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一座談会一

水質汚濁防止研究に関する封談

(要録〉

昭和32年11月16日於水産会館

多年の懸案である水質汚濁防止対策はし、よいよ具体化するような情勢となっている。然

しながらその実施面に於てはなお多角的に研究を要する事項が残されてをり，一層真剣に
取組まなければならなし、。それは単に事実の究明だけではなく総合的な調整を必要となっ
てくる。こうした意味で、北海道鮭鱒保護協力会連合会て、は関係の研究者にお集りを頂き，
以下に紹介するような懇談を試みた。

本道に於ては初めての試みであり，進め方に総合的な調整が叫ばれている現在，まこと
に意義の深いものと思われる。

内容は屡々専門的な意見となったため記録の充分て、ない恨みがあったことは編者として
も残念に思っており，お詑び致します。

(主席者〕

北海道大学工学部 岡本教授

野田教授

" 11 大蔵助教授

北海道学芸大学呑 山教授

北海道区水産研究所 五十嵐副場長

駒木研究員

北海道水産部浜島 技 師

北海道立水産鮮化場 江口調査課長

H 高安 研究 員

北海道鮭鱒保護協力会連合会

藤谷副会長

松原主事

小林書記

記 録 秋庭鉄之 大久保正一

要録

司会者挨拶(浜島) 最近水産会も

不活溌となっているので，こういう機

会を設けて，水質汚濁についての問題

を自由にお話し願いればということで

，連合会のお申出があり，御案内した

次第です。今日は別に議題というもの

は，ありませんが，御手元に配本した，

、水質汚濁の規制jに関する措置要綱

案、も中央に於いて，活綾な動きをみ

せて参っておりますし，一つ皆々様の

忌俸のないお話しを願い度いと思いま

す。本日は御多忙中の所出席戴きまし

て厚く御礼申し上げます。

高安今日は水質汚潟の問題につ

いて自由にお話しして良いという事で

ありますので，岡本教授が最近欧米を

視察旅行されましたので，そのお話し

からお願いで、きませんか。

岡本旅行の目的が他にあったの

で，旅行中にチャンスがあり多少水質

汚渇の問題に関係した事にふれた程度

ですが， 昨年スエーデンでs.p (亜
流酸バルブ〉の廃液処理の文献をみせ

て戴いたので，今回は現場で観察する

事が出来ましたO この方法は世界で

15ヵ所位の製紙工場で行っています。

濃縮燃焼の蒸発管装置が問題である
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が， ドイツの南方では大きな設備があ

