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世界の水道と日本 cIl ) 

一一英国と日本の距離一一

小林康彦

1. 日本の水道の母な~国

〔l〕 前回の「エティオヒ。アへ向って」の原稿を「水利科学」に渡した後，ェティ

オピアの情勢はいっそう厳しさを増し，技術協力の基盤はほとんど失われたようにも

伝えられている。佐藤専門家の安全を祈りたい。

開発途上国への技術協力は多くの場合，こうした危険をはらんでいる。水道とて例

外ではない。パキスタンとジャカルタでの体験を中島重旗さんは「水道公論」 197u年

11月号に寄せている。一方，日本の新聞でクーデターとか革命とか報道された事件で

あっても，現地はきわめて平静であったという話もよく耳にする。状況を把握し，評

価することの難しさであろうか。

政権が変われば，技術協力も白紙に戻ることを覚悟で，不安定な国情のもとで全力

投球されている方々には，頭の下がる思いである。

〔2〕 今回は，私が1970年から71年にかけて衛生工学を学び，また， 1974年にブラ

イトンで開催された国際水道会議に出席のため訪れた英国をとりあげよう。

〔3〕 英国にとって日本は速い国であろうが，日本にとって英国はきわめて身近な

国である。とくに，水道にとってはそうである。

近代水道一一横浜水道一一一パーマー

という 3つの単語は水道人の出発点である。パーマーの名を知らない人は，水道人と

はみなされないほど，わが国の水道史において重要な人物である。

明治20年（1887）通水の横浜水道は，わが国近代水道の第1号とされ， 90年を越

え， 100周年を目前にしつつある。横浜水道は，より正確には公営水道としての第1

号で，近代式水道を鉄管を使用しての有圧給水とみなすなら，横須賀造船所水道の方
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が先輩であり，この方はフランス人の手になるものである。

H. S. Parmer (1838～1893）は大英帝国の陸軍工兵将校で，勤務地の香港から帰

国途中，日本に立ち寄ったところ，神奈川県より横浜水道の施設計画を依頼され，3 

ヵ月かけて多摩川取水案，相模川取水案の 2案の取水計画設計書を作成，提出して帰

国した。明治16年， 1883年のことである。明治18年，神奈川県令の招きに応じて来日

したパーマーは，工師長として工事の指揮をとり， 20年10月通水させ，さらに大阪，

神戸，東京等の水道設計に関係した。パーマーの活躍の記録をひもとくとき，水道の

基本をきちんとおさえていること，きわめて短期間かつ小人数で，綿密：な調査，計画

をなしとげていること，当時と現在との間にある90年の歳月を感じさせないものがあ

る。なお，パーマーは日本が気に入ったらしく日本で生涯を閉じた。

〔3〕 明治時代， 日本は外国人を高給で雇い，その知識 ・抜術の吸収に努めたが，

その人たちの本国での評価はどうであったろうか。日本でかくも有名なパーマーは…

・・という疑問に答えてくれるものが，大学の図書館にあった。 Oxford編集の『WHO’s

WHO』（人名辞典）である。この Pの項をひくと「H.S. Parmer」が出ているで

はないか。日本で水道の仕事をしたこと，新聞（TheTimes）に日本から随筆を寄稿

したこと……。なお，東大教授として招聴された W.K.バル トンの名は見出せなか

った。

〔4J パーマーがどんな話を「タイムズ」にのせたのか，それを読んでみたくなる

のも人情というものであろうか。

図書館のカウンターで，調べる手はあるかと聞くと，「タイムズ」なら索引が出版

されているから大丈夫とい う。ただ，ここには「タイムズ」は保存してないからと，

1冊の本をめくって， A図書館へ行けと教えてくれた。 A図書館は，区立の図書館の

ようなもので，たしかにマイ クロフィノレムで「タイムズ」があった。索引でヲ｜出した

日付けの新聞に，パーマーの記事を見出すことはできなかった（私の注意力不足のた

めかも知れないけれど）。そこで私のパーマーの旅は終わりとすることとした。

英国でも全刊行物を集めている図書館が（多分3つ）ある。大英博物館とかオック

スホード大学の図書館である。これらを頂点に図書館のネットワークができていて，

新聞や雑誌のような定期刊行物は分担して保管しているという。たとえば，「朝日新

聞」はA区立図書館，「毎日新聞JはB区立図書館，「土木学会誌」はC大学図書館で

保存するといった具合で，ロンドンのどこかには置いてあるというシステムという。

〔5〕 雑誌や単行本に関する情報管理について，わが国は大変に立ちおくれている

と私は常々思っている。英米の水道の雑誌では，①人名，②論文名，③事項（ABC

JI関），④分野5Jljに整理した事項，⑤地域別，⑥号数ごと等の索引が完備されているも

のがあるが，日本では⑥と④程度が精一杯である。だから，あるテーマ，例えば湖沼

の富栄養化について，今までどんな論文が書かれているかを調べようとすると，英国
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で3日で済む仕事が日本では 5～10倍はかかるような気がしないでもない。

