
北海道科学技術賞授賞

高安三次氏

一一一一一一略 歴

大 6. 7. 東京帝国大学農学部水産学科(化学専攻)卒業

大6. 10. 北海道庁技手，北海道水産試験場勤務

大 9. 10. 北海道庁技師

昭15. 10. 北海道水産試験場長

日目18. 3. 勅任待遇，従 4位，勲 4等

昭18. 4. 依願退職，北海道化学工業有限会社常務取締役

陥22. 7. 同社退職，中村水産株式会社副社長

11日28. 10. 同社退職，北海道さけ・ますふ化場研究嘱:i1'::.現在:二至る

!府35. 11 ~昭39. 11. 北海道内水面漁場管理委員会委員

<国立さけ・ますふ化場・企画課> 秋 庭 鉄 之
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L功績、j

内容

1. 産業廃水の魚族に及ぼす影響に関

する諸i研究

2. 産業廃水の処理に関する諸研究

3. 水質に関する諸調査研究

実績

1. 各種工業薬品の魚、族に及ぼす影響

に関する諸試験を大正10年の頃より行

い，工場廃水による水産被害判定上，

貴重な資料を得，工業薬品の魚族に対

する致死極量，嫌忌極量試験の結果は，

今日の水質保全に関する法律制定上の

水質基準設定の重要な基準資料となっ

た。特にこの種の試験は世界的にも氏

がはじめてである。なお，水質分析法

の後輩に対する指導にも貢献し，後輩

も現在第 1線で活躍している。

。文献「工業薬品の魚族に及ぼす影響

ア

に関する試験報告」外5篇

2. 氏l土産業廃水の浄化処理方法につ

いて昭和28年の頃から多くの研究を重

ね，特に澱粉廃水を簡易な設備で微生

物学的に分解浄化する方法を見出し，

中小澱粉工場排水処理に寄与した A

。文献「澱粉工場実水浄化方法の研究」

外30篇

3. 戦前から本道並びに択捉，国後諸

島に存在する50釘余の湖沼について水

質の基礎的研究を行ない， i，胡j召の水産

的利用に関する重要な基礎資料を得，

本道漁業の開発発展iこ大きな功績を残

した、

0文献「水産調査報告，第21冊」外20篇

4. 現在も金寝拡01域三水の魚族;こ及(王

す影響とその浄化iこ関する研究を行い

つつあり，テーマとしては日本でも稀

少である、



上記は科学賞候補としての公式な内谷で

あるc 生れは明治23年，喜寿を迎えての援

覚で Tl、まさら……Jの感もないではない

が，候補と Hされてから数年，私達として

も高Uiこたえないところである包

氏については改めて紹介するまでもない

と思うが，飼人的には交際のない人もあろ

うL，近況を伝えること一…とし、うすすめ

もあり駄文を綴ることとした3 横顔を伝え

己にはまだ親交のある人も数多いが，知り

すぎては書きにくい場合もあろうから，私

あたりが適当とお受けしたわけである 3

T賞なんかもらったこともなかったL，

もらうつもりもなかったJそうだが，こと

北海道の汚水問題にかけては戦前から手が

けている第一人者》受賞はおそきに過ぎた

というのが世誌である士

も水、に手を染めたのは大正 9年ごろ，

以来20余年，水試場長を退官するまで北海

J亘と南千島のi湖沼は殆んど歩き)ました2 摩

周湖の透明度が世界最高(当時42.5m) な

のを発見もしている。

;益水草界えの功績も大きいが，とくに工

場廃水については，i魚、業者は勿論，各工場

関係者にもニラミがきいている。製紙工場

などはできるごとに氏の名がきかれた乙

波別で沿岸漁民が廃水被害で騒いだとき

工場の話にほヰもかさなかった彼等が，氏

の調査結果と対策をきき「高安先生がああ

いうなら任せよう:と松田鉄蔵代議士がお

さめたこともある。

千代夫人 (63)一道弁護士会長坂牛直太

郎氏の末妹 との聞に 2男 1女をもうけた

が， 2男好雄氏を敗戦直後に病気で失い，

長男昌明氏 (42)一北海タイムス社ーは旭

川!長女信子さん (34)は東京に住んで，い

まは 2人暮し c r年をとったのに昔と同じ

にお酒ばかり……」が夫人の悩みc ふ化場

の若手と一緒にススキノでハシゴをして息

子のツケをふやすこともあったが，最近は

慎しんでいる。碁が強く T博士だとか，段

{立;がなにになるJといっているが，しろう
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と2段ぐらいの実力はあるο ‘水、以外は

