
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<原著・翻訳>インドネシア共和国
パプア州ソロバ村の河川・湧水の
水質調査

太田, 守洋

太田, 守洋. <原著・翻訳>インドネシア共和国パプア州ソロバ村の河川
・湧水の水質調査. ヒマラヤ学誌 2018, 19: 82-87

2018-03-28

https://doi.org/10.14989/HSM.19.82



インドネシア共和国パプア州ソロバ村の河川・湧水の水質調査（太田守洋）

― 82 ―

インドネシア共和国パプア州ソロバ村の河川・
湧水の水質調査

太田守洋

琉球大学　技術補佐員

ヒマラヤ学誌　No.19, 82-87, 2018

　インドネシア共和国　パプア州ソロバ村（図 1）
における医学学術調査は高知医大（現：高知大学
医学部）アジア・僻地医療を支援する会とフィー
ルド医学研究会、京都大学のチームを中心に行わ
れ 1999年から衛生指導や医療支援などと共に行わ
れている 1）。住民のライフスタイルなど様々な情
報収集がされ、その結果が報告されているが 1）－ 4）、
住民が飲料水・生活用水として利用している川の
水質についてはこれまで報告がない。この水質調
査は、住民が飲んでいる水への生活汚水や豚など
の排泄物混入を懸念して実施したものである。
　ソロバ村への調査同行は 2014年 3月の調査に
続き 2回目になる。
　ソロバ村はパプア州ワメナ市より車と徒歩にて
1時間ほどにあるダニ族の集落である。車道から
歩いて 30分ほど川に沿い下って行くとたどり着
く観光客向けの宿泊施設が調査隊の滞在地であ
る。宿泊施設は直径 2 ～ 3mの円形の寝泊り用の
小屋がいくつかと台所兼食事用の大きめの小屋と
便所が板塀で囲まれ、本来は併設されている豚小
屋はないがダニ族の住居に似せて造られている。
ソロバ村はこのような住居群が各家系で数十 m
から数百 m離れて点在する村であった。
　前回訪れた際、川の水が土色であることや放し
飼いにされ走り回る豚たちを見て日本から遠く離
れた地へ来たことを実感した。川の水は一晩静置
しても沈殿することなく土色のままだった。滞在
中は川の水で洗濯や水浴びをしていたのだが現地
は標高 1600mの高地で川の水はとても冷たく、
洗濯した服は若干土色に変色した。飲料水は主に
ワメナ市で購入したミネラルウォーターを用い
た。しかし、ミネラルウォーターの量が十分でな
かったため、煮沸したあとコーヒーや紅茶などで
土色をごまかして川の水を飲んでいた。現地の子
供たちが煮沸などせずに直接川の水を飲んでいる
のを目にした際はショックを受けた。今回再度調

査に同行するにあたり、ふとこの川の水の色と水
質が心配になった。詳細な水質調査 5）を行うため
には特別な試薬や器具を要し、本来の目的とも大
きく異なるため実施しなかった。しかし、川の水
については健康調査の合間に調べようと思い、簡
易水質検査キットを持参した。
　また、今回は幸い十分なミネラルウォーターを
確保できたため、飲用することはなかったが、透
明な水を得るために凝集沈降浄水剤（「H・O・H」
製作：株式会社 HALVO 販売：株式会社星電）6）

を持ち込み川の水の処理水を洗濯などの生活用水
として使用することにした。
　簡便ではあるが「H・O・H」処理前後の川の水
質検査と上流で川へ合流する湧水の水質検査を
行ったので、その調査結果をご紹介したい。

滞在期間：2017年 3月 12日から 18日
滞在場所：インドネシア共和国・パプア州ワメナ

市近郊　ダニ族集落ソロバ村
　　　　　ニューギニア島西側中央部　高地
季節・天気：雨季終盤　夜から朝にかけて雨が降
り日中は晴れることが多かった
気温：16℃から 25℃

