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本春来米国の7.K事情を視察中だワた北海道区水産研究所 ~J五十嵐博士

が来場し米国立主事情について講演された。， 
本稿は 9月 11日本場会議室で行われた同氏の講演要旨である。

アメリカへの出発に際しては場長を初

め皆々様から大変と骨折りいただきまし

て3月に出， 6月末iこ無事帰朝すること

が出来ました。正式に帰鞍!挨拶致したく

思って本日参りました。渡米致しまし

て，個人的にも 1-2の解化場を見たの

でありますが，私は北海道から来たとい

うことで鮭の増殖についていろいろ質問

されました。もう少し北海道の瞬化場な

どの状態を勉強して行けば良かったと思

っております。ワシントンナト|の漁業局長

などは『解化については北海道が先生

よだ』と申しまして親しい印象を受けたこ

ともありました。今回の渡米の目的は水

質汚濁防止の法律規則の作定に当って，

先進の国の事情を勉強し， 日本において

は， どうするかという各積の資料を集め

ることが主な目的でございました。調査

団は 8名から構成されまして，研究関係

のものとしては私と内海医水産研究所長

の花岡氏と，行政関係が2名，漁民代表

1名，会社〔三井，三菱紙パルプ〕関

係から 3名，通訳を加えて 9名でありま

したのアメザカの法律，規則について

は，各州によって異っておりますが，都

市廃71<.1土法律によって定められ人口 3万

以上は必ずやることになっております。

したがってもっとも進んでおります。ま

た鉱工業関係の廃水状況および処理廃水

l乙対する研究関係もみて参りました。視

察のコースは SanFranciscoから一気

に WashingtonD. C. I乙飛びました。

Washingtonでは予備教育を約2週間程

受けましたの視察コースを述べて見ます

と，大西洋岸の Chesopeake糖では都m・

廃水と， Erosion に基く Siltがカキの

障害に対ーする関係を見ました。 Chesope-

ake湾は瀬戸内海と同じくらいの大きさ

を持ち糖口付近には大海軍基地の Nou-

fork， Portsmouthもあります。次いで

Virginiaの Couingtonの KPパルプヨ:

場に行き， n.S.A.における廃水処珂の

もっとも良い所として紹介され視察しま

した。続いて Buffa~o rT'から Chicago

へと回りましたが，パヅフアローではシ

ホ、レ{自動車工場の廃油浮化施設などを

見ました。コースはさらに太平洋岸に移

って Seattle市の Puget滑のパルプ工

場開夜とカキの障害および鮭鱒関係を調

べて Oregon大学の廃水研究所， Nan-

aimo 1Tj (カナダ〕の水産研究所， Anac-

ondaの銅山の廃水を見てきらに Minn四

earo1is市を経て Madison市に行き都

市廃水および Wisconsinの州、1::11:大学を
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見ました。 さらに Cincinnati市の国江

