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緒 論

水質検査には化学的検査項 目以外 に細菌学 的検査

項目が併行 して行 われてい ることは周知の事実 であ

る1, 2).そ して我 国における現在 の水質検査法3)で は

大腸菌群測定法 が広 く用い られている.す なわち上

水試験法4)および工 業用水(JIS)1)で はLB培 地-

BGLB培 地法(LB-BGLB法 と略す),下 水試験

法ではLB培 地法(LB法 と略す),食 品衛生法 お

よび公共用水 ではBGLB培 地法(BGLB法 と略す)

を行 うとされて お り,こ れ らは いず れ も最 確 数

(MPN)を 求 める方法であ る.他 方乳製品および工

場排水(JIS)2)で はデスオキシコレー ト培地(DOC法

と略す)を 用いての集落数 を求 める方法 も行われて

いる.

これ ら諸種 の方法の うち,上 水試験法および工業

用水(JIS)1)に適 用 されている. LB-BGLB法 で算 定

される大腸菌群 の検討 を試みた, LB-BGLB法 で算

定 され る大腸菌群 とは"乳 糖 を分解 して酸 とガスを

産生す る好気性 または通性嫌気性の グラム陰性無芽

胞桿菌で ある”.と定義 され,こ の 条件 を満 す種 属

はEscherichia, Klebsiella, Enterobacter, Aero

monas, Erwinia, Serratiaお よびCitrobacter

等 が包含 されて いる.し か しこれ らの種属全てが人

畜糞便由来の ものではな く,水,植 物 または土壌 に

由来す る種属 も含 まれていると言 うことである.元 来,

水質検査 における汚染指標菌 とは人畜糞便 由来の菌

を検索 す ることを目的 としているの であるか ら,大

腸 菌群測定結果 をその まま適 用 して汚染状況や汚染

源の判定 を行 うと誤 りを生ず ることにな りかねない.

我々は過去数年間 に亘 って児 島湾5),児 島湖6)を初

め として県下河川7, 8)での汚染 調査 を行 って来 たが,

その結果のなかで化学検査や現況 に照 して不当 と思

われるような高値 の大腸菌群数 を算定す ることが し

ば しばあった.そ こで各種調査点 での現行の大腸 菌

群測定 で得 られ る測定結果の検討 を,本 測定法で算

定 され る大腸 菌群 の種属分類 を行 うことによ り,糞

便汚染の指標 性の良否 について検討す ることとした.

調査 地点 および方法

調査地点

調査地点 は図1に 示す如 く,岡 山県下 の主要河川

の各地点,す なわ ち旭川水系,吉 井川 水系,小 田川

支流の美 山川お よび星田川水系で ある.

旭川水系 は県下最大 の河川 で下流 に岡山市街地 が

あり,都 市下水,工 業排水等の影響 を受 ける河川 で

ある.さ らに上流は旭川 ダムを擁 し,農 畜産排水 の

影響 を受 けて いるのは勿論 の ことである.吉 井川 水

系はその本流,支 流の長 さは県下で最 も長 く,上 流

に津 山市 が存在す る ものの主 として穀倉地 を貫流 し

て最 もきれいな川 とされてい る.小 田川支流の美 山

用,星 田川 につ いては美 山川 ではその上流が美星 町

か ら端 を発 し,以 後山間部 を貫流 し小田用 にそそい

でお り,星田川は星 田池 か ら端 を発 し,養豚場 が山林

中に散在す るいわゆ る山岳畜産地 を流下 して いる.

この美 山川,星 田川 は矢掛町 に及 んで合流 し小 田川
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に流れ込んでいる.特 殊材料 につ いて は人工糞便水

,人里離れた山頂池,漢 流等 さらに生活排水等を適宜

検査対象 とした.

図1　 岡山県下水質測定水系と測定点

検査方法

検査方法は法令 もしくは 日本工業規格1)で定 められ

ている方法に則 った(表1).

