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要約要約要約要約    

我々は「水道水が飲用可能な状態で供給されているにもかかわらずペットボトルのミネラ

ルウォーターを購入して飲用するライフスタイルが一般化している」ことに疑問を持った。

ミネラルウォーターの普及による社会的影響の中には、CO2 やリサイクル処理費の問題な

ど水道水を飲めば削減できる問題がある。我々はこの問題について、水道水とミネラルウォ

ーターの両面から調査した。 

水道水の予備調査として、浄水場に見学・インタビューに行った。ここでは、浄水場では

飲用水として適切な水質となるように検査を重ねていること、原水が汚れている地域では汚

れていない地域に比べて多量の塩素を注入せざるを得ないこと、また、水道水は冷やすこと

で味やにおいを感じにくくなるということを聞くことができた。 

そこで我々はアンケート・利き水によって、以上の浄水場で得た内容についての検証調査

を実施した。まず我々は「原水が汚れていない地域では家庭において水道水がそのまま飲用

されているのではないか」という仮説を立てて、標高と家庭における水道水の飲み方に関す

るアンケートを実施した。次に、我々は「千葉の水道水は他の地域の水に比べて評価が低い」

という仮説を立てて出身地域の水道水の評価に関するアンケートを実施した。 

そして、利き水によって、前述のアンケートによってまずいとされた千葉の水道水を用い

て冷やすことによって味や塩素臭を感じにくくなるのかという問題について、検証してみ

た。以上、第 2節までの水道水の調査である。 

第 3 節からのミネラルウォーターの調査では、まず我々はミネラルウォーターが日本全

国で普及し、いまだ広がっていることを確認した。そして、ミネラルウォーターの普及に伴

う社会的費用について、我々は CO2排出量やリサイクル廃棄物焼却に伴う費用について試

算した。このような社会的費用、そして家計支出（家庭で本来買う必要のないミネラルウォ

ーターに対して払っているお金）があるにもかかわらず、なぜミネラルウォーターが普及す

るのだろうか。 

我々はその理由を塩素の問題、誤った PRの問題、誤った品揃えの問題と考えた。一つ目

は、水道水は冷やさない限り塩素の臭いなどが際立つことがあるということ、二つ目はテレ

ビ広告などによって PETボトルで水を買うように消費者が煽られているということ、三つ

目は、原水が汚れていない地域においても消費者のニーズにこたえるという理由で、本来不

要なはずのミネラルウォーターが販売されるようになっていうということである。 

これらの調査によって、水道水は十分に飲用の用途に使用しうることがわかった。にもか

かわらず、上記の 3 つの理由からミネラルウォーターの販売が拡大しつつある現在の状況

は、廃棄物処理費などの社会的費用を増加させるとともに、正しい情報を得ていたら回避さ

れているはずの行動が採用されており、社会的に問題が大きい。 

「水道水は冷やすことで味や塩素のにおいを感じにくくなること」、「原水が汚れていない地

域では家庭において水道水がそのまま飲まれているということ」について、我々は上記の 3

つの理由と対応させて政策提言を記している。 

まず、塩素の問題については Pump Stationといった給水直前の浄水能力を持った水道水

の販売機の普及である。次に誤った PRの問題としては消費者に対して正しい情報を提供す
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ることを提案する。最後に誤った品揃えの問題については、原水が汚れておらず本来ミネラ

ルウォーターが不要な地域において法定外目的税として課税をすることを提案している。 

以上が、本稿の要約である。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

水とは、私たち人類をはじめ地球上に生息するすべての動植物にとって欠かすことのでき

ないものである。そして、私たちの飲用する水の供給は近年多様化しており、浄水場からの

水道水、井戸からの井戸水、ペットボトルからのミネラルウォーター、そして最近では浄水

場で浄化したばかりの水をボトルに詰めて販売しているケースもみられる。 

このような水の供給の多様化に伴い、私たちは飲用する水を選択するようになった。水は

味や安全性など個々人の基準に従って選ばれており、水道水をそのまま飲用する者もいれ

ば、浄水器を設置する、煮沸するなどの手間を加えて水道水を飲用する者、さらにはミネラ

ルウォーターを購入し、水道水を飲用しない者もいる。このような飲料水の現状を知る中で、

我々はある疑問を持った。それは、「水道水が飲用可能な状態で供給されているにも関わら

ず、ペットボトルのミネラルウォーターを購入し、飲用するライフスタイルが一般化してい

ること」についてである。このような傾向の原因はいったいどこにあるのだろうか。それを

知るために我々は水道供給の現状を調査してみることにした。 

水道事業に関する法律として「水道法」がある。水道法は水道の布設および管理を適正か

つ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、水道事業を保護育成することによっ

て、清浄で豊富低廉な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること

を目的として制定されている。そして、その規制の対象となる水道は、「導管及びその他の

工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体」であり、いわゆる「上

水道」に限られている。また、水道経営の形態を、水道事業、水道用水供給事業、専用水道、

簡易専用水道に区分し、それぞれについて必要な規制を加えるという形をとっており、事業

用水道および専用水道などのすべてを通じて、水道によって供給される水は、一定の水質基

準を備えていること、水道施設も一定の施設基準を満たしていることが要求されているので

ある。１１１１  

つまり、水道法によって水道の経営やインフラ整備、上水道の水質管理は一定の基準を満

たして為されている。特に水質管理に着目すると、上記の通り、上水道は水を人の飲用に適

する水として供給しており、当然飲用利用が十分可能であると言えるのである。では、どう

して飲用しない人々がいるのだろうか。 

先に述べた「水道水が飲用可能な状態で供給されているにも関わらず、ペットボトルのミ

ネラルウォーターを購入し、飲用するライフスタイルが一般化していること」に対する疑問

は、今までに述べた「水道水が飲用利用可能であるにも関わらず、飲用しない人々がいる」

という側面だけでなく、もう１つの側面を有している。それは、「ペットボトルに入ったミ

ネラルウォーターを飲用するという社会的に悪影響を及ぼすライフスタイルが一般化して

いること」に対する疑問である。 

ペットボトルは生産時にＣＯ２を排出する。そして、使用された後もリサイクルをしてい

るため環境に配慮しているとはいえ、処理費は決して安いものではない。このリサイクル処

理費がどこから出ているのかというと、政府や地方の財政から、つまり私たちの支払う税金

で賄われているのである。実感はないかもしれないが、私たちが欲すれば欲するほど、ＣＯ

                                                      
１１１１参考：『日本大百科全書』（小学館） 
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２を排出しながらペットボトルが生産され、それを消費すれば消費するほど、私たちの支払

った税金はペットボトルの処理に注ぎ込まれていくのである。そこで我々は、このようなＣ

Ｏ２やリサイクル処理費は、ミネラルウォーターを飲用している人が水道水を飲用するよう

になれば、多少なりとも削減できるのではないかと考えた。 

以上に述べてきた通り、本稿は「水道水が飲用可能な状態で供給されているにも関わらず、

ペットボトルのミネラルウォーターを購入し、飲用するライフスタイルが一般化しているこ

と」に対して問題意識を持つところから始まり、その打開策として水道水供給システムを再

構築し、水道水の飲用拡大を図るための研究・政策提言を行うものである。 
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第1章     水道水水道水水道水水道水のののの予備調査予備調査予備調査予備調査    

第第第第1111節節節節    水道水水道水水道水水道水のののの普及状況普及状況普及状況普及状況    
 

厚生労働省の調べによれば、現在日本国内における上水道普及率は 97％を超えている（図

１‐１‐１）。これは、日本国内であればほぼ全域で蛇口を捻れば水が出るという状況であ

ることを示している。また、上記のとおり、供給されている水道水のほとんどが飲用を前提

としており、水道法に基づいた水質基準に適合する浄水処理が施され、常時安定供給されて

いる。いつでもどこでも蛇口を捻れば、安全に飲める水が手に入る状況にある国は、世界中

見渡してもそう多くはないだろう。 

 

図１－１－１．水道普及率の推移 

【水道普及率＝総給水人口/総人口】 

ただし総給水人口＝上水道人口＋簡易水道人口＋専用水道人口 

（出典） 厚生労働省「水道普及率の推移」※2009/10/7リンク確認

(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/database/kihon/suii.html) 
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第第第第2222節節節節    浄水場浄水場浄水場浄水場へのへのへのへの見学見学見学見学・インタビュー・インタビュー・インタビュー・インタビュー    
 

【【【【概要概要概要概要】】】】    
我々は、2009年 5月 21日木曜日の午前 10時から正午までの約２時間、千葉県柏井浄水

場の見学と担当者の方へのインタビューを実施した。その目的は水道水を供給している現場

の見学と、そこで働く方々へインタビューを実施することであった。現在、千葉県民約 600

万人中 46％ほどにあたる約 286万人に対する給水を、５つの浄水場で賄っており、柏井浄

水場はその中核をなしている。給水量は合計で約 53万 tを誇り、西側と東側に２種類の浄

水設備を持っている。特に東側の浄水設備は、全国でも数少ない高度浄水処理施設を有して

おり、特徴的である。さらに、ここでは日本で唯一、粒状活性炭を使用したろ過を行ってい

るそうだ。今回担当してくれた木元一明氏のインタビューからは、水道水供給における水源

の大切さ、消費者と供給側の塩素に関する認識の相違、水道水の品質管理の現状などに関し

て、事前に提出した質問１１１１に対する返答とともに、詳しく話を聞くことができた。 

   

【結果結果結果結果】】】】 

まず、水道水は水道法第４条の規定に基づいて、「水質基準に関する省令」で規定する水

質基準に適合することが必要であるとされている。厚生労働省のホームページによれば、水

道水の供給に関しては 50の基準項目（表１－２－１）が設けられており、それらすべての

基準を満たさなければ供給することができないことが分かった。加えて上記の項目が掲載さ

れている厚生労働省同一のホームページにて、併記する形で「水道水中での検出の可能性が

あるなど、水質管理上留意すべき項目」として水質目標設定項目とその目標値に関しては

28項目 129物質、さらに「毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由

から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない」要検討項目としても 44項目設

定されており、その結果我々が見学をした柏井浄水場においては 200 を超える項目に関し

て常に検査を行い、水道水の給水を行っている。またその結果についても毎月千葉県水道局

のホームページ２２２２などを通じて公表を行っている。 

 

表表表表１１１１－－－－２２２２－－－－１１１１．．．．水質基準項目水質基準項目水質基準項目水質基準項目とととと基準値基準値基準値基準値（（（（50505050 項目項目項目項目））））    

    

項目項目項目項目    基準基準基準基準    項目項目項目項目    基準基準基準基準    

一般細菌一般細菌一般細菌一般細菌    
1ml1ml1ml1ml のののの検水検水検水検水でででで形成形成形成形成されるされるされるされる集落数集落数集落数集落数がががが 100100100100

以下以下以下以下    
総総総総トリハロメタントリハロメタントリハロメタントリハロメタン    0.1mg/L0.1mg/L0.1mg/L0.1mg/L 以下以下以下以下    

大腸菌大腸菌大腸菌大腸菌    検出検出検出検出されないことされないことされないことされないこと    トリクロロトリクロロトリクロロトリクロロ酢酸酢酸酢酸酢酸    0.2mg/L0.2mg/L0.2mg/L0.2mg/L 以下以下以下以下    

