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研究の目的と背景、本論文の構成と概要 

 

1. 研究の目的と背景 

 

近年、わが国では浴槽水由来のレジオネラ症が増加する傾向がある。2002

年（平成 14）7 月に宮崎県の日向サンパーク温泉「お舟出の湯」で発生したレ

ジオネラ症の事故は、わが国最大のレジオネラ症感染事故で、295 人が感染、7

名が死亡した。同年 8 月に鹿児島県の東郷町（現・薩摩川内市）「ゆったり館」

でも 9 名が感染して、1 名が死亡した。 

2007 年（平成 19 年）のわが国のレジオネラ症の感染者（報告数）は、655

人であった。08 年は、1,000 人前後になると予想されている。ここ数年間は、

集団感染の事例の報告もなかったことから、04 年の 161 人、05 年の 281 人、

06 年の 518 人から見ると急激な増加である。 

風呂好きの日本人にとって、浴槽水を感染源とするレジオネラ症は、ダメー

ジが大きい。文化としての入浴や「きれい好き」を象徴する入浴等は、産業と

しても発達したからである。また温泉に関する言い伝えも多い。真言宗の開祖

である弘法大師や奈良時代の高僧・行基が発見したとされている温泉が日本各

地にあるし、傷を負った動物が温泉に浸かっていたのを見て、温泉を発見した

というような伝説も残っている 1）2）。 

日本人の風呂好きは、温泉の多さが原因だとか、高温多湿の気候のために風

呂を良く好むと言われている。しかし歴史的には、蒸し風呂を指す「ムロ（室）」

が日本の元来の入浴スタイルである。蒸し風呂は、京都の八瀬の竈風呂（写真

-0.1.1～写真-0.1.3）が有名で、岩を刳り抜いた構造の部屋の中で火を焚き、

暖まった後に換気をして、塩水で濡らしたムシロ（莚）を敷き、その上に人が
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横になって入浴をし