大腸菌群測定 で陽性 を示す菌の選別 には,まずLB

培地で2～3本/5本 程度 に陽性 を示す検水量 をLB

培地50～100本 に接種 し,そ の陽性管 をBGLB培 地

に移植 す る. BGLB培 地 で陽性 を示 した管よ りドル

ガルスキー改 良(BTB)培 地 で分離 培養 を行 って,

生ず る集落中乳糖分解(本 培地上 で黄変集落)菌 の

みを釣菌 して,再 びBGLB培 地 に移植 し,陽性で あ

ることを再確認 した上 で,こ れ らの菌 を同定の対照

とした.菌 同定 のための確認培地 はTSI培 地, SIM

培地,シ モ ンズクエン酸培地,リ ジン脱炭酸培地,

尿素培地, VP-MR培 地 およびDNA培 地 を使 用

し,他 にチ トクロ-ム オキ シダーゼ試験 を行 って,

生物学 的性状 か ら菌属同定 を行 った9).

結 果

1. LB-BGLB法 による大腸 菌群測定

LB-BGLB法 による大腸菌群測定結果を表2に

示 した.

旭川水系 では下流 に行 くに従い,岡 山市の都市下

水の影響 を受けつつ,汚 染が進 んでいるの が菌数 の

上か らうかが える.す なわ ち,測 定値 には多少のば

らつ きが あるものの下流特 に岡山市街地 の影響 を受

ける相生橋,桜 橋附近 では4,000～10,000と い う高

値 を得た.逆 に乙井手堰 は岡山市上水道 の取水場所

で水量 も多 く清澄 な所 とされて いて,こ の地点 では

1,300と い う低値 を得た.吉井川水系についてみると

上流の漢流 に近い鳥川 で460と い う値 が得 られ,逆 に

津 山市の影響 を受 ける地点 では13,000以 上の値 を得

た.し かし農山村 を流れ る各地点 では概ね2,000～

4,000と い う値 を得 たが,現 場の状況か ら考 えると想

像以上 に高 い値 を得た ものと考えられる.美山川は上

流に美星町 があ り,こ の市街地 の影響 を受 け9,000～

10,000以 上 とい う高値を得た.そ のよ うな地点か ら

山間部 を通過す る間 に川巾が徐 々に広 くな り,水 量

も徐 々ではあるが増加 し菌数はやや減少 している.

さらに美 山小 学 校附 近 に くると民 家 の影響 を受 け
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高 くな ることが考 えられるが, 8月 は極端 に高 く,

 5,000と い う値 が得 られた.こ の原因について は明 ら

かでない.星 田川は星 田池 か ら端を発 し,や さご橋

附近 まで漢 流 に近い条件で あるため全体的 に490以

下 とい う値 を得 るが,こ の地点か ら下流 は民家の影

響 を直接受 け20,000と いう高値を得た,新栄橋 は汚染

された美 山川 と比較的 きれいな星 田川 の合流地点 で

ある,ま たこの附近 になると矢掛町 の都市下水の影

響 も受 け6,000と い う値 を得 た.その後,小 田川 に流

れ込 むが,矢 掛町の住民排水の影響 を直接受 け(排

水口の1例 に160,000と い う高値 があった)9.000～

90,000と 非常 に高 い値 を示 した.

表1　 大腸菌群測定法(LB-BGLB法)

特殊材 料には畜牛場および豚舎排水 口,牛 糞,豚

糞それに人糞等の強糞便 汚染材料 を供試 した.逆 に

山頂小池(径5m捷 息 生物な し),山 頂漢流(巾50cm

の漢 流),緑 葉樹(潤 葉)お よび草(緑 草)な どの

よ うな糞便汚染の可能性 の考 えられな い種 々の材料

を も検査対照 とした.前 者 の材料の場合にはかな り

の高値 を示す ことは納得 出来 るが,後 者の材料の場

合で もかな りの菌が測定 で き,糞 便以外に由来す る

大腸菌群 が多数存在す る可能性 を示 している.

Ⅱ 大腸菌群測定 で算定 され る菌の分類

大腸菌群測定結果 は一部で は現状に合った例 も存

在するが大部分 の例 は高値 を示 してお り,人 畜糞便

の 汚染 が余 り考 え られ な い よ うな地 点 の検 水 や特 殊

材 料 で もか な りの菌 数 を示 して い る.そ こで 我 々 は

LB-BGLB法 で算 定 され る菌 には人 畜 糞 便 に無 縁 の

菌 が 多数 含 まれ る こ とを考 え菌 分類 を試 み た.