カドミウムカドミウムカドミウムカドミウム及及及及びそのびそのびそのびその

化合物化合物化合物化合物    

カドミウムのカドミウムのカドミウムのカドミウムの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L

以下以下以下以下    
ブロモジクロロメタンブロモジクロロメタンブロモジクロロメタンブロモジクロロメタン    0.03mg/L0.03mg/L0.03mg/L0.03mg/L 以下以下以下以下    

水銀及水銀及水銀及水銀及びそのびそのびそのびその化合物化合物化合物化合物    水銀水銀水銀水銀のののの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、0.0005mg/L0.0005mg/L0.0005mg/L0.0005mg/L 以下以下以下以下    ブロモホルムブロモホルムブロモホルムブロモホルム    0.09mg/L0.09mg/L0.09mg/L0.09mg/L 以下以下以下以下    

セレンセレンセレンセレン及及及及びそのびそのびそのびその化合化合化合化合

物物物物    
セレンのセレンのセレンのセレンの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L 以下以下以下以下    ホルムアルデヒドホルムアルデヒドホルムアルデヒドホルムアルデヒド    0.08mg/L0.08mg/L0.08mg/L0.08mg/L 以下以下以下以下    

鉛及鉛及鉛及鉛及びそのびそのびそのびその化合物化合物化合物化合物    鉛鉛鉛鉛のののの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、0.01mg0.01mg0.01mg0.01mg/L/L/L/L 以下以下以下以下    亜鉛及亜鉛及亜鉛及亜鉛及びそのびそのびそのびその化合物化合物化合物化合物    
亜 鉛亜 鉛亜 鉛亜 鉛 のののの 量量量量 にににに 関関関関 し てし てし てし て 、、、、

1.0mg/L1.0mg/L1.0mg/L1.0mg/L 以下以下以下以下    

                                                      
１１１１ 巻末資料１ 「柏井浄水場見学 Ｑ＆Ａ」 
２２２２ 千葉市水道局 HP「水質基準項目公開」http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/suisitsu/kijuntou.html（11/4） 
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ヒヒヒヒ素及素及素及素及びそのびそのびそのびその化合物化合物化合物化合物    ヒヒヒヒ素素素素のののの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L 以下以下以下以下    
アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム及及及及びそのびそのびそのびその化合化合化合化合

物物物物    

アルミニウムのアルミニウムのアルミニウムのアルミニウムの量量量量にににに関関関関しししし

てててて、、、、0.2mg/L0.2mg/L0.2mg/L0.2mg/L 以下以下以下以下    

六価六価六価六価クロムクロムクロムクロム化合物化合物化合物化合物    
六価六価六価六価クロムのクロムのクロムのクロムの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、0.05mg/L0.05mg/L0.05mg/L0.05mg/L

以下以下以下以下    
鉄及鉄及鉄及鉄及びそのびそのびそのびその化合物化合物化合物化合物    

鉄鉄鉄鉄のののの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、0.3mg/L0.3mg/L0.3mg/L0.3mg/L

以下以下以下以下    

シアンシアンシアンシアン化物化物化物化物イオンイオンイオンイオン及及及及

びびびび塩化塩化塩化塩化シアンシアンシアンシアン    
シアンのシアンのシアンのシアンの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L 以下以下以下以下    銅及銅及銅及銅及びそのびそのびそのびその化合物化合物化合物化合物    

銅銅銅銅のののの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、1.0mg/L1.0mg/L1.0mg/L1.0mg/L

以下以下以下以下    

硝酸態窒素及硝酸態窒素及硝酸態窒素及硝酸態窒素及びびびび亜硝亜硝亜硝亜硝

酸態窒素酸態窒素酸態窒素酸態窒素    
10mg/L10mg/L10mg/L10mg/L 以下以下以下以下    ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム及及及及びそのびそのびそのびその化合物化合物化合物化合物    

ナトリウムのナトリウムのナトリウムのナトリウムの量量量量にににに関関関関しししし

てててて、、、、200mg/L200mg/L200mg/L200mg/L 以下以下以下以下    

フッフッフッフッ素及素及素及素及びそのびそのびそのびその化合化合化合化合

物物物物    
フッフッフッフッ素素素素のののの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、0.8mg/L0.8mg/L0.8mg/L0.8mg/L 以下以下以下以下    マンガンマンガンマンガンマンガン及及及及びそのびそのびそのびその化合物化合物化合物化合物    

マンガンのマンガンのマンガンのマンガンの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、

0.05mg/L0.05mg/L0.05mg/L0.05mg/L 以下以下以下以下    

ホウホウホウホウ素及素及素及素及びそのびそのびそのびその化合化合化合化合

物物物物    
ホウホウホウホウ素素素素のののの量量量量にににに関関関関してしてしてして、、、、1.0mg/L1.0mg/L1.0mg/L1.0mg/L 以下以下以下以下    塩化物塩化物塩化物塩化物イオンイオンイオンイオン    200mg/L200mg/L200mg/L200mg/L 以下以下以下以下    

四塩化炭素四塩化炭素四塩化炭素四塩化炭素    0.002mg/L0.002mg/L0.002mg/L0.002mg/L 以下以下以下以下    
カルシウムカルシウムカルシウムカルシウム、、、、マグネシウムマグネシウムマグネシウムマグネシウム

等等等等（（（（硬度硬度硬度硬度））））    
300mg/L300mg/L300mg/L300mg/L 以下以下以下以下    

1,41,41,41,4----ジオキサンジオキサンジオキサンジオキサン    0.05mg/L0.05mg/L0.05mg/L0.05mg/L 以下以下以下以下    蒸発残留物蒸発残留物蒸発残留物蒸発残留物    500mg/L500mg/L500mg/L500mg/L 以下以下以下以下    

シスシスシスシス----1,21,21,21,2----ジクロロエジクロロエジクロロエジクロロエ

チレンチレンチレンチレン及及及及びトランスびトランスびトランスびトランス

----1,21,21,21,2----ジクロロエチレジクロロエチレジクロロエチレジクロロエチレ

ンンンン    

0.04mg/L0.04mg/L0.04mg/L0.04mg/L 以下以下以下以下    陰陰陰陰イオンイオンイオンイオン界面活性剤界面活性剤界面活性剤界面活性剤    0.2mg/L0.2mg/L0.2mg/L0.2mg/L 以下以下以下以下    

ジクロロメタンジクロロメタンジクロロメタンジクロロメタン    0.02mg/L0.02mg/L0.02mg/L0.02mg/L 以下以下以下以下    ジェオスミンジェオスミンジェオスミンジェオスミン    0.00001mg/L0.00001mg/L0.00001mg/L0.00001mg/L 以下以下以下以下    

テトラクロロエチレテトラクロロエチレテトラクロロエチレテトラクロロエチレ

ンンンン    
0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L 以下以下以下以下    2222----メチルイソボルネオールメチルイソボルネオールメチルイソボルネオールメチルイソボルネオール    0.00001mg/L0.00001mg/L0.00001mg/L0.00001mg/L 以下以下以下以下    

トリクロロエチレントリクロロエチレントリクロロエチレントリクロロエチレン    0.03mg/L0.03mg/L0.03mg/L0.03mg/L 以下以下以下以下    非非非非イオンイオンイオンイオン界面活性剤界面活性剤界面活性剤界面活性剤    0.02mg/L0.02mg/L0.02mg/L0.02mg/L 以下以下以下以下    

ベンゼンベンゼンベンゼンベンゼン    0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L 以下以下以下以下    フェノールフェノールフェノールフェノール類類類類    
フェノールのフェノールのフェノールのフェノールの量量量量にににに換算換算換算換算しししし

てててて、、、、0.005mg/L0.005mg/L0.005mg/L0.005mg/L 以下以下以下以下    

塩素酸塩素酸塩素酸塩素酸    0.6mg/L0.6mg/L0.6mg/L0.6mg/L 以下以下以下以下    
有機物有機物有機物有機物((((全有機炭素全有機炭素全有機炭素全有機炭素（ＴＯ（ＴＯ（ＴＯ（ＴＯ

Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）のののの量量量量))))    
3mg/L3mg/L3mg/L3mg/L 以下以下以下以下    

クロロクロロクロロクロロ酢酸酢酸酢酸酢酸    0.02mg/L0.02mg/L0.02mg/L0.02mg/L 以下以下以下以下    pHpHpHpH 値値値値    5.85.85.85.8 以上以上以上以上 8.68.68.68.6 以下以下以下以下    

クロロホルムクロロホルムクロロホルムクロロホルム    0.06mg/L0.06mg/L0.06mg/L0.06mg/L 以下以下以下以下    味味味味    異常異常異常異常でないことでないことでないことでないこと    

ジクロロジクロロジクロロジクロロ酢酸酢酸酢酸酢酸    0.04mg/L0.04mg/L0.04mg/L0.04mg/L 以下以下以下以下    臭気臭気臭気臭気    異常異常異常異常でないことでないことでないことでないこと    

ジブロモクロロメタジブロモクロロメタジブロモクロロメタジブロモクロロメタ

ンンンン    
0.1mg/L0.1mg/L0.1mg/L0.1mg/L 以下以下以下以下    色度色度色度色度    5555 度以下度以下度以下度以下    

臭素酸臭素酸臭素酸臭素酸    0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L0.01mg/L 以下以下以下以下    濁度濁度濁度濁度    2222 度以下度以下度以下度以下    

    

【参照】 厚生労働省 HP  「水道水質基準について」 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html#0http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html#0http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html#0http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html#01111    

 

また、柏井浄水場において、水道水に塩素を注入することの必要性について、詳しい説明

を受けることができた。塩素の注入は過去の教訓などから、伝染病を防ぐという目的で、あ

くまで人体に影響がない程度の量を含ませて給水を行っているそうだ。つまり、塩素は人間

にとっての有害なものを殺し、安全な水道水を提供するためには必要不可欠なものなのだ。

また、水道法においては、給水地から最も離れた家庭の蛇口の時点でも塩素量が 0.1ppm以

上確保されることが求められている。そのため、浄水場では水道管を流れる間に塩素量が減

少していくことを考慮して、0.6～1.0ppm の塩素を給水時に注入している。ちなみに我々
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が訪れたこの日は、ちょうど夏に向けて塩素量を増加させる日であった。季節ごとに塩素量

を変えるのは、水温によって安全性を保つために必要な塩素量が異なるためである。しかし

一方で、塩素は非常に毒性が強く、刺激臭を伴うため、微量とはいえ注入することで水その

ものの味に対しても影響を与える。塩素量を左右する一番の要因は、水道水の原料となる取

水塔付近の原水の水質である。たとえば、柏井浄水場の原水の１つである印旛沼は、水深が

浅く、流水でないため、河川の上流域と比較すると水質が悪く、注入する塩素量も多くなっ

てしまう。つまり、原水の水質の良し悪しによって、浄水場での塩素注入量が増減するので

ある。 

さらに、柏井浄水場では、同浄水場で浄化された水を飲み比べさせてもらうことができた。

対象は、西側施設と東側施設の異なる浄水処理を施された２種類の水道水であった。我々４

名が飲む限りでは、最新の高度浄水処理を施された東側施設の水よりも、一般的な浄水処理

を施された西側施設の水のほうがおいしいと感じられた。４名とサンプル数も少なく、内容

も主観に過ぎないが、考察するならば、西側施設は下流ではありながらも利根川の流水を水

源としているのに対し、東側施設は印旛沼を水源としているため、東側施設の方が、塩素量

が多くなっており、おいしくないと感じたのではないかと考えられる。水道水の味は、浄水

処理装置の性能ではなく、水源の水質により強く左右されるようである。また、浄水場では、

おいしい水を提供するための取り組みとして塩素量の低減化も目指しており、現在の数値

は、現時点における必要最低限の量となっている。 

説明を受ける中で、水道水であっても単純に冷やすだけで塩素臭をあまり感じずに飲むこ

とができるという知識を得ることができた。これは冷やすことで、常温時に比べ味やにおい

を感じにくくなるため、おいしく飲めることを意味する。 

 