最近の情報管理は， keywordsと要約によって行なわれ，要約（Abstruct）集の発

行もさかんである。英国の水研究所（Water Research Centre）は週刊で “WRC 

Information" を編集・発行している。目標を，世界の水に関する主要論文の概要の

紹介におき，このたび日本語で書かれる論文の英文による概要を作成する協力を求め

てきた，同じ主旨の手紙が国立公害研究所合田健部長と私宛にきたが，合田部長と公

害研のスタッフで協力態勢を整えていただけたのでひと安心である。

情報に関していえば日本は今まで完全に入超であって，日本から世界へ流した情報

が少なすぎた。もっと，もっと，日本は世界へ寄与すべきであり，外国へ情報を流す

べきである。この点で， WRCとの協力は大きな前進であってほしい。

2. …ーということもある

〔6〕 私たちが普通イギリスあるいは英国と呼んでいるのは，どの国のことであろ

うか。私の出張命令は「連合王国に出張を命ず」であったと記憶する。連合王国

(United Kingdom）は，北部アイルランド，スコットラント＼ウエールズ，イングラ

ンドでなりたっている。グレート・プリテンというときはスコットランド，ウエール

ズ，イングランドの 3つである。

水道の制度にしても，北部アイルランド，スコットランド，イングランドとウエー

ルズで大きく異なり，それぞれ独自の法体系と行政組織をもっている。

c 7〕 英国人は英語を話すと私は思っていた。

イングランドとウヱールズで一番高い山，スノードン（Snowdon,1, 068m）のふも

とに小 ・中学生のための林間学校がある。そこでは登山くつからヤッケ，あるいは捕

虫あみまで備えていて，児童・生徒は身体一つでくれば 1週間なり10日間，そこで宿

泊し，登山，植物，動物，まあ自然相手の勉強や野外活動ができるようになってい

る。指導者には，かつてヒマラヤを征服した登山家とか，植物が好きでたまらない人

とか，その道のプロがそろっている。

私は英国文化振興会（BritishCouncil）の留学生のための小旅行で，その林間学校

に数日間入学し，スノードンに登った。夜，私たちはビールは飲みながら雑談してい

るおり，たまたま英語の方言に話題がいった。ヒマラヤのOBが，ここは2ヵ国語の

世界だよ，と一枚の紙をとり出した。それは市役所の通知で，左半分は英語で，右は

読めない文字であった。ウエールズ語だという。学校も，英語のみの学校，英語とウ

エールズ語の学校，ウエールズ語のみの学校とあって，自由に選択できるという。私

はあらためて，よその国のことを理解するのは難しいと思ったものである。

〔8〕 私は外国の話を読んだり，関いたりするとき，「……ということもある」と

「も」をつけることを常としている。とくに，一般向けの話は，ある一面を強調しす
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第 1図 ぎるきらいがあるので，この「も」が役