ると聞きました。生産性本部の調査で

は，ライン、河畔で寸土好成献を凡たと言

って居ります。日本で‘は何百:円という

この設備が出来るかどうか疑問です。

スエーデンは燃料不足に役立てるとい

う事で成績をおさめているようです。

北大の大塚教授が士i院の澱粉工場で指

導をやっておりますがドイツでは澱粉

の廃液の処理方法を如何に取扱ってい

るか，聞きました。ベルリシの研究所

長には会えませんでしたが，現在ドイ

ツに於L、ても廃液r::lr'の蛋白質を充分回

収する事が出来ないといっておりまし

た。 叉， チユーリツヒの工科大学問

属，工業廃水研究所の所長を訪ねまし

たが，所長の討しで、は本音[1が大学にあ

り，チユーリ巧ヒ河畔に研究所をもっ

ている工業!完水研究所 (1949)の組

は総合的なものであるよでうす。ここ

には工業生牧学者，微生牧学者，その

他土妓学者等のスタッフを柿えており

ます。スイスではライン川の最上流に

あるので，国際的な動きを示さねばな

らないでしょう。 1945年頃からライン

川の工場廃液水処理が大きな問題とな

り， 現在では各国からの学者が集っ

て，汚濁処理問題の管理機構の研究を

行っています。以上述べたこれらの研

究所の総合性に感心させられました。

日本に於いても大いに学ぶべき点であ

りましよう。魚族にヌJする研究も多く

の水槽が多数用意されて行われていま

した。ドイツ，スイスの他にイギリス

にも水質汚濁専門の総合汚濁研究所が

あり， ドイツの熱管理の雑誌によると

欧別の連合組織で、熱管理り研究が行わ

れている訴が出ています。ガス工業の

廃水処理がヲ実際に行われている形な

知るための好箇の参考資料が近いうち

に入手出来ますっなお工場廃水処自の

内外の事情についてはヲ只今取鰹め仁t4
で近く印刷に附して皆々様に紹介致し

度いと思っております。

先程述べました湿り北海道に於L、て

も水質の問題は成るべく総合的な組織

をもって研究を進める必要があると思 ー
います。例えば澱粉なら澱粉で早く施 可

設を考えそれを普及するには釘査をど

うするかが又問題であります。

五十嵐 日.P.の浪縮には亜硫酸ヵ

スの心西日はありませんか。

岡本差担心問ないと思うが。

大 蔵 8. P.の磨水処理をやって

いる所は女献によるとスエーデシ 18ヲ

ドイツ 3アメリカ 4カ所フイシラン

ド，ノールウユ一等が知られているが。

岡本 スエーデンが14カ所で廷設

中が 4と聞いたが，今日はメモをもっ

て来ませんでしたのでくたしくはわか

りませんが恐らくそうでしょう。

大蔵 とに角運転については問題

ないそうです。

五十嵐 旭川の巨策ノ勺レブでもやっ

たらどうでしょう。

岡 本旭川国策ノ勺レプでも研究

し，企図1しましたが， 3億円の予算が

必要と言って居りました。

大蔵 日本でも使月]した場合，バ

ルブ廃水処理も可能だと思うがc

岡 本東京の工業試験場では燃焼

して燃料を回収する方法を研究してい

ます。

藤谷鮭鱒保護協力会連合会副会



長の藤谷ですが，本日は諸先生方のお

話しをたまわり光栄に存じて居りま

す。只今おす1iしありました旭川国策パ

ルプ廃液の被害は非常に問題となって

おります。目11知王立を中Jむとする，道議

会，農協連に於L、ても，廃液による被

害の調査研究を杵い防止対策を符いつ

つあります。会社との第一回接渉も致

帯しましたが，未だ完全な研究結果が得

られないと聞いています。ぢ狩川の汚

濁問題は国策パノレプばかりでなく，合

同酒精，旭川下水道の三つの問題てども

っております。

只今のお話しによりますと，スエー

ヂンでは殆んど完全に処理ー出来るよう

ですが。

岡本まあそうですね。

五十嵐 然 L幾分出るでしょうの

大蔵長初は10%l:s'Cから?畏縮する

と採算がとれるわけです。だから幾分

出ますね。

藤谷今の布一しに関係致しまし

て，古安さんの試験の数字を拝見致 L

Fましたカ入神再台丹近くでは碓かに魚

のi斥上をはばんでいる様に思います

が，何とか，炉、の被害を学問的に，数

字的に示すようお願い致 L度いと思い

ます。

五十嵐 最近のアメリカの雑誌に魚

に臭がつくということは問題だと出て

いました。失張り問題ですね。単に生

きているということで，良いという訳

にはゆかないで、すね，学会でもこのこ

とは誰かいっていましたねじ

高安なかなか，めんどうな問題

です。

浜島化学変化とプランクトン，
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底性rt::牧等を考置に入れて，規制出来

ませんか，米国の，動牧野生局では取

り挙げている様で、すね。

高安あの辺はB.(). D (生化学

的酸素安求呈〉が23ppmtJ上で、少くと

も;魚が好んでi斥上しているものではな

いと思えます。然しこのきめ方は決定

的なものがないので問ります。昨年来

から全国的にもきめようとしているこ

の水質標準はその方法すらきめられて

いません。

浜 島 ヲユーリツヒの研究所では

水の汚濁規準ーがないようですか。

岡本聞いていまぜんごした，或

はやっているかも知れませんが。

江 口 かの抵抗試験はやっており

ますか。

岡 本非常に小さな魚、を使ってや

っていましたっ

香 山水質汚濁規制に関する措置

要網では水の汚濁規準はどうなってい

ますか。

浜 島 7.Kの規I告を中す百jにミ水質

汚濁の規制に関する f~lí置要前向案、の作

製法の経過から申しますと，初め経済

企画庁で立案するということで，委員

会が設けられ委員には各省の課長級で

大体の線が出たが，これを局長級に

格上げして問題を整理したのがこれ

です。水産からは補償の線が出たが，

これを出してはまずいというので引込

め，法制局とも打合せを終え略々見通

しを得た所で、す。

この中での7.Kの基準で、すが，原案は

都道県知事の申請によるとあったが，

これは総理大臣が直接認可することに

なりました。この際諮問機関を置きこ
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れを通すこととしています。予算の裏