廃水研究所を見 Pensylvaniaの Pittsb-

urgh 市に至り石炭の選炭および洗安排

水を見ました。

Pensylvaniaは米国石炭生産の約9苦手j

を占めている地帯でその強耐性の抗内排

水を出すこととj先決排水で頑を悩やまし

ているのそれからさらに Harrisburg市

New York市という順序で見学致しま

した。最後に WashingtonD. C. に至

り報告を行い解散となり，その後はロス

アンゼルスから SanDiego市に雫り

Scripps研究所を訪ね SanFrancis，:oを

経て帰国しました。それではアメリカの

研究関係から話を進め後程スライドによ

ってお話致したいと思います。廃7Kの研

究関係で一番大きいのは Cincinati市の

国立の中央庫水研究所であって，ここは

Ohio川の汚染の研究から発足して 1954

年至り年額 500万弗(18億円〕の研究所

となりましたの Ohio)JJは 8州にまたが

り，抗内排水の流同に加えて，各州、lの都

市廃水の流入があるので，古から各州問

で協議してインターステイトの法律を作

っています。乙の研究所の大きさは余市

の試験場の 3倍位の大きさであって職員

数は約430名，その中研究員および技術

者は約半数であります。年間予算額は

50Q万ドル(18億円〕支出され，仕事は

水質汚濁関係が 1んをしめてー呑多くそ

の他食品Jj@1系，放射能関係があります。生 i

物につt"¥ては素人でも判定出来るようなY
河川中の昆虫の幼生について汚染程度を

指標する生物を研究し，これを全国的蒐

集，指導を行っていますっまた同様に汚

染の指標生物として巻貝の種類を 100年

も前から集めているといっています。す

なわち廃液による汚染樫庚の棺標となる

J 

写真〔シンシナチ市の中央廃水研究所〉

貝を1i集分類しているのであります今プ

ランクトンについても約20穏類を純粋

培養をして，それも同様に降水の汚染状

況を調査する指導としているのでありま

す。魚、については鮭の和二川を使って嫌忌

等の調査を行っています内ここではまた

魚、の廃水に対する Bioassayの研究を強



調していました内日本ではこのような研

究は高安氏が 1922年からやっているこ

とを述べて先方の支を勝いておきまし

たの彼らには日木文の一論文を探せなかっ

たを申述べて是非見たいということで結

局その論文のサーマリー程度だけでも英

文に改めて送ることと約束しなければな

らなくなりました内ここでは日本の研究

の方が進んでいるという印象を受けまし

たのまた都市廃7J<.~とついては伝染病源と

なっているぜールスをいろいろと研究し

ています勺そして都市廃水が 7-8種の

ぜ-;レスを確認しておりますハまた魚、の

中毒についての研究もなされていますの

大気の汚染に就ては主要者官市から集めち

れ，乙の研究所で有機物，無機物に抽出

分離されその詳細分析をなされていま

すのさらに測定機械の考案製作が研究き

れ，例えば弗素は 10億分の 1を計測出

来る器材を考案することも出来ましたの

ここが廃水の研究所としては全国的に一

君子設備が整ひ且つ人員，経費も充実して

いる所であります。号えに Madison市に

ある衛生研究所を見ますと，ことは水質

の研究を主とし，汚染持標の昆虫幼生の

研究指導などが目立っていますのまた有

炭坑内から主!ド問する坑内排水の研究も行

われているようでありますがあまり深く

はないの例えば坑内排水は pHが3.0

であれば鉄ば溶解し pH4.0 p::，至って

初めて水酸化鉄となる ζ とが知られてい

ますの Madison研究所の人々は未だ充

分進めていないようであって，乙れは筆

者との論議において終に「実は推測の範

囲であった」と所長が述懐したととでも

判りました内余設にわたりますが，アメ

リカでは講演中でも自由に質問の出来る
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国柄であって，才レプンナ1'1庁の廃水委員

会の席上である委員の講演中の化学的の

間進のある点を質問しましたの所が傍聴

中の若い化学者が:ててちょって、ドクタ

ー・イガ、ラシのいうことは正しいャとい

っていろいろ~i明しました内そこでその

委員はも自分は漁師のいうことを純子手み

にしたので悪かった、といって訂正しま

したのこれなどは，まことに好感を持て

る国民性だと思いましたの特ほ太平洋岸

の人々は日本人に対して一親しみを感じて

いるというように思いましたη また

Pennsylvaniaはアメリカ全体の 90%余

の石東を出している州ですが，これが強

い酸性の坑内排水を出し Ohioを通じて

Mississippi ~乙流入しています。乙の坑

内排水を中和するには年間約100万トン

の石友が必要であってこれは到底不可能

である。したがってこの防除は未だ良策

はないといっています。弐は Pittsburgh

Mellonの研究所でありますが， これも

同様に石安坑の坑内排水についてやって

おり30年も前から研究を重ねているが寄

付者の名前で嘗つての大蔵大臣といって

いますが未だ結論を得ていません。併し

洗茨排水については単l乙グラリファィャ

{によって 5-10ppm ~乙持って行ける

ようになりましたの都市排水はど乙でも

そうであるように，排水の処理したもの

を湖水などに放流しますと肥料過多とな

ってプラングトンの異状発生などが起き

ますのここでも異状的に Anabenaの親

のプラングトンが発生して，これが吹き

寄せられてくさり悪口県を発し困るといっ

ていますの私は大して悪喚と思いません

でしたが，丁度，土泥のにおいと同様で

ありこれについては Seattleで処理した
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都市廃水が湖l乙流入して問題となってい

