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世界の 水道 と日本 （百〉

一一西ドイツに安全を求める心をみる一一

小林 康彦

1. なじみの薄い西ドイツの水道技術

〔1〕 日本の水道は，まず英国に学び，ついでアメリカの技術を導入することで発

展してきた。戦後．フランスの浄水方法も入ってきたが， ドイツとの関係は水道にお

いては薄かった。今回はその辺から入ることにしたい。

〔2〕 なぜ，日本とドイツとの間に，技術的な関係が薄かったのであろうか。それ

は，ドイツ人の水道に対する考え方と，水道の発展の仕方にも原因がありそうであ

る。西ドイツでは，飲料水をまかなう水道水源は地下水に求める ことを原則としてお

り，1974年時点でも水道水源のう ち地下水に60%，湧水に 9%依存し，地表水は31%

にとどま っている。 ドイツ人が地下水に固執しているのは，地質的に地下水が存在す

るという 条件のほかに，より安全な水を求める気持が強く 働いているのであろうか。

地下水が駄目なら，表流水を地下注入し，人工地下水として取水する ことを考え，地

表水の直接利用は最後の手段と考えているように見うけられる。

〔3〕 水道の浄水方法が砂ろ過によって確立されたのは19世紀末であるが，そこ

で， 重要な歴史的事件がハ ンブルグ市で発生した。「ハンブルグ水道コレラ 事件」 と

呼ばれている1892年のコ レラの大流行である。

当時，ハンプノレグ市はエノレベ川より取水し，ろ過をせず給水し，下水は無数の排水

口を通じてエノレベ川へ戻っていた。その下流で，ハンブノレグ市に隣接するアルトナ町

は取水していたから， 原水は当然汚染されていた。エノレベ川原水からはコレラ菌が検

出されていた。 アル トナ町の水道は，緩速ろ過を採用し，ろ過後の水を給水していた

ところがハンプルグとの違いであった。数週間の間にハンフソレグではl万 8,000人の

患者が発生し，8,000人が死亡した。人口1,000人のうち13.4人がコレラで死んだこと
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になる。しかし，アルトナ町の被害はずっと少なく，人口1,000人に対し，死者は2.3 