写真3 H・O・Hで凝集沈降させた湧き水写真2 左：一晩静置した川の水
右：一晩静置した湧き水

写真1 2014年 水汲みをする子供たち図1 ニューギニア島 ソロバ村の位置図 1　ニューギニア島　ソロバ村の位置
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表 1　測定項目（パックテスト説明書より一部抜粋）：

測定項目
測定範囲

[日本の水道水質基準]

COD
化学的酸素要求量
（Chemical Oxygen

Demand）

0～100(低濃度:0～8)
[規定なし]

有機汚濁の指標としてよく用いられる。水中の有機物などの酸化・ 分解
によって消費される酸化剤の量を対応する酸素の量に換算してあらわし
たもの。日本では湖沼・海域が調査対象　河川の調査対象はBOD
（Biochemical oxygen demand：生物化学的酸素）である。
雨水・川の上流 1～2 mg/L、川の下流 2～10 mg/L、川としては0～

pH
5～9.5

[5.8以上8.6以下]
pH値とは水の酸性、アルカリ性の程度を示す数値。
周囲の地質により異なるが、pH6～8が普通。

全硬度
0～200

[300mg/L以下]

硬度は、水中のカルシウムイオンとマグネシウムイオンの量を、これに
対応する炭酸カルシウム（CaCO3）の量に換算したもので、水1リットル中
に含まれているmg重量で表わされる。極端な高濃度でないかぎり健康
には害がないため、飲料水としては 300mgまで許容されている。
日本国内では通常20～100mg/L程度

鉄（溶存鉄）
0.05～2

[総鉄：0.3mg/L以下]

水中では鉄はイオン状態で溶けたり、他のものとくっついてふつうは目に
見えないが、量が多いと水が赤く見える。
パックテストでは、このうち、水中に溶けている鉄、つまり溶存鉄を測定し
ている。

リン酸態リン
0.02～1

[規定なし]

リンは土壌や岩石の他に、植物や食べ物のかす、肥料などからやってき
て、溶解や分解によって形を変えながら移動し、多くは土壌に吸着され
る。リンが多く存在するということは、自然界から入ってくる分に加えて、
急激に流入していることになる。窒素とリンの両方が高い場合は人々の
生活により排出された汚れが流れ込んできていると考えられる。
0.05 mg/L未満はきれい。0.05～0.2 mg/Lは少し多い。

アンモニウム態窒素
0.2～10

[規定なし]

アンモニウム態窒素はし尿、生活排水中の有機物の分解に起因するも
のである。アンモニウム態窒素の値が高いということは生活排水やし尿
あるいは田畑からの肥料分などがすぐ近くで流れ込んでいることが考え
られる。

亜硝酸態窒素
0.005～0.5

[0.04mg/L以下]

亜硝酸はきわめて不安定な物質であり、アンモニウム態窒素の酸化に
よって生じる。亜硝酸態窒素の値が高いということは、最近または比較
的近くでし尿や生活排水による汚染を受けたことを示す。
通常は0.02 mg/L以下。

硝酸態窒素
0.2～10

[10mg/L以下]

硝酸態窒素は窒素化合物の酸化最終生成物である。硝酸態窒素の値
が高いということは過去または上流で窒素化合物の汚染を受けたことを
示すものである（ただし、その流域の土壌によっては、もともと硝酸態窒
素が多く含まれている川もある）。
通常は1～2 mg/L前後。