浄水場におけるインタビューにおいて判明したことは以下の 3 点にまとめられる。第一

に、浄水場においては、飲用に供することができるように、厳格な品質管理が行われている

ことである。つまり、安全性という観点からは、水道水は十分な管理が行われているのでは

ないか。第二に、原水が汚れている地域においては、安全性を確保するためにどうしても塩

素を多く注入せざるをえないことである。これは、原水が汚れていない地域では、水道水へ

の塩素注入量が少なく、おいしく水道水を飲めるということを意味するのではなかろうか。

第三に、塩素臭を消すために冷やして飲むという方法があるということである。これにより、

手軽に水道水をおいしく飲むことができるのではなかろうか。 

次章以降において、それぞれについて検証していくこととしたい。具体的には、品質管理

については、ミネラルウォーター工場への調査を行い、その管理内容と比較することとした

い。また、第二の点については、全国各地からの学生が集まる千葉大学において、それぞれ

の出身家庭においてどのように水を飲んでいるのかを調査して検証したい。第三の点につい

ては、実際に効き水を行うことによって検証することとしたい。 
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第2章 水道水水道水水道水水道水のののの検証調査検証調査検証調査検証調査    

第第第第1111節節節節    アンケートアンケートアンケートアンケート実施実施実施実施のののの概要概要概要概要    
 

第１章で述べた浄水場見学・インタビューでは「千葉のように原水が汚い地域では塩素を

多く注入する」ことについて知ることができた。この話を聞き、我々は「原水が汚されてい

ない地域では家庭において水道水はそのまま飲まれているのではないか」という仮説を立て

た。この点について確かめるために、我々はアンケートを実施した。詳細は以下のとおりで

ある１１１１。 

 

■概要 

・日時：2009年 5月 20日、2009年 6月 18日の 2度 

・対象：筆者が所属する大学の学生・教職員 

 

■アンケートの内容 

◎基礎データ 

・アンケート回答者の性別 

・出身市区町村 

 

◎質問項目 

■出身地域の水の味 

a) おいしい、b) 普通、c) おいしくない、d) 飲んだことがない、e) その他 

 

■家庭における水の飲み方 

a) 水道水のまま飲む、b) 水道水を沸騰させて飲む、c) 浄水装置をつけて飲む、 

d) ミネラルウォーターを買って飲む、e) 水道水は飲まない、f) その他 

 

■【千葉県外出身者対象】千葉県の水道水に対する評価 

a) おいしい、b) 普通、c) おいしくない、d) 飲んだことがない、e) その他 

 

以上の質問の結果、以下のような結果が得られた。 

                                                      
１１１１ アンケート本文は巻末に載せる 
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第第第第2222節節節節    水道水水道水水道水水道水のののの検証調査検証調査検証調査検証調査①―①―①―①―標高標高標高標高とととと家庭家庭家庭家庭におけにおけにおけにおけ

るるるる水道水水道水水道水水道水のののの飲飲飲飲みみみみ方方方方にににに関関関関するアンケートするアンケートするアンケートするアンケート――――    
 

まず我々は、家庭における水の飲み方について、「家庭での飲み水はどの状態で飲んでい

ますか？」という質問をした（有効回答者数 182名）。この回答について、回答者の出身市

区町村役所の標高を用いて分類したものが次の図（図 2－2－1）である１１１１。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図を見ると、出身地域の標高が高い回答者の中には、家庭において水道水を飲まない

と答えた人はいないこと、また、沸騰させるなど手を加えて水道水を飲んだり、水道水を飲

まずに家庭ではミネラルウォーターを飲んだりすると答えた人はいないことが分かる。この

ことから標高の高い地域では水道水がそのまま飲用されているということがわかる。これは

標高の高い地域では水道水の原料となる水が汚れていないためと推察できる。 

 先に触れたように、浄水場のインタビューにおいては、原水が汚れている地域では塩素の

注入量が多いことがわかっている。標高の高い地域では、塩素の注入量がすくないために、

水道水がそのままの形で飲まれているのではなかろうか。 

                                                      
１１１１ 国土地理院地図閲覧サービス（ウォッちず)  http://watchizu.gsi.go.jp/ 

1
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7

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

水道水水道水水道水水道水のののの検証調査検証調査検証調査検証調査①①①①―標高標高標高標高とととと家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける

水道水水道水水道水水道水のののの飲飲飲飲みみみみ方方方方にににに関関関関するアンケートするアンケートするアンケートするアンケート―
水道水は
飲まない

沸騰させ
て飲む

ミネラル
ウォーター
を飲む

浄水装置
を付ける

水道水を

そのまま
飲む

井戸水

その他

図 2－2－1 標高と家庭における水道水の飲み方 
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第第第第3333節節節節    水道水水道水水道水水道水のののの検証調査検証調査検証調査検証調査②②②②――――千葉県千葉県千葉県千葉県のののの水道水水道水水道水水道水のののの

評価評価評価評価とととと県外県外県外県外のののの水道水水道水水道水水道水のののの評価評価評価評価にににに関関関関するするするする比較比較比較比較――――    
第 1 章の浄水場の見学・インタビューにおいて、千葉の水は原水が汚いため塩素を多く

注入する必要があるという話があった。そこで、次に我々は塩素を多く注入している千葉の

水は本当に評価が低いものなのかについて検証してみた。 

 第一に我々は千葉県出身者を対象にして、「千葉県の水道水の評価」について質問した（有

効回答人数 50 名）。第二に県外出身者を対象にして「千葉県の水道水の評価」について質

問し（有効回答人数 85名）、最後に県外出身者を対象にして、「出身地域の水道水の評価」

を質問した（有効回答人数 134名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一に聞いた質問について、千葉県出身者が答えた回答数とその割合を選択肢ごとに出し

たものが左の表である。これをグラフにしたものが右の円グラフである。このグラフから、

千葉県出身者の回答の割合は、「おいしい」が 4％、「普通」は 62％、「おいしくない」が 30％、

「飲んだことがない」が 2％、「その他」が 2％となっている。 

 

一方、県外出身者に対して出身地域の水道水の評価を聞いた質問について、選択仕事に回

答数とその割合を出したものが左下の表である。これをグラフにしたものが右の円グラフで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 割合
おいしい 2 4%
普通 31 62%
おいしくない 15 30%
飲んだことがない 1 2%
その他 1 2%
総数 50 100%

表 2－3－1 千葉県出身者に聞いた千葉県の 

水道水の評価 

4%

62%

30%

2% 2%

【【【【千葉県出身千葉県出身千葉県出身千葉県出身】】】】

千葉県千葉県千葉県千葉県のののの水道水水道水水道水水道水のののの評価評価評価評価

おいしい

普通

おいしくない

飲んだことがない

その他

図 2-3-1千葉県出身者に聞いた千葉県の水道水の評価 

回答数 割合
おいしい 28 33%
普通 47 55%
おいしくない 6 7%
飲んだことがない 3 4%
その他 1 1%
総数 85 100%

表 2－3－2 県外出身者に出身地域の水道水

の評価 

33%

55%

7%

4% 1%

【【【【県外出身県外出身県外出身県外出身】】】】

出身地域出身地域出身地域出身地域のののの水道水水道水水道水水道水のののの評価評価評価評価

おいしい

普通

おいしくない

飲んだことがない

その他

図 2-3-2 県外出身の人に聞いた 

出身地域の水道水の評価 



ＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪ政策政策政策政策フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２００９２００９２００９２００９発表論文発表論文発表論文発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 15

 

 

 

このグラフで県外出身者の回答の割合は「おいしい」が 33％、「普通」が 55％、「おいしく

ない」が 7％、「飲んだことがない」が 4％、「その他」が１％となっている。 

 以上 2 つを比べると、千葉県出身者が行った千葉県の水道水に対する評価は県外出身者

が行った出身地域の水道水に対する評価に比べて、「おいしい」と回答した割合は 8 分の 1

以下と小さく、「おいしくない」と回答した割合は約 4倍と大きいことが分かる。 

 

最後に、我々は県外出身者に対して千葉県の水道水の評価について質問した。この質問に

ついて、県外出身者が答えた回答数とその割合を選択肢ごとに出したものが左下の表であ

る。これをグラフにしたものが右下の円グラフである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このグラフから、千葉県出身者の回答の割合は、「おいしい」が 1％、「普通」は 20％、「お

いしくない」が 50％、「飲んだことがない」が 28％、「その他」が 1％となっている。これ

らを県外出身者が行った千葉県の水の評価は県外出身者が行った出身地域の水道水の評価

と比べると、「おいしい」の回答の割合はそれぞれ 33％と 1％、また、「おいしくない」の

回答の割合はそれぞれ 7％と 50％であった。よって、県外出身者は自分の出身地域の水道

水に比べて、千葉県の水道水を低く評価していることが分かる。したがって、千葉県の水道

水は他の地域の水道水と比べて、評価が低いことがいえる。 

1%

20%

50%

28%

1%

【【【【県外出身県外出身県外出身県外出身】】】】

千葉県千葉県千葉県千葉県のののの水水水水のののの評価評価評価評価

おいしい

普通

おいしくない

飲んだことがない

その他

回答数 割合
おいしい 1 1%
普通 27 20%
おいしくない 67 50%
飲んだことがない 37 28%
その他 2 1%
総数 134 100%

表 2-3-1 県外出身者に聞いた千葉県の水の

評価 

図 2-3-3 県外出身者に聞いた千葉県の水の評価 
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第第第第4444節節節節    水道水水道水水道水水道水のののの検証調査検証調査検証調査検証調査③③③③――――利利利利きききき水水水水――――    
 

前章で記述した、浄水場への見学から、水道水の味はその取水地の水源環境に依るところ

が大きいことが分かった。とくに千葉県柏井浄水場の取水地の一つである印旛沼は、利根川

の下流に位置するとともに、水深が浅く、流水でないため、上流の流水などと比較すると注

入する塩素の量が増えてしまい、おいしく感じられない水道水しか供給できない。 

現在、日本各地で各々一般財源を投入して水道事業を行い、水道法の定める水道品質基準

を満たした安全な水を供給している。しかしながら、前節までに述べたアンケート結果から

もわかるように、千葉の水道水の味を低く評価している消費者が他の地域の水道水に比べ多

いのが事実である。 

一方で、浄水場へのインタビューの中で「水道水を冷やして飲む」ことによりおいしく飲

めるということも聞いた。そこで我々は、味の評価の低い千葉の水道水を用いて利き水を実

施し、冷やして飲むことで本当に塩素臭を感じにくくなるのか、検証を試みた。 

利き水では、同一種類の水についてそれぞれ常温水と冷水の２つを用意し、飲み比べを行

うことで、温度による味・臭気の感じ方に違いがあるか確認する。まず、研究室の教授・学

生 10 名を対象に利き水を実施した。そして、その後大学祭において幅広い世代の方々40

名の協力を得た。以下では、それぞれの調査の結果を記述し、その後考察を加える。 

 