大腸 菌 群 の カテ ゴ リー に含 まれ る菌 種 は表3に 示

す よ うな菌 種 で あ る の で便 宜上3群 に分 け た.す な

わ ち人 畜 糞 便 由来 菌(人 由 来 菌 と略)と してEsche

richiaお よ びKlebsiella pneumoniaeを 含 め た.

中 間型 にEnterobatter(cloacae, aerogenesを 含

む)を 配 した が これ らは人 由 来 菌 に含 め るべ き と言

う研 究 者 もい るが,我 々 は文 献 的考 察 な どか ら中 間

型 と した.次 に元 来 植 物 病 原 菌 で あ るErwinia,水

中,冷 血 動 物 に生 息 して い るAeromonas,土 壌,

植 物 等 に寄 生 す るSerratia, Citrobacterさ らに

Klebsiella-like菌(ド ル ガ ル ス キ ー 改 良 培 地 上 で

Klebsiella pneumoniaeと 非 常 に よ く似 て いて,乳

糖 を分 解 す る菌 で あ るが,若 干 生物 学 的性 状 が異 な

り窒 素 固 定 の 能 力 を有 す る.)を 植 物,水 お よ び土 壌

由来 の 菌 で あ るた め外 界 由来 菌 と した.

我 々の 設定 した分 類 表 に基 づ い て 各 調査 地 点 につ

い て菌 分 類 を行 い,表4に 一 部 の 例 の 菌分 類 の百 分

率 を示 し た.特 殊 材 料 の人 工 糞 便 水(人 糞)は 新 鮮

材 料 を使 った とい う欠 点 は あ るが,ほ ぼ100%人 由

来 菌 で 占 め られ,そ の うちの90%はEscherichia

が 占 めて いた.豚 舎 排 水 口 で は人 由 来 菌 が65%,外
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表2　 LB-BGLB法 によ る大腸菌群数測定結果抜粋(1)
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表2.　 LB-BGLB法 による大腸菌群数測定結果抜粋(2)

表3　 大腸菌群測定で算定される菌分類
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界由来菌が30%を 占め中間型 が5%で あった.

表4.　 LB-BGLB法 で算定 され る大腸菌群 の菌属分類の占有率

Abbreviation; E.-Esherichia, Kleb.-Klebsiella.

Ent.-Enterobacter, Er.-Erwinia.

Aer.-Aeromonas, Ser.-Serratia.

C.-Citrobacter, Kl-like-Klebsiella-like

野外調査例 で吉井川水系の鳥川,嵯 峨 堰,加 茂川,

熊山橋の各地点 では人由来菌がいずれ も20%以 下で

Escherichiaは 数%前 後 の値 を示す に過 ぎなかった.

葛下橋では附近 の民家の影響 を受 けてかEscheri

chiaの 占め る割合 が極端 に多 く,人由来菌 が37%で

あった.美 山川 の上流,美 星市街地 は人 由来菌が70

%を 占め, EscherichiaとKlebsiellaの 割合 も ほ

ぼ半数 で,外 界由来菌 は極端 に少な く,住 民排水の

影響 が直接 に及んでいるため,こ のよ うな結果 にな

った ものと思われ る.そ の逆の現象が星 田川 ダム上

流地点 で見 られ,人 由来菌 が15%前 後で,外 界 由来

菌が70%を 占め,特 にCitrobacterが40%前 後 も占

有 していた.両 河川の合流点 である新栄 橋は矢掛町

の影響 を受 け40%が 人由来菌 で,そ の うちEsche

richiaが30%占 めていた.表5は 表4の ような分類

を行 った後,そ の由来に従 ってま とめた ものである.

人および家畜 に関係 してい る特殊材料 は70～100%

が人 由来菌 で,人 畜系の影響 を受 けて いない地点 で

は70～100%が 外界由来菌 であった.野 外調査 では

都市 および住民排水の影響 を受 け る地点,す なわ ち

吉井川水系の葛下橋,美 山川 の美星市街地等で は40

～70%の 人 由来菌が占め,外 界由来菌 が10～20%占

めていた.そ の他の地点,す なわ ち農 山村地,穀 倉

地を貫 く河川での各地点 は40～50%の 外界由来菌 に

よ り占め られていた.従 ってLB-BGLB法 で算定さ

れ る数値の中 には人 由来菌 に無関係な菌(外 界 由来

菌)が 相当 な割合で含 まれていることにな り,そ れ

らの菌 が測定値 を引 き上 げている もの と思 われた.