＊pHを除く各項目の単位はmg/L　　　　＊＊水質基準は「水質基準に関する省令」より

サンプル 採取日 採取ポイント 採取時の状態 処理方法 測定前の状態

川の水 3月14日 滞在地から10数ｍの川
土色
懸濁物多

一晩静置後測定
懸濁物の沈殿は殆
ど見られず、懸濁状

川の水（処理水） 3月13日 滞在地から10数ｍの川
土色
懸濁物多

一晩静置、凝集沈降
剤添加後に残渣除去

無色透明

湧水 3月14日
滞在地より200ｍほど上
流岩場奥の湧水（溜まり

茶透明 一晩静置後測定
茶透明
沈殿は見られず

湧水（処理水） 3月14日
滞在地より200ｍほど上
流岩場奥の湧水（溜まり

茶透明
一晩静置、凝集沈降
剤添加後に残渣除去

無色透明

　「H・O・H」は凝集沈降剤と殺菌剤の 2剤で構
成されており、泥水に対し 100 ～ 300ppmの濃度
で 2剤を同量添加し撹拌後、集まった泥をろ過す
ることできれいな水が得られる。と使用方法に記
されているが今回は抗菌剤を使用せず凝集沈降剤
で懸濁物の除去のみを行った。
　上記サンプルに対し各 1回の測定を行った。
※持ち込んだパックテストが少量であったため処
理後の湧き水は CODのみ測定した。

測定方法
　共立理化学研究所の吸光光度法を用いた簡易測
定キットであるパックテスト「川の水調査セット
az-rw」および「井戸水調査セット az-2w」7）を使
用し、採水後一晩静置した水を測定した。

表 2　サンプル及び処理について：
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結果（表3）
　COD（化学的酸素要求量：Chemical Oxygen 
Demand）は汚濁度合を示す水質指標の一つであ
り、水中の有機物などの被酸化性物質が酸化され
る際の必要酸素量を測定している。川の水は河川
下流域の値とされる 10 mg/L以上の高い値を示し
た。湧き水の方が濁った川の水よりも値が高く、
20 ～ 50 mg/Lを示した。また凝集沈降処理後の水
ではともに 5 ～ 6 mg/Lまで低下した。
　pHについては川の水は 7と中性であり処理水
も同様であった。湧き水は 5を示すオレンジ色よ
りも赤みがかった色をしていたため pH5以下の
可能性もある。
　川の水、湧き水の硬度はともに 60 mg/L未満を
示した。WHO（世界保健機構）の水質ガイドラ
インにおける硬水・軟水の分類にでは 60 mg/L以

下の水は軟水に分類される。湧き水は 0 ～ 10 mg/L
を示しており超軟水といえる。
　鉄について川の水は試薬による発色はなくサン
プル自体の土色が僅かに見られる程度で処理水に
関しては透明といえるため 0.05 mg/L未満の測定
範囲以下と推測される。湧き水は 0.1 mg/L以下で
あった。
　リン酸態リンは川の水は 0.1 ～ 0.2 mg/L、湧き
水 0.05 ～ 0.1 mg/Lであった。日本ではリン酸態
リンに関し水質基準 8）を設定していない。パック
テストでは 0.05mg/L未満を綺麗な水、0.05 ～ 0.2 
mg/Lを汚染の可能性があるとしていることから
若干高い値であると言える。処理後の川の水は試
薬による発色はなく 0.02 mg/L以下であった。
　3種の窒素は川の水、湧き水で 3種とも測定範
囲下限値を示した。

処理前 処理後 処理前 処理後

COD
0～100(低濃度:0～8)

[規定なし]
13～20 6 20～50 5

pH
5～9.5

[5.8以上8.6以下]
7 7 ≦5

全硬度
0～200

[300mg/L以下]
20～50 20～50 0～10

鉄（溶存鉄）
0.05～2

[総鉄：0.3mg/L以下]
≦0.05 ≦0.05 0.05～0.1

リン酸態リン
0.02～1

[規定なし]
0.1～0.2 ≦0.02 0.05～0.1

アンモニウム態窒素
0.2～10

[規定なし]
≦0.2 ≦0.2 ≦0.2

亜硝酸態窒素
0.005～0.5

[0.04mg/L以下]
≦0.005 ≦0.005 ≦0.005

硝酸態窒素
0.2～10

[10mg/L以下]
≦0.2 ≦0.2 ≦0.2

表-1：ソロバ村宿泊地周辺の川の水のHOH処理前後の水質

＊持ち込んだパックテストが少量であったため処理後の湧き水はCODのみ測定

＊＊pHを除く各項目の単位はmg/L　　　　＊＊＊水質基準は「水質基準に関する省令」より

川の水測定範囲
[日本の水道水質基準]

