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再び水質汚濁問題について

〔許可JlI7.k.の生物化，'}f(1".1喰素要求塁:B.O.D.測定の意義〕
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従来より，廃水の処理といえば，その

対照となるものは，浮j捻物の多いもの，

悪臭のあるもの，水の着色がはなはだし

いもの，有毒物質を合tJ'ものなどが主で

あって，例えば澱粉工場のような食料品

製造l乙伴う廃水は肥料成分を多分に含ん

でいるから，浮治:物]さえ沈澱して詳して

しまえば， そのと澄j夜はそのまま戸刀IH乙
流しても，かえって肥料として役立つか

ち何ら差支がないと考えられていたよう

であり，実際に筆者も，澱粉工場廃水の問

題があった時，ある人から人聞の食料を

、作る工場の廃水であるから，農業方面の

肥料となり，また，ff~の餌になって， JII 

g の魚、もこのために太るのだ， というよう

なことを聞かされたものである内

しかし，乙のことは，水の溶存酸素

(D.O.)あるいは水の生化学的隈素

要求量(BiochemicalOxygen Demand : 

B.O.D.)について， 今まで無関心であ

った結果で， B.O.D.の研究によって，

これらの有機物による廃水というもの

は，最も有害な話類に属し，したがって

単に廃水を沈殿した程度では，産業道徳

からいって到底河川には放流し得ないも

のであることがわかってきたの

食物廃水が魚、l乙益になるのは，廃水量

が少なくて，すぐ酸化され， プランクト

ンの培養斐になり得る場合なので¥廃水

量が多くて河川の溶存i唆素を京\~;jの生存

限度以下にしてしまっては有害となる乙

とは明らかで、あり，また，乙れによって

発生する植物性物質の過多の繁殖は水質

を害するものである。

事実，昭和27年には北見の海Jjlj事業

場で蓄養中の締を一朝にして全滅させて

いる。原!母は澱粉工場廃水の流入によっ

たの本年は網走湖l乙藍藻〔アナベナ〕が大

量発生して数百貰の魚、が奨死しているの

同湖は海水の逆流による硫酸の存在の下

に，硫酸環元バクテリアが繁殖して糊の

深部は多量の硫化水素の存在が認めら

れ，水面下約8米以深!ま無:唆素層を形成

しているの硫唆還元バクテリアの繁殖を

促進する栄養源として沿岸に存在する多

数の澱粉二r.場の廃水中に含まれる有機物

の継続的湖への流入蓄院ということが考

えられるの

これと同じようなことが，人工的に陸

上の養魚池でも起る行春l乙ミヂンコを発

生させるために，養魚池l乙施肥をする

が，乙の場今しばしば経験するところ

で，投入肥料の量や水温などにより，肥料

の酸化分哨手l乙伴う溶存酸素の惜耗期間lこ

遅速が生ずるのこういう場今うっかりし

て酸素の消耗しているところへ鯉の稚魚

を放養すると全滅させてしまうのまに

肥料が分解して池水栄養条件がよくなる

と藍拡が発生して水が安定するが， これ
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が過度に発生した場合は，安i;t!乳池はいわ