人にとどまり，死者のほとんどはハンブルグ水道の水を飲んだ人たちで、あった。ま

た，別の湧水を水源と している水道の給水区域では1,000人当り 2.2人であった。

このハンプルグ事件に先立つ7年前の1885年，フランクランド（Frankland）はろ

過の細菌学的試験を行ない，ろ過による細菌除去を学問的に確認していた。それを実

地に証明してみせたのが，この不幸なハンプルグ事件であった。

ハンプノレグ事件が，その後のドイツの水道にどのような影響を与えたのか，私は知

らなし、。しかし，ハンブルグの水道は1965年までには，水源、を全て地下水に切りか

え，現在約500本の井戸で約200万人に 1日当り 70万dの給水を行なっている。

〔4〕 地下水，それも浄化を必要としない泊ー浄な地下水を水源とできることはすば

らしいことである。水道システムとしてはもっとも単純なものであるが，それが水道

としての理想のものではあるまいか。汚染された原水に高度な技術を駆使して浄化す

るのは，学問的，工学的には興味深いが，人間の使う水道としては歓迎すべきことで

はない。

複雑な浄水処理を行ない，コンビューターが管理する水道が「優れたJ水道である

かのような風潮がなきにしもあらずであるが，それは不幸なやむを得ない選択であっ

て，地下水による水道と単純に優劣を比較するわけにはL、かないと思う。

〔5〕 日本の近代式水道は，横浜水道以降，表流水およびダム貯水池を水源として

幕をあけた。いずれも地下水にめぐまれていなかった臨海部の都市て、あったためで、あ

ろうか。その後，地下水を水源とする水道も数多く建設されるようになるが，わが国

の水道技術の主流は，表流水を使う大都市水道にあったとみることができょう。降雨

時には高濁度となる表流水を相手にするとなると， 自然の摂理にも とづくイギリス風

の緩速ろ過から，アメ リカで開発された薬品処理を主体とする急速ろ過法に切り替わ

り，アメリカ技術とのつきあいに傾いていくのも 自然のなりゆきであったで、あろう。

急激に増大する水道用水の需要に対処するため，拡張につぐ拡張におわれ，ゆっくり

ヨーロツパの水道の状況を眺めることまでは手がまわらなかったといえる。

昭和30年代後半に，フランス風の高速凝集沈でん池が，ついで40年代にヨーロッパ

のオゾン処理がわが国に導入され，多国籍の技術が，日本独自の開発技術とあいまっ

て，定着しつつあるようにみえる。それでもなお，技術の底に流れるものの考え方を

検討する余裕を，私たちはもちあわせていなかった。少なくとも，私は， ドイツの土

を踏むまで，そこに日本とは異なった水道哲学が存在することを知らなかった。

〔6〕 技術という面でみると，地域単位に，それも地下水を水源とする水道を主体

に進んできた西ドイツは，世界の水道工学のリーダーとはなりえなかったのかも知れ

ないと思う。私たちが水道で‘使っている外国語は，英語一色であり，しいて探せば，

独語 schmutzdecke（ろ過膜）を思いつくくらいであろうか。原水の悪いところで技
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術は発達するのも皮肉なものである。

ドイツの水道も，原則的には地威主義である。したがって，一つの事例をもって，

西ドイツ水道全般をおしはかることは危険である。私が西ドイツに滞在したのは1971

年であり，ライン河の下流からボーデン湖（コンスタンツ湖ともし、う。）まで，主と

してライン河の水質汚濁についての話を聞かせてもらいながら，西ドイツ園内2週間

の旅をした。その経験を柱に，その他の機会のトピックスをまじえて，書き続け た

し、。

なお，西ドイツにおいても表流水の利用は増えており，そのための調査研究は盛ん

に行なわれている。特に，活性炭とオゾン処理については，世界に向つての十分な発

言力を有しているようである。西ドイツの名誉のために付言しておきたい。

2. 塩素のにおいとアメリカ人

〔7〕 塩素消毒は，その確実性．簡便性，効果が蛇口まで残ること，経済性などの

理由で水の消毒法として世界的に普及している。その導入のきっかけにアメリ カ人が

登場するのがまた面白い。

数年前，フランクフノレ トにあるゲーテ大学の衛生学のゾュベル ト教授が来日され，

国立公衆衛生院の岩戸武雄博士といっしょに意見の交換をした際にもその話が出た。

「塩素消毒は， 第二次大戦後， アメリカ占領軍が西ドイツに強制的にもちこんでき

た手法であるが， ドイツ国民は水のにおいにはきわめて敏感であるので，少しオーバ

ーにいえば0.3ppmをこえると水道局に苦情の電話が殺倒する。だから，実際問題と

して，そう 多くを入れることはできなL、。公式的には遊離型で 0.3ppm以下，結合型

で0.6ppm以下が第一の推奨値で，いくら多くても 0.6ppmをこえないようにという

考えであるJ。

とのことであった。日本の状況から考えると，長い管路を使って給水する水の末端に

おいて， 0.3ppm以下に抑えることは，技術的にできない水道がいくつかある。浄水

場の近くで 0.3ppm以下になるようにすると，途中で塩素は消費されてしまうし，最

末端で 0.lppmを保持しようとすると，浄水場の付近では 0.3ppmを軽くオーパーす

る。西ドイツでは可能なのか。

西ドイツでは，地下水，伏流水，あるいは人工地下水としづ手法をとり，表流水の

直接利用は例外に属する。だから，オゾンと塩素併用なら，この基準で運用できると

し、う 。

〔8〕 塩素消毒について同じような話を最初に聞いたのは，オース トラリヤのシト

ニー市水道局の技師長からであった。アメリカ人は盗素の臭いがしないと水を飲まな

いし，オーストラリヤ人は塩素の臭いがすると飲まず，その板ばさみで水道局は困っ

ているんだと，身ぶり手ぶりで話していた。その話を，「国民性を示す塩素のにおい」
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と題して，『新水道入門』（水道産業新聞社）におさめた。

