
発行年月(通巻番号 1 標 題

S 40 11 I 115号|北海道の淡水魚住)

。11I 115号 Ii網走湖の侮分について

41 1 I 116号 l北海道の淡水魚 ②) 

ク 5 I 118号|最近におけるi同爺湖の様相について(黒萩 尚)

ク 5 I 118号|美幌地区合理化澱粉工場と廃水処理の経過について

。7I 119号|養魚に利用されるさく井戸について

ク 11 I 121号|指定水域と水質基準

42 3 I 123号|北海道における大規模合理化澱粉工場の機構とその廃水の処理につし、て

ク 5 I 124号 1.水産用水基準について

ク 9 I 125号|海域に放流される工場廃水の動向について

江口君と廃水

五十嵐彦仁

江口君と初めて会ったのは戦争も末期に近

い昭和17年の春のことで、あった。雪印乳業の

八雲工場が当時まだ北海道輿農会社八雲乳製

品工場と言ったときに，その工場廃液のため

に遊楽部川を下る鮭稚魚が毎年数多く発死す

るとし、う問題があった。彼はこの調査のため

ふ化場側から派遣された 1人であった。遊楽

部川には古くから民間経営のさけ・ます人工

ふ化場があったが，昭和8年 (1933)から官

行に移り北海道水産ふ化場の渡島支場となっ

た。遊楽部川は八雲町の西端を流れて噴火湾

に注く、全長約20粁の河であって，河口を遡る

約2粁のところに鮭の採卵場があり，また約

20粁を遡るところにふ化場があった。遊楽部

川は大部分が広漠たる原野を流れ牧場と農耕

地の間を降る，まことに無味乾燥の地域にあ

るので，その水源近くのふ化場にあのような

幽議な勝景地があることは，行くまでは全然

予想出来なかったG 桜咲く 5月の頃ともなれ
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ば，ここで、ふ化された稚魚となった鮭が遊楽