ました。すなわちここの処理廃水は

Washington湖に注入するのであります

が，非常に栄養過労となって湖の透明度

が半分に減じプランクトンが非常に多く

来たのであります。この原闘を Washing-

ton大学で調査した結果はヒ述のとお

り，都市排水の流入によって糊内の湿

度， アンモユヤカリLそ2倍に増大したこ

とが判りまし7ふそこでこの処理廃水を

湖内に排水を放水せずに却って pUget

滑に訪導放水して湖内の前冷を取りもど

したのであります。シカゴ、の;1<.は Mich-

igan糊に得ていますのしかし廃水も同

様に Michigan湖lこ返していますのそ

のため往時は市民の 5.5%の伝染病l乙a阪

りましたのそこで市は一人当り約67ド

ルの金を集め都rH廃水の処現場を作りさ

らに背後の丘陵を切り聞いて，処王用水を

直接 iシシヅピ一川lこ放水することにな

って解決したのでありますっ大西洋岸に

おける Ch'osa peake i警はアメリカ第一

の内情ですが，ここでは有史以前からの

カキの産地でありますのこれが糖を取り

巻く都市廃水とシルトの流入でカキを障

害している。この艇で指導の中核になっ

ているのが Annapolisのカキの研究所

で，全国のカキについて生産計量，研究

および指導をやっていますの研究所員は

所長のすーレス博士を合せ 3名であって

所長と奥さんはバイオロジストでありま

す内非常に小さな所で、研究を行っていま

すが，研究とともに特に文献の整理が良

く行わわていました弓プロスターポイン

トには Virginia州立の水産研究所があ

りますが，ここではセサピヅク清の生物

の研究と廃水の研究をしています。一体

アメリカでは浅濯の利用といっても海藻

類は食べませんから結局はカキの増殖と

生産が主要課題であります。したがって

廃水は滑のカキ生産と主要な関係を持っ

て来るわけでありまして，カキの汚染に

対して最大の関係を持つものが都市廃水

であります。そしてバクテリャの数がカ

キの漁場と漁獲許可lこ決定権を与えてい

ますのこれを決定するのは衛生技師の仕与

事であって，パクテリムウ・ユリの大腸

菌の数が 100距中に 70箇以上あれば漁

場を閉鎖します。現在(1958)この湾には

15カ所の閉鎖漁田があるということで

すっそしてまた，水質の検査は 10-4 
日は， 1週間の中に月，火，水の 3日を

排水検査[ヨとし，汚染の少い場所では週

1固またはシーズンに II日lの戸iJTもありま

す。したがって大腸菌の汚染をなくする

めんは都市廃水の完全処理を必要とする

わけであります。大腸菌の外にはエロー

ジョンl乙基くシルト(徴研)の問題があ

ります。シJレトに就いては衛生技師養成

の機関ともなっているジョンス・・ホプキ唱d

ンス大学があって，その研究と指導に当

っています。エロジョンとシルトの問題

はアメリカでも重大問題となっています

が，日本でも同様であって，これは緑化す

なわち植樹以外にありませんの一体にア

メリカという目は全般的に見て雨が少い

国であって例えば， ロヅキ一山脈地帯は

年間僅かに 500粍余の降雨であるので農

業は出来ないといっているつ却って蒸発

が盛んであってソルトレーグのような輔

湖がt}l.来ることになるわけですの私は 3

カ月の滞司(1:9~ レンコートを斎たのは二度

杭という有様でありますのつまり一定の

水しかないものを上手に皆が利用しなけ



ればならないわけであ

ります。例えば日本で

は下水という小JIJが流

れておって，それに汚

水や家庭用水を放流す

るのしたがって午前の

10時ころから午後の2

眉 f;寺ころが最高の混濁度

"を示し夜は混濁の最低

になるというのが常識

であります内乙のよう

な考えで Norfolk市

の都市廃水場に一至つで

も1日の中で最大の混

濁時はいつか培とたず

ねたがどうしても判ら

ない内すなわち用水と

して家庭に供給し，一

定の干下水管i乙放流し，

これを処理するという

ことになるのしたがっ

て向うでは排水の量が

、多くなる時は，あるが

濃度の濃い時はない乙

とになるのでありま

すのこの大学のレーン

教授は， アメリカには

州立の大学が多数ある

がも私立の大学の研究

室では政治的に左右さ

れる乙とはないから研

究が出来易いもといっ

ておりましたの乙こで

はシルトの障害の研究

ととも i乙 Covington

市における KPパルプ

廃水の障害について研

ヒ ワシント γ外|漁業局長モーア氏
中 マヂソン市の処理場
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下 オンゴ γ州立大学のドウドルフ博士の実験所の一部〈説明
している人は共同研究者〉
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究は指導をしています。アメリカの大学 にカキを養い， s. pの排液を少量ずつ

