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わが国の河川汚濁調査のにめ， W.H.O. Cワールド・へ Jレス・才 Jレカーェゼーシ

ヨン〕ー(国際保健機構〕から派遣されてい.'S。米国イリノイリ十l公衆衛生局衛生工

学首席技官 c.W.クラツセン氏は昭和21年 8月6日来道，旭川，砂川，江加の各

地において，パルプ工場や鉱山による石狩川の水質汚染状況や視察され仁のであ

るが，ごの機会に道総合開発委員全水寺f¥会水質分科会の主催で，水質汚濁防止問

題につき，氏より有益なお話ゃうかがうごとができ七ので，以下そて要旨やご活

介しすこいと思う。司会は水部会長大坪教授，通訳は厚生省大橋技官であっナニ。

私はごの北海道に来て皆様とお会いす

3機会ぞ得にごとぞ非常に光栄と考えて

いる。第一に私はなぜ日本に来ナこか，言え

に私は現在本国でどんな仕事ぞしている

かについてお話する。

私は W.H.Oの顧問として技術上の

問題の相談ぞ受けに参つfこのである。私

の米凶における職務はイリノイ川lの衛生

工学者f¥長であるが同時に州の水質汚濁防

止委員会の技術員も兼ねている。付け加

えるのを忘れすこが私は土木技術出身の衛

生工学者であり，ごごに集まられに方々

の多くも技術者であるので，非常に気易

さぞ感じている。第一に私は私の州即ち

イリノイリ十!の水質汚濁の問題に関して話

し，次に北海道の水質汗濁防止に関して

皆様からの質疑ぞきき，それにできる記

けお答えしすこいと思う。私としては水質

汚濁防止に関して私自身の考え方ぞ話し

1てみたいと考える。

私のイリノイ川lは米国合衆国の中央に

・位置し， 北海道程寒くはない。州は約

50Clマイルの長さで， 幅 250マイルの広

さで，人口は約 950万人くらいあり，比

責交の允めに申しkげると， シカゴ.は 450

万人くらいの人口を持っている。私の州

は農業のリ・円であって， トーモロコシの産

出高位全米の 25%くらい産出し， 豆顎

や果実:も多く産出する。ますて，家者の中

でも-1・-が産出するので有名で-ぁ.;;>(')私の

州ではますと，工業も盛んで，鉱山，製咲

業，製紙，パルプやウヰスキーも産し，

その産出高は全米の25%であ .Sが， 士

fτ， ビー Jレも産す。ビー Jレは札幌のピー

Jレよりも質が良いとは思わないが，一応

ビー Jレも産する。ますこ，重工業も盛んで，

その中でもトラクター，自動車，気!関車

ゃいろいろの農機具まh，は農産物にま

つわる躍詰工業や漁業も盛んであるづま

t.:，私のリ十|はレクリエーシヨンとしても

適当なとごろで釣が盛んである。なせニ釣

というごとぞ言及するかというと，釣l三

都市の下水，排水，工場廃水とともに水

質汚濁防止に深い関係ぞもうているので



2 

付け加えhのである。

私はここでフk質汚濁に関するー般的事

柄色 私の 30年間のこの行政にナニづさ

わっ允経験から私の試案や申し述べてみ

hいと思う。

河川というものは単にこれ巻眺めて美

しいという冗けでなく，それはわれわれ

にとって一つの財産である。この河川は

われわれの生活に必要なものを与えてく

れる。であるから河川はそれに関係する

人々に等しく恩恵を与えることぞその原

則としなければならない。河ぞ眺め七場

合に，例えば工業とし、う観点から7三け見

7工場合， ま七公衆衛生とh、う立場からの

み見すこ場合，あるいは漁業という面から

のみ見ナニ場合， ごれらの見方は非常にそ

れは河というものに対しては偏見といわ

なければならないであろう。河は非常に

多くの目的をもっているから，ごのよう

に一つの観点からのみそれぞ見るごと院、

非常に間違っているといわなければなら

ないの先程M川はいろいろの目的ぞ持っ

ていると中しすこが， それぞ個々に挙げて