部川を降るが河口近くで汚染の高い支川に迷

いこんで，しばしば繁死するのである。

昭和17年といえば戦争の最中で物資も欠乏

し宿屋も単に泊るだけというようなみじめな

ものであった。八雲町のとある宿の一室に彼

と私とはおさまったが，通された六畳の部屋

は果関もなければ火鉢もない索漠たるもので

あったc また珍らしく縁なしの畳が敷いてあ

って柔道の道場のような感じであった£彼は

その部屋の一隅に陣取ってやおらタバコをす

L 、初めた。きんちゃく型のゴム製のタパコ入

れを取り出した。ゴム巾着の口を鉱げでそこ

から外国製らしい刻みタバコを摘み出し.マ

ドロス・パイプに填めてふかした。凡そこの

風景はこの宿屋ではし、や少くともこの部屋で

は最もぜいたくなものに見えた。非常に印象

的であった。これが江口君と初めて会った印

象である。その後もふっとこの情景を思い出

すことがあっtc.o

乳製品工場に江口君と私を案内したのは今

は故人となった水産ふ化場渡島支場長(八雲

町)の高橋恒蔵氏であった。八雲工場は主と

して煉乳とパターを製造し，さらに粉乳の製

造と乳糖，ラクトアノレブミンの製造も試みて

いたところである。乳汁は栄養価の高い食品

であるだけにパタテリヤによって好んで利用

され，そのため腐敗することも早く従って排

出された河川の汚染化は非常に大きい。



回璽..  置覇軍

手L汁と乳製品の取扱いまたは製造をしてい

る工場は一般に次のような仕組みである。

①受入れ場 包瓶詰め作業

①チーズ工場 ①クリームヱ場

①煉乳工場 ⑥粉乳工場

①アイスクリーム工場

であってその工程は次の通りである。

受入 れ場

これは農家から原乳を受取って集荷する場

所であって，つまり農家が直接処理場に引渡

すことは経済的にむずかしし、からである。原

乳は缶で農家から受取り秤量桶に入れまず試

料を取る。そして原乳は冷却してタ γタに貯

える。次いで原乳をタンク車かタ γ?.トラ

ックに積み込んで処理工場に運び，次いでミ

ノレタ缶，桶，タンク，冷却機，床を洗機し殺

菌する。

場詰め作業場

原乳とクリームは缶，タ γク車，タンク・

トラックで受取る。作業としては缶扱入れ，

試料採取，秤量，清澄，穂過，予備加熱，殺

菌，冷却し，そしてガラスカ紙のコップか金

属缶に入れる。次いでピγ，箱.缶，取扱い

器具，床の洗織をする。

チ ーズ工場

原料としては全乳であるが，ある場合はF

リームまたは分離乳を用いる。乳は秤量.予

備加熱，櫨過，殺菌，冷却する。チーズは使

用した乳汁の種類，製造方法，貯蔵法，熱成

法によって分類される。全乳と分離乳は殺菌

し，もし殺菌しない場合でもこれらは何れも

桶に入れられスターター(種菌…無害の乳酸

生成菌)を加える。スターターの量は乳計量

の1-3%を使う。混合物は固有の温度にな
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るまで温度を調整する。次いで牛の胃から取