湧き水
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表 3　ソロバ村宿泊地周辺の川の水の HOH 処理前後の水質

図 2　測定方法
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 考察
　処理前のサンプルで CODが高値を示した主な
要因として川の水、湧き水ともに被酸化性物質が
懸濁物として多く含まれていることが「H・O・H」
での沈降凝集処理前後の値の変化から考えられ
る。
　湧き水で pHが低いのは堆積した植物性有機物
の分解で生じた腐植質が影響していると考えられ
る。腐植質は水への着色の他に高 COD、低 pHを
示すことが報告されている 9），10）。その他の低 pH
の要因として火山ガスや黄鉄鉱などの鉱物による
酸性水の湧出が挙げられるが、調査地近辺に火山
がないこと、黄鉄鉱などは硫酸の発生を伴うこと
から可能性は低いと考えた 11）。
　川の水と湧き水ともに硬度は 60 mg/L未満と低
く、軟水に分類されるものであった。これは高地
であるため地中滞留時間が短く、カルシウムやマ
グネシウムが溶けず軟水であると考えられる。

　鉄は今回の測定では水に溶けている溶存鉄を測
定した。鉄は酸素やリン、有機物等との結合や吸
着で不溶化するため安定して溶存状態で存在する
ことは出来ない 12）。今回は総鉄量の測定は行わな
かったため、懸濁物中に含まれていた可能性も考
えられ必ずしも川の水および湧き水中の鉄が少な
かったとはいえない。
　川の水のリン酸態リン含有量 0.1 ～ 0.2 mg/Lと
いう値は、多摩川上流～中流域での測定結果 13）と
比較して若干高いと言える。リンは岩石や土壌、
有機物の分解物より雨水や流水中に溶解又は懸濁
し、河川水中へ移動する。その大半はカルシウム
やアルミニウム・鉄と結合して土に吸着され、水
中では沈降して水中にとどまるのはわずかである。
リン濃度は懸濁物濃度と同様な挙動をとり、降雨
時には濃度が高くなることが報告されている 14）。
調査時は雨季で、川も増水していたことから、土
壌流出が今回のリンの高値の原因として考えられ
る。
　土壌の特性によって異なるが、一般に硝酸態窒
素などはリンに比べ地下浸透性が高く、土壌への
吸着性が低いことから降雨時の土壌流出によるあ
きらかな濃度変化はないと思われる。また、三つ
の窒素類の結果から上流での汚染の有無や汚染さ
れてからの経過時間の推測が可能である。いずれ
も測定範囲の最小値、それ以下であったことから
上流から近隣にかけての過度の肥料や排泄物の流
入の可能性は低いと考えられる。
　今回の水質検査は不安と好奇心からの簡単な測
定であり、十分なものとは言えない。サンプルの

写真3 H・O・Hで凝集沈降させた湧き水写真2 左：一晩静置した川の水
右：一晩静置した湧き水

写真1 2014年 水汲みをする子供たち図1 ニューギニア島 ソロバ村の位置 写真3 H・O・Hで凝集沈降させた湧き水写真2 左：一晩静置した川の水
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採取の時間帯や水温、測定も複数回、複数地点の
水、乾季・雨季、測定項目、本格的な調査を行う
には様々な事を追加しなければならない。

まとめ
　パックテストに記載された評価目安と比べ、リ
ン酸態リン測定値が高めであったため汚染の可能
性が心配されたが、もう一つの汚染指標である窒
素類の含有量は少ないことが示された。パックテ
ストの説明書にあるようにリンと窒素類両方の値
が高い場合は生活排水などの流入が考えられた
が、今回の結果からは近隣および上流での汚染の
可能性は低いと考えられる。
　帰国後、今回の水質調査についてまとめるにあ
たり調べてみると、ヒトの利用可能な陸水につい
ては昔から調査研究されてきたテーマであり、水
環境はヒトの生活とともに変化していくためこれ
からも継続していかなければいけないテーマであ
ると知ることができた。ソロバ村をはじめニュー
ギニア島中央部においても文明が入ってきたこと
による河川環境の変化、飲料水が住民の健康にど
う影響しているかなど本格的な水質調査が必要だ
と考える。