棋書を研究している日常である'>

以上の一文は北海タイムス紙の「時の人」

をかりたコその概要であるが，新聞でもあ

り，客観的措写と云えるであろう。

まず責任を新聞にもって頂いて稿をすす

めることとして，最初に書いておかなけれ

;王ならないことは徳志別川のことであろう

校幸に近いオホーツク海岸のこの川は本

道有数の鱒河川で，特にサクラマスの生産

量は大きい乙昭和36年， 5月から 6月にか， 
;すてそ上したサクラマスが一斉ぜこ死にはじ

めたるその数は約 1万尾で，警察も動くよ

うな騒ぎとなり，その原因調査に当ったが，

殺鼠剤，密漁のための毒物，農薬等の予測

された原因;t1つずつ消されてゆき，上流

にある鉱山が原因と目されるに至η た。

高安さんの活躍はこのときからはじま

るこまずこの川が軟水であることを明らか

にし銅，亜鉛の毒性が強まるもわという判

断は早い時点に指適されたが，との程度が

魚にとって有害となるかにつL、ては谷易に

わからなかった亡今ではなんて、もないこと

のように云われているが，これらの重金属

塩類の毒性ば

鋼O.Olppm，亜鉛O.lppm，鉛O.025ppm

で魚を死なせるものであることを確める

までには大変な苦労をされているυ 昭和38

年の 6月は長期間にわたって千歳支場に泊

りこんだとこの試験のためにて、ある。 24時

間観測でもあり，健康を心配して(この頃

神経痛がひどくなり胴体にコ 4セットをま

いた〕佐々木，木村の両君が度々出向いて

代わろうとしたが，最後まで通しきったG

もっとも，こういう初一念を貫くというと

ころは性格的なものであろうこ

高安さんの研究結果は，鉱山の沈澱池を

増設させ，中和のための石灰量を増し，昨

年はズリ山を迂回するパイパス水路と末端

部分にダムを設けて穆出水を防除させると

ころまでいったr ことここに至るまでには

随分と起伏がある。この間に何十同腹を立



てたことて、あろう。何分にもこの件では通

産局がはし、り，鉱山保安監督局が当局であ

るため，保安ヒの指導は同局が行うわけで，

余程の相関が認められないと局としても簡

単に設備の変更を命ずるわけにはゆかな

L 、3 局の関係者も高安さんには弱らせられ

たようである。

筆者もよく怒られた。問題が何年も紛れ、

たものだから，高安さんの発見や推定があ

る!支に意見を聞くわけだが，その都度解説

して頂くことになる。般状況など御本人

にとっては何百回の説明だろうから，わず

らわしくもあるだろうが，たまたま地形上

の質問なとするものだから I一度行って米

L寸と云われるコ怒るのも無理ないが，決

して気の長い人ではない。そして，思い立

っと直ぐ実jjしなければう誌がすまないこそ

れがし、つも善;芭で‘あり，熱15:なのだから弱

らせられるのであるつ

昨年 3月，円高で北大の山岳部が遭難し，

沢田というリーダーが4日間雪の中に生き

ていたことはまだ一昨日に新しいことと忠

弘 6月15日，その遺体と遺書の発見が新

聞にで、たc そしてその日の夕刊と翌日の朝

刊はこの時とった沢同君の行動について批

判的な意見が載った。 リーターと Lて貴重主

な体験を書くべきでなかったか，というの

が主なものであったと思うこ

翌日高安さんは事務室に上ってきてどっ

かりと坐った。そして J彼は立派だっ fムは
葬儀に出ょうと思うJと語ったっ唐突の感

じはあったが，新開を賑わしている頃でも

あり，筆者も山の話なら好きでもあるので，

望ましい話題ではあったが，残念ながらrj'

絶した。某氏が「あれは親不孝で......と

反論したからで，己この時高安さんい色をな

して玄上ったコ T'f:lは・…」と少し絶句し，

「あの気持がわからないのかJと云って，

立ち去ってしまったので、ある J

この話はこれだけのことで，その後もこ

のことで話し合ったことはないから高安さ

んの気持はよくはわからないが，筆者ーはも
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う一度遺書を読み返してみた。当時も確か