ったレンネットを加える。これは乳撲からカ

ゼインを沈澱させるものであって10-15分間

30・C(860 F)で行われる。凝固乳はナイフで

切断して堆積し，時々反転してそこに放出さ

れる乳撲を除く。乳撲を除いてから，場合に

よっては洗糠して凝固乳を圧さくし一定の型

を作り，調整した温度と湿度において熟成し

香味を附ける。この行程でカゼイ γがベレッ

ト化されて消化し易くなり，また特定の香味

が出来る。プロセス・チーズは熟成したチー

ズを磨砕して溶解し，低温殺菌して熟成を止

め温いうちに詰める。

クリーム工場

全乳，酸酵と未醸酵クリーム，未醸酵クリ

ームはパターその他の製品にする。全乳はク

リーム工場に入ると遠心、分離されてクリーム

と分離乳に分けられる。分離乳はさらに他の

製品となるか動物の飼料になる。バター製造

はクリームを殺菌し，精選した酸と香味を出

す細菌で熟成してチャーユング(撹乳器に入

れて熟成乳を撹持すること)する。熟成行程

に使うパクテリヤは商品名を、スタータ一、

といっている。スターターは注意して調整し

その品質は資格ある細菌学者によって保存さ

れている乳酸生成の細菌である。殺菌され熟

成されたクリームはチャーユングに掛けられ

る。 チャーェγグは7.2-12.8.C(450-W  

F)の低温でクリームを動揺させて，エマノレ

ジョ γを主主立謹書から迫且2五~に変える
のである。パタ一泊の小球は薄膜で取まかれ

ているが，これを動揺して薄膜を破りパター

油を合ーさせる。仕上りはパター球が小さい

豆位の大きさになるまで動揺を続ける。この

時にパターミノレグをチャ γ(撹持桶)から取

り出して集め濃縮または乾燥する。パターは

洗ってその含有水分と塩分を標準まで上げ均

一の塊になるまで‘仕上げ、てチャ γから取

り出し包装し，販売する。



煉現工場

全乳，分離乳または他の乳製品を濃縮製品

とする。無糖の濃縮乳はこの種の生産物中の

最大生産量である。無糖濃縮乳の製造には全

乳をホットウエノレ法(予熱〉で予熱して，物

理，化学的に変化を与える酵素を殺菌し，製

品の物理的性質をよくする。加熱乳は次いで

釜で蒸発するかまたは連続法で、蒸発するが，

l読者て、は蒸発機に入った乳を目標の比重まで

加熱し，後者では蒸発機に入った乳汁が目標

比重ーを保って絶えず排出されるように調整さ

れている。蒸発機は適当な蒸発面をもった閉

槽である。熱源は一般に排気熱かまたは低圧

蒸気である。減圧低温で乳汁が十分煮沸出来

るように続け，蒸気は上部の孔口から逃げて

冷水その他の方法で凝縮される。蒸発後に乳

汁の均等乳化を行う。例えば近接して作った

パノレブを通して脂肪球を破砕し細粒懸滋賀と

する。缶に詰め機械て‘充填した後殺菌する。

殺菌は連続式か釜で行う。何れの型で、も結果

は同一であって，適当の大きさと構造のレト

ノレトに缶を入れ，温度は112"C(2350 F)かそ

れ以下で 12~15分間行う。次いで循環水で冷

却し，乾いたならば貯蔵するか市場に出すc

加糖濃縮乳の場合はホットウエノレ中に砂糖を

加えることが前者と違うだけで，他は同一で、

ある。製品は高比重にまで蒸発するが砂糖が

防腐剤になっているから缶に入れた後の殺菌

は不必要である。他の濃縮製品には濃縮無脂

肪，ホエーとパターミノレクがあるつ

粉現工場

乾燥乳は下記のどの方法かによって全乳，

無脂肪または分離乳から生産される。

O曝気円筒法一一乳汁は濃縮乳を作る時と同

様に予熱または濃縮してから穴のあいている

管を通じて供給され互に前方に回転している

蒸気加熱のドラムに薄膜として注がれる。円

筒間の規則的除去を行って手L汁が円筒上に確

実に薄くおおい早く乾燥出来るようにするq

膜は固定のナイフで掻き取り荷作りして械

に出す。

0真空円筒法一一単一ドラムが真空缶内で回

転し予熱乳または濃縮乳が回転円筒の配合盆

の上に注がれる。円筒は薄膜の乳汁を受けて

迅速に乾燥し，そしてナイフで掻き取る。こ

れは低温で乾燥する方法である。

O散布法一一予熱または濃縮手しを微塵として

乾燥室内で加熱空気の流動するなかに散布し

て水分を蒸発させ乾燥固形物は底部に落す。

空気によって運ばれる固形物を他の分離機ま

たは他の図形物回収器で排気中から回収す

るG 器械，床，受器，受乳室を洗糠，洗い落

してきれし、にし作業が終了する。

アイスクリーム工場

これは各種の乳汁と他の製品を受け入れて

混合し凍らせて製品とする工程である。アイ

スクリームとアイスクリーム混合物は各種の

方法で作られ， クリーム， ミノレク， ミルタ製

品，適量の香料，砂糖または必要であれば他

，の甘味剤を入れ安定剤を混合する。混合物の

ホモヂィナイズして殺菌し次に果物，クノレミ，

キャンデーを加えて十分混合し凍結する。凍

結後に製品を完封して回結室に入れて閏くし

て取引を待つ。その他は缶，殺菌機，タンク

冷却器，凍結器，完封機，その他の器物，床

などの洗機作業がある。(表参照)