みると次のようになる。

第一に，蛋白質費源、や与えてくれる。

魚類がごれに含まれる。

第二に，就航に役立つ。

第三に， レクリエーシヨンに役立つ。

例えば水泳等である。

第四に，都市の上水道の水源として水

を供給する。

第五に，農業に対し衛隊水ぞ供給して

くれJ る。

第六に，牧高の動物に対して水ぞ供給

してくれる。

第七に，工業に対して動力源持供給し

てくれる。

第八に，工業にいろいろの原料ぞ供給

してくれる。

第九に，河川はいろいろの排水や廃物

身者srJjから除くのに役割q.果す。

例えば排水や廃物ぞ河に捨てて，こ

れぞ運搬することも河川のーワの大

きぷ使命で-あるといえよう。

先程再三私が申しナことおり， jflTは財産

であるといっすこが， とれは以上のような

九つの広い用途に別れているからであ

る。ごごで水質汚濁防止の機関はあらゆ

る人に関係してかつ非常に重要な意義巻

持ってくるのであ3。

今，仮に-0の使用に7三け非常に強〈

用いられるならば，例えば一つの何が漁

業の保存の?でdめにのみ強調されるなら

ば，他の用途は制限されて河は舶も通れ

なくなり，水道の水源としても利用でき

なくなり，勿論排水や廃物も流すごとが

できなくなる代まナご、反対に一つの河争

相わkのみに重点やおき，e:んどA.ノ#ド71<.す

ればそれは，浮rn慨用水としても，水道の

水源としても，工業用水としても用いら

れなくなるごとはいうまでもないごとで

ある。

私はかつて，ごれぞどのようにしてと

の各々の使用目的ぞ調整し七ら良し、かと

いうごとに関して一つの試みやしたとと

がある。ごの河をどういうごとに， どの

ように使用し七ときに，e<のようになる

かというごとや，経済の利益の点ぞ基礎

として何)110)使用ぞ考えず三ごとがある。

しかし， ごれに公衆衛生の面が迫力日され

ると少しく理論的になってくる。なぜか

ならば，物と人の命は代るごとができな

いからであるの t=:t:.経済価値冗けで，あ

らゆる河の使用巻空封切ってしまうごとに



も一つの疑問点があゐ。

私が以}二お話lA:.のは一般的な事柄で

あって，皆様もとれに賛成して戴けると

思う。どのように河川巻調整していくか

の方法は， ごれはそれぞれ臭ったクソレー

プにより考え方が違うのである。そこで

私の考え方やお話してみれば，水質汚濁

の問題位、日本でも米国でも皆同じであ

り，工業の発展により下水港流すごとに

より，先進国といわれるが，ここで大事

なことは河川が汚染される前に予防措置

巻することが大切なごとである。

水質汚濁防止の機関を作る場合に，大

事なととは河川に利益やもっているあら

ゆる機関の代表者ぞ包含すべきである。

とれは米国の場合であるが，ある一つの

州において衛生部が非常に視界がせま

し河川を調整する場合に衛生的な面の

みで調整し九そのにめに逆に河川の全

体の水質汚濁防止ぞおくらせてしまっt

という一例がある。私はごこですいせん

するごとは，がl川汚濁防止の委員会なり

機関は，その河川に関係するあらゆる代

表者によりて構成されるべきであるとい

うごとぞ主張しす功、のである。ヨたに私の

州の行政組織について簡単に述べてみ七

いと思う。私はごこで私の意見ぞ強く，

日本もとのようにすべきであるとは決し

て申さない。私の結論はごうであるとも

申さない。私はすこ7三自分の米国での経験

から皆様にできる官けお答えするが，例

えば，水質汚濁防止に関してあらゆる日

本の河川そ失擦に調べ， データーを完全

にまとめ上げて，そういうものに基いて

の結論が仮にあつにとすれば，私はごれ

に結論が出せるかも知れないが，私が，

日本ぞ見ている範囲は非常にせまいし，
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それに加えて私自身は技術者であるの