【利き水その１：概要】 
2009年 6月 25日（木）所属するゼミの教授・学生 10名の協力を得て、小規模ながら利

き水実験を試験的に行った。比較対象として、水道水・ミネラルウォーター・先の浄水場見

学でもらった水（高度浄水処理を施した水を缶容器に入れたもの。以下、「ちばの水」とす

る。）の３種類を飲み比べてもらい、それぞれがどの水であるか答えてもらうことにした。

これら３種類の水は、常温のものと前日夜より冷蔵庫で同時間冷やしたものを用意し、計６

通りの水について比較検討を行った。なお、実験は種類・目的を伏せたうえでランダムに配

置したコップの水を、各被験者が個別に飲み比べ、その場でコメントを求めるという形式で

行っており、実験の客観性を確保した。 

 

【利き水その１：結果】 図２－３－１．利き水その１結果一覧表 

被験者＼項目 
常温 冷水 

ミネラル水 水道水 ちばの水 ミネラル水 水道水 ちばの水 

Ａ ○ ○ ○ × × × 

Ｂ ○ ○ × × ○ × 

Ｃ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 

Ｄ ○ ○ ○ × ○ × 

Ｅ ○ ○ ＝ ＝ ＝ × 

Ｆ ○ ○ ○ ○ × × 

Ｇ × × ○ × ○ × 

Ｈ × × × ○ × × 

Ｉ ○ ○ ○ × × × 

Ｊ ○ ○ ○ × × × 

正解数 ７７７７/10 ７７７７/10 ６６６６/10 ２２２２/10 ３３３３/10 ００００/10 

（出典） 筆者作成 
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まず常温の水についての結果であるが、ミネラルウォーター・水道水ともに 10人中７人

という正答率を示し、ちばの水も６人が正解した。この結果より、３種類の味・臭気の違い

は明確であるということができる。水道水に対し美味しくない・臭いがあると答えた回答者

も見られ、常温の水道水が味・臭気を理由に飲用を回避されるこが、先入観によるものでは

ないという見解が得られた。 

しかしながら、冷水では全く異なった結果が得られた。というのも、正答率がミネラルウ

ォーター・水道水・ちばの水でそれぞれ 10人中２人・３人・０人と、大幅に低下したので

ある。このことから、常温では味・臭気が気になる水道水も、冷やすことでミネラルウォー

ターとの差を感じにくくなることが実証された。 

 

 

【利き水その２：概要】 

2009年 11月 2日（月）我々は大学祭において、幅広い世代の方々40名を対象に利き水

アンケートを実施した。今回は千葉の家庭に供給されている水道水とミネラルウォーター

（天然水）の 2種類に関してそれぞれ常温水と冷水の 2つを用意した。被験者にはまず、常

温水の水道水とミネラルウォーターを飲み比べてもらい、回答を聞く。そして次に、冷水に

関しても同様に飲み比べてもらい、回答を聞くという方法をとった。 

 

【利き水その２：結果】 

まず常温水の結果については、40名中 34名の方が水道水とミネラルウォーターの区別に

正解した。正答率は 85％であった。次に冷水についての利き水では 40名中 21名の方が正

解され、正答率は 52.5％であった。 

 

図２－３－２．利き水その２結果一覧表 

 常温水 冷水  常温水 冷水  常温水 冷水  常温水 冷水 

１  ○ × 11  ○ ○ 21  ○ ○ 31  ○ × 

２  × × 12  ○ × 22  ○ × 32  ○ ○ 

３  × ○ 13  ○ × 23  ○ ○ 33  × × 

４  ○ × 14  × ○ 24  ○ ○ 34  ○ × 

５  ○ × 15  ○ ○ 25  ○ × 35  ○ ○ 

６  ○ ○ 16  ○ ○ 26  × × 36  ○ ○ 

７  ○ ○ 17  ○ ○ 27  ○ ○ 37  ○ ○ 

８  ○ × 18  ○ ○ 28  ○ × 38  ○ × 

９  ○ ○ 19  ○ ○ 29  ○ ○ 39  ○ × 

10  ○ × 20  ○ ○ 30  × × 40  ○ × 

（出典）筆者作成 

 

まず常温水の結果については、40 名中 34 名が正解し、正答率は 85％であった。次に、

冷水については 40名中 21名が正解し、正答率は 52.5％であった。 

以上の結果から、常温水において、水道水とミネラルウォーターの違いはある程度明確で

あると言える。回答の理由として、塩素臭を感じたという人がほとんどであった。そして、

その一方で、冷水に関しては正答率が下がった。正解を選んだ人でも、多くの人が常温水に

比べて違いが分かりにくかったという感想を持っていた。この利き水その２により、利き水

その１の結果の信憑性を確保することができたと言える。 

よって、冷やすという手頃な手段で、ある程度の効果が得られるとすれば、水道水飲用を

促進するために有効な手立てであると考える。そもそも通常ミネラルウォーターも一般家庭
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で飲用する際は、冷蔵庫で冷やされていることがほとんどであろうし、冷やすこと自体に大

きな労力や費用がかかるわけでもない。冷やすことで、実に安価かつ簡便に、味・臭気を理

由とする水道水の飲用回避を解消することができるのである。 

また今回の実験で用いた水道水は、先のアンケートで評価が低いことが実証された千葉の

水道水であったにも関わらず、上記のような結果が得られたので、冷やすという手段の有効

性は明らかであると言える。 
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第3章 ミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターの予備調査予備調査予備調査予備調査    

第第第第1111節節節節    ミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターの予備調査予備調査予備調査予備調査のののの意義意義意義意義    
 

前章まででおこなった水道水に関する調査・検討の結果、次の３つのことが分かった。ひ

とつは水道水が飲用を前提とした状態で供給されていること、そしてもう一つは味の評価の

低い千葉の水道水を用いたとしても、味や臭気は冷やすことによって感じにくくなり、人に

よっては水道水とミネラルウォーターの差を感じなくなるということ、そして最後に標高の

高い地域では水道水がそのまま飲用されているということであった。 

上記のような事実があるにも関わらず、問題意識として先に掲げた通り、ペットボトルの

ミネラルウォーターを購入し、飲用するライフスタイルが一般化しているとすればそれはな

ぜなのだろうか。飲用を前提として供給され、かつ手頃に利用できる水道水を飲用せず、ミ

ネラルウォーターを買って飲用する人々がいるのはなぜだろうか。本章と次章においてはそ

の原因を探るべく、ミネラルウォーターの現状について調査・検討を行う。 

さて、話が煩雑になる前に本稿でいう「ミネラルウォーター」について定義をしておきた

い。農林水産省では、「ミネラルウォーター類（容器入り飲料水）の品質表示ガイドライン」
１１１１を敷き、これらの水を分類して、販売する側が適切な表示を行えるようにしている。分類

については表３－１に示す通りである。本稿でいうミネラルウォーターとは、すべて農林水

産省の定める「ミネラルウォーター類（容器入り飲料水）の品質表示ガイドライン」におけ

る、「ミネラルウォーター類」のうち、ボトルドウォーターを除いたものを指すものとし、

以下ミネラルウォーターと一括して称する。 

表 3-1 ミネラルウォーター類の分類 

【ナチュラルウォーター】 

特定の水源から採水された地下水で濾過・沈殿・加熱殺菌以外の処理をしていないもの。 

【ナチュラルミネラルウォーター】 

ナチュラルウォーターのうち地中でミネラル分が溶解したもので、かつ濾過・沈殿・加熱

殺菌以外の処理をしていないもの。 

【ミネラルウォーター】 

ナチュラルミネラルウォーターと同じ原水で、濾過・沈殿・加熱処理以外の処理を行った

もの。 

【ボトルドウォーター】 

飲用可能な水。水道水でも構わない。 

（出典）「ミネラルウォーター類（容器入り飲料水）の品質表示ガイドライン」（農林水産省）より作成 

                                                      
１１１１ 農林水産省 HP  http://www.maff.go.jp 



ＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪ政策政策政策政策フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２００９２００９２００９２００９発表論文発表論文発表論文発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 20

 

第第第第2222節節節節    ミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターの普及状況調査普及状況調査普及状況調査普及状況調査    
 

本節では、問題意識に掲げた「ペットボトルのミネラルウォーターを購入し、飲用するラ

イフスタイルが一般化しているのかどうか」を検証するため、ペットボトルに詰められたミ

ネラルウォーターの飲用の傾向を見てみることにする。 

 

１． 全国的なミネラルウォーターの需要の変化 

まず、ここ数年での全国的なミネラルウォーターの需要の変化はどうであろうか。ここで

下図 3-2-1を見てほしい。これはペットボトル入りミネラルウォーター生産量の推移１１１１を示

したものであるが、1999 年の時点で年間 50 万キロリットル程度であった生産量が、2008

年には年間 150万キロリットルを超えるまでになっていることが見て取れる。このように、

およそ 10年間で生産量が３倍以上に増加していることから、ミネラルウォーターの需要は

紛れもなく年々大きくなっていると言えよう。 

 

図 3-2-1 ミネラルウォーター年次生産量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）日本ミネラルウォーター協会 HP (容器別生産量の推移のデータ)をもとに筆者作成 

 

 

２． 地域別にみるミネラルウォーターの消費 

さて、地域ごとのミネラルウォーターの消費量を見た場合、どのようなことが考えられる

だろうか。図３－２－２は 2006年から 2008年にかけての主要都市別ミネラルウォーター

月平均消費量２２２２ を示すものである。この図において、都市によって金額のばらつきはある

ものの、極端に消費量が少ない、或いは全く消費がない地域は見受けらない。このことから

ミネラルウォーターの消費は、全国的に行われていること言ってよいだろう。 

 

                                                      
１１１１日本ミネラルウォーター協会 HP 
２２２２総務省統計局 HP 



ＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪ政策政策政策政策フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２００９２００９２００９２００９発表論文発表論文発表論文発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 21

図 3-2-2主要都市別ミネラルウォーター消費量（月間）

 

（出典）総務省統計局「家計調査 都道府県庁所在市別ランキング ミネラルウォーター消費量」 

 

上記のとおり本節では、①ミネラルウォーターの需要が紛れもなく年々大きくなっている

こと、②ミネラルウォーターの消費が、全国的に行われていることが分かった。このことか

ら、問題意識に掲げた、ペットボトルのミネラルウォーターを購入し、飲用するライフスタ

イルが一般化している傾向にあると十分に考えられる。 
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第第第第3333節節節節    飲料飲料飲料飲料メーカーへのメーカーへのメーカーへのメーカーへの見学見学見学見学・・・・質問質問質問質問    
 

【概要】 

我々は、2009年 10月 11日（日）山梨県北杜市白州町にあるサントリー白州工場を訪れ、

10:30～11:30 の部の工場見学に参加した。この工場では、日本で広く流通しているサント

リー天然水「南アルプス」の製造・ボトリングを行っている。工場の敷地は約 25万坪（東

京ドームグラウンド 64個分）の広さを誇る。ここでは天然水のほかに、ウイスキーの製造

を行う白州蒸留所というお酒の工場も併設されている。周囲は豊かな自然に囲まれ、年間を

通しておよそ 70~80 種類の野鳥が集まるという森も広がっており、その管理もサントリー

が行っているという。今回の見学では、ミネラルウォーターの検査や製造過程の視察、案内

係の方から様々な説明を受け、試飲も行うことができた。また、持参した質問状１１１１に関して

も返答を得られた。 

   