付けは具体的になっていない様で，こ

のことで河川諜と総合開発の方と 3者

で行きました。水産部長も非常に乗り

気ですが，ノミラノミラな動きになっても

困ると思います。

五十嵐 現在この法案をすすめる迄

の研究態勢になっていないので，議理

があるのですね。

岡本そうで、すね。

浜 島矢張り止むを得ないと思い

ます。

五+嵐 だから時には岡本先生など

と会って色々話合って進むという様な

ことが，必要なのですね。

大蔵今度のは国で予算の裏付け

もみているのでいいのでしょう，ただ

水の基準に問題があるでしょう。

香山問題は水の基準でしょう。

同そうですね。

高安補償が出ればいいのです

ヵ:。
香山鉱山がない様ですね。

同 事業場という中に含まれて

いるのでしょう。

香 山過日鉱山保安監督官の方が

来られましたが汚濁関係の資料を蒐集

しているようです。

浜島平い機会にこうし:ヒ案で，

意見をまとめておく必要があります

ね。

大蔵第4の項の守らぜることと

いうことも重要でこの管理を厳重にす

ることが明らかに出してほしし、です

ね。

香 山 この罰則はと、うでしょうね

大蔵 こうすれば完全だという方

法がない¢で参ってしまう。だからこ

うした調査研究機関が大事でしょう。

香川山 家行可能と不可能の処理施

設を考えるということで， ，意見を勧告

する機関も大事ですね。鉱山法ゃなん

かあるんだから法律で規制出来ないこ

とはないので、すが。

浜島研究のセクシヨナリズムを

排除することですね。

香 山建設省は全国的に河川の水温

質汚潟のデーターを蒐集しているよう哩

ですが現在の所関東地方の一部の資劇

がまとまったという事です。

岡 本水の規準は何れも地J玖的に

やらねばダメですね。

同そうですね(賛成)

岡 本魚の種類別に基準が品ます

台、Q

香 山規準と言っても水系毎です

ね。どのi版業が一番利用しているか，

ということでも規正されるでしょう

ね。又，単に生物だけでなく工業用水

の場合もありますし。

岡本英国では，テームズ川のた，

めの汚潟委員会が恒久的にあります司

ねO

浜 島 出来れば今から細い所の水

質の調査が出来ると良いで、すね取り敢

ず本年良から研究費を獲得致し度いと

思し、ます。

香 山比較という点でも重要なデ

ーターですね。そのことで或は自然に

規準が出て行くかも知れませんね。

岡 本高安さん澱粉の方は如何で

すか。

高安実は数年前からやって居る

のですが，澱粉の処理について，例の



散布i虚床の方法で巾 3尺長の層を作

り。それに水を撒布する事がめんどう

で，西側に樋を作り穴を明けて7，Kが撒

布出来る様にしました。 撒布した*

は，ソー夕、をつめ込んだ層を通る簡単

なもので，経費も 2-3万円で作られ

ます。今年は 5カ所の工場につけてみ

ましたが，廃水の入口から出口の過マ

ンガン酸加l旦消費量を測定した結果，

'非常にレギュラーな値が出て，これは

終始j畏度が変るので，吋間的にサンプ

ノレを取らなければない事がわかっ-c，

15分おきに取った，結果は比較的揃っ

たものとなりました。これでみると澱

粉廃液毎分70-801?では30%-50%浄

化出来， i&iマンカ、ン酸カリ消費量は 3

害Ij-4割減少する事がわかりました。

実際川の状態をみますと普通出る泡は

なくなったし，洗j保も日1，来るようにな

り，まあまあ宍同化し得る状態でない

かと思いますがもう少し確かめ度いと

思っております。。

岡本時期は， 高安 10月終り迄でおは 8-9

度です。

大蔵廃水がこくなると うまく行

きませんでしょう。

高安過マンガン区加旦で 2，000

-4，000位です。

大蔵それなら.''!:.l、でしょう。

浜島消費量が83%のデーターが

ありましたね。 多少疑問があります

ね。

高安 これはj多透水が入っていた

様です斜里の場合ですが。

大蔵私はやりましたが水温ゲ以

下になると全然だめで、すね。

高安そうです2月11日-3日迄
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やっているので，低温の心配ありませ