た。ムロが転じてフ

ロになった 1）8）10）。 

その後、戸棚風呂

と呼ばれる下半身の

みを浴槽に浸かる入

浴方法に推移した。

慶長年間（1596 年～

1615 年）の終わり頃

から、浴槽水に浸か

る入浴方法が取り入

られるようになった

が、江戸ではしばら

く、蒸し風呂が主流

であった。 

入浴文化と産業は、

互いに影響を与えな

がら、日本人の風呂

好きを助長してきた。

江戸時代、江戸の街

中にある銭湯の男子

用脱衣室の 2 階には

将棋をしたり、本を

読んだりするスペー

スが設けられていた。

1910 年（明治 43 年）

に、阪急東宝グループの祖・小林一三が宝塚に温泉（新宝塚温泉）と少女歌劇

団（現・宝塚歌劇団）の舞台を融合させた。1950 年代半ばには、浴場が娯楽施

設として普及し始まる。浴場内にステージを設けたり休憩所を設けたりした施

設として、江東区亀戸天神裏の亀戸温泉や亀戸駅前の東京天然温泉が話題にな

写真-0.1.3 八瀬の竈風呂の言い伝え 

（京都・八瀬かまぶろ叡麓館） 

写真-0.1.2 八瀬の竈風呂の内部 

（京都・八瀬かまぶろ叡麓館） 
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ってからのことであ

る。東北の農村にも

同様の施設が生まれ、

農民の慰安と休養の

場となった。この農

民の慰安としての入

浴施設は、農閑期に

温泉で湯治をする習

慣が変化したものと

考えられる 12）13）。 

その後、健康ラン

ドやスーパー銭湯、

ドイツ生まれのクア

ハウスやフランスの St.マロー生まれのタラソテラピー等の浴槽を使ったレジ

ャー・健康産業が普及した。福祉施設でもデイサービス利用者の最も重要な目

的は、入浴である。震災等で一時避難所に暮らしていても、3 日目辺りから入

浴の希望が増える。この要望には、陸上自衛隊が仮設の浴槽を設置して、希望

を叶える。 

このように多彩な入浴文化、入浴への強い志向を持つ日本人は、浴槽水を感染源

とするレジオネラ症に罹患する可能性が高い。 

対策を採っても後が絶つことのないレジオネラ症に対して、快適性の向上を

目指して、人に対する安全と衛生の確保について多角的に研究して、役立てた

いと考えた。既往の工学系のレジオネラ属菌対策の研究は、施設側（浴場や浴

槽、浴槽水等）へのアプローチに偏っている嫌いがある。 

本研究では、これまで安全と衛生の確保を中心に考えられてきた研究に対し

て、快適性の向上という視点も交えて考察した。安全･衛生と快適さは、トレー

ドオフの関係と捉え勝ちであった。しかし立場や視点を変えて考察することに

よって､目指す方向が同じであることも示された。さらに､入浴の安全と衛生の

確保と快適性の向上が相反することのない方向性を持つことが期待できる。 

写真-0.1.3 八瀬の竈風呂を模した蒸し風呂

（秋田県・唐松温泉） 
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2. 本論文の構成と概要 

 

第 1 章では、入浴施設での安全・衛生と快適性に関する経緯・動向と課題に

ついて述べた。ここでは、入浴施設でのレジオネラ症集団発生前後の法規、条

例と行政の指導を調査した。我が国での浴槽水を感染源とする最初のレジオネ

ラ症集団感染事故は、社会福祉施設では 1999 年（平成 11 年）に、日帰り入浴

施設では 2000 年（平成 12 年）に起きた。これ以前から散発的なレジオネラ症

があったし、浴槽水の調査でもレジオネラ属菌が分離される比率が高いことも

わかっていた｡しかし有効な指導がされないまま、レジオネラ症集団感染事故を

招いた。 

レジオネラ症対策で、重要な塩素等による消毒の規定が 1991 年の厚生省の

通知に盛り込まれた。しかし残留塩素濃度等の具体的な基準は示されなかった。

通知の翌月の事務連絡で、「水質基準については､現在､プールの水質基準が検討

されていること､また､浴用剤等による水質への影響について引き続き検討が必

要であることから､今回の管理要領の改定とは別途実施することとしました」、

「塩素系薬剤を用いて消毒を行う場合には､塩素濃度が低いと殺菌力が不十分

となり、また､高すぎると塩素による刺激で不快感を起こすことがあるため､自

主管理の一環として、濃度測定を行わせることが望ましいため規定しました｡

塩素濃度については､先の水質基準改正案で触れたように､水質基準に採用する

方向で検討しています」とした。 

しかし具体的に残留塩素濃度や濃度時間が示されたのは集団発生後の 2000

年 12 月のことであった。1991 年当時、実際の施設では、塩素等による浴槽水

の消毒は、かなり普及していたこともあって、具体的な基準を示すことが遅れ

てしまったとも考えられる。 

1991 年に、漠然とした塩素消毒の厚生省通知が出されたことで、温熱的安全

性と快適性に大切な浴槽水温が「おおむね 42℃」から、「適温」に変更された。

通知の翌月に出された事務連絡に、｢衛生管理上の必要事項として浴槽水温度

『おおむね 42℃』を削除しました｡現在では､ほとんどの浴場で循環ろ過機が設

置され､更に､浴槽水の消毒も行われており､浴槽水質は確保されています」と、

記載された。浴槽水温の基準の変更によって、入浴環境の熱的快適性が向上し
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た。しかし浴槽水温度を改善しても、塩素等の消毒剤による衛生管理に対する