【結果】 

概要でも述べたように、白州工場ではサントリー天然水南アルプスをボトリングしてい

る。その名の通り、南アルプスの山に降った雨や雪解け水が水源であり、工場内に送られた

地下天然水を商品化している。天然水は自然の恵みであるため、その水質は周囲の環境に大

きく依存しており、会社をあげて環境の保全にも取り組んでいることが分かった。 

工場のスタッフが天然水の品質管理の作業をしている様子を、モニターで見学することが

できた。天然水の品質管理は、まず 20名ほどの検査官が有資格者に委ねられた官能検査に

よって、天然水の味わい、香りのチェックをする。そして、クリーン検査室にて、毎日微生

物に関する検査を行う。 

また、製造を行うクリーンルームは、天井が何層にも重なり特別なフィルターを設置する

ことで、きれいな空気のみが存在するという環境が整えられている。これにより、その空間

にはほとんどほこりやちりが存在せず、無菌状態を保つことができる。どれくらいきれいな

のかという見学の際の説明から引用すると、ある空間の空気を透明な３０㎝四方の箱で切り

取った時、大都会の場合は箱の中には目に見えないほこりやちりが少なくとも２００万もし

くは３００万個存在し、普段生活している部屋の中にも１００万個はあるといわれるが、こ

れに対し水を詰めている環境では箱の中には１００個以下だという。専門用語でこの状態の

空間のレベルを「クラス１００」２２２２という。 

さらに、水それ自体だけでなく、水を詰めるペットボトルに関しても洗びん機と呼ばれる

機械によって洗浄を行い、清潔な状態にしてからボトリングを行っている。 

前章で触れたように、水道に関する水質基準は 50項目定められているが、われわれがヒ

アリングを行った柏井浄水場では安全性の強化を目指して、水道法で定められている 50項

目を含めて 200 項目以上設けていた。さらに、１つ１つの項目についても、法律の定める基

準値よりも厳しい条件のもとで管理し、水質の向上に努めていた。 

一方、サントリー白州工場に検査の基準項目について求めたところ、明確な指標に関する

回答は得ることができなかったが、一定の基準を満たしているものを販売しているというこ

とだった。品質管理に関しては、前述した通り、製造環境に配慮し、安全性の維持向上に努

めているが、水そのものの品質は大きく環境に依存しているため、企業は自然環境の保全に

も取り組んでいる。 

                                                      
１１１１ 巻末資料 「サントリー白州工場 質問回答文書」 
２２２２ 1 立法フィートのなかに 0.5 マイクロ（1/100 万）メートル以上の粒子数が 100 個以下になるよう管理すること。通

常の生活シーンでは、大都会の屋外でクラス 200～300 万、きれいな部屋でもクラス 100 万程度だとされている。 

NASA（アメリカ航空宇宙局）が定義。http://www.suntory.co.jp/factory/water/introduction/control.html 
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以上より、水質検査項目に着目すると水道水は多くの検査基準を設けて管理を行っている

ため、安全性が保たれていると言える。一方、ミネラルウォーターは水質検査項目の数や内

容を知ることができなかったため、水道水と直接比較することはできない。しかし、少なく

とも水道水の安全性が保たれていることがわかったので、安全性の不安により水道水ではな

くミネラルウォーターを飲まなければならないということはないのではないかと我々は考

える。    
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第4章 ミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターの検証検証検証検証調査調査調査調査    

第第第第1111節節節節    ミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターのミネラルウォーターの普及普及普及普及とととと費用費用費用費用    
 

さて、我々は前章においてミネラルウォーターの消費量が全国的に年々増加していること

を確認した。しかし果たしてこの消費量の全国的増加傾向は肯定しうるものなのだろうか。

本章においては、「ペットボトルのミネラルウォーターを購入し、飲用するライフスタイル

が一般化している」社会において発生する費用として想定しうるものの試算を行い、この傾

向の是正の必要の有無を考える。 

ここでは、（１）ミネラルウォーターへの家計支出、（２）ペットボトルのリサイクルに伴

う費用、（３）ペットボトル製造にあたって排出される CO2 の排出の３項目について取り

上げそれぞれについて試算を行う。 

 

１． ミネラルウォーターへの家計支出の試算 

さて、ミネラルウォーターを購入し飲用することで、一般家計全体ではどれだけの支出を

行っているのだろうか。ミネラルウォーターに対する家計支出の概算は、以下のような式よ

り求めることができる。 

 

【年間ミネラルウォーター生産量（L）】×【販売価格（円／L】 

＝【家計全家計全家計全家計全体体体体のミネラルウォーターにのミネラルウォーターにのミネラルウォーターにのミネラルウォーターに対対対対するするするする支出支出支出支出（円）】 

 

試算に用いる数値として、まずミネラルウォーターの生産量は、2008 年における生産量

1855360KL１１１１（＝L）を用いる。数値は容器別生産量を用いているため、他の容器に詰めら

れたミネラルウォーターは確実に除外されている。また、価格は確認できた範囲での最安値
２２２２（588円／２L×６本＝円／L）を例に用い、家計が最低でもどれほどの費用負担を行って

いるかを考える。以上の数値より求めるミネラルウォーターへの家計支出の概算は以下の通

りであり、年間約 900 億円の支出が行われていることがわかった。 

 

【1,855,360,000（L）】×【49（円／L）】＝【90,912,640,000（円）】 

                                                      
１１１１ 日本ミネラルウォーター協会 HP 容器別生産量の推移（http://minekyo.net/index.php） 
２２２２西友西千葉店にて確認。2009年 11月 4日現在。 
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２． ペットボトルのリサイクルに伴う費用の試算 

ペットボトルに詰められたミネラルウォーターを飲むことで必要になる費用は、購入時に

かかる、商品としてのミネラルウォーターの価格だけではなく、役目を終えたペットボトル

容器の処理にかかる費用が存在することに注意しなければならない。ここではペットボトル

がリサイクルされることを仮定して、そこに生じる費用の算出を行う。 

ここで扱うリサイクル費用とは使用済みペットボトルの分別収集にかかる費用とし、年間

でのこの費用は以下のような式より求められる。 

 

【年間ミネラルウォーター生産量（KL）】×【500MLボトル分別収集費（円／本）】 

＝【年間ペットボトル分別収集費用（円）】 

 

ペットボトルミネラルウォーターの生産量は 2008 年で 1,855,360,000L にのぼる。仮に、

これをすべて一本当たり 0.5Lペットボトルに換算すると、実に 3,710,720,000本分に相当

する。ちなみに 0.5L ペットボトル分別収集費は 4,7 円／本である１１１１から、年間での使用済

みペットボトルの分別収集にかかる費用は以下の通り、約 174.4億円である。 

 

【3,710,720,000（本）】×【4,7（円／本）】＝【17,440,384,000（円）】 
 

 

 

３． ペットボトル製造に際して排出される CO2 にかかる費用の試算 

ミネラルウォーターを販売するにあたり、容器となるペットボトル製造に際して排出され

る CO2にかかる費用もまた、商品代金には賦課されず、社会が負担することになる費用と

して見逃すことのできないものであろう。 

ペットボトル製造に際して排出される CO2 にかかる費用は、EU 市場における排出権価

格に CO2発生量をかけて求めることとし、排出権取引価格は ICE２２２２における ECXの CER３３３３

価格を用いる。４４４４ちなみに本試算においては 1トン当たりユーロ（2009年 11月 2日開始価

格より）と定め、為替レートは 1ユーロ＝132.83円５５５５（2009年 11月 4日 5:00現在）を用

いる。 

また 500mlペットボトルを一本製造する際に排出されるCO2は、山田氏（藤原書店 1996

年）６６６６によれば次のように求められる。1.5l ペットボトル容器（容器重量約 60g）製造時に

排出される CO2は 87gであることから、500ml ペットボトル（容器重量約 26g７７７７）の製造

時に排出される CO2を Xgとすると 60:87=26:X⇔X≒38gとなる。 

これらの要素より、ミネラルウォーターのペットボトル製造に際して排出される CO2に

かかる費用は次に示す式より求めることができる。 

                                                      
１１１１ びん再使用ネットワーク「廃棄物会計調査報告」(2005) 
２２２２ 英国インターコンチネンタル取引所。 
３３３３ Certified Emission Reductions：認証排出削減量 
４４４４ EUAではなく CERを用いるのは前者が EU内のクレジットであるのに対し、後者が国連認証のクレジットであり、

日本の CO2排出にも適用できると考えるため。 
５５５５ ロイタージャパン HP 
６６６６ 山田国広『一億人の環境家計簿-リサイクル時代の生活革命-』（藤原書店 1996） 
７７７７ PETボトルリサイクル推進協議会の統計データ（2008） 
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ミネラルウォーター用のペットボトル生産量は②を求めた時と同様に2008年のデータを

用いれば、1,855,360,000Lすなわち 0.5Lペットボトル換算で 3,710,720,000本分となる。 

 

式（１）より 

【CO2発生量(t)】＝【3,710,720,000（本）】×【0.00039(t/本)】 

＝【144718.8144718.8144718.8144718.8(t)】・・・A 

式（２）、Aより 

【ペットボトル製造による CO2がもたらす費用（ユーロ）】 

＝【13.51 (ユーロ/t)】×【144718.8(t)】 

＝【1955150.91955150.91955150.91955150.9（ユーロ）】・・・B 

式（３）、Bより 

【ペットボトル製造による CO2がもたらす費用（円）】 

＝【1955150.9（ユーロ）】×【132.83（円）】 

≒【25252525,,,,973973973973,,,,000000000000（円）】 

 

４． 試算のまとめ 

 上記のように、ミネラルウォーターに対して、家計全体で年間約 900 億円の支出を行っ

ていることがわかった。また、ミネラルウォーターを使用することによる社会的費用（廃棄

費用と二酸化炭素排出による費用）は、年間約 175億円であった。 

 まず、この社会的費用は可能な限り減少させるべきものであろう。また、家計のミネラル

ウォーターへの支出は、家計が自らミネラルウォーターを選好した結果であるかもしれな

い。ただし、その選好が十分に情報を与えられない結果であったとしたならば、900億円と

いう支出は正当化されないのではないか。この点については、次節で検討することにしたい。 

第第第第2222節節節節    ミネラルウォーターミネラルウォーターミネラルウォーターミネラルウォーター普及普及普及普及のののの背景背景背景背景    
 上でも述べたように、ペットボトルに詰められて販売されるミネラルウォーターを購入・

飲用することで、さまざまな費用負担が発生していると考えられる。それにもかかわらず、

ミネラルウォーターが今日のような普及の伸びを見せているのはなぜなのだろうか。ここで

は、次の 3つの観点から消費者がミネラルウォーターを選好する要因を考えることにする。 

 

１１１１．．．．    根本的根本的根本的根本的なななな消毒方法消毒方法消毒方法消毒方法のののの違違違違いいいい    
    

水道水とミネラルウォーターを比較する時に、際立った差異が見られる点はどこにあるの

だろうか。どちらも飲用を前提としている限り、飲み水としての最低限の安全性はクリアさ

(1)【CO2発生量 t】＝【ミネラルウォーター用ペットボトル生産量（本）】×【0.00039t/本】 

 

(2)【ペットボトル製造による CO2がもたらす費用（ユーロ）】 

＝【排出権価格(ユーロ/トン)】×【CO2発生量 t】 

(3)【ペットボトル製造による CO2がもたらす費用（円）】 

＝【ペットボトル製造による CO2がもたらす費用（ユーロ）】×132.83円 
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れていると考えて必要十分である。だがしかし、この安全性をクリアするための手段が、前