謝辞
　最後に、二回もこのような貴重な機会を与えて
くださった、石田明夫先生、藤澤道子先生、Eva 
Garcia del Saz先生、また調査中大変お世話になり
ました磯谷彰宏先生、木村友美先生および高知大
学の学生の皆様に深謝申し上げます。

参考・参考文献
1） 松林公蔵ほか：高知医大ニューギニア医学学
術調査隊行動概要．ヒマラヤ学誌 (2000) No. 7, 
181–184

2） 友枝寛枝ほか：ソロバ村ダニ族女性の生活に
ついて．ヒマラヤ学誌 (2000) No. 7, 217–221

3） 青木啓祐ほか：イリアンジャヤ・ワメナ周辺
地域現地住民における血圧の実態調査．ヒマ
ラヤ学誌 (2000) No. 7, 185–189

4） 藤澤道子ほか：Correlation of systolic blood 
pressure with age and body mass index in native 
Papuan populations. Hypertension Research 
(2012) 35, 959–960

5） 小林純：東南アジア諸国の河川の化学的研究
―タイ国の水質について．農学研究　46巻 2
号，1958　pp.63-112

6） 新しい天然無機質系凝集沈降剤（HOH）を用
いた小規模飲料水供給事業案件化調査．
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/
kanmin/chusho_h24/pdfs/a15-1.pdf

7） 身近な水環境の全国一斉調査（http://www.
japan-mizumap.org/）．https://www.mlit.go.jp/
river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/research/
manual/detailed.pdf

8） 水質基準項目と基準値（51項目）．http://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/
bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html

9） 濱口龍司：釧路地区湿原水の水質について．
公益社団法人 日本技術士会北海道本部　第
15 回 工 業 技 術 研 究 会．http://www.ipej-
hokkaido.jp/koryu/kg015.htm 

10） 堀内晃ほか：高層湿原の水環境と保全 II-サ
ロベツ湿原周辺水域の水質環境．北海道大学
衛生工学会　衛生工学シンポジウム論文集 5, 
205-210, 1997-11-01

11） 倉橋稔幸，伊藤佳彦：既設トンネルの恒常湧
水の水質について．寒地土木研究所　月報　
No. 730　2014年 3月

12） 夏池真史ほか：自然水中における鉄の化学種
と生物利用性―鉄と有機物の動態からみる
森・川・海のつながり―．水環境学会誌 
Journal of Japan Society on Water Environment 
Vol.39, No.6, pp.197-210（2016）

13） 東京都環境局：平成 26年度　公共用水域水
質測定結果．http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
water/tokyo_bay/measurements/data/26.html

14） 仲宗根一哉ほか：石垣島轟川の SSと栄養塩
濃度．沖縄県衛生環境研究所報　35号　2001

キーワード：水質、パプア州ソロバ村



ヒマラヤ学誌　No.19　2018

― 87 ―

Summary

Survey of Water Quality of Rivers and Spring Water
in Soroba Village in Papua in Republic Indonesia

Morihiro Oota

University of the Ryukyus

    The source of drinking water of villagers in Soroba villages is the river water. Pigs are very important 

livestock for the villagers and they also drink the same river water. This survey was conducted to 

investigate water pollution caused by pig droppings into the river.

    We examined the river water quality by using semi-quantitative Pack Test (AZ-RW, AZ-2W) in Soroba 

village in 2017. We found that the river water contained lower nitrogen but slightly higher phosphorus 

compared with the upper Tama River in Japan. The concentration of ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, 

and nitrate, which indicates the pollution by pigs’ droppings or sewage, was lower than those of the lower 

limits of measurement sensitivity. The slightly higher phosphorus concentration might be the result of soil 

runoff during the rainy season. These results did not suggest that pollution of river water by droppings 

and sewage contamination. Full-scale and continuous river water survey is needed to find the influence of 

modernization of this village in the future.