考 察

水質検査 は化学的検査項 目と細菌学的検査項 目が

併行 して行 われてお り,我 国 にお ける細菌学的検査

には大腸菌群測定が行われている.

水質調査 にお ける細菌学的検査の 目的には二つ の

ケースが考 え られ,そ の一つ はPersonal health

 serviceの 場か らの食品衛生対策 を目的 とした上水,

用水 の菌検索で あ り,他 の一つ はEnvironmental

 health serviceの 場 におけるもので,ヒ トをと り巻

く環境 をよ り健康的なものに保つ ために行 うもので

あ る.す な わ ち国民 生 活 の水準 が高度 にな るにつ

れて要 求 され る快適 な生 活環 境 の保 全 とい う意

味 での微少 な屎尿汚 染の発 見,下 水や屎尿処理 の良

否 の判定 または富栄養化の他面 的な把握の 目的が含

まれてい る.こ のよ うな事象 を考慮 して,糞 便汚染

指標 菌 としての条件5)を考 えて見る と,概略 この条件

に沿 うもの としては大腸菌群,大 腸菌(E. coli type

 1).腸 球 菌等の測 定 が上 げ られる.
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表5.　 大腸菌群 に算定 される菌の由来分類 の占有率

表6.　 大腸菌群数 の環境基準(MPN/100)

我々は過去,海5),汽 水6)を初め として河川水7, 8)

の大腸菌群測定 の検討 を行って きた.さ らに今回 は

河川水 を中心 に調査例 を増 し検討 を重ねた.こ れ ら

の調査地点 のBOD, COD値 な どの化学検査はかな

り改善 されている結果 を得たに もかかわ らず大腸菌

群測定値は依然 として改善 されてお らず,ま た岡山

県 のまとめた調査報告書川か ら も同様 のことが示 唆

されてい る.さ らに大腸菌群数 の環境基準(表6)

にこれ らの測定値をあてはめて みて も全般的 にこれ

らの基準値 よ り高値を示 す地点 が多か った.こ れ は

現在の環境基準が厳 しす ぎるのか,現 行の大腸菌群

測定に問題が あるのか,ま たその両者に起 因す るの

かとい うことになろ う.上 記の よ うに我々の調査結

果に も岡山県報 告に も不合理 な点が指摘 されるので,

この大腸菌群測定(LB-BGLB法)で 算 定 される菌

の分離同定 を行い,こ の大腸菌群 は必 ず しも糞便汚

染指標菌のみで構 成 されていない事の実例 を示 した.

我 々が設定 した分類 に基づ いて菌分類を行 って検

討 してみ ると,都市排水,住民排水 に直接関連 する地

点での検 水では,大 腸 菌群 の うち人畜由来菌 の占め

る割合が概ね高 く指標 性の高 いことを示 している.

逆 に農 山村 を流れ る河川 よ りの検水 は外界 由来菌が

非常に大 きい割合 を占め,指 標性 が低 く環境 基準 に

合致 しない場合の原因の一端 を担 って いることを示

してい る.こ れ らの事 実は特殊材料 である人糞水が

人由来菌 のみよ りな り,逆 に糞便汚染 の考 えられな

い特殊材料 で もか な りの大腸菌群数 を数 え,そ の大

部分が外 界由来菌で ある事実 がよ く物語 って いる.