者と後者で大きく異なっていることに注目する必要がある。 

水道水は、本稿第一章第二節で紹介している通り、水源から取水し、浄水場において浄化

された上で各蛇口に配水される。そしてこの浄水場においてなされる消毒が、塩素を用いた

ものであることまでは同項で紹介したと思う。水道法によって末端の残留塩素濃度を定め、

この遵守によって水道水の安全性が保たれている限りにおいては、塩素に起因する臭気の問

題はついて回ってしまう。 

一方で、ミネラルウォーターにおいてはその安全性を保つための消毒過程において、ミネ

ラルウォーター類の名がつく限り、先に示した「ミネラルウォーター類（容器入り飲料水）

の品質表示ガイドライン」のとおり、水に臭気を伴うような加工がなされることはなく、あ

ればその定義より外れる。仮に臭気を伴うとすれば、原水に含まれる鉱物やその他成分に起

因するものであろうが、そのような場合、概して商品とはならないだろう。従って、水道水

に比べれば臭気を理由に回避される可能性が少ないのである。 

このような安全性確保のための手段（＝消毒）の大きな違いによって、臭気を伴うことが

少ないミネラルウォーターが消費者に好まれる大きな要因の一つとなっていると考えるの

は容易であろう。となれば、水道水の臭気の問題に改善の必要性があるのは自明である。 

 

２２２２．．．．飲料飲料飲料飲料メーカーのメーカーのメーカーのメーカーのＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動によるによるによるによる消費者消費者消費者消費者のののの誘導誘導誘導誘導    
    
上述したような直接的な質にかかわる問題に加えて、商品として販売されるミネラルウォ

ーターと、インフラの一部分として供給されている水道水に関して人々が抱くイメージの差

異があると考えられる。この差を生む大きな要因が飲料メーカーの宣伝活動によるものと考

えられる。市場において取引されるミネラルウォーターは、商品として位置づけられる限り、

売れることを至上命題とされるのは当然である。そのために欠かせないのが様々な媒体を通

じた宣伝活動（テレビコマーシャル・公共の場における広告など）であるが、これによって

商品に対して必ずやイメージというものが付加される。またこの場合、採水地の山々や滾々

と湧き出る天然の水の映像・画像を用い、消費者に抱かせるイメージは概してクリーンなも

のであろう。 

これに対して水道水は、宣伝しなくても人々がこのサービスの存在を知っており、飲用す

るか否かにかかわらず普段から利用している。また重要なのは、水道水が市場で売買される

商品ではなく公共サービスという位置づけにある以上、差し当たり宣伝の必要はなく何かポ

ジティブなイメージが付加される機会は、ミネラルウォーターと比較した場合、少ないであ

ろう。そして、ポジティブなイメージが少ない分、１度ネガティブなイメージがついてしま

うと、払拭するのが困難な状況に陥りやすいと推測できる。 

このように、消費者が両者に対して何らかのイメージを抱く機会が上述のように不平等で

ある上、抱かれるイメージにも大きな差が生じてしまっている。消費者が良いイメージを抱

くほうに傾くのは自然なことであるが、水道水とミネラルウォーターとの価格の差や水道水

の飲み方次第で解消できる味の問題があることなど、十分な情報を知ることなく、イメージ

のみで飲料水を選択してしまっている、あるいは選択させられてしまっているとすれば、本

来回避しうる費用負担が発生していることになる。 

 

３３３３．「．「．「．「水水水水」」」」をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くトレンドくトレンドくトレンドくトレンド    
    
 前章にも述べた通り、ミネラルウォーターの生産量は年々増加しており、その全国的な広

がりも明らかである。一方で、アンケートの結果により、原水が汚れていない地域では塩素

の影響が少ないために、そのままの形で水道水が飲まれていることがわかった。この２つ事

実から、原水が汚れておらず、塩素の影響が少なくおいしい水道水が飲めると思われる地域
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でもミネラルウォーターが販売・消費されていることが導き出せる。その原因としては、飲

料メーカーが消費者のニーズに応えるという名目で、本来ミネラルウォーターのニーズがな

いはずの地域にまでミネラルウォーターを出荷していることが考えられる。さらに、先程も

述べたように、ミネラルウォーターは飲料メーカーによるＰＲ活動が為されるため、本来ミ

ネラルウォーターのニーズがないはずの地域の人々がミネラルウォーターを飲むことがト

レンドであるかのような感覚でミネラルウォーターを購入してしまう可能性が大いに考え

られる。 

 以上のように、飲料メーカーのＰＲによりミネラルウォーターを飲むことがトレンドと化

しており、原水が汚れていない地域を含む全国でミネラルウォーターが飲用されていること

が現状から窺える。 

第第第第3333節節節節    調査調査調査調査によってわかったことによってわかったことによってわかったことによってわかったこと    
 

まず水道水とミネラルウォーターとでは、安全性確保のための手段（＝消毒）の大きな違

いによって、臭気を伴うことが少ないミネラルウォーターが消費者に好まれることが考えら

れる。このことから、水道水が臭気の問題に対し改善策を講じる必要があることが明らかに

なった。 

また、消費者が水道水・ミネラルウォーターに対してイメージを抱く機会が、そもそも広

告宣伝の有無の違いから不平等である上、抱かれるイメージにも大きな差が生じてしまって

いると考えることができる。消費行動においては誰しもが良いイメージを抱くほうを選好す

るのは自然だが、水道水とミネラルウォーターとの価格の差や水道水の飲み方次第で解消で

きる味の問題があることなど、十分な情報を与えられることなく、現状の宣伝広告イメージ

のみによって飲料水を選択してしまっている、あるいは選択させられてしまっているとすれ

ば、そこには本来回避しうる費用負担が発生していることになるのではないかと考えた。 

加えて、この広告活動から生じたミネラルウォーター購買のトレンドが発生し、本来ミネ

ラルウォーターを買う必要のない地域の人々までもが、その惰性により購入してしまってい

る状況がある可能性が大いに考えられる。 

上記の事実から、ミネラルウォーターの販売が拡大しつつある傾向が裏付けられたが、一

方でこれは試算から分かった通り 900 億を超える家計の支出を招くこととなる、正しい情

報を得ていたら回避されているはずの行動が採用されていることに他ならず、ミネラルウォ

ーターの飲用が回避されていれば必要のない 170億円を超えるリサイクル費用や 2500万円

を超える CO2の発生に伴う費用といった社会的費用を増加させており、社会的にみても実

に大きな問題であることがおわかりいただけるだろう。 
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第5章 政策提言政策提言政策提言政策提言    

第第第第1111節節節節    問題点問題点問題点問題点のののの整理整理整理整理    
 

 前章までの部分では、「水道水が飲用可能な状態で供給されているにも関わらず、ペット

ボトルのミネラルウォーターを購入し、飲用するライフスタイルが一般化していること」に

疑問を持つところから始まり、まずは浄水場見学・アンケート・利き水などの手法を用いて

水道水に関する調査を行った。ここでは、①水道水は水道法が定める検査基準などにより、

安全性が保たれ、十分飲用可能であること、②水源が汚れている地域は汚れていない地域に

比べて水道水に多量の塩素を注入しなければならず、おいしい水道水を供給するには限界が

あること、③水道水は冷やすと塩素臭などを感じにくくなり、おいしく飲めることの３点が

明らかになった。 

 実際に調査をしてみれば、水道水を避ける理由はそう多くないのではないかと推察するこ

とができた。しかしながら、ペットボトルのミネラルウォーターを購入し、飲用するライフ

スタイルが一般化しているのが現状である。おいしく飲用することができる水道水を飲用せ

ず、ミネラルウォーターを買って飲用する人々がいるのはなぜかという疑問を持ち、次にミ

ネラルウォーターについても調査を行うことにした。調査の手法としては、飲料メーカー見

学・ミネラルウォーターやペットボトルに関する費用算出を用いた。調査からわかったこと

としては、①ミネラルウォーターの水質と比較してみても、水道水の安全性への不安により

ミネラルウォーターを飲まなければならないということはない、②ミネラルウォーターやペ

ットボトルを飲用するライフスタイルが様々な社会的悪影響を及ぼすことの２点が挙げら

れる。 

 水道水・ミネラルウォーターの双方の調査を行った結果、我々は以下の３つの問題点を改

善する必要があるのではないかと考えた。 

 

１．塩素により、水道水の飲用が敬遠されること 

２．消費者への情報不足や誤ったＰＲの横行 

３．誤ったミネラルウォーターの品揃え 

 

 

１１１１．．．．塩素塩素塩素塩素によりによりによりにより、、、、水道水水道水水道水水道水のののの飲用飲用飲用飲用がががが敬遠敬遠敬遠敬遠されることされることされることされること    
        
浄水場のインタビューでも明らかになった通り、水道水の安全性を保つためには塩素を欠

かすことのできないものである。また、利き水で明らかになった通り、冷やすと塩素の臭気

が感じにくくなり、ミネラルウォーターとの区別がつかなくなる傾向にあることが証明でき

たが、実際には冷やしたとしても塩素臭を感じ取ってしまう人がいたのも事実であり、塩素

が、人々が水道水の飲用回避に及ぼす影響は決して小さくないと言える。 
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しかし、塩素が原因で水道水の飲用を回避する人々に用意されている選択肢が、生産時に

ＣＯ２を排出するペットボトルに詰められた高価なミネラルウォーターしかないというの

は、問題があるのではないかと我々は考えた。もしも、リユース可能な容器を利用して、ミ

ネラルウォーターよりも安価で塩素フリーの水道水を供給できれば、塩素が原因で水道水の

飲用を回避する人々はミネラルウォーターではなく、塩素フリーな水道水を購入するように

なるのではないだろうか。そうすれば、前章でも試算したような、ペットボトルの生産時に

排出されるＣＯ２やリサイクル処理費、ミネラルウォーターへ支出していた家計支出などの

削減が実現することが予想される。 

このような問題解決を提案するにあたって、既存のシステムで参考にできるものがあっ

た。それは、現在スーパーマーケットなどに設置されている、逆浸透膜法を利用した水道水

自動販売機である。これは、塩素をはじめ、通常の水道水に微量に含まれる臭気成分や不純

物のほとんどすべてを取り除くことが可能であり、保健所からの許可も得ている。１１１１ 

この自動販売機を設置している多くの店舗では、２Lまたは４Lの繰り返し使用可能な専

用ボトルを 300～500円程度で販売し、その後２L に付き 20～80円程度での販売を行って

いる。このことから、販売は家庭での利用に焦点を絞られていることが分かる。これは民間

のスーパーマーケットで自動販売機を設置した場合、店舗で販売している 500ml の飲料と

競合してしまうこと懸念していることも窺えた。２２２２ 

 このような新しい形での水道水販売の先例を参考にしながら、我々はリユース可能な容器

を利用した供給方法で、ミネラルウォーターよりも安価で塩素フリーな水道水供給を念頭に

置いた政策として「PUMP STATION」の導入を提言する。 

 