ん。

五十嵐 余り水温が低下すると澱扮

が出来ないそうですから，いいで‘しよ

う。

大蔵澱粉とビート等の廃液はな

んとかなるでしょう。

五十嵐 只今生牧酸化をやっており

ます。

大蔵農学部の緒方先生は澱粉廃

液のIおでタニシを飼いなさいといって

いましたが，どうですかQ

五十嵐 どうですかコ

香 山 日甜の帯広と磯分内を昨年

間べましたが，浮遊牧は問題ないです

ねo PH，は12.3-12.8で圧倒的に多

いのはステッフエンの廃液中の蛋白質

です。

浜 島今の様式でやって問題ない

のですか。

香山王1.出.Gのコストが高くな

ってはダメだが技術的に問題はないで

しょう Q

高安芝蒲の電気分解の件です

が，三分鉄板だと I~\いますが 5 枚位が

良いのですか。

香 山 ラミ験的には15枚位で‘良いで

のす。

浜島芝蒲の場合120枚というこ

とで許可されたと思うが。

香山一寸少いですね。私は150枚

の欽板が必要といったのですが，ステ

ッフイン廃液を味の素では来年から使

うということです。 官、はビート工場

で，現在困っている二つの問題があり

ます。日甜ではステツクエンの処理は

検討がつかなし、。美幌工場の場合は網

走湖に入るそうです。
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岡 本本法家も水質の規準が問題

になりますので，この点と水質の管理

を何処におくかの点で.論議したいが。

香 山河川別の個性ラその内容と

して人為条イ年と白然条件を現在ある機

関で調べる，この企両と担当，そして

特習の方法ということでしょうねっ

岡本そうでしょうね。

大蔵特に必要と認める 場 合 と い

う考え方だとまずいですねっ

香 山 必事木必要を一体誰が認定

するかということですよ。要綱の第三

項に需いてあるnc禁場の判定も問題で

すよ。

岡本 中央でということでしょう

五十嵐 悪い左いっても問題の起き

たい場合もありますね。

岡 本要綱について検討してみ空

すか，まあよく内容を評究してみなけ

ればなりまぜんね。

高安私達も 意見はあるが摂拠が

ないとい号ことですね。

江口例えばPH6.5では;伶が生

きているが，大きくなれないという様

な数値なので，この規準はも少し高く

しなければならないと思いますね。

香山農業の場令どうでしょう

ね。

江 口 大沼の場合ですと或程度出

てますがわ。

岡本農業は ど う で す か 。

五十嵐 九iJI:では死んだ人さえ出て

大騒ぎなりましたがラ木造でも死んだ

ことがありますね。

香 山 フラトー/しを山間部では野

田、退治に 1平方キロ当り 10-15キロを

ビスケットにして撒布しているそうで

す。毒性はノミラチオンと略々同様です

からこれも問題になるでしょうね。

野 田 芹水道なんか大変ですわ。 一

藤谷時間も大分経過致し まし司

て，タ合の時間となりましたので会場

を移しして御懇談願います。

夕食後， 藤谷連合会開会長より，

「林会長の長年の念願としての水質汚

濁問題の立法化と鮭鱒幣殖民間団体の

全国的な組織の確立，二つの問題につ

いて全国的に者々と去礎も出来この上

もなく喜んでおり空す。木目は御多忙

の所，諸先生には有益な御懇談を戴き

「享く御礼申し上げます，今後ともよろ

しくお願い致しますJとの謝辞が述 J ミ

られて閉会した。食事中特に話題に上

ったのは，網走地方で好成績を得た澱

1安工場の廃液撒布滞床法を全道的に推面

奨，特に道南での最も澱粉廃液の顕著唱

な尻別川でも実施すべきとの苦しが出

7こ。又高安氏のため愛71<会(仮称〉結成

の意見が苦題を呼んで 8時散会した。

水質汚濁の規制に関する措置要綱(案〉

第 l この要綱は，特定の区域について河川，湖南，排下水， ~H岸海域等におけ
る水質汚濁の規制を行うことによれ 耳業場の排水守ーによる損害の発生の防止

と事業問の利害の調整とを図るとともに， 会衆衛生の増進と水資、源の保護とに

資することを間的とすること。

第 2 この要綱において「事業場」とは工場，事業場 (下水道における終末処理

場を含む〉船舶(但L，小現時「ト舶を除く〉をいい， r排水等」 とは卒業場から