ゆる，濃厚池水となり，夜間は植物の具

化作用により溶存酸素は消耗され，魚、は

鼻ヒげ，最悪の場合は各i育魚、全部を窒息、

舞死させるといったことになるので，養

f!..'.池の方でもi容存酸素の測定は重要なも

のである乙とを杯f記しておきたいの

有機質廃71<.の水族に対する共通の障害

は，廃71<.が分解して水中の溶存酸素を欠

乏させることで，これはB.O.D.の大き

さによって示されるものであるのさらに

可溶性作機~.が多いことは，各種の細舗

の温床ともなり，普通有機質廃水が流れ

る河川の下手では， 了度家庭ー下水l乙見ら

れるようにスへロチルス系の赫状菌が古

綿を敷いたように発生してくるのスヘロ

チJレスは繊維状の物買で，酸素の度求量

が大きく，水温の低い時期によく発育し，

これがちぎれてわ1Cfすれば，Mのよどみ

など河水の作滞している場所に沈積して

腐敗を起すようになる n 腐敗に伴うi容存

時点の欠乏，その結果として硫隈塩が還

i亡きれて硫化水素を発メ主し， これがまた

ぺ:物に対じて志となる内このスヘロチ lレ

スのちぎれば，パルプなどの点の搬維と

間違えて工場そのものから流W，すると思

う場今が多いので調突する時は特に乙の

点，性立することが必要であるの魚、はこ

のために呼吸閃難となって死ぬのである

が， それは王子1・機物質(jJ訟が魚を殺すので

はなくて，水Iドの可愛素がうばわれるから

死ぬのである門それでi容存隈素さえ充分

であれば，多少のi字静物や毒物が混入し

でもf.(tはそれにある科皮ぽfこえることが

出来るはずで、ある行実験の結果，稚魚の

生百には特l乙w子存問主が~;~~~~~を与えるこ

とがlリjらかである n

浩浮な河川の水は常l乙皇宮l乙酸素を溶

解しているの理論 L 摂氏 20皮では水

1 =¥1:中6.1C.C.ぐらい， これをミリグラ

ムにすると， 水 1立中 9.17ミリグラム

すなわち 9.17PPm (PPmとは百万分率

で通常水l:v:中のミリク'ラム量をいって

いる〕の酸素を溶解している。このよう

な自然水の中に汚水が入ってくると，そ

の流程が長い河川の場合は，水中の好気

性菌が， 71<.中の隈素によって汚水を陵化

して無害な瓦斯休と無機の械化物として

しまうのこのために水中の隈索量は減少

するが， 71<.の流れるにしたがって再び雲

気中より隈素を溶解し，水のi容存酸素量

を増加してゆくのこのようにして河川は

つぎつぎと汚水が入つでも絶えず酸化分

解を続けてゆくのであるが， これそがTの

白湾作用といっている。(伺い河川では，

司

またたく聞に海に入ってしまい，河川が

汚水を受けても自然唆化によって無期乙

するH授がない場合の方が多い，すなわち

海水が汚濁され易いのであるλ この場

令，問題となることは，汚水中lと合まれ

ている物質そ略化するためには， どのぐ

らいの喰二素量が必要であるかという乙と

である。乙の酸素賢をB.O.D.と称し，水

1立中のミリクずラム数，すなわち PPmで

あらわじているのである。この B.O.D.: 

イ1立が大きいほど河川は汚染されていると 1

とになる刊しかして河川治岸に大都市が

発達しなかった昔には， ド71<.や産業廃7k

がそのまま河川に無差別放流されでも，

これは自然の浮化作用によって浮化さ

れていたものであるが，水の自然浮化作 1

用にも限度があり，弓た第l乙人口が増加し:

てくるにしたがって， 71<.'ま自己の受けた

汚濁の浮化が充分に行われなくなってく 1



るのすなわち水中に酸素が欠乏してくる

と，水の浮化作用に必要な好気性菌が死

滅し，それに代って嫌気性菌が勢を得

て，汚染物を腐敗，還Yむさせ， その結果

として水は悪臭を放ち，着色してくるの

であるの

アエノー Jレ(石炭酸〕やシアン化物(青

化物〕のような毒物でも細菌による酸化

によって茨唆瓦斯と水となり，またはシ

アン化水素となって本気中に飛んでしま

うから毒性;まなくなってしまうのであ

るの硫化物は， 7K族に有毒であるが，酸

化状態にある水の中に入ると，硫酸塩に

酸化されて無害となってしまうのところ

がブエノールのような毒物が唆素の欠乏

している水の中に入った場今は，酸化さ

れるどころか嫌気性殺酵によって，かえ

って増加する恐れがあるし，硫唆壌は還

元されて硫化水素，その他の硫化物また

は，アンモニア， さらに窒素瓦斯となり

水族に有害に働くようになるのであるわ

従来，わが国ではB.Q.D.について無

関心であったが， B.Q.D.の大きな廃7.k

が，そのまま河川に放流ぎれている状態

の下では， 7K1土還元の状態となってお

り，そこえ硫唆塩や硫化物が放流されて

3 

は，乾燥状態として肥料，飼料，醗酵原料

などに利用するか，あるいはメタン醗酵

させて燃料瓦斯を製造し，同時に廃7Kは

海化して河川l乙流すかあるいは酸化醗酵

させて有機物を瓦斯化して海化するな

どの方法を講じているということであ
呼

'-'。

近年，河川水の汚染度を判定する指針

としてB.Q.D.の検定結果が用いられて

きているが， これは~なにも述べ Tこよう

に，要するに汚濁水中の有機物によっ

て，水中の酸素がえIf脅される分量の大小

を測定するものであるの B.Q.D.は元来

流れを対照としたもので，無唆素の原因

を恐れるから問題となり，各国が7Kの汚

染度の判定基準としている内

公共水の水質標準の長も古いもので，

しかも今なお規準とされているものは，

英国のロイアル， コミッシヨンの勧青で

ありつぎのとおりである行

1'1去も ~D 1'1J-

清 浄

"fな り 清 浄 i

疑わしい

200Cにn'2
ける 511 

1訂の

B.O.D. 

;入って来るから有害になるので，乙れが 惑

i陵化の状態であれば，隈化されて無害に

なるのである内また，仮りに肥料の効果 英国ロイアノレ，コミッシヨンは B.Q.

がある廃水でも，酸素ーがなければ，隈'陀 D.4PPm以ヒの公共水は下水または廃

嫌気性腐敗の状態となて，乙の状態では 水によって汚濁されているといっている

肥料とはなちず，むしろ植物を枯死させ が，とれが水産や農業に影響ありとはい

る結果となってしまうの っていない内 5日間のB.Q.D.が2PPm

米国でも廃水処理は， 7K'，貫汚濁防止 i二 以下の水をもって英国の清涼な河水とし

重大な問題としてとりあげられているの でいる乙とに意義があるの〔汚濁された

で，処王担及び利用面の研究は進んでお 水の濃度の評価にされる B.Q.D.は通常

り，有機質廃水は奈てシロップ状，また 5 EIII¥1，温度摂氏 20!ltでの数字が採用
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されているのすなわち 5E1問の B.O.D.

であるが， この 5日ilJJが採用されている

理由の一つは，米国あたりのがυ円であれ

ば， 5日伏流れていないと海に入らない

ことが多く， 7t1rJ11水でいる1m!乙開jJlliが起

きなければゆるせるのだという意味が含

まれているということであるλ
つぎに米国メリーランF'の水質汚濁防

止委員会の城市はつぎのとおりである行

|具類 |魚 類| 魚類

一一一一一←ー|英"-----，，iι|主主任ァドヱ江崎ァ註
i P.P.Hl.1 P.P.m.i P.P.ffi. 

Ck~適) I ぅ|匹 5
B.O.D. 

(以メ()1 201 101 10 

すなわち糸相の棲息にB.O.D.5PPm

が最適という表示があるの「望ましい給

7j(JとしてB.O.D.4PPm以ードという制

限もある何すなわち 4PPm以下は水産

項 11 I J町J liiJ IA A級 IA 級 iB 級 Ic 級

PH 一F凡レ川…一Jい川一叶i平刊叶F川叶均イ 6.2~8 .4
|f けI ず 一一 I7.ラ以 Fでな I6.0 以下でな I4.0 .PL下でな 14.0以下でな

溶存限必 I} J i'斗!いこと ;いこと (いこと iいこと

P.P.m. I fI v)A¥C，j、I6.5以下 vちな I5.0以下でな I3.0以下でな I3.0以下でな

|平 均 iにと |いこと !いこと |いこと

ラ 11 同心 1)¥平 均 |??でな|::日目ょ ltiV二でな I6.0以 I二
B.O.D. 