基準が明確に示されることはなかった。 

この他、第 1 章では、海外と日本の基準や(社)空気調和･衛生工学会の『浴場

施設のレジオネラ対策指針』を調査した。浴槽水のレジオネラ属菌の検査頻度

とレジオネラ属菌の菌濃度は、厚生労働省告示で 1 年に 1 回以上の検査と

10CFU/100mL の基準値を設けている。WORLD HEALTH ORGANIZATION

（WHO）の『Guidelines for safe recreational water environments』では、

毎月検査をして、1CFU/100mL 未満と厳しい基準を示している。 

レジオネラ属菌対策として重要な消毒剤の濃度基準は、厚生労働省告示で、

遊離残留塩素濃度を「通常 1L につき 0.2 から 0.4mg 程度に保ち、かつ、最大

で 1L につき 1.0mg を超えないように努める」としている。海外では、European 

Commission の『European Guidelines for Control and Prevention of Travel 

Associated Legionnaires’ Disease』(2005)が、「塩素の場合 1～2mg/L、臭素の

場合 2～3mg/L に残留濃度を供給して、ろ過と処理を行うべきである」として

いる。また The Chartered Institution of Building Services Engineers

（London）の『Minimizing the risk of Legionnaires’ disease』は、｢遊離残留

塩素濃度レベルは 3～5mg/L、結合残留塩素濃度は 1mg/L を超えてはならず、

pH は 7.4～7.6 を目標として、pH7.2～7.8 の間とすべきである。｣としている。 

欧州の遊離残留塩素濃度の基準は、日本と較べるとかなり高い基準である。

また英国の具体的な消毒手法、入浴者数、浴槽水の汚濁具合と換水割合等の施

設の使われ方や管理法が明確ではないが、『 Minimizing the risk of 

Legionnaires’ disease』にある結合塩素濃度の 1mg/L は高すぎる基準値で、モ

ノクロラミンによる異臭や肌の刺激等の快適性を損なう高い値である。快適性

を考慮して、日本も結合残留塩素濃度の上限値を設けるべきと考えた。 

 

 第 2 章では、入浴施設の実態調査から見る課題について述べた。2004 年度

（平成 16 年度）と 2005 年度（17 年度）の厚生労働科学研究費で(財)ビル管理

教育センターに設置された研究委員会の中で行った、社会福祉施設の実態調査

を踏まえて、課題と今後の在り方等について触れた。 

1998 年に東京都目黒区内の特別養護老人ホームでの浴槽水を感染源とした
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レジオネラ症集団感染があった。これを受けて 1999 年に(財)ビル管理教育セン

ターの委員会が社会福祉施設の浴槽の調査をした。294 の試料のうち、159 試

料（54.1％）からレジオネラ属菌が分離された報告がある。 

2004 年度と 2005 年度の調査では、循環式ろ過装置を設けた浴槽で、47 検

体のうち 10 検体（21.3％）からレジオネラ属菌が分離された。1999 年の調査

結果から考えると、かなり衛生管理がされるようになったと判断できる。 

この他、第 2 章では、2000 年の厚生省通知にあった「浴槽水の消毒に用い

る塩素系薬剤は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を 1 日 2 時間以上 0.2～0.4mg/L

に保つことが望ましいこと」の妥当性に対する行政研究調査結果を記載した。

1 日 2 時間だけの遊離残留塩素濃度の維持では、循環ろ過系統に生物膜が生成

しやすいことがわかった。また生成した生物膜によって塩素が消費されること

もわかり、長時間の遊離残留塩素濃度維持の必要性がわかった。 

この結果をもとに、2002 年に「浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使

用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常 1L 中 0.2 ないし

0.4mg 程度を保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大 1L 中 1.0mg を超えないよ

う努めるとともに、当該測定結果は検査の日から 3 年間保管すること」と、厚

生労働省通知が出された。このように厚生省通知を変更した裏付けとなった行

政調査結果と考察を行った。 

 