でもっとも良く廃水の研究をしているの 入れて長年月に至る(現在まで6カ月〕

は私立では上述のジョンズ・ホプキンス その影響を観察していました。カキの障

大学であります。また魚、についての 害についてはグリコーグンの集積状態に

Bioassayもやっています。しかしこれは ついて詳しいデ{ターを得ょうとしてい

日本に比較して可成幼稚のように見られ たようであった。この笑験所は大学より

たのこのような試験は，日本では高安氏 50哩も離れている場所でありますが，只

が古くからやっているので，紹介したが

充分納得行かなかったようであった。共

は Uregon州立の Uregon大学を見た

のでありますが，ここでは研究もわれわ

れの考えている方向と同一であったが良

く日本を知っていることまた， 日本に敬

意を払っていますのここでは主任のテイ

ミヅク教授が全体の指導をやりドウドロ

ク教授等が最も活動的研究を行っていま

すのドウドロク教授は子供の時日本にも

いたという経験がある白糸露人ですが，

最初ハーパア{ト大学の教授として研究

していました。これが厚生省の招きに応

じて， シンシナチの中央廃水研究所に行

き，ここに 1カ年滞在してさらに現在の

才レゴン大学l乙行き大学の仕事とワイル

ドサーグイスの両方の仕事をもっていま

すの私たちの旅行中に太平洋岸における

廃水と生物の障害の研究には殆んど全研

究所が「廃7kt乙よって魚が死ぬか否やJ
を目標とし，これは皆オレゴン大学の指

導だといっていました勺それで筆者は主

任のデイミヅク博士にこれを質ねた所，

同氏はドウドルフ博士を招いてその説明

を行わしめたのです。 1ごウドソレフの詳細

な説明によって日本で考えている廃水の

研究方向と同じであることを知り，さら

に約50哩を離れた海岸の実験所にもデ

イEモソグ氏自ら案内をしたのでありま

すっここの泡・岸の尖験所では大きな水槽

一人の若い研究者がトレーラーパスの住

居をもって半年も研究のため駐在していY
るのには感心させられました。その翌日

は淡水生物と廃水の基礎研究をしている

ドウドロフ教授の実験所に案内されて嫌

忌性の研究にカを入れていましたが溶在

酸素量の 6ppm以-Fで、は影響が出てこ

まるといっていました。さらにまた7kt乙
ついてはだんだん良くすることを考えな

ければならないと語っておりました。酸

素の実験では，魚の入った容器の溶在酸

素をだんだん少くして，流れを早めこれ

に対する魚、の活力状況を観察していまし

たが，だんだん活力を失って行くのが良

く観察されますの嫌忌量についての実験

については高安さんの方法を示した所がJ
も乙れは良い考えだ、といっていまし

た。兎l乙角このオレゴン大学lとよらず総

て西海岸の人は日本人に対しては大変親

しみを示していました。ワシントン州で

は漁業局長のムーア氏に会い，同氏自ら

同庁経営の瞬化場を案内してくれました

が，筆者が北海道だというので騨化につ

いてのいろいろの質問がありました。人

工瞬化についてはワシントン大学のグア

ンクリープ氏が嘗って来道の節には極力

反対したことがあるので，このことをム

ーア氏に話した所，同氏は人工醇化賛成

であって，グアンダリープ氏にはまった