工場廃水源
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乳製品工場から出る廃液は水の運ぶ手L汁固

形物であって，排水溝に入るものはその源泉

によって次のように分けられる。

。缶，器物，床の洗様

Oi需洩，凍上，溢流，不工率の装置，不正

常の操作

。真空蒸発器からの飛散

。不用のバターミノレク，分離乳，ホェ-

O腐敗した原料または生産製品



乳製agの大略の平均成分持と BOD

乳 製品

全乳***1 3.91 3.21 5. 1[ 01 0.7i -1 は 9 は 2 此 3

蒸先手L1 7.91 6.71 10.11 01 1. 4 一 26.11 24.71 20.8 

分搬手L1 O. 11 3.31 5.31 01 0.81 -1 9.5j 8.71 7.2 

401 2.5: -1 70.01 67.51 50.2 

バターミノレク 会 0.51 3.41 4.31 01 0.71 0.61 9.51 8.81 7.2 

脱 IJ日 乳食会 0.3! 0.91 4.91 01 0.61 0.21 6.9! 6.31 3.5 

チエダーチース 35.51 26.6! 1. 51 Oi 3.51 -1 67.11 63.61 60.0 

ク リ ム 40，O! 2.2i 3.01 01 0.41 -1 45.21 45.21 39.9 

アイスク M ム泌成品 ~2~ 01 3.9 ラ91 151 0.81 -1 36.21 36.81 29.2 

長各種資料の平均
榊 BODの弱…… 5日間J200Cにおいて生産品45.3Kg当り使用される酸素の Kg数
勢静器全乳の成分はかなり異るので多くのアアク Y-，数値または各個試料はかなりの相違がある
*熟成クリームのバターミノレク(チャンでパFーを凝めた時に残った乳汁)
世世アメ吋力型チーズ心，Jミエー(チースを凝めた持に分離する乳液)

下水源と工場廃水の量

洗面所， i史所，洗濯から来るもので，常に

使用人の数による量と濃度に比例する。工場

から排出される廃水の量は特種原料によって

非常に違っており，主として水の利用状況と

工場の作業に使う水の管理によるのである。

特に乳汁製品五場の洗機水を連続放流する処

では廃水量が生産量に比例することはないだ

ろう。特に冷却水と濃縮水を処理装置を経て

循環しているか任かによって呉り，また脱脂

乳の過剰jとかホエー・ミノレクのような副産物，

を規定の方法に反して，下水に放流している

かによって差違がある。冷却装置から出る清

澄水，氷製造機その物および床の排水は必ず

しも廃物とは考えられないものであるO この

水を放出廃水に加えて放流せずこれを分離し

て浄化装置に掛けて循環再使用することは効

呆がある。

廃水の成分
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雌水の主成分は事故または故意で‘洩れる全

乳，分断:乳，パターミノレク，ホエーの各濃度:

のもの，不充分な処理装霞，方法または作業

から流れ出る滴流物がある。また洗樵水中に

はミノレクや乳製品を落すために使ったアノレカ

リやその他の薬品もある。また一部には缶，

瓶，タンク，桶，器物，パイプ，ポンプ，ホ

ットウエノレ，蒸発器，コイル，チャン床から

出て米るカラメノレ物質，バター，チーズ，カ

ゼインと他の廃物の作業彪水などである。

この数字より廃水量を減少させることは，

本米の廃水処理を実行することによって出来

る。次の頁の表に示した数字は通常の洗機廃

水と工程中の損失の代表的のものであって，

話u産物分離乳，バターミノレク，ホエーは含ま

ないが通常のチーズとバター洗樵の排水量は

入っている。

汚染の度合と救済方法

乳汁廃水は有機性汚染であるから始んど全

部が注入河川の酸素要求量を高める。新鮮な



各種行程の廃水中の大略の BODの量供

ii 1M I!: 9，2~~ の之ルクとミノレク当量
liこ対する 5日間の BODのkg**

l6  
受入れと冷却のミルク

タンク市で I場に般出澱人の際，およびその沈淋

タンクの中に貯えられた液から出るもの

全乳の蒸発の際， 1ぷl二の!発水

全乳の蒸発で沸騰煩'jょ

蒸発乳の7fT識と殺菌の際

ホエー乾燥の|際，散布'法
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全乳の散布蒸発

クリームの分隊

クリームの殺菌，冷却，缶詰

分離乳の殺菌，冷却，缶約

コテージのチーズまたはカゼイン製造

アメリカ式チーズ製造の際， i:iUi障 Lないカー下

ク i光線カード

分離乳濃縮 U)際，デッキ， )h:の廃水

ク 沸騰損失

加l糖分離乳濃縮の際，陣訪め時の床廃水を含む

，ク 沸騰損失

分断手L濃縮iの際の過熱

分離乳乾燥の時の散{Jj法工程

ク 回転筒法工程

その悼のホェー濃縮の際， 1末にこぼれた降水

ク 沸騰損失量と蒸発_;:

f唆性ホエー濃縮の際，床の廃水

ク 沸騰損失と蒸発

パターミノレク濃縮の際，床の廃水

ク 沸騰損失と蒸発

ミルクの殺尚，冷却J，ピン詰の時(ガラス〕

ク (紙総〕

アイスクリーム混合の11寺の盆 (vat)