I r ， l の 11之'，~~ i ・ 問、 J'.でな 3・ラ平 l二でな I7・0平 kでな I7.0.PヒP.P.tn. .:，;. . "-，;. I :戸恒 ~.:' ~ J. .. . ~ I :.:'~'， .. . ~ I 

AA殺とは k水源として優秀，魚の生

存に優秀， リクリエーシヨンや工業用水

にも優秀， A級とはヒ水源として可，魚

の生存lこ可， リクリエーシヨンや工業用

水として可， B級とは完全な処現をすれ

ばと水折、になるの，1?:~の生存用としては貧

弱， リクリエーシヨンや，工業用水とし

て貧弱， c級とは上水源として不満足，

魚の生存に不適， リクリエーシヨンや工

業用水に適さないとなっているの

アメリカ合衆国の中でも最もていねい

に水質標準を示しているカリフオルニア

州のものの中，野性動物増殖のための水

質限界度を引例すればつぎのとおりであ

るの

用水として大体適当とされているようで

ある。

最近，わが凶でも水質汚濁防lI:J乙つい

て樟々論議されていたが，経済安定本郊

資源、調査会の内閣に対する水質汚濁防止

に関する勧告書中の産業廃71<.t乙対する規

定には，産業廃水を放流する場合には，

その放流を受けるがI川，湖沼および港潜

水の溶存喰索がその臨界点(クリテカ Jレ

ポイント〕において， 4PPm以下になっ

たり，平均生物化学的酸素要求量 (B.

O.D.)が 5PPm以とになったりしない

ようにした後に放流しなければならない

とあるの

水産費l1.~、似tlii~去に恭く水ノ質保護に関す



る省令市A築中，水産特jjiJW.ii:lt7Ka:iの水質
に関する規定l乙は，水産特)JIj保 護 水 面

(水産特別保設水面というのは，水産動

植物の重要な揺藍場，種苗発生場， 海

苔，蛎，その他養殖場の既設した公共水

または水質汚濁委防止委員会と水産資源

保護委員会が合議の上決定して，以上特

殊水産用水面l乙利用するとした水域，あ

るいはさらにまた，水質汚濁防止委員会

と水産費源保護委員会の合議によって，

特に水産を最優位に置き， これの発展を

図る乙とに決定した一定水域の水面をい

う)とされた公共水の水質は如何なる場

合汚濁限界を超えないものであり，最低

限界で， P H6.5-8.0，j容存酸素5.5PPm，

B.O.D.4.0PPm， の水質あるべきであ

るというの

つぎにこの水産特別保護水面へ放流し

ようとする活水の放流水としての水質

は，つぎの最低要求度に合致することを

標準とするという。;最低要求度とは 5日

間， 摂氏20度の B.O.D.が 50PPm以

下， PHは6.0と8.2の聞にあることで

ある。但しその放流水が規定されたB級

までの水質(規定されたB級の 水 質 と

は， 5日間，摂氏20度のB.O.D.が1.1

から 2.0PPm，j容存酸素5.0PPm)で放

流水と同じ速度以上で移動する，放流水

の20倍以上の公共水に合流する場合の

乙とであり，かつその水質がB級よりも

悪い場合には，水質汚濁防止中央委員会

の決定によって，その例毎l乙別に規定さ

れ，多数の汚水が放流される場合といえ

ども，その放流を受ける公共水の水質は

常l乙B級J..:U--.の水として決定され，した

がって汚水の数が閉すf出乙，個々 のl'!i'f七

度は高められなければならないといって

L、る。

~ 
v 

以!二のようにわが国では今のところ，

B.O.D.の汚染限界を 4から 5PPmと

決め，また， 7](産l乙女子ましくない点は

8.1PPmより大としている。前述のアメ

リカの例によると，水産用水に疑わしい

とあるが， 5日間のB.O.D.が最大5か

ら7PPmで，不適は 6から 10PPm以

i二となっている。カリフオルニアリ十|の規

準では， 5日間の B.O.D.が平均 10PPm

となっている。

乙のようなB.O.D.による7](産用7](の

規準にしたがって，現在，本道で汚染の

はなは忙しい何川の数例を提げてみれ

ば， まず石狩川は旭川T市|有nに乙おいて国策ノパマ

Jルレブ

O.D.fは土 2剖1から 2担4PPmで，ここより約

19粁流下した神居古j京で、も 6.45PPmで

あり，つぎに新鋭|路川は河口近くで十条

製紙工場の廃水が入り， この附近の B.
O.D.は33.9PPmを筆者は測定してい

る。まに高安氏の調査による新m1il路川

が閉口する附近治洋大凡500米 範 囲 の

B.O.D.は8.04PPm， 常日川は北見市

において北見パlレフ。工場の廃水を受け，

合流点より 1000米の B.O.D.は22.3

PPmと報ぜられている。すなわちいず

れも，紅本の7](EflK不適な水の B.O.D.