く反対だといっていました。さらにムー



ア氏は北海道の騨化事業をワシントン州

の先生7ごと称設していましたっまた立派

な僻化場の奉rr築も計画し，この設計闘を

年7者l乙送ることを約束しましたのムーア

氏とはその後 Bellingham帰りの舶で再

会したが，その節にも今後の漁業の研究

について共同でやるべきであるという意

見を筆者に語りました。私は『日本は貧

5乏で金がないからむずかしい」と答える

と金はこちらがあるから心配するなとい

う話しをしていました。このように西海

岸は非常に協力的で日本を理解しようと

努めていますっこれに反して東海岸は自

分の考えが一呑だという態度に感ぜられ

ました。アメリカは今， 日本プームで何

処でも日本の物ををかなければ親しいと

いわれない程であります。日本品は何処

にでもl区々見られました。オレコ、ン大学

などでは学生がわれわれを日本人と見て

皆に目加盟して行き，なにか，非常に愉快

な気分で旅行が出米ました。この弐l乙，

Montana州の Anaconda銅山号訪ね

正ました。ここは-w:界有数の銅山で世界の

銅相場は此処で立っていますのモンタナ

州は日本全体の面白位ある州であります

が人口僅か 59万人であって tシシヅピ

イ川と米州第二の大川のコロン~-ャ川の

分水嶺になっていますの才レゴンでは夏

と同じくらいの暑さであったのに， モン

タナに来7こ所，雪が降るという有様で

すの 抜6，000フィートの所であるとと

もにアメリカの広大さにも驚いた次第で

ありますっわれわれを案内してくれたア
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レキザンダー氏は嘗って日本にも来たこ

とのある人で，終始親切に指導してくれ

ました。時間外には自ら車を逆転して白

者11のへレナ市にもドライプし，王手中では

日本で覚えた童話などを歌ったりしまし

たっ私は特l乙坑内に入ることを希望して

置いたので Kelly鉱山の地ド 1，400フ

ィートの坑内の見学もしましたっ坑内は

日本l乙比べて可成広く，特に坑内の換気

と空気の浩澄化には充分の施設が日羽毛て

いました。却:岩は杢部御影石であって，

鉱は 300フィートもある)況があるといっ

ていましたの現在銅の値段は安いので坑

内の探鉱は殆んどしていませんの露天掘

り鉱石の処理と坑内排水中l乙合まれる約

136'の銅の採集に力を入れていまし

た。坑内排水中の銅の採集は坑内排水を

憾に流し入れこれに鉄尉を入れて鉄と置

き換える方法を持っていますη 鉄用は陣

訪の~践を使っています。躍詰の耐I~を焼

いて排水内に投入しているだけであって

銑と銅のイオン化傾向の違いを利用し鉄

と銅がおきかいるだけであります。この

純銅の生産1ftは1*1度， 4.5セントとい

う低値で、ありますっ さらに浮j位選鉱の

廃棄の処盟には湖水のような大きな沈i殴

池を通して非常にきれいにされていま

す勺現在で、は第二沈澱池のダムの側まで

だ4カサミるようになったといっていまし

た。月R謂広大なる地債を利用しての処理

であって，この点では日本では模倣の出

米ないことでありませうっ

(北海道区水産研究所利用郎長・長i専)