２２２２．．．．消費者消費者消費者消費者へのへのへのへの情報情報情報情報不足不足不足不足やややや誤誤誤誤ったったったったＰＲＰＲＰＲＰＲのののの横行横行横行横行    
        
我々は浄水場への見学・インタビューによって、水道水は冷やすとおいしく飲めることを

知った。そして、その知識を利用して２回の利き水を実施したわけであるが、その被験者た

ちの中でも水道水を冷やすと塩素の臭気を感じにくくなり、おいしく感じるという情報を知

る者はほとんどいなかった。そして、これを機に家庭でも水道水を冷やして飲んでみたいと

話す者もいた。このように、水道水を冷やすとおいしく飲めるというような情報が人々に周

知されれば、人々は水道水を飲用するようになるかもしれない。これはほんの一例であって、

前章で試算したような数値の情報についても、周知させることで人々はより多くの情報から

必要な情報を選択し、私的コストの削減に工夫を凝らすなど、自身の行動に生かすことがで

きるのではないだろうか。          

ここまでは消費者への情報不足について述べたのだが、情報に関するもう１つの問題とし

て、誤ったＰＲが挙げられる。前章にも述べたが、飲料メーカーの様々な媒体を通じたＰＲ

活動（テレビコマーシャル・公共の場における広告など）によって、商品に対してのポジテ

ィブなイメージを植え付けられた消費者は、商品の本質などを深く考えずに購入してしまう

のである。たとえば、前章で試算したようなペットボトル飲料を消費する場合の環境への影

響や処理費の負担などについては知らされないため、知らずに購入している消費者も多いで

あろう。もしも、このような事実を知っていたなら環境のことや社会的費用のことを考えて

購入を検討することができたと考えられる。このように、飲料メーカーのポジティブなイメ

ージのみを植え付ける偏ったＰＲによって、人々は知らず知らずのうちに社会的に悪影響を

及ぼす行動を進んでしてしまっているのである。 

以上のように、消費者への情報不足と誤ったＰＲによって、人々は知らず知らずのうちに

私的コストを浪費し、環境に悪影響を及ぼし、社会的費用を浪費してしまっている可能性が

ある。現在のＰＲの拡大や多様化の状況を見る限り、この可能性は高いのではないかと推測

                                                      
１１１１ 株式会社テラオカ 「ECOA POCO」 
２２２２ 参考 マルエツみどり台店 
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される。よって、我々は正しいＰＲ活動を行うための政策を提言することで、この問題点の

解決を図ろうと考えた。 

 

３３３３．．．．誤誤誤誤ったミネラルウォーターのったミネラルウォーターのったミネラルウォーターのったミネラルウォーターの品揃品揃品揃品揃ええええ    
 

前章において、アンケートの結果によりわかった、原水が汚れていない地域では塩素の影

響が少ないために、そのままの形で水道水が飲まれているということと、３章のデータのミ

ネラルウォーターが全国的に普及しているということの２点から、原水が汚れておらず、塩

素の影響が少なくおいしい水道水が飲めると思われる地域でもミネラルウォーターが販

売・消費されていることを示した。そして、その原因として、飲料メーカーが消費者のニー

ズに応えるという名目で、本来ミネラルウォーターのニーズがないはずの地域にまでミネラ

ルウォーターを出荷していることと、飲料メーカーによるＰＲ活動のため、本来ミネラルウ

ォーターのニーズがないはずの地域の人々がミネラルウォーターを飲むことがトレンドで

あるかのような感覚で購入してしまっていることを挙げた。 

我々は、以上のような現状を受けて、原水が汚れておらず、塩素の影響が少なくおいしい

水道水が飲めると思われる地域でのミネラルウォーターの販売・消費を抑制するために、ミ

ネラルウォーターに課税する政策を提言したいと考えている。 

第第第第2222節節節節    ＰＵＭＰＰＵＭＰＰＵＭＰＰＵＭＰ    ＳｔａｉｏｎＳｔａｉｏｎＳｔａｉｏｎＳｔａｉｏｎのののの導導導導入入入入    
 

先程も述べたように、ミネラルウォーターよりも安価で塩素フリーな水道水供給という目

的を達成するために、我々は行政主導による水道水自動販売機、「PUMP Station」の導入

を提案する。 

PUMPStationとは、需要の見込まれる場所に逆浸透膜による浄水機能を備えた水道水の

自動販売機のことを指す。浄水処理をして供給に用いる水道水は、どこかから運んでくるの

ではなく、その設置場所の蛇口へと供給されている水道水である。PUMPStationの設置場

としては、所現段階では、駅や公共施設などの人が集まりやすく、需要が見込まれる施設へ

の導入を検討している。また、前項でも紹介した通り、現在民間ですでにこのような取組を

行っている。それにもかかわらず、今回の政策提言において、民間ではなく行政による逆浸

透膜によって浄化した水道水供給を行う意義は、大きく２つある。１つ目は現在行われてい

るスーパーでの民間による供給システムは、スーパーの飲料と競合してしまい利益が得られ

ないという理由から 500ml サイズの供給は実施されていないが、行政主導で行うことで実

現可能となることである。２つ目は、水道水中の塩素量が多く PUMPStationを必要とする

地域には、利潤に関係なく設置することができることである。 

では次に、その設置費用について検討したい。飲料の自動販売機の設置費用はアクアデザ

インシステム株式会社のホームページ１１１１によれば、1台当たり、198万円である。このため、

設置にあたっての初期費用を１ヶ所 198万円、ランニング費用を 1ヶ所年間 10万円と仮定

することとしたい。このとき、ランニング費用については、消費者が PUMPStationを利用

する際に支払う金額で賄い、初期費用は一般財源から支出することを考える。 

一般財源の支出上限は、PUMPStationによって供給できる水の量がミネラルウォーター

を代替することによって、家計支出負担が減少する分と、ペットボトルの削減によって節減

できる社会的費用を足し合わせた額となる。 

                                                      
１１１１ アクアデザインシステム株式会社 HP：http://www.aqua-d-system.jp/SHOP/ADS-ET-W99A.html 
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仮に、PUMPStation1ヶ所あたり、毎日 100Lの水が供給されたとする。PUMPStation

では、10円/Lで塩素フリーの水道水が提供されるので、49円/Lのミネラルウォーターと、

10円/Lの PUMP Stationでは 39円/Lの差が生じる。このとき、PUMPStation利用者の

家計支出負担の節減分は、1日あたり 3900円、年間で 3900×365円＝142万 3500円とな

る。また、１台の PUMPStationの設置により、年間で、500ml換算で 200本の PETボト

ルが不要となる。これにともなう、社会的費用の削減分は 940 円である。つまり、1 台の

PUMPStationの設置に対して、年間 142万 4440円までの支出が正当化できるといえる。 

PUMPStation の耐用年数が 5 年だとすると、PUMPStation の初期費用に 712 万 2200   

円まで支出してもかまわないと言える。この金額は、一般的な自動販売機の設置費用をカバ

ーできるため、この PUMPStationの設置は正当化できる。 

一方、PUMPStation１ヶ所あたり、毎日 100Lの供給ができれば、1日 1000円の収入が

見込まれる。年間では、36 万円となる。1 ヶ所あたりのランニングコストが、この金額を

下回れば、PUMPStationの運営は可能となる。この点について、現在、逆浸透膜を利用し

て水道水を浄化して消費者に提供するシステムをスーパーマーケットにリースする事業を

行っている㈱テラオカにヒアリングしたところ１１１１、年間のリース料は約 20 万円であるとい

うことであった。この中には、システムのメンテナンス費用が含まれていることから、

PUMPStation のメンテナンス費用も年間 20 万円以下で実施できると考えられる。また、

PUMPStationは、水道水を用いているため、そのランニング費用には、水道料金も勘案し

なければならない。水道産業新聞社の調べによれば、水道料金の全国平均は 10立方メート

ルあたり 1473.5円となっており、１リットルの値段にすれば約 0.15円である。このため、

毎日 100L の供給のための水道料金は、年間 5475 円である。つまり、この PUMPStation

のランニングコストは 21万円以下となり、これは収入の 36万円で十分カバーできる。 

以上のことから、毎日 100Lの供給が見込まれる個所であれば、十分に PUMPStationの

設置と運営が可能となる。たとえば、水道の原水が汚染されており塩素を水道水に多量に注

入しなければならない地域において、駅、公共施設などに PUMPStationを展開することは、

十分に可能ではなかろうか。 

つまり、1日当たりおよそ 120本以上の利用者を見込むことができれば、ランニング費用

を賄うことができる。 

第第第第3333節節節節    消費者消費者消費者消費者にににに対対対対するするするするＰＲＰＲＰＲＰＲ    
 

 これまでに述べた通り、消費者への情報不足と誤ったＰＲによって、人々は知らず知らず

のうちに私的費用と社会的費用双方を浪費してしまっている可能性があり、その現状を打開

するために、消費者に対してパンフレットを用いた水道水普及のためのＰＲを行う政策を提

言する。 

パンフレットの内容は、我々の研究においてわかった、水道水は冷やすとおいしく飲める

ことや塩素の必要性、試算した社会的費用や私的費用などのさまざまな知識などを幅広く取

り入れようと考えている。 

配布は、市町村が中心となって行うことを考えており、地域全体でリサイクル処理費の削

減に取り組むなどの活動を積極的に行うことを期待している。 

 

                                                      
１１１１ ヒアリングの詳細は、巻末資料参照。 
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第第第第4444節節節節    ミネラルウォーターミネラルウォーターミネラルウォーターミネラルウォーター課税課税課税課税のののの導入導入導入導入    
 

これまで述べてきた、「誤ったミネラルウォーターの品揃え」に対する問題を解決するた

めに、我々は「ミネラルウォーター課税の導入」という政策を提言する。 

内容は、地方税の法定外目的税で、ペットボトルのミネラルウォーターに課税をするもの

である。この政策の目的は、飲料メーカーが消費者のニーズに応えるという名目で、本来ミ

ネラルウォーターのニーズがなく、販売・消費する必要のないはずの地域でもミネラルウォ

ーターが販売・消費されている現状の是正である。 

課税をすることにより、消費者の購買意欲を低下させ、必要のないはずの地域でのミネラ

ルウォーターの販売・消費を抑制することができる。それに伴い、ミネラルウォーターのペ

ットボトルの生産時に排出されるＣＯ２の削減や、リサイクル処理費の削減、ミネラルウォ

ーターを買っていた私的費用の削減などの効果を得ることが期待できる。
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【巻末資料】 
浄水場でのインタビューQ＆A 

説明担当者：木本一明氏 

 日時：2009 年 5 月 21 日木曜日 

場所：千葉県柏井浄水場 

 

Ｑ.１：水質検査項目はどのくらいあるのですか？ 

Ａ.１：水道水は水道法の規定に基づいて、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に

適合することが必要であるとされていて、それに該当する水質基準は 50項目定めら

れています。 

Ｑ.２：では、柏井浄水場でもその 50 項目の基準を満たした水道水を供給しているのです

ね？ 

Ａ.２：いえ、それだけではないのですよ。柏井浄水場では安全性の強化を目指していて、

水道法で定められている 50 項目を含めて 200 項目を以上設けて、検査しています。 

そして、１つ１つの項目についても、法律の定める基準値よりも厳しい条件のもとで

管理しているのです。 

Ｑ.３：塩素が水道水の味を左右すると思うのですが、どういう目的や基準で塩素を注入い

ているのですか？ 

Ａ.３：塩素の注入は過去の教訓などから、伝染病を防ぐという目的で、あくまで人体に影

響がない程度の量を注入して給水を行っています。 

Ｑ.４：塩素を注入する必要性とは何ですか？ 

Ａ.４：塩素は人間にとっての有害なものを殺し、安全な水道水を提供するためには必要不

可欠なものなのです。 

Ｑ.５：実際に注入している塩素の量はどのくらいですか？ 

Ａ.５：水道法においては、給水地から最も離れた家庭の蛇口の時点でも塩素量が 0.1ppm

以上確保されることが求められているので、浄水場では水道管を流れる間に塩素量

が減少していくことを考慮して、0.6～1.0ppm の塩素を給水時に注入しています。
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ちなみに今日は、ちょうど夏に向けて塩素量を増加させる日なのですよ。季節ごと