ノルウェーの人からも，ノルウェーが塩素消毒を始めたのはアメリカに起因すると

いう話を最近聞いた。

塩素消毒によって水中の有機物が塩素と結合し，有機越正素化合物を生成することが

世界的に関心を集めている。このため， ドイツ ・ガス ・水道専門家協会をはじめ、オ

ゾン一一活性炭処理への積極的な取り組みがなされている。

〔9〕 シュベルト教授の話で，私の輿味をひいたのは，西ドイツでは，水は食品で

あるとの認識のもとに，水道で使う薬品も，まず食品について認められているものの

うちから選び，その中で十分な経験を有するものしか使うことができず，さらに使用

薬品や注入量は公開を義務づけられているという話であった。

3. 爆弾の破寝力を設計荷重に

〔10〕 西ドイツのある水道を訪問した際，ポンプ場に連れていってくれた。ポンプ

設備そのものは変わっていないが，ポンプを入れている建物の厚さ，壁の厚さが lm

もある風変わりなものであった。さすがに，この厚さは何かと開いたところ，戦争に

なっても水道が止まらないよう，爆弾の力を考慮して設計してあるんだとの返事が戻

ってきた。その建物は1960年代後半に建てられたものという。

わが国の施設基準には，「水圧，土圧，地震力その他の荷重に対し充分耐力を有し，

…」と規定されているが，この「その他」に，爆弾が入るとは考えたこ ともない人

がほとんどであろう。私の勤務している厚生省の第一別館は，その昔，海軍省の建物

であったとかで，地下は lmくらいのコンクリートで固まれた部屋で、ある。それと同

じ考えを，水道に適用しているのである。

1960年代後半といえば，日本から見ている限りで、は，西ドイツに戦争の危険が迫っ

ているとは思えない時期である。厚い壁をさわりながら， 「この厚さでも原爆には無

理でしょうね」という軽口が頭に浮かんだが，口には出せなかった。

〔11〕 ダムや水道の浄水場を，銃を持った兵隊が警護している場面には，エジプト

でも，エティオピアでもお限にかかった。また，戦時中，ダムを爆撃から守るため，

ネットをはる対策があることは聞いていたが， トーチカのようなポンプ室は，はじめ

てであった。

西ドイツ国民が，今日でもそれだけの緊張感をもっているのか，はたまた，より安

全にという彼らなりのものの考え方に起因するのか，私にはわからなし、。とにかく ，

日本には目下のところ存在しない感覚であろう。

なお，私が見せてもらったその他のいくつかの水道では，普通の構造物にポンプは

納まっていた。
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4. とにかく，より安全に

〔12〕 ついで、，私を大きくゆさぶったのは，ヴアイスパーデンの浄水場であった。

日本の浄水場の3倍程度の重装備の浄水場といってよく，当時，私は想像もしていな

かったプロセスの組み方であった。図（48頁参照）に示すプロセスをもっ， 1時間当

り1,000ffilの能力を有する浄水場である。

〔13〕 この地域は，地下水にめぐまれないため，やむをえずライン河に水源を求め

ている。ライン河は名にしおう汚渇河川である。

浄水場の基本の考えは，ライン河の水を地下注入して再取水する方法といってよ

い。表流水の人工注入一一再取水は1924年に始められ， 1960年には自然、ろ過が併用さ

れ， 1965年以降，化学処理された水を注入する現在の方式になっている。

図の流れにそって，浄水プロセスを挑めてみよう。番号は図中の番号に一致させて

L、る。

＜取水一一貯水施設＞

① 取水わく：口径 1.7m, 1 cm間隔のステンレス製スクリーン付。

② 導水管．口径720mm×400m。

③ 取水ポンプ；：取水量2,160ffil／時。

④ 沈砂池

⑤ ベンチュリーフリューム（流量測定堰）

⑥ 階段式エアレーション

⑦ 自然沈でん池 ：滞流時間24時間，容量3万rtl

⑧ 貯水池： 6池。うち3池は池下注入池に接続している。総面積 11万5,000m2,

水深2.5～3.7m，貯水量33万7,000ffil。

この貯水池は，ライン河の水質事故時対策用でもあり，浄水処理能力の 9日分

の水を貯水している。異常時には取水を停止し，異常が流れ去るのを待つための

安全弁でもある。

⑨ 原水ポンプ

＜浄水施設＞

⑬導水管

⑬塩素注入設備液体塩素を使用し，注入量は 10～20ppmで設定。

⑫ 塩化第2鉄注入設備：平均 25ppm，最大40ppmの塩化第2鉄の注入。

⑬ 石灰注入設備：消石灰 25～50ppmの注入。

⑬ 粉末活性炭注入設備．非常用。

⑬ 凝集沈でん池：滞流時間70分。

⑬ 汚泥処理施設
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⑫ 急速ろ過池： 14池，ろ過速4m／時＝96m／目。