に立つ。たとえば，英国人の保守性を示

すトピックとして，今でもロンドンでは

山高帽に細身に巻いたこうもりがさを手

にした紳士がかっぼしているーーと書い

てあったとする。たしかに目抜き通りで

相当の時間眺めていれば，その典型的紳

士が通っていく。でも，それが平均的英

国人のイメージではなかろう。

〔9〕 この「世界の水道と日本」は，

ストーリーなしで，とりとめもなく話を

続けることを許していただいているので

筋書きなしの展開である。しかし，テー

マをきめて書くとなると，私のような書

くことを職業としていない者でも，まず

粗筋を考え，そこにあてはまる変わった材料はないかと探すことになる。英国の水道

の98%は日本と同じようなもので， 2%は違った面があるとすれば， 98%の方は切り

捨て， 2%の部分だけとりあげるだろう。そして，書かれたものは，そこには日本と

違った世界がある，となるだろう。

かつて，内藤幸穂さんがタイ国へ水道専門家として赴任されていたとき，日本から

新聞の特派員が，タイ国における日本の技術協力の話を聞かせてくれと立寄ったとい

う。そこで，内藤さんは，日本人専門家が苦労を重ねながらも成果をあげつつある事

例について語り始めたところ，特派員は，話の中途でさえぎり，うまくいった話はい

いから，現地と車L事業を起こして失敗し，批難を受けている例を聞かせてくれ……。

ものを書く立場にすれば，自分の予定しているラインにのらない話題は，それがた

とえ99%の普遍性があるにしても切り捨てようという気持はわからないわけでもな

い。書く側にそういう意識が働くからこそ，活字や人の話に「も」をつけたいと思っ

てしまう。

〔10〕 英国で，私は，日本のことは棚にあげて，英国の風土のなかで，衛生工学を

勉強したいと思った。しかし，結局，日本を離れることはできず，大学での最終論文

は「日英水道工学比較論」をとりあげ，また，滞英後半の相当部分の時間を「英国に

おける水道広域化の進展」を調べることに費した。

〔11〕 水道について日本と英国を比較すると，まず第2図のようなイメージが浮か

んでくる。水道の基本理念にのっとって，当り前のことを大さわぎをせずにやってい

る水道の多かった英国と，部分部分では非常に進んでいるけれど，なんとなく足もと
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第2図

分野

のふらついている部分が残る日本

と。走りつづけてきた日本の水道

は，とにかく緊急に必要な抜術は

とり入れ，発展させてきたけれ

ど，そのベースにある基礎杭のい

くつかは忘れてきたか，あるいは，

その暇がなかったといえよう。

もうーつの印象というか総括的

感想は第3図のような時間的なも

のである。英国では，技術の交代

がゆっくり行なわれるのに，日本

では，見事なほど画一的に切りか

わっていくことである。

まず，この組みあわさった例から入ろう。

レ
ベ
ル

第3図
冒本

〔12〕 英国はパプ（pub）の国である。普通パ

ブは居酒屋と訳されているが，まあ，アルコール

付，村の集会所といったところであろうか。たし

かに， publichouseである。

パプは，まず昼食の場所である。ピタ（英国風

ビール〕を飲み，昼食をとる。夕方からは，酒場

であり，世間話の場所であり，若い 2人の語らい

の場でもある。

英国ではアルコール類は 1日9時間に限って売

ることが許されている。酒販売店もパプも時間の

制限を受け，許可制である。例えば， 11時から 3時まで，夕方5時30分から10時30分

までといった具合である。また，夕方からはパブではビールやウイスキーだけを売

り，いわゆる酒のさかなは売らないのが普通である（ 9時間というように数字を入れ

るのは気がひける。当時はそうであったということで，現在もそうであるかを確かめ

たわけではなし、）。

こうしたことになったのは，朝から飲んだり，食べたり，飲んだり一一食物がある

とどうしても飲む量が増えるというーーでアルコール中毒が多くなりすぎ，人々は働

かなくなったからという。

パフゃには，故事来歴を誇りにしているものがいくつかある。ロンドンではパブめぐ

／ンペー

アム一~ 
ヲ庭園

ビールを飲みながらコレラを偲ぶ3. 
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りの会員募集の広告が出ていたりする。