で，ごとで日本の水質汚濁防止位、ごうで

あるべきであるという結論は決して申さ

ないつもりであ.'S。

私の勤務しているイリノイ州の水質汚

濁防止機関というものについて話してみ

ると，この中には代表するものとして日

本でいえば，厚生省，農林省，建設省，

水産庁や工業方面からの代表者，各都市

からの代表者によって構成されている。

この代表者によって種々の水質汚濁防止

の政策決定ぞ行う。この政策決定された

ものが共に行政方法として衛生工学技術

者というものが実際の仕事面に入り込ん

でくる訳であるが，私は，ごの行政の方

の部長ややっている。私は， ますこ米国の

政策争決定す.;;，方のメンバーにもなって

いるので先程申し七ようにごのこうの仕

事ぞ兼ねている訳である。私は少し州の

法律のごとについて述べてみず三いと思う

が， この法律は 1927年に作られナニ。 ご

の法律の中には穏々の水質汚濁防止や規

定す.'-;，ことが記載されているが，表面水

にも地下水にもごれぞ及ぼしている。

第一に法律の目的は，政策やも記載さ

れていて，とれを経済面からものべられ

ているので，非常にはっきり法律の方針

がわかっている。ーたに水質汚濁というも

のがrのようなものであるかとk寸定義

ぞもはっきりしている。例えば，工業廃

水というものがrういうものであるか，

下水廃水というものがどのようなもので

あるかという定義がはっきりしているの

で，例えば，ある工場が廃液や出してい

ない場合に廃液を出しているといわれて

もごの法律によって反駁することができ

る。そして面白いごとには，ごの法律は
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婦人によって作成されずとというごとであ