に実感を与える手記であると思えたっ

…田中さん，坂井君，中川君，橋本吉ご

めんなさいο 耳元り返しのつかない失敗を

してみんなのおかあさんごめんなさい・-

住江，珠代(妹)先に死んでしまってご

めんよ。おかあさん，おとうさんはお年

寄になっていくのだからおにいちゃんの

分もよくめんどうをみてください・-

この手記が，雪の中に閉じこめられて書， ， ， 
いているだけに，本当にあわれを感じさせ

るつすでに理組の外で，只頭を下げるとい

う感じだけで、ある。おそらく高安さんこし

ても，親が-fをみる気持になったのではな

いだろうか。

普段，科学者らしい一徹さしか感じさせ

ない人だけに， こうした現象には時々奪三か

さhることがある。

人間的な側面は実にユーモヲスである

柴田コヒ'良13氏とは[-，:脅さも憎し I '，，7)碁献で

あるが，誘L、かける方が勝ち越しており，

tJ.けこんでいる時は決して誘わない，そし

て，簡単には応じないれ、ま分析中で手が

はなせなし、Jt と実に断乎として街iる

また，お二人の対局中の会話は，又乏で

さけば陥嘩に等しい。『早くやれ~ U~ 、まや

る，なに云ってんだ』ぐらいの応答はまだ

L 札、としても「無駄口をたたくな~だま

れ〆」から「くそたれ」などという言葉も

とびだす。お気付きかどうか確めたことも

なし、が，言葉の上では凄じいものがあるc

しかし，とに角碁はお好きであるとタイ

ムス連載の i1日l手」とかし、うのを]日

もかかさずとっておられる。布表紙などつ

けて自製本にしているが，もう "~5 年に

なるのではあるまいか。好きだけではでき

ないことで凡帳而な性格を示すも♂であろ

うc

好き，といえば「時の人」にもあるよう

にお酒も好きではある。 だが近年日に見え

て弱くなられたようで. 2本ぐらいで寝て

しまうことがある G しかし，ムード派だか



ら興がおもむけばその限りて、はないc

数年前にこんなことがあったコどこかの

機械メーカーが，しきりと自社の浄化法を

自慢し，高安さんも夢中になって具体的な

論争をしていたのこと汚水のことになると

時と所を構わなくなるのl丸、つものことだ

から気にもせずに眺めていたが，そのうち

にだんだん声が高くなり「じゃくそがきれ

いにできるか』と大きな声を張り臼十、れら

たのには驚いた。おそらく方法でなくて機

械のことなのであろうが，相手もまた?お

お，できるとも』と断言したコ論争は俄に活

気をおび，まことに具体的な単語をもって

応酬されるようになったっ私も驚いたがま

わりの女性達も驚いたコ何分にもそうした

話題では中にはいりょうがないごなだめナ

l月14日の道新に「キンギョウ長生き

の方法を』と書いたところ.各地からた

くさんのおたよりをいただき，そのご親

切に必から感謝している、 'Y門家の方，

会社員，主婦の方，学生さんなと，また

署名のないはがきまで数十通も集主っ

たコわざわざキンギョ堅さんにきいた〈

わしいデータや新聞の切り抜きを送って

くださった方もあるごどれも暖かし、受情

にあふれていて，その

かして衝くお宅I二jきったものであった。し

かし，本人ば愉快な一夜だったようである。

とりとめのない話である。授賞の記に編

集氏がもとめたものとは違うかもしれな

L 、c だが「高安さんについてなにか……』

と云われるとつい微笑がでてくるようなお

人柄なのであるごしかつめらしい功績を讃

えるだけでは意味がないようにも思う。よ

って以上の積になった次第で、ある。

更に一筆加えさせて頂くが，頭脳の方は

些かも衰えてはいない。例の「カF マの油J

l土完全にやりこなすー誰かがテープにと

る.などと考えているようであるが，簡単

に覚えられるような長さのものではないっ

素晴らしい記憶力ではある。

今後-層の御自愛を祈って・・・・

べるニとは知らなかったし，長く飼って

いるうちにニサの時間をチャンと覚える

というのには，全く驚いた。 1年足らず

のもあったが， fニL、ていは3年かム 6
年，一番の長生きは15年飼っているとい

うc なれるこ家族同様でかわL、し、という

やさしい心が，三ユンギョにも通じるのか

もしれない

わが家では死なれるのがこわさにいま

までは少なからず重荷

l 通 l通を私は感激し

ながら読ませていただ

L、fこ。
キンギョに

になっていたが，皆さ

まのおたよりを参考に

こんどこそ長生きさせ

子供らも最上の飼育

方法がたかり，たいへ

ん存んでいる。だいた

いをまとめるとつぎの

寄せる愛情
たし、と張り切ってい

也乞

小さなキンギョのさ

よう kこなっ?こO

①じようぶそうなのをよくはて求める

@容器と入れる数量の関係③水と水を話、

えるときの取り扱い方法①酸素の補給ら

エサの質と量とあたえ方⑥病気の発見と

治療法一ーとし、ったことにじゅうぶん氏

;なして，何よりも愛情をもって飼育した

ら大じようぶ長生きすると 1、う

キンギ三が煮た魚、やホウレ γ ソウを食
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さやかなれ、のち』を

こんなにも深い愛情で大切にしている人

が々， これもまど丈ぜいいらっしゃるのを

知り，ともすると尊い人間の円、のち~ I 
さえ軽視されがちなニのごろの暗い世相|

を， l'っとき忘れさせてもらった。そし l
て世界中。人がこのような愛情の持ち主(

ばかりだつみこら，戦争など絶対に起こら|

ないだろうとつくっく思ったのである。 I

{小断桜町 2ノ4・林真実=主戸1手)I 