ク桶 (pan)

アイスクリーム冷凍のn!j

強化バターミルク製造

パターチャーニング洗称

0.5 

5 

2 

勢表は“WastePrevention in the Dairy Industry"より

栄養“ミノレク当量"は lkgの乳汁から出来るミノレク製品または副産物

廃水は問主t~こかアノレカリ性であって，廃水の入 ンを沈澱させるような敵性水に変ずる。大量

った河川で、好気性分解を完了するに十分な般 の黒色汚泥の沈澱物とカゼインの腐敗による

索量のない水では，乳糖は乳酸に変りカゼイ 強い汚狼臭が出米るが，これはミノレク防水戸J

30 



染の特徴であってカゼイ γ腐敗によるもので

ある(八雲乳製品工場の廃水注入河川も無酸

素であって，これと全く同様の様想、を呈して

いた)。河川水質が過度の酸素減になることは

ある種の使用には不適当となり，魚の生活を

支えられなくな戸場合によってはJli介な弘1凶

となる。数済方法としては副産物いIJ~又または

工程中の副産物や属物回収およひ出水処理で

ある。

事l製品副産物の利用

しばしば利用過剰となり，特に多産季節に

過剰となるものは 3種類であって，分離手L.

バターミノレク，チーズとカゼインのホエーで

ある。この 3種類についての主要な不明jは①

稚動物の直接飼料@蒸発濃縮して人間と動物

の食料とする。⑦濃縮乾燥して同様に人間と

動物の食料とする。その他の利用は次のもの

である。

0分離乳 単純濃縮手L.加l糖濃縮乳，無

脂肪乾燥乳，カゼイン，紙の被

股，ベント，プラスチック，繊

維，粘着物

。バターミノレク一一濃縮バターミノレク，乾

燥パターミルク

。ホエー 殺菌加糖ホエー，加糖濃縮ホ

L ー，乳糖， リボプラピン，エ

チノレ・アノレコーノレ，乳酸，蛍白

加水分解物，ホエーチーズ，プ

リモストまtdiリコッタ

廃水の節減

手LnCt'の脂肪と闘形物の廃棄を防止するこ

とは総ての乳製品工場で経済上必要である。

避けらるべき版物をなくさなければ満足な利

益を保たれないうえに廃水処理に費用がかか

る。新鮮乳汁とミノレク製品を飛び散らしてド

水に流し込むのを防ぐことは，どのような注

意よりも大切である。過剰な廃水は実際的に
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は同じ源泉から出発するか，または実際上総

