、水田地帯の河

川で高い値を示すことが知られている。 

けい酸は代表的な藻類である珪藻類の主成分であり、珪藻類の消長を知る手がかりとし

て水域の富栄養化関連項目の一つとして測定されることがある。  

本業務で測定対象としている「 けい酸」 は、溶存態のけい酸イオンである。  

 淡水中でけい酸はSi (OH)4(H2O)あるいはH2Si O3の形で存在すると考えられており、大部分

は非解離の状態にあるとされている。水に対する石英の溶解度は低く数ppm程度であるが、

無定形けい酸の溶解度は高く 、20℃で150mg/L(Si O2)程度で、水温とｐ Ｈの上昇に伴い溶解

度は上昇する。通常の河川水中Si O2濃度は10～20mg/L程度であり、世界平均(13mg/L)と比

較すると高めである。  

「 東京にそだつホタル」 (http: //www. tokyo-hotaru. com )に示されている「 東京のゲンジ

ボタル生息3地域の水質」 では、珪酸態珪素の値は0. 50～0. 58の範囲がホタルの生息条件

であるとされている。  

カルシウムイオン(カルシウム) 

 カルシウム(元素記号： Ca)は、原子番号20、原子量40. 08の金属元素である。アルカリ

土類金属の一種で、炭酸塩(方解石)や硫酸塩(石膏)として地球上に広く大量に存在してお

り、ふっ素との化合物(ホタル石)やリン酸塩としても産出する。カルシウムは生体にとって

は必須元素であり、骨や歯の主成分となっている。  

日本国内の環境中カルシウムの起源としては、けい酸カルシウムに代表されるけい酸塩

が最も多く 、次いで炭酸塩で、硫酸塩由来のカルシウムは少ないとされている。 

 カルシウムイオン(Ca2+)は河川水等淡水の最も重要な主成分であり、その大部分は地質由
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来とされている。日本国内の河川水中カルシウムイオンの含有量は少なく 、通常5～20mg/L

程度といわれている。石灰岩を含む地層や鍾乳洞を通過した水に含まれるカルシウムイオ

ン濃度は高いが、火成岩地域を通過した水に含まれるカルシウムイオン濃度は低い傾向に

ある。外国の河川と比較して、日本国内の河川水中カルシウムイオン、マグネシウムイオン

の濃度が低く 、けい酸塩濃度が高いのが特徴である。  

環境水中のカルシウムは「 硬度」成分として存在しており、水道水の硬度はカルシウムイ

オンとマグネシウムイオンをそれぞれ炭酸塩に換算した合計値で表示している。 

本業務で測定対象としているカルシウムは、水生生物が生息している環境水中に存在す

るカルシウムイオンで、ホタルの食餌となるカワニナ等貝類の成長に不可欠な成分である。

水中に存在するカルシウムイオンは、貝類の持つ炭酸脱水酵素の働きによって水分子と二

酸化炭素から炭酸水素イオンを生成し、これとカルシウムイオンが結合して炭酸カルシウ

ムの結晶ができて貝殻を成長させると考えられている。  

 「 東京にそだつホタル」 (http: //www. tokyo-hotaru. com )に示されている「 東京のゲンジ

ボタル生息3地域の水質」 では11. 46～13. 2 の範囲がホタルの生息条件であるとされてい

る。 

マグネシウムイオン(マグネシウム) 

 マグネシウム(元素記号： Mg)は、原子番号 12、原子量 24. 3の金属元素である。天然に

は炭酸塩、硫酸塩、けい酸塩などとして多量に産出する。主な鉱物としては、緑泥石(クロ

ライト )、苦灰石(ドロマイト )などがある。また、マグネシウムは、植物体の光合成色素で

あるクロロフィルの中に存在し、ヒトの体内ではリン酸塩として骨組織の中や血液や筋肉

等に含まれている。  

 マグネシウムイオン(Mg2+)は、淡水中には1～5mg/L 程度含有しているが、海水中には多

量に含まれているので、海水の影響の強い海岸地帯の井戸水などでは塩化物イオンととも

に一般の河川水や地下水と比較して高い値を示すことがある。  

環境水中のマグネシウムは「 硬度」成分として存在しており、水道水の硬度はカルシウム

イオンとマグネシウムイオンをそれぞれ炭酸塩に換算した合計値で表示している。水中の

カルシウム及びマグネシウムイオンは、主として地質由来であるが、海水、工場排水、下水

等の混入によっても水中濃度が上昇することがある。  

本業務で測定対象としているマグネシウムは、水生生物が生息している環境水中に存在

するマグネシウムイオンで、カワニナが食べる藻類の生育に必要とされている。  

 「 東京にそだつホタル」 (http: //www. tokyo-hotaru. com )に示されている「 東京のゲンジ

ボタル生息3地域の水質」 では2. 5～3. 2 の範囲がホタルの生息条件であるとされている。 

外観 

 外観とは、水の呈している色調、濁り、浮遊物、沈殿物、泡立ち等の状態を表したもので

ある。採取した試料について直ちに観察したものをいう。 

 ガラス容器に採取直後の水を入れて、色の種類や濃淡の程度、濁りなどを目視で判断して
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記録したもの。数値で表すものではないが、水の外観は、有色の溶存物質や懸濁物質の種類

やその量によって変化するので、外観の観察によって、汚染の有無や汚染原因物質を推定す

ることができる場合がある。参考までに、水道水(飲料水)の外観は、「 無色透明」 であるこ

ととされている。  

 外観は、色の種類と濁りの程度によって、以下のように表す。  

・ 水に色がなく 、透明な場合は「 無色透明」  

・ 水に色がついている場合は、その色を表記するが、単色でない場合は色合いの強い方を後

に表記する。 (例)黄色味がかった白色：「 黄白色」  

・ 水にわずかに色がついている場合は、「 淡」 と表現し、そのあとに色を付して「 淡白色」

「 淡黄白色」 などと表記する。色が濃い場合は「 濃」 を色の前に付して表記する。  

・ 着色していても透明な場合は「 透」、着色していて濁りがある場合は「 濁」 を色の種類の

後に記載する。(例)「 淡白色透」「 濃緑黄色濁」  

透視度 

 試料水の透明の程度を示すもので、採水現場で濁りの指標として測定する。  

 試料水を透視度計のシリンダー(ガラス製円筒管)に満たし、上部から下方を透視しなが

ら下口から試料水を速やかに流出させて、シリンダー底部に置いた二重十字標識板が初め

て明らかに識別できる時の水層の高さ(cm)を読み取って計測する。光源は昼光とし、直射日

光を避けて計測する。懸濁物質が多い場合には、これが透視度計の底部に沈積することがあ

り、誤算の原因となるので、試料水を充分に混合して速やかに計測するなど注意が必要であ

る。 

1cmを1度として表示し、数値が大きいほど透明の度合いが高いことを示す。透視度が低

くなると「 水の濁り」 が増えたことを表し、汚濁の状況を把握する一つの要素となる。  

今年度の調査では、上限100度(100cm)の透視度計を用いたが、上唐子湿地B及び新屋敷

下流水路以外の全ての試料が100度以上の測定結果を示した。 
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