 第 3 章では、浴槽での消毒剤の濃度管理による安全性と快適性について述べ

た。レジオネラ症の防止には、塩素濃度の保持が不可欠である。高い塩素濃度

は、レジオネラ属菌対策には有効であっても、肌への刺激や臭気等から入浴の

快適性は損なわれる。塩素臭を嫌い、塩素濃度を下げたためにレジオネラ症に

罹患して死亡した例もある（2003 年 1 月の石川県山中町「ゆけむり温泉村 ゆ

ーゆー館」）。 

有効に殺菌するためには、塩素濃度の中でも遊離塩素濃度を正確に測定でき

ることが重要である。しかし水道水（飲料水）の遊離塩素濃度測定の基準はあ

っても、有機物を多く含む浴槽水の測定方法は確立されていなかった。これま

で遊離残留塩素濃度測定の主流となっているDPD試薬を用いた簡易測定器（比

色法や吸光光度法）による測定法は、結合残留塩素分の一部をも遊離残留塩素
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として認識してしまう。つまり、DPD 試薬による遊離残留塩素濃度測定法では、

安全性や快適性が担保できないことにつながる。そこで、遊離残留塩素濃度測

定の際に、結合残留塩素を拾わない SBT 試薬の有効性を科学的論証によって

研究した。 

消毒によってクロラミンが生成しないとされている二酸化塩素濃度の測定法

の基礎的な研究も行った。このように、入浴施設で安全性と快適性の向上に寄

与するために、浴槽水中の正しい消毒剤の濃度測定法を立証、確立した。 

この他、第 3 章では、浴槽の残留塩素濃度を保つために、自動制御方式を採

ることが重要であることを調査研究成果により論じた。浴槽への塩素の注入は、

定量注入やタイマ制御による注入などがある。制御方式の違いによる施設で、

浴槽内の遊離残留塩素濃度を測定して検証した。 

浴槽内での残留塩素の時系列分布をも調査した。単純な矩形の平面を持つ浴

槽形状が、遊離残留塩素濃度が均一になりやすいことの結果を得た。また特別

養護老人ホームやデイサービスの浴槽内に設置されているスロープ部が、遊離

残留塩素の分布に悪影響を及ぼしている課題もつかんだ。 

これらの調査研究によって、快適性をできるだけ損なうことなく安全と衛生

を保持するための塩素濃度管理の課題等も述べた。 

 

 第 4 章では、ヒトの入浴等による消毒剤の消失と入浴による汚濁について述

べた。消毒剤は様々な要素で消失するが、その中でもヒトの入浴、気泡浴や超

音波浴で浴槽水に吹き込まれる空気による要素が大きい。 

消毒剤の消失の特定では、ろ過器での消毒剤消失を実験によって解明した。

ろ過器前後の消毒剤の濃度比率（残留率）が、トリクロロイソシアヌル酸錠剤

を使用した場合でも、二酸化塩素を使用した場合でも、大きな違いは見られな

かった。しかし、塩素ではろ過器内で遊離残留塩素が結合残留塩素に変化した

現象が見られた。また二酸化塩素そのものは、ろ過器ではほとんど消費されな

いことがわかった。 

気泡浴槽と超音波浴槽での消毒剤の消失は、水中に空気を供給するため、水

中の消毒剤の発散を促進させる。消毒剤の濃度管理をしないと消毒剤の濃度が

下がる。また打たせ湯と同じくエアロゾルを大量に発生させるために、レジオ
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ネラ症に対して脆弱である。欧米では超音波浴槽でのレジオネラ症感染が報告

されており、とくにベルギーとオランダでは、超音波浴が関与した地域流行が

あるとされている。実験結果の解析により、気泡浴槽と超音波浴槽での残留塩

素の消失を特定した。 

入浴による消毒剤の消費は、身体の洗浄状態の異なる 3 条件で男女学生 5 人

～20 人ずつを全裸入浴させて実験した。また次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩

素と次亜臭素酸の BCDMH（ブロモクロロジメチルヒダントイン）と消毒剤を

変えて、入浴実験を行った。洗い方や消毒剤の違いによって、消毒剤の消失量

（消失率）、有機物や濁度の増加量に違った傾向が見られた。 

消毒剤の消費実験に合わせて、入浴前後の水質分析による汚濁のデータも採

取した。実測データを解析して、男女とも過マンガン酸カリウム消費量の汚濁

原単位を 400mg/人の汚濁量、濁度の原単位を 50mg/人の汚濁量として提案し

た。浴槽水の汚濁は見た目の不快感だけでなく、入浴環境の快適性を向上させ

るための浴槽水の必要換水量の特定も重要である。 

 