る。このイリノイナト|の水質汚濁防止庁と

いうのは非合に大きな家族のようなもの

で，非常に，;;.ごやかに行われてい3。例

えば，あ .y-・人の人が主張し仁ことが通

らなかっ1工場合には，私の主張が通らな

かっf工場合には， この会から脱退すると

良代、われるけれども今すごかって一度も

ごのようなトタフソレぞ担しナニごとがな

h、。

的にみると， ごの廃液ぞ中和するすニめに

多くの石次ぞ用いる金高と，何人かの魚

釣ができなくなるごとと経済ヒの問題ぞ

比ベナニ場合は，全然問題に7ぷらなくはる。

更にまナご，下流が汚染されて魚釣ができ

なくなっ7こから工場在閉鎖して1，000人

の従業員ぞ全部失業させてしまっては無

意味になってしまう。しかし，これは受

入河川の利用度が非常に少ないという場

合にあって，受入河川の下流において非

私はごごで私達のやっている仕事の概 常に衛生上の多くの問題ぞ包含している

要や簡単に申しのべると，第一番目に汚 という場合には，今までの話は全然違つ

染ぞ考えでの河川の使用というごとであ

る。第二番目として，その炉TJlIと河川に

入ってくる廃液の水質試験と水量の試験

ぞやり，適確にその水質水量や把握する

というごとであるの第三番目に，その廃

液，排水の処理の問題は，その廃液毎に

処理が違うしその受け入れる河川によっ

てち，その処現程度やどうす3かという

ごとも遣ってくるの第四番目に，経済上

の観点から眺めるごとであるの例えばあ

る廃液や出しでも，それぞ受け入れる河

川よりもきれいにして出すというごとは

必要以 kの処理ぞするごとであり，それ

と同程度のものを大体目標にしていると

いうごとである。ーイ列jぞ申しあげれば，

約 1，000人程度の従業員ぞ有している茨

鉱があって，その炭鉱から工業廃液ぞ流

していす三のであるが， その流され七下流

においてごの河川位、数人の魚釣に利用さ

れていt:"O しかし，魚、釣は商売にしてい

ナこのではなく，いわゆるレクリエーシヨ

ン程度のものであるが， ごの場合，その

魚釣に容や及ぼ""27.午、いように，ごの炭鉱

から出てく 3廃水巻処理するというごと

はむしろナンセンスで汐〉り， とれぞ経済

てくるということである。私はごごで水

質汚濁ぞ調整する場合の人は，工場側と

密接な連携ぞもすてなければならないごと

ぞ強張しすこいのである。ごの強張という

のは感情というような互の理解剖架めて

水質汚濁防止ぞスムースにやって行くよ

うな必要fさからでなくて，経済的にもっ

とも安く水質汚濁防止を途行してゆく観

点からであるの私は工業というものをそ

の立場にナこって考えてみると，その工場

側が水質汚濁防止ぞやるという立場には

勿論，その最終の目的としては汚染ゃし

ない廃液ぞ出すというごとであるが，そ

の前に廃液ぞできる7三け回収して再利用

するというごとや考えなければならな

い。あるいは出す廃液ぞ最少限度にする

ごとぞ考えなければならない。できれば

ごれぞ再利用してまhそれによって生産

物ぞ作り出すような考え方にもって行く

のが理想的であると思う。第二として工

場は今後どれ花け生産物ぞ作り出して河

川ぞどれだけ汚染するかということより

も，今後鹿液ぞどの程度最少限に喰止め

て，その質さee"れf三け良くできるか，そ

してその河川というものぞその外の使用
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に残しておけるかという研究が大事であ 告している。ごの水質汚濁防止機関は，