〔13〕 その一つに，スノー（Snow) というパブがロンドンのブロード街にある。

Dr. John Snow (1813～1858）が，その地区で発生したコレラの感染源として見出

した井戸のあった場所に立ち，スノーを記念してパフ’としているもので，壁にはスノ

ーの業績が誌されている。

ジョン ・スノーは，ロンドンの開業医であるとともに，史上もっとも優れた疫学者

の一人として知られている。水の汚染とコレラの関係を疫学的に明らかにしたこと

で，水道の発展に寄与した人である。

1850年代，スノーは，いくつかの水道会社の給水に依存していたロンドンの南部

で，水道ごとのコレラ死亡分布を調べ，コレラの死亡率は，水源のテームズ河の水の

汚染と相関を有することを明らかにした。さらに，スノーは，ロンドンのブロード街

で，水源の井戸が下水道により汚染されたため，その給水区域でコレラが発生したこ

とを突きとめた。

コレラの毒（多分，特定生物）は口から直接に消化管に入り，この毒は患者の排般

物に含まれ，人から人への手の汚染あるいは汚染した飲食物によって伝播されるとい

うスノーの主張は， 1883年コッホのコレラ菌の発見でようやく立証されることとなっ

た。

スノーについての記述は文献に見られるが，パブの話まではのっていない。たねを

あかせば，公衆衛生の講義でスノーについて 2時間しゃべりまくった X教授が，で

は，昼は・・・・と案内してくれたのである。

〔14〕 コレラが水系伝染病であり，腸チフスも同じ伝染経路をたどるという考え

は，水道にただちに受入れられたというわけではない。しかし，汚染された水源が好

ましくないことは広く認められ， 1852年の首都水道法で，テームズ河の感潮部で，か

っロンドンの下水で汚染の著しかったテディングトン堰（TeddingtonWeir）下流か

らの取水が禁止され，河川水を利用する場合ろ過が義務づけられた。この時点で，水

道の三つの原則，すなわち，清浄な水源を選択すること，水の浄化，配水施設での汚

染防止が確立された。

〔15〕 こうした水道の伸びざかりにあった英国の水道技術と，水道思想がパーマー

やパルトンによって日本にもたらされたので、あろう。 19世紀の概観を年表で第 1表に

まとめてみた。

〔16〕 第3図についての一つの例をあげておきたい。

H水道へ行ったとき，自動車の整備工場を見せてくれたのかと思った。トラックの

ボディーの塗装がえをしているではないか。しかし，そこはまぎれもなく浄水場の構

内である。

ム．これは何であるか。（と私）



第 1表 19世紀における水道の発達

英 国 日 本 英 国 日本

1801 ｜水道都普市及率 I 1874（明 7) 政府雇：技師ファ
（ 部29%，地方71%) ン・ドールンが東

1804 緩速ろ過第 1号 書京水提道出の改良意見

1810 銅管使用 1876（明 9) 河川汚濁防止法 東委京員府会に水道改良
1818 土木学会設立

1829 ロンドンで緩速ろ過採用 I 1878（明11) 飲料水注意法

1831 水道都普及率 ' 1880（明13)腸チフス菌発見
（ 市部34%，地方66%) 1883（明16) コレラ菌発見 ノマーマー横浜水道

1847 水道事業法

ロンドン水道で定期細菌水質 横の調浜査水道設着工（パ1848 公衆衛生法 1885（明18)

1852 首都水道法
検杏実施 ーマー計）

1853 ペリー浦賀来航
1887（明20) i横浜水道竣工パル

トン来日
1854 J.スノー，コレラが水系伝す染 1889（明22)

函（平館井市晴水二道郎竣設工計）病であることを明らかに る

1855 ｜ロンドンの全水道で砂ろ過採 1890（明23) 水道条例
」、

用 ;>!: 

｜ロンドン水道で定期化学水質 コレラ発生
! 1891 （明24)水道都普及率 長崎市水道竣工

1858 
（ 市部72%，地方28%) 時

検査実施
寺草号sii キ自1861 l水道都普及率

1893（明26)鋼管採用

（ 市部55%，地方45%) 1894（明27)電気モーター採用 Cr 

1867 ｜河回報川水告書質汚濁防止委員会第 1 1895（明28) 大阪市水道竣工 ID 

令（ト

1896（明29)水道工学会設立 個圃

1873（明元）｜ロンドンの一部で連続給水関 竣横工浜で会社営水道
） 

始
1898（明31〕 東京市水道竣工、

01 
トー
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0：自動車の修理場である。（見ればわかりそうなものを）

ム・なぜ，水道で自動車の修理をするのか。

o.水道では車を使っているからである。

ム町の自動車修理工場に頼めばよいではないか，その方がずっと安上りだろう。

0：何をいうか，自分たちでやった方が安い。それに，自分でやれば2日でできる

仕事も，外へ出せば10日はかかる。それでは，いっときも休むことの許されな

い水道のサービスがうまくいかないではないか。

外注が高いか安いか私には判断できる材料はなかった。近代工業の発達とは分業に

よって支えられてきたという私の知織は，ここでは役に立たなかった。

他にも，いくつか，鍛冶屋や機械修理工をかかえている水道をみる機会があった。

そのいくつかは，外注が安いことを認めていた。しかし，と言葉は続くのである。

外注では緊急の場合，間にあわない。自分たちの思うよ うな修理は期待できない。

〔17〕 明治の日本ではないか一一ーと私は恩わぬでもなかった。第2次大戦までは，

日本の水道工事は直営工事が主流であった。だから，水道局で，大工さんも鍛冶屋さ

んもかかえていた。でも，そういうスタッフをかかえている水道は，もう数少ない。

本格的なものは函館市の例しか私は知らない。あとは自然消滅したのではなかろう

か。日本の水道は，もう水道局の力だけでは維持できない。

〔18〕 周辺に利用できる技術が存在しないとき，白からその整備を行なうことは当

然であろう。たとえば前回扱ったエティオピアが水道資器材の修理工場（workshop)