ての乳製品工場において同一工程のものであ

る。

濡洩と滴下

」定で継続的乳iIの指失としては殺菌系

統，ポンプの継 fi.板と管の加熱~と冷却

器，ビン誌などの不適当集合または全集合か

ら出る。尖際にはノζノレプと総ての乳製品工場

の装置からtllるものである。漏洩による煩失

の量と価値は一般に認識されてし、るよりも非

常に高い。殺菌設置は磨り合せ連結か填隙料

で閉ずる。パイプが不正確に集まっている時

かまたは廃り合せ面が不注意の扱いで破損し

た時に漏洩がある。夢II雑か不注意の取扱でパ

ノレブ詰めものとパイプなどの滑かな|出がずれ

て国有の集合が出来ないこともある。

j尚下は各装置のどの部分からも起るのであ

って，各部を填隙料で互い合せた場合でもま

た撰隙料を付けない場合でも起る。ポンプ，

ホモヂィナイザー，板状，管状の加熱禄と冷

却22，桶，貯蔵槽も同様である。

分離~~からクリームを受取るため，もし 50

Ci以上のクリーム量があるときに 50siの缶

在使うことは，缶の大きさでは経済的に見立

ても，実は不経済であって，早晩大損失とな

るだろう。受槽から溢れ出る液を防ぐため安

全かつ経済的な簡単な方法は午乳を移す特に

押し上げポンプを使うことである。衛生的な

液量調整にはポンプを止めたり始動する工夫

をするか，または槽が満杯に近ずいた時に操

手者は報知する警報をつける。このほか凍上

，1&)志の排出なども問題である。

残留廃物

O牛乳入荷の際

下記のような予防策をしない施設では各

11. 32トン (25.000ポンド)の牛乳受入れに

ついての.3kg(100ポンド〕以上の損失があ

る。 ミノレクを缶から秤量缶に投入するにはミ



ノレクの飛散を少なくし，缶から排出する時聞

を最大にする方法を行う。これを待易に実施

するには，缶から蓋を耳元り去り，缶を直結洗

機器を持った洗線装置に入れ，次いで、粁量し

た缶を投入し絡f上にひっくり返す。そのま

ま缶を放置してその聞に次の旬の蓋を取り去

って蓋おとしに法し，次に前のひっくり返し

た缶を洗樵装置前面に移動する。これて、缶か

らミノレクの滴卜する時間は数秒であるが残留

煩失の減少は約50%である。この絡'{上投入

は廃物減少の観点からいえば優れてし、るο!!思

数の散水ノッズノレで各缶の内部を洗j保してド付

着ミノレクを動物餌料に回収するが各缶の散水

量は僅かに 85-113gr (3 ~ 4オンス)であ

る。以上の方法で廃物となるべきミノレクとミ

ノレク製品が減少する。生手L処理には少なくも

2個所の排流所が必要であり，クリームと濃

縮乳製品の場合は 4悩所の排流所が必要であ

る。

O乳製品製造の前処置

タンクとパットを正規の位置におきi商下場

所をタンクの辰低場所に作るならば流下物の

大部分を集めることが出米る。各タンクはピ

ッチでHを塗り角を丸くすると集手Lを助け，

また廃楽乳をより少くするには少量の水をタ

ンクの壁に噴射すると効果がある。

0粉乳

手L汁凶形物質を廃棄させない方法としては

全粉乳を集める適当な施設を作り，非常に少

昼:でも廃棄しないようにする。粉乳の完全な

集収については非常に強化しても強調過ぎる

ということはない。

0チーズ製造

1県気のみ

施 "i:.1_~ 
ロえ

場事気沈澱， {，パ1E循球，ドパ)己の定時除去

σJ 

手L撲とチーズ洗繰排液は高いBODを持~

ているので，排波の放流にまかせることは廃

水処理の費用の実質的増加lとなる。

廃液の処理

分離した廃液の処理施設費用はかなり異る

ものであって，気候，処方11施設設計の型と地

勢その他影響する各要凶によるのである。費

用は a般的に出水中のBODの各ポンドにつ

き約 90ド、ノレから 140ドノレ(各話につき約71，

500円~110 ， 000f1j)の間にある。現在乳料品

!発水処理の最も満足すべき方法は曝5ML，活

性汚泥法，生物il昔過法である。多くの場合に

活性汚泌法と曝気法は生物il昔過法に比して大

きい資本投資とはならないが，施設建滋費と

しては一般に送気'屯jJ費用が向くなる。

O曝 気 法

アメリカのイリノイ州グリンビノレにおける

曝気法処理(1951年)ではBOD減少が99%

であった。結局は混合原液中の懸濁物質の約

70%が分解された計算となり，そして残りの

30%について汚泥処理法を施行する必要があ

っtc.o 汚泥は絶えず循環するような施設の設

計についてその汚泥が集積して死点を出さな

いようにすることが重要であるυ また爆気に

ついて連続操作の必要であることが判った。

これらの資料によれば混合原液中の闘形物は

9%以下に保つべきことを示した。さらに曝

気槽の前にある廃水平均室の設備は脱水の強

さの変化，廃液量，アルカリ度の平均のため

必要である。チーズ工場廃水について曝気型

廃水処埋施設の実施結果で 5日間のBODの

除去半は次の通りである。

型 BOD除去ネ
(%) 