ると思う。弐に工場としては水質汚濁防 それに基いて工場がどのようになってい

止の調整にあにる人は工場側と良く相談 るか彰絶えず知る訳であるが，更にこの

して水質汚濁防止診するすこめに， どのよ 機関としては，このような取締りばかり

うな方法でこれぞ防止しtら安ししか でなく工場従業員の訓練にも手がけるご

も適確にごれを処理して出させることが とが必要と考える。例えば工場磨水巻処

できるかを考えるごとが大事であると息 理しているものが，都市の下水処理に従

う。そのにめには水質汚濁防止庁の技術 事しているものぞ集めて訓練ぞする。こ

員ぞ総動員して工場側に非常に良い技術 の訓練には大学がそれに協力してもらえ

上の忠告を与えるごとが大事官と思う。 ば非常に都合が良いのである。そして大

処理施設やつくる場合には，政府なり道 学と水質舟濁防止機関とが密接にやって

庁なりが補助金や税金ぞもってその処理 ゆくと非常に上手に行くのではないかと

施設与を授助するのは適当で・なしその処 思う。話が大分長くなったので私はこご

理施設は工場側自身の負担によって行う で結びそうけにいと思う。

べきものと考える。もしその工場が優秀 如何なる時代においても水質汚濁防止

な工場であれば，その廃水ぞ処理すると ということを完全に遂行するということ

とに闘しでもますこそれは必ず優れている は不可能である。というごとは，現代の

筈である。その工場が廃液を処理する方 如く進歩し七時代では，産業が一日一日

法ぞ知らないというごとは，その工場に と進歩しており，これに伴って工場廃水

二つの欠点があるからである。それは廃 も変化して行くから， 5年なり 10年七つ

液処理に対して何ら工場が関心診を、つで す三処理施設によってごれが上手に行われ

いなしあるいはそれに時間を使ってい る筈がなしその産業の発展に伴って工

ないということが第ーであり，共に何ら 場廃水処理の問題や，都市下水処理の問

廃液の処理に金ぞ使っていないというこ 題も当然変って行くのであるofから，
とが第二である。勿論ごの工場が廃液を ごのある一定の時代において水質汚濁防

処理する場合には非常に金ぞ必要とする 止ぞ完全になしとげるというごとはほと

ごとは当然であるが，その金というのは んr不可能なことである。この水質汚濁

生産されるものにマッチし七処理施設に 防止の上において一番大事なことは，水

金そ使うので，それによって生産もま七 質汚濁防止機関あるいはそれに関係ある

向上するものである。米国の例であるが， 工場側，各都市等の聞の相互の協力とい

水質汚濁防止機関があると，これはヱ場 う仇信頼が最も基盤となるのである。

側がrんな研究者甘しているか，あるいは ごれは再三申じ上げに通り，協力という

どんな製作ややっているかについて常に のは，いわゆる感情上の必要性からでは

監視している訳であるが，工場としても なくて，経済上の必要性からもこの協力

例えば月に一度ずつ工場廃液の水質がど なくしτは水質汚濁防止は上手にやって

うであるか，製作がどうであるかという 行けないということを最後に申し上げて

こと色ある程度水質汚濁防止機関に報 私の話ぞ終る。
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最後にーっつけ加えにいと思うごと

は，なぜオt質汚濁防止州、要で・あるかと

いうことに対γ ゐ一般の人々への教育が

大事で-あゐ。私はマンガの本や持。て歩

いて，水質汚濁がなぜ恐しいかぞ人々に

知らしめてい...)。宣伝が大切である。

(S1. 8. 10於第一ホテルグリル)