の技術指導をしてほしいと要望し，わが方が，日本にはもうそんな専門家（技能工）

は居ませんと断わるのは，よくわかる話である。

しかし，先進工業国で，ほとんどの修理を水道内部でこなす態勢を維持していると

ころがあろうとは予想していなかった。もちろん英国の水道の全てがということでは

ない。多数の水道は外注していたけれど，なかに上記のような水道が存在していたと

いう話であり，第3図の残存部に位置する話である。

4. 制度をいじるは国の仕事

〔19〕 かつて，米国の水道の顔ともいうべきオークン（D.A. Okun）教授は，わ

れわれ米国人は世界の水道技術のトップに位置しているが，英国から学ぶべきことが

一つだけある。それは，全国的な計画のもとに水道の再編成に取組んでいることであ

ると書いていた。それは米国の自意識と水道の性格を感じさせるものであった。

水道技術という点では，米英の比較をすれば米国が圧倒的に優位に立っているであ

ろう。しかし，だからといって，外部の世界から学ぶことはないというわけではなか

ろうに，と私は思いつづけている。それはともかく，オークン教授が敬意、を表わして

いるように制度面でイギリスは再び世界の先頭に立っているとみることができょう。
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〔20〕 英国の水制度につ 第2表水道事業者数の推移

いては，すでにいくつかの イングランド，

報文があり，私自身も昭和 ウエールズ
スコットランド

47年から49年にかけて，「水 1915 2,000以上

道協会雑誌jに小論やらほ 1945 1,226 水道法

ん訳を発表しているので， 1946 約200 水道法

ここでは感想的なものを中 1956 l, 030 

心としTこい。 1961 53 

〔21〕 わが国でも水道の 1967 362 水道法改正

広域化が大きな行政課題と
1968 13 

なっていたので，英国での
1970 198 

水道広域化の進展を私なり
1974 9 水法

に追ってみた。私にとっ

て，今まで，もっとも時聞をかけて文献を採し，実地に当事者から説明や意見を聞い

てまとめたテーマで、ある。その時期， 1970～71年は，英国において水制度の再編成が

さかんに議論されていた時期である。

私は，会う水道関係者ごとに，いま検討されている水制度の改革についてどう思う

かと聞いてみた。その答えの最大公約数は，

「再編成には大変関心はもっているけれど，それを検討し，決めるのは政府の仕事

であり，方針がきまれば，それに従うよ。」

というものであった。なかには，水道の統合に反対する人もあったが，その人も，政

府がきめればそれ以上は反対しない，と言っていた。

〔22〕 英国は地方自治の進んだ国ということになっている。しかし，その地方自治

の内容が，日本語での理解とどうも違うような気がして仕方がない。

「水の制度をきめるのは政府の仕事であるが，大枠さえきまれば，その運用はそ

の地域にまかせる。」

という感じである。

さらに，行政の進め方にイングランドとスコットランドで差が見られるのも興味深

い。イングランドでは，管理水準の向上を一つの大きな柱として，政府による誘導施

策で，水道事業体どうしの自発的な統合に力を入れてきた。 1970年の 198という水道

事業数は，こうした努力の限界に近いものといえよう。そこまで努力を重ねた上で，

法律による再編成へ踏み切ったという。もっとも，イングランドとウエールズの水制

度の改革は，水道ばかりでなく水全般にわたるもので，水道だけが原動力というわけ

ではない。

一方，スコットランドはイングランドでの行政努力をみながら，積極的には広域化
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のための努力は払わず，自発的な統合はまだるっこしいとして，一気に法律で片をつ

ける途を選んだという。

〔23〕 英国の水制度について結論的な感想を書いて，今回は終わりとしたい。な

お，英国では，すでに次の再編成の議論が行なわれているとのことである。

（厚生省環境衛生局水道環境部）
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