!禽熱槽，分別爆気，腐然、槽合通じて再循澱，第二次熟糟で沈澱

曝気，沈澱，f']i，尼循環，分目IJ汚泥の循環

37~48 

85 

96 

99.4 
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また廃水受水池の廃水について，平均梢，

H暴気，沈泌l，汚泥循環の処Jillをした結果はB

ODの除去率が92.7%を示した。(表参照〉

生物鴻過法(散布漉床法)

生物u昔過法は廃水の前処理沈i澱がなくても

成功している。迅速法と滅過処理淡の '#!i再

循法について研究した結果て、は処理結果が高

効率であって櫨i樹首の作積を小さくしてもよ

いことが判った。しかし生物i慮過法は曝気法

または活性汚泥法に比して高い効率を示さな

いが，操fFが経済的であって強い管環を必要

としないの BODの除去率は70~90%の能力

がある。二重式の清j設機とu重別機を併用する

こ個所の高速度ミノレク廃液処県では懸倣物と

BODの全体の減少は夫々 90と95%を示L

た。

活性 汚泥法

活性汚泥型の施設では生化学除去率90~95

%を得られる。施設は受水糟，空気送り込み，

石灰供給，混合室，第一次沈澱僧，曝54槽，

第二次沈澱槽から出来ていて成功している。

PH調節には石JiJ(を使って混合室で中和し，

PH8~9 に保ちそしてカゼインを第 4次情

で沈澱させる。曝気槽では乳酸が形成されて

PH7.6~7.3に戻る。最終の汚泥は娠気構で

併liU珠させる。代表的結果は次去の通りであ

るO

i5日間BODi全l司形物ID 口

(ppm) 1 (ppm) I 'u  

j点 廃水 I 545 げ97 7.2 

第二次掛水 7.4 1 466 7.7 

減少 ネ 98.4%1 41.5%1 

BODの減少率としては98%余である。

八雲工場では当時 (1942)平均1001i(18ト

γ)の/1手しをf且日集荷し乳製品を作ってい

た。集戸'y[又域は狩太，瀬棚方面，砂原， 1&旬ケ

獄方|由でクリームはWO'f都.喜茂別，虻ru地
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1iから集めていた。煉乳工場，バター工場を