なお，当日氏は記者団と会見，その結

果ぞ 8月11日の北海道新聞は次の如く

報じている。

石狩川に流iL込む工場廃液，その他の

活水にりいてい各工場，都市に十分な資

料が整備されておらず，調査も限られに

ものになっ吹が，工場廃液によィコでかな

り汚染されているのは事笑であり， ま七

都市から流入する下水，排水も汚染の原

因となってい':;>0 公衆衛生上への影響は

廃液の分析結果ぞみ広ければ， (まヴきり

しナニことはし、えね:~、。しかし者1\ TIiの下

水， とくに民bJ~ぞそのまま流すことは健

康上は以はに有害花。石手、り11の場合非科

学的な扱いぞされている。できるむけ早

い時期にlf1rJll汚染防止の機構ぞつくって

コントロールする必要がある古ろう。全

国的な汚染防止の機構設置や政府に勧告

するかどうかは他の河川を調べにあとで

決めにい。

一泊記一

昭和 31年8月30日，クラツセン氏によ

る水質汚齢こ関する段終連絡泣議会が厚生

省において各省関係者を集めて開催された

というが，その時におけるクラツセン氏の

口演妥苛が 9月 17日，道総合開発水部会

より通達く講演速記録〉あったので追記と

した。

クラツセシ氏は 8月上旬より約 1カ月に

わたって北海道，関丙及び九州の主要河川

についてその汚凶状内説査を行ったが，そ

の全般的tJ:.結果は汚染が甚だしく，今にし

て何らかの手を打たねば将来これら河111ft.
すべて目的に利用出来得なくなるだろうと

主語命した。視察した河川Hこっし、て大略次の

如く述べた。

1. 北海道における河川の汚濁は逐次増

大しつつある現況故防止については 1

日も早く手をつけるべきと強調した。

2. 関陣ill方においては，淀川lが汚濁が

甚しく細菌学的にみるとその汚渇状況

は限皮に達している。今の中に手を打

ーたねば近し、将来において水道源水とし

て役立なくなるだるうと結論した。

3. 九州においては「おんが川」につい

てこれ程汚濁の甚しい河川を見たこと

がないと極論した。「おんが111Jの汚

染の大なる原因の一つは洗炭によるも

のである。

以上 1カ月にわたる祝祭の結果からクラ

ツセン氏が， W.H.O.に報告する要旨を次

の如く i主へた。

1. 日本においては水質汚濁が一般的に

起りつつある。今にして手をつけなけ

ればならぬもの，汚染の成長期のも

の，また汚染の未だ起きていなし、もの

もあるが，前述の如く日本においては

確実に水質汚潤の現象が起きていると

いえる。

2. 農林省の資料によると河川の汚濁が

甚しく魚類の養殖事業がほとんど不可

能といえる場所がある。山口県，広島

県，宮崎県等がこれに属する。水産関

係で河川汚濁による損害は逐年増加を

示している。これを述べれば次の如く

である。

昭和27年度 296件 6，500円

昭和28年度 333件 10，400円

昭和29年度 706件 30，070円

また，農地関係の損害も昭和 27年度

において，その被害商積は 72.424へク



タールに及んでいる。

3. 日本の数県には汚調防止に関する条

令を有しているがfi'Sら見るべさものが

ない。また建設省には(RJ}IIcr:鉱毒防止

に関する法令があるがこれについても

何らその効果を現していなし、。

4. 公共水についての基礎資料が欠けて

L、る。また適切な資料も少なし、。公共

用水を汚染から防止する種々の研究が

貧弱である。下水は合流式でなく分流

式の方が良いと，思うし，またこれが水

質汚消の防止にも役立℃。

5. 日本の行政機構におし、ては水質15渇
に関する取扱が各省毎に行われ，且つ

各省、がこれに関しては独立し， '僚の連

絡を充分発揮していなし、のは，この問

題解決に大なる支障となってL、ること

を認めた。

6. 以上のようなことから，この問題を

解決に向って推進さすために，日本に

おいては国が一本になって水質汚掲防

止を行うべきであり，水質汚渇防止fj'

なるものを作って内閣総忠大臣に直属

した方が良い。日本は充分j協議して水

質汚濁防止口を作る必要がある。これ

についてクラツセン氏の試案を次に示

す。

厚L省

水質汚濁防止庁

総理府

一寸一一一一「一一寸 め l誕

農林省|建設省通産省吾股詰

長官〔技官〕

| 技術陣|
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鮭鱒船団の他に捕鯨船団が出漁してい

る7三けあって，北洋にも鯨が相当いるら

しく，われわれも 2-3頭固ま0て潮ぞ

吹きながら遊泳しているとごろや数回見

ナニことがあるのごれが毎日友色の海と本

記け眺めて暮す単調な生活の慰めになっ

ているうちはよいが具合の悪いごとに

は，独航船によって張りめぐらされナニ流

網にひっかかるごとがときどきある。紛、

君も慌てるの古ろうが，小山のようなE

体に暴れられては網の方がたまらず，一

度に数十反，多いときは百数十反もごそ

っと持。て行かれて絡う。なにしろ一反

二万円以上もするもので，独航船の被害

は甚大で・ある。とごろが一度全長三間半

程の子イワシ鯨が獲れ七ことがある。彼

女も(雌であっ7て〕相当暴れすこらしく，

十数反の網が目茶々々になっていすこか，

遂に力尽きて御用になり，独航舶が曳船

して来7こものを母舶に揚げ平ー速料理して

その日の夕食から刺身やビフテキならぬ

鯨テキに舌鼓沿打つに。鯨の刺身が美味

なことはよく聞いていたが， 全 く う ま

い。軽く冷凍しにものは血もしににら

ず，歯さ事わりとU、い味といk、鮪等問題に

ならず，その上k、くら食べても胃にもた

れない。生括環境の急変，運動不足，船

酔と重なヲて全く食慾がなかっhところ

やこの鯨君に助けられて食慾ぞ盛り返し

たのであゐ。子鯨というても流石に鯨，

約 400人の母船乗組員が3日に渡って舌

鼓ぞ打つずこのであるが，母:般から独航船

に支払つ7三代価は酒2升とお菓子石泊賠

1個f三つナニと後で聞いて欝いず二。