しか し我 々の設定 した分類 に も問題 は残 る.そ れ

はEnterobacterを 中間型 として分類 し,試 料 によ

っては これが大 きな割合 を占め る例 が しば しばある

ことで ある. Enterobacterは む しろ人 由来 菌 に包

合 して しまう方 がよい と指摘す る坂崎 の意見 もあ り,

この意 見 に従 えばかな り指標 性の高 くな る調査例 も

ある.し か し森 ら(未 発表)に よ ると河川水 中では

Ent. aerogenesお よ びEnt. cloacaeは 長 期生 存
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す るのみ ならず,条 件 によっては しば しば菌数増加

を示す ことがあ ると述べてい る.こ のよ うな観点に

立 つとやは り中間型 として処理 した方 が妥当であ る

との結論に達す る.そ こで中間型 に属する菌 を人由

来菌 と外界由来菌 に二分 して考察す る方式 をとると

前述の傾 向は増 々倍加 されることにな り,極端 に糞便

汚染指標 性のない調査例が多く見られるようになる.

糞便汚染指標菌の条件 として は第一 に 「人畜排泄

物中に常 に大量 に存在す る菌 であ り,こ れ ら大量 に

存在す る菌 はなるべ く網羅 して検出出来 ることが望

ましい.」第二 に「人畜排泄 物以外 には存在 しないよ

うな菌 が望 ま しい.土 壌,植 物 また は水中に常在 し

て生存,増 殖す るような菌 は判定 を混乱に陥 れる.」

で ある.結 局大腸菌群測定 によって検出 され る菌 に

は,第 二条件 に合致 しない多数の菌が含 まれ るとい

うことである.そ こで,人 由来菌のみ を残 して,外

界由来菌 を取 り除 く方 法 として次の ような方法 があ

る.そ の一つ は外界由来菌 は低温発育 を至適 とす る

考 えに立 ち, 37℃ と低温培養(20℃)で 得 られ るMPN

の差を求 める という方 法,他 の一つはEijkmanら

の 「Fecal coliは 他種 のcoliよ りも高温(44～46℃)

で発育 す る」 という理論 に基づ いたEC (Esche

richia coli)培 地によ るEC法 の両法が考 えられ る.

またその他の汚染指標菌 と して は腸 球菌があげ られ,

欧米では従来の方法 とこの腸球菌測 定 とが併行 して

行われている.従 って,我 々 も本来 の目的であ る「何

が糞便汚染の もの さしと して一番適切で あるか」 を

検討す るために三者の比較検討 を急 いでお り次の機

会 に報告 したい.

現在 水質汚染指標 に常用 されてい る大腸菌群測定

(LB-BGLB法)に よ る測定結果値 は不当と思える程

高い場合 が しば しばあ り,人 畜糞便 由来以外の菌種

も算定 されて いるので はないか との疑問 を生 じる.

この点 を解明す るため に本測定法 で算定 され る菌 の

分離 を行 って検討 した.

菌分類 にお いて人由来菌以外 に外界由来菌(Erwi

nia, Aeromonas, Serratia, Citrobacterお よび

Klebsiella-likeな ど)と 目され る菌が含まれること

が判 った.そ して調査実例中 にはこの外界 由来菌で

実状に促 さない大腸菌群数を示 す場合 が多 々あるこ

とも判明 した.す なわち,大腸菌群測定(LB-BGLB

法)は 都市排水 や住民排水等 の影響 が大 なるところ

ではよい指標 性が望 めるが,山 間部,農 山村 などを

流 れる所ではあま り望 めなか った.従 って,腸 球 菌

等 の他の指標 菌測定 と併用すれ ば実状 に促 した指標

性 が生 じる もの と思 われる.

本稿を終 えるにあたり,調 査研究に御協力下 さった岡

山大学医学部附属臨床検査技師学校の古木美子,国 政千

万子,文 屋孝子の皆様方に感謝致 します.な お本研究は

文部省科学研究費(特 定研究)に よるものであることを

附記致 します.
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The standard total coli-form MPN test is widely used as a biological indicator of water 

pollution. But our applications of the test to various field works resulted in much higher cell 
numbers than be expected. The reason can be thought to be that bacteria belonging to coli
form group do not always derived from human and animal feces.

In order to examine this possibility, the authors carried out the isolation and identification 

of bacteria which were detected by this method from various kinds of specimens. The result 
indicated that the bacteria designated as coli-form group included not only human and animal

derived bacteria but also bacterial species which apparently derived from plants, soil or water, 
e. g. Erwinia, Aeromonas, Serratia, Citrobacter and so forth.

Therefore, a method is demanded by which one can estinfate quantitatively only bacteria 
associated with human and animal feces.