8.1PPm， また， アメリカ各リ十lの魚、類生

手fI乙不適な水， B.O.D.I0PPmをはる

かに越えている点，水産用水の制限伎に

抵触している状態である

石狩JIH乙ついては，本道の名所の一つ

であった神居古悼の常汐1)な水を今は昔日

の姿はなく，真)，1，¥な水が泊をf字べて流れ

ている ζ とは )J入の認めると乙ろであろ

うのこの下流深川町iV江村にある鮭採卵
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場では首養rt1の鮭には腐蝕味がついて品 温水魚や，その反対に酸素の警官な清流

度を若・しく減じ，販売価値を低下させて を好む鮭艇族などの冷水魚とでは，おの

いるし，この害毒はひとり水産面ばかり ずとその制限債が変ってくるのがあたり

ではなく，農業方面にもまた，同じ工業 まえで，しかし現在勾本道の何川漁業の

方面にも被っている状態である。常呂川 対象が冷水性の能僻族であるととよりみ

についても，本年の錦、には腐蝕味がつい れば，この点当然今後研究されるべき重

てきている。 要な問題と考えられるし，工場について

以上述べたように，B.O.D.の制限値 は，パルプなどの大工場は加として，群

の決定は，いろいろな意味で極めて困難 在する家庭工業的澱粉工場に対してこの

な問題と考えられるのであるが，水の 制限値を適用させようとしても不可能で

汚染状態の判断に用いるべき基礎となる その方法はないと考えられるので，澱粉

いわゆる， きめ手というものがほとんど 工場は金業統合して効率のよい近代設備

ないので，一応ζれを対照として論じて の工場に切替え，廃水は先ず第ーに汚濁

みたのであるが，勿論このB.O.D.の制 を少なくするための処理方法を笑施させ

限値が，本道の水産の対象にされている て，その被害を最小限度にくいとめるよ

魚族その他，家庭工業的な数多くの澱粉 り方法はないのではなかろうか，この点

工場などに，このまま適肘m来るかどう についても各闘係部門によって今後十分

かは大きな問題である。例えば比較的に 窃閉されなければならない亙裂な問題で

汚い水にも順応してゆける鯉鮒のような ある。(道立解化場調査課長〉

l -毒物

“口テノン"

湖沼や池l乙魚を養殖する場合，前以っ

て目的以外の魚を完全に駆除する必要が

ある。乙の目的に最近アメリカでロテノ

ンが賞用されている。

Salmon and Trout Magazine によれ

ば， ロテノン (Rotenone，C25H2206)は

南洋産茸科植物 (Deriselliptica)また

はドクフヂ (Me.lettataiwaniana)の根

に含まれる一種の苦味質で，特にftl.l乙対

して強烈は毒作用を呈する。金魚l乙対す

る致死限界は 1立中 0.075mgといわれ

ているが，実際湖沼などのj誌を全滅させ

るには 1立中 0.02-0，03mg 1立で充分

なようである。

ロアノンは酸化され易いので貯蔵には

日光と空気を避けなければならぬ。湖沼

などに施用後6週間位たてばほとんど毒

性が消失する。また現近のでは Progr.

Fish-Cultristで J.M.Laurenceはロア

ノンの毒性を羊く消すために過7 ンガン

酸カリの微量を加えることが有効である

と述べている。また G.Postは昨年の同

誌で， ロテノンが残っているかどうかを

検出する方法としてクロロホルムとチモ

ールを使う方法を推奨している。

唱轟寄唖

喝事薗寄'司