 第 5 章では、温泉の消毒と快適性について述べた。 

温泉は、上水と異なり様々な成分を含有している。このために温泉水に消毒

剤を添加しても、温泉成分と反応して消費されることがある。消失の割合は、

温泉泉質と消毒剤の種類のよって異なる。また、水素イオン濃度（pH：potential 

Hydrogen）や酸化還元電位（ORP：Oxidation-reduction Potential）が変化

する。 

消費の少ない消毒剤の選択により、効率的な消毒が可能となるために薬剤購

入経費の削減にもつながる。また消毒剤の消費が少なく、温泉水の pH や ORP

の変化が少ない消毒剤は、ある面から見ると温泉泉質を変化させない消毒剤と

いうことができる。消毒剤の消費率、pHやORPの変化を実験によって求めて、

消毒剤残留濃度係数と ORP 移動係数を定義して、値と回帰式、決定係数（寄

与率）R2を示した。 

温泉泉質と消毒剤の組み合わせによっては、特異な傾向を示すことがあった。

福島市土湯温泉のある硫黄泉（狭義の硫黄泉）に、次亜塩素酸ナトリウムを添

加するとやや pH が上昇した。しかし、二酸化塩素とトリクロロイソシアヌル
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酸では、極端に pH が下がった。トリクロロイソシアヌル酸では、遊離残留塩

素濃度の上限値である 1.0mg/L より低い 0.9mg/L で、pH が 6.15 から 3.63 へ

下がった。ややもするとトリクロロイソシアヌル酸の添加により、塩素ガスが

発生する危険も否定できないことがわかった。 

 温泉水の泉質と消毒剤の違いによるレジオネラ属菌の不活化実験も行い、違

った不活化傾向が見られた。これまで一般に消毒剤による細菌の消毒効果を評

価は、不活化に必要な消毒残留濃度時間積 Ct 値〔C:消毒剤残留濃度[mg/L]、

t:作用時間[min]が用いられてきた。しかし試料を温泉水とした場合、添加した

消毒剤が温泉水により消費されてしまう。このために残留する消毒剤濃度が低

い値となり、Ct 値は低い値で算出されていた。 

 そこで本実験では添加する消毒剤濃度を採用して、消毒剤添加濃度時間積

Cat 値〔Ca：消毒剤添加濃度[mg/L]、t：作用時間[min]〕として定義して、評

価した。これにより、実務に用いやすくした。 

 

 なお第 1 章は、空気調和・衛生工学会論文集№142（2009 年 1 月）に掲載さ

れた｢公衆浴場でのレジオネラ症集団発生前の法規、条例と行政の指導｣（赤井

仁志、栃原裕）を参考にしている。 

第 3 章は、空気調和・衛生工学会論文集№122（2007 年 5 月）に掲載された

｢浴槽水での DPD 法と SBT 法による遊離残留塩素濃度測定法に関する研究｣

（赤井仁志、紀谷文樹、岡田誠之、市川憲良、高柳保、中村克彦、工藤浩一、

池上天）を参考にしている。 

第 4 章は、空気調和・衛生工学会論文集№114（2006 年 9 月）に掲載された

｢入浴の行為による浴槽水の汚濁原単位及び消毒剤の減少に関する研究｣（赤井

仁志、岡田誠之、青沼徹）を参考にしている。 

また第 5 章は、空気調和・衛生工学会論文集№139（2008 年 10 月）｢温泉水

中のレジオネラ属菌に対する消毒剤の有効性についての実験的検討｣（赤井仁志、

野知啓子、津田宏之、大塚雅之、森林博之、門脇正史、千葉隆史、小室信一）

を参考にしている。 
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