主制iとしたほかに粉乳製造，カゼイン，乳糖

ラクトアノレブミンの製造を行い，工場より排

出する廃水は乳汁を含むため，白濁を呈して

いる。廃水の入り込む小川は水量3.6個を有

し約 500m近くで遊楽部川の右岸に1tぐ。こ

れより約500mを進んで海に入る。廃水の流

れ込む小)11の撚存有機物質量ーは著しく多く浴

存椴素は全く欠乏し，底部は黒色泥土を沈澱

して汚狼臭を呈しイトミミズの赤色集塊が川

氏各処に散在していた。また川縁には糸状繭ー

のスフエロチルスが一面に附着し，溶存有機

物の多量の存在が明らかである。遊楽部川に

注ぐ所で、漸く溶存酸素量が恢復の傾向を呈し

ている有様であった。この汚水流入の小川に

僻化放流された鮭稚魚が迷い込み多数の窒息

死を来したので、あった。障害をなくす手段と

してはその汚濁泉たる乳製品工場における乳

n処理を適l干ーにすることに他ならない。つま

りその工程毎に在しい運転をすることが必要

であるのしかしこれらの処理ーをしでもなお汚

染廃水の排出することはまぬかれない。これ

に対して，活性汚泥法または散布i慮床法など

による溶存有機物の分解消費を行わなければ

ならないのである(その当時の応急の処置と

して稚魚の迷い込みを阻止する遮断網を汚染

小川の下流に設置した)。

江口京が廃水研究に身を入れたのは.この

時からといっていた。その後豊羽鉱山の廃水

問題にも協力した。これは八雲廃水問題が起

きた 2'午後の昭和19年 (1944) のことであ

るO ここは豊平川|の上流定山渓組泉より 12粁

の白井川河岸に鉛.1Jl!鉛，銀，金を主体とす

る黒鉱採掘の鋭、Iltであって札幌市からは40粁

の上流に当っている。鉱山は古く大正 2~3

年(1913~1914) に初めて開発された所で、あ

ったが，連日の豪雨に会って河床が陥没し.

この水が|日坑道に入って溢れ出したのであ

る。よ~\鉱鉱床に爽雑ーする硫化鉄を主体とする

硫黄化合物の酸化による硫酸塩が洗い出され



旧坑道の各処から溢れ出て豊平川を汚染し

た。この酸性廃水のため豊平川の分流を水源

とする下流の水産購化場の養鰻場を初め札幌

市内の養魚池の鯉などが殆んど発死した。こ

れは硫酸塩による河川水質の酸性化によるも

のであったが， IJJ坑道において積年に瓦って

蓄積された硫酸塩の流出だけに緊急の防除方

法が玄たず除害は殆んと不可能であうた。

iT.r:lnと私との廃水調査の協力はその後も

続いた。最近はまた北海道における澱粉工場

の族出による汚水問題とビート工場廃水の問

題など多くの余題に彼は対決して行った。さ

らにil"J爺湖を初め各種の鉱山!発水と魚の降宮

問題なども子掛けていた。これらの廃水と ~(l，

肢の障害に対する頃要技術i白iの研究調布をH1

う彼を失ったことは，北海道の水政業発展の

ためまことにおしみでもなおあまりある所で

ある。昨年の12月間日1])11の上i1Itの内脊7]1]の郊

外にあらたにまた明治乳業ーによる乳製品の工

場がU¥米たωi[r-lれを追憶すること自主々切な

るものがある (43，3，19)
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江口さんの思い出

浜島溝正

江口さんに始めてお会いしたのは，終戦後

復員して北海道立水産瞬化場(当時は国と道

がー木であった)に復職し野問場長から直接

の l二W]として紹介された時て、あった。当時の

調子f課は，現在の佐好課長の他て三原健夫さん

山本存 .nllさんを始めとして石田力ーさん久

保述ftllさんなど先輩が屑り生物関係は満員の

状態であったの

希望して化'γのi市原へ入れてもらうことに

なり，当時江打さん A 人で頑張っていた水質

分析の部序で初介されたが，場長は「水質を

やる奴は，ょっぽど優秀か馬鹿でないと勤主

らんぞ 1Iまあ11はlT~ 、んだから頑張れ」と

はげまされたことを昨Hのように思い出す。

場長は水質研究のむつかしさを端的に表現し

たものであろう。右、の前打:者は蒸潟水のPH

が相当な酸性を示したのに、ンョックを受けて

ノイローゼになった人がL、たそうだ。江nさ

んは，その話しをしながら，蒸1m水は，空気

中の炭酸ガスを吸収して相当な酸性を示すも

のだと教えてくれた。とにかく軍隊に満3年

以上も行っていた多少ヒネタ新入ゃを心よく

迎えて.隣りに机を与え，先す'設、下川の分析

をトレーユングの課題としてくれた。月に 1

皮J采水した資料を10日程かかつて江口さんの

指導を受けながら分析したが，当時まだ B.

O.Dなどというややこしいものがなかった

が，始めの頃C.O.Dの分析がうまく行かな

くて背労したが手を取って教えてもらったこ

とを|作日のように思い出す。当時は薬品が思

うように入手できなくて，必要な分析をする