に塩素量を変えているのは、水温によって安全性を保つために必要な塩素量が異な

るからです。 

Ｑ.６：塩素が水道水の味に悪影響を与えてしまうことについてはどう考えていますか？ 

Ａ.６：確かに塩素は非常に毒性が強く、刺激臭を伴うため、微量とはいえ注入すると水そ

のものの味に対しても影響を与えてしまいますね。 

塩素量を左右する一番の要因は、水道水の原料となる取水塔付近の原水の水質です。

たとえば、柏井浄水場の原水の一つである印旛沼は、水深が浅く、流水でないから、

河川の上流域と比較すると水質が悪く、注入する塩素量も多くなってしまうのです。

このように、水源の水質の良し悪しによって、浄水場での塩素注入量が増減するの

で、ここのような水源に恵まれていない浄水場では塩素を他よりも多く注入しなけ

ればならず、おいしい水を供給したい気持ちはあっても実現には限界があるのです。 

実際に、柏井浄水場では、おいしい水を提供するための取り組みとして塩素量の低

減化を目指しており、現在の数値は、現時点における必要最低限の量となっている

のです。 

Ｑ.７：水道水をおいしく飲む方法はありますか？ 

Ａ.７：実は、単純に冷やすだけで塩素臭をあまり感じずに飲むことができるのですよ。浄

水場のパンフレットにも載せています。ぜひ試してみて下さい。 
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【巻末資料】 

平成 21年 10月 11日 

サントリープロダクツ株式会社 

サントリー天然水白州工場 工場長  様 

           見学担当者  様 

 

千葉大学法経学部総合政策学科 

倉阪研究室 水道水研究班 

 

                    工場見学工場見学工場見学工場見学にににに関関関関するするするする質問状質問状質問状質問状    

 

倉阪研究室水プロジェクト班では、「おいしくて安全な飲料水」をテーマとした調査・研究を

行っております。本日はその一環として、貴社工場を、以下の概要により見学させて頂きました。 

見学に際しては、工場内を詳らかに案内して頂き、非常に有意義な見学になりました。見学者

一同、心より御礼申し上げます。 

さて、本日見学させていただいた中で、いくつか質問をさせていただきたく存じます。ご多忙

の中大変恐縮ではありますが、別添の質問項目に関して、可能な範囲でのご回答をいただければ

幸いです。 

 

-記- 

 

【見学者】  倉阪研究室 水道研究班 

倉阪秀史(教員) 道口義貴 松岡侑市 左記３名 

※連絡先：080‐1419‐5921 <(班代表) 細辻> 

 

【責任者】  千葉大学法経学部教授 倉阪秀史 

※連絡先：kurasaka@hh.iij4u.or.jp   

 

【内容】   市販飲料水の製造施設・その工程の見学 

 

【目的】   「おいしくて安全な飲料水」の在り方を考える研究にあたっての学習 

 

【質問事項】 内容に関して、別添の用紙をご覧ください 

 

以上 
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【質問事項】 以下のとおり、６点質問させていただきます。 

 

1. 現在貴社で製造しているミネラルウォーターに関して、改善したい点はありますか。品質・原料と

なる水の水質・輸送方法・価格・容器に関してなど何でも構いません。 

 

2. 貴社の製品の日々の飲用・利用に関して、お客様（消費者）に求めることはありますか。よりおい

しく飲用するポイントなどがあれば教えてください。 

 

3. 水ビジネスの更なる改善のために、行政に要望したいことはありますか。また、行政は水ビジネス

の発展のために、現状で何ができるとお考えですか。 

 

4. 我々が以前見学した「浄水場」では、毒物混入の対策として、金魚を判定基準に用いていました。

また検査基準も市販されているミネラルウォーターに劣らない、多くの項目を設けているようです。

このことに関連して、貴社における製品の安全性を保つ取り組みとして、どのようなものがありま

すか。 

 

5. 水道水とミネラルウォーターとでは、一般に 500倍から 1000倍の価格の差があると言われていま

す。このような価格の差があるにもかかわらず、お客様（消費者）が水道水よりもミネラルウォー

ターを選好し利用する傾向にあるのは、ミネラルウォーターがどのような点で優れているからだと

お考えですか。貴社の製品を例に、ご説明いただければと思います。 

 

6. ミネラルウォーターは、ここ 10数年で売上に大きな伸びが見られています。このビジネスの成長

の要因としてどのようなものがあるとお考えでしょうか。また、このビジネスの今後に対して、貴

社の抱える課題はどのようなものがあるとお考えでしょうか。併せてお答えいただければと存じま

す。 

 

 

 

 

以上で質問を終わります。ご協力頂きありがとうございました。 
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【巻末資料】 

家庭での飲み水についてのアンケート 

倉阪ゼミナール 水プロジェクト 

■はじめに 

私たちはゼミで、水についての研究プロジェクトを進めています。このアンケートで得た情報

は、これ以後の研究プロジェクトに役立てられます。ご協力、よろしくお願いします。 

 

■アンケート項目 

（（（（１１１１））））当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる性別性別性別性別はどちらですかはどちらですかはどちらですかはどちらですか？？？？            

a) 男   ・  b) 女 

    

（（（（２２２２））））何年何年何年何年生生生生ですかですかですかですか？？？？    

   a) 1年生  b) 2年生  c) 3年生  d) 4年生 e) それ以外 

    

（（（（３３３３））））出身出身出身出身はどちらですかはどちらですかはどちらですかはどちらですか？？？？    

        都・道・府・県          市・区・町・村 

 

（（（（４４４４））））出身地域出身地域出身地域出身地域のののの水道水水道水水道水水道水のののの味味味味はどうでしたかはどうでしたかはどうでしたかはどうでしたか？？？？    

    a) おいしい  b) 普通  c) おいしくない  d) 飲んだことがない  e) その

他 

※※※※千葉県出身千葉県出身千葉県出身千葉県出身のののの方方方方はははは（（（（５５５５））））へへへへ、、、、千葉県千葉県千葉県千葉県以外以外以外以外のののの出身出身出身出身のののの方方方方はははは（（（（６６６６））））へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

 

（（（（５５５５））））【【【【千葉県出身千葉県出身千葉県出身千葉県出身】】】】家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの飲飲飲飲みみみみ水水水水はどのはどのはどのはどの状態状態状態状態でででで飲飲飲飲んでいますかんでいますかんでいますかんでいますか？？？？     

a) 水道水のまま飲む   b) 水道水を沸騰させて飲む  

c) 浄水装置をつけて飲む d) ミネラルウォーターを買って飲む 

e)水道水は飲まない    f) その他           (例：井戸水、スーパーで

もらう) 

    

（（（（６６６６）【）【）【）【千葉県以外出身千葉県以外出身千葉県以外出身千葉県以外出身】】】】    

①①①①千葉県千葉県千葉県千葉県にににに来来来来るるるる前前前前はははは、、、、家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの飲飲飲飲みみみみ水水水水はどのはどのはどのはどの状態状態状態状態でででで飲飲飲飲んでいましたかんでいましたかんでいましたかんでいましたか？？？？ 

a) 水道水のまま飲む   b) 水道水を沸騰させて飲む  

c) 浄水装置をつけて飲む d) ミネラルウォーターを買って飲む 

e)水道水は飲まない    f) その他           (例：井戸水、スーパーで

もらう) 

②②②②千千千千葉県葉県葉県葉県のののの水道水水道水水道水水道水をををを飲飲飲飲んんんんでどうでどうでどうでどう思思思思いましたかいましたかいましたかいましたか？？？？ 

    a) おいしい  b) 普通  c) おいしくない  d) 飲んだことがない  e) その

他 

※※※※    c) c) c) c) おいしくないとおいしくないとおいしくないとおいしくないと答答答答えたえたえたえた方方方方はははは（（（（７７７７））））へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

 

（（（（７７７７））））おいしくないおいしくないおいしくないおいしくない飲飲飲飲みみみみ水水水水をををを飲飲飲飲むためにしたことはありますかむためにしたことはありますかむためにしたことはありますかむためにしたことはありますか？？？？    

    a) 浄水器をつける/浄水ポットを使う  b) ミネラルウォーターを買う 

    c) 水道水を我慢してそのまま飲む    d) その他                

 

 

以上でアンケートを終わります。ご協力頂きありがとうございました。 
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【巻末資料】 

株式会社テラオカへの電話インタビュー 

2009/11/04 17：10～17：30 

対応者：包装環境事業部 

寺岡さん（女性） 

質問者：道口義貴 

 

■概要 

 2009年 11月 4日 17：10～17：30、ECOAPOCOの設置費用について知るために、株式会社

テラオカへ電話でのインタビューを試みた。お忙しい中、包装環境事業部の寺岡さんが親切に対

応してくれ、設置費用の目安、設置に向いている場所などを教えてくれた。 

 

 

■質問項目 

道口：自動販売機「ECOA POCO」の販売価格はどれくらいか？ 

寺岡（以下、敬称略）：浄水器についてはリース事業でやっている。設置場所によって変動はあ

るけれども、目安としては月々1.5万円～2万円としてみてくれればよい。 

 

 

道口：例えば、駅など行政のスペースに置ける可能性は？ 

寺岡：浄化能力の問題があるため、不特定多数が訪れる駅などは浄化能力が衰えてしまうので、

向いているとは言えない。 

 

 

道口：向いている場所はありますか？ 

寺岡：closed で人数がある程度確定している場所、例えば、オフィスや学校などは向いている

でしょう。他にもスポーツクラブも向いています。最近は授乳施設の問題もあります。また、薬

を飲むのには向いている水です。 

 

 

道口：この製品の良さとは何でしょうか？ 

寺岡：この製品を通して達成したいことは、２つあります。一つは容器ごみを減らすこと、もう

一つは水を通した地産地消です。流通コストを使って輸入してくるミネラルウォーターを飲むの

ではなく、足元にある水道を飲むということです。たとえば、身近な例としてはマイボトルがあ

げられます。マイボトルはしばしば中身が途中でなくなってしまい、ペットボトルを買ってつぎ

足すといったことをしてしまいがちです。この製品があれば、オフィスで中身がなくなってもつ

ぎ足すことが可能です。現在の段階としてはスーパーでの導入の段階からオフィスへのリースの

段階へと移っています。 

 

 

道口：ありがとうございます。いまのお話で、スーパーからオフィスに市場が移行しているとい

う話がありましたが、先ほどお話しいただいた学校については何か実績などはおありでしょう

か？ 

寺岡：学校での導入はまだありません。商談などはあるのですが、実際に導入まで結び付いたも

のはまだありません。参考程度の知識として、京都大学では、このような中身だけを売る飲料販
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売機を設置しているとのことです。また、スーパーでの導入サイズは 2l、4l が主でしたが、オ

フィスでは水筒サイズの販売機が主流です。 

 

 

道口：お忙しい中、親切に対応していただき、ありがとうございました。 

寺岡：また何かあったらいつでも聞いてください。 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


