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研究の主旨 

 

 私たちは、建物内ですごす時間が一日 24 時間のうち最大で 4/5 を占めている中で水と接する機

会は限りなく多い。このことから建築基準法及び SHASE で衛生的な保全を図る上で水質が劣化し

ない技術的な「決まり」に基づいて設計され、衛生的に問題なく暮らすことができている。しかし、

いままでに水質劣化に結びつく問題が存在している。このことを重く受け止め、SHASE 等で対応

していかなければならない。そこで本委員会の活動が立ち上がった。飲料水については水道水を利

用するため、少なくとも水道法に基づく水質基準に適合していなければならない。また、建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）においても残留塩素濃度が 0.1mg/L 以上検

出されなければならないこととされている。このように建物内の水栓から吐水する水の残留塩素濃

度が 0.1ｍg/L の水質を保持するため、浄水場では多量に塩素を添加しなければならなくなっている。

上水分野の配水管について、残留塩素濃度の挙動は把握しているが、まだ、建物内での残留塩素濃

度の把握の調査は進んでいないのが現状である。排水管のつまり、グリース粗集器の阻集不良、浴

場施設のレジオネラ属菌の出現、プールでの皮膚病に関する疾患等、水に関連するトラブルは限り

なく発生していることが現状である。 

この研究は給水のみでなく排水設備、プール、浴場施設を取り上げ、さらに、この研究ではこれ

以外に給排水衛生設備分野で初めて空調用水を取り上げて検討を進めた。取り上げた理由は、水は

「連続性を持っている」こと、さらに空調用水は給排水設備の水質劣化と同様にスライムやスケー

ル、レジオネラ属菌と共通の問題であるため、あえて空調用水も検討課題とした。このことはこれ

からの研究分類の再分類を指さしているものと思われる。 

今まで給排水衛生設備委員会内では、水質に関する研究は次のテーマで検討を継続的に進めてき

た。 

昭和 60 年から昭和６３年まで雨水に関する研究、 

平成元年から平成３年までに水質の諸問題、 

平成４年から平成６年まで給湯を中心としたレジオネラ属菌の問題、  

平成 6 年から平成 9 年まで雑用水用の処理装置設計の問題 

平成９年から平成１２年まで緊急時の水確保の問題 

平成 12 年から平成１６年まで水道管や貯水槽を中心とした水質劣化の問題 

そこで、これまでの学会の研究活動を総まとめし、さらに水質に関する議論のみでなく、従来の

基準である設計面の建築基準法告示 129 条及び SHASE の内容を含め、水質劣化に結びつく設計、

施工、維持管理、使用者の遵守の面から、安全に安心して水に接することができるように、総合的

な水質保全マニュアルとしてまとめることを目的とした。この水質保全マニュアルによって給排水

衛生設備分野において設計、施工、維持管理面の技術をサポートするマニュアルとして位置づけら

れると考えている。 
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