⑬浄水池：容量2,300ffil。

⑬地下注入ポンプ

＠ 粒状活性炭ろ過：水の浄化と脱塩素を目的とし，ろ過速10～ZOm/I時。

＠ 地下注入井：井戸数20，深さ 6～lOm, 内径zoom，地下での滞流時間4～6

週間，平均透水係数1.0× 10-•m/sec。

⑧ 地下注入埋き ょ

⑧ 再取水井：井戸数101，深さ 6～lOm。

＜地下水処理施設＞

⑧ エアレーション設備

⑧ 緩速ろ過；鉄，マンガン，細菌除去のためを目的とし， 18池，ろ過速o.1～o. 3 

m／時。

⑧複素注入設備；残留塩素0.5～0.6ppm。

⑧ 送水ポンプ

⑧ 送水管

〔14〕 ライン河は，有機物， 重金属，農薬，また上流の鉱山に起因する塩素イオン

などの慢性的汚濁と，船舶による油事故などの事故的汚染に悩まされている。その水

でも，これだけの手数をかければ，もう安心なのだろうか。答えはノーである。当時

見せてもらった水質検査表に，通常技術の限界がはっきり出ている。

急速ろ過までで，ほとんど完全に除去できている鉄 ・マンガンが，地下注入するこ

とにより，土築中のそれらを含み，再取水したときには，再浄化を必要とするレベル

になっている。硬度についても，同じように人工地下水にすることによって含有量が

上っている。また，ライン河で問題の塩素イオンは，これだけのプロセスを2ヵ月近

くかけて通しても， 減少させることはできない。

日本の常識からすれば， ＠以降のプロセスを組みこんだ効果はプラスには評価され

ない。水質を悪化させるマイナス効果と，経費の無駄使いが指摘されるだろう。日本

風の価値判断からすると，これらのプロセスの多くは，効果不明，不経済という理由

で次々にカットされ，例えば

①ー②ー③ー⑪ー⑫（ただし硫酸アルミニウムとアルギン酸ソーダ） ー⑬ー⑬ー

⑬ー⑫ー⑬ー⑧ー⑧ー⑧

の標準型に落ちつくだろうと思われる。

〔15〕 私の疑問を，水質担当の専門家と，ちょうど居あわせたその地方の化学学会

の会長も，これだけのプロセスを組みこむことで，なにが改善できるか頭をひねった

ままだった。彼らの結論は， 「よ り安全側の選択であることにはまちがし、なかろう。

そう．水温がコントロールでき住民に喜ばれるので地下水にしているとはいえるなー
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表 化学分析の結果（1969年平均値）

ライン河 自然沈 急 速 系 再 取 水

原 水 でん水 処理水 地下水

① ⑦出 口 ⑬ ⑧ 
～、、、l

水 温 （。C〕 11. 9 11. 9 12. 3 11. 4 

pH 7. 53 7.80 7.63 7.30 

塩 化 物 (ppm) 138 136 167 128 

酸素要求量（KMnO,) (ppm) 35 28 13 10 

鉄 (ppm) 0.24 0. 10 。 0.46 

ーマ 、ノ すf ン (ppm) 0.03 0.01 。 0. 73 

全 硬 度 （度〕 12. 5 12. 1 14. 1 19.3 

・・。」で笑いとなった。

通常処理のプロセスをいくつか積み重ねてみても，進行する汚染のうちには対処し

きれないものがある。それを承知しながらも，持てる技術を，経済性をぬきにしても

全て投入してみるという ，すさまじさを私はそこに見た。

これは，地下水から出発し，そこにルーツを見出している水道と，表流水から始ま

った水道の違いといってもよいのかも知れない。

〔16〕 ライン河についていえば，より下流のオランタは，もっと深刻である。その

ため，水質のための非常用貯水池を作る考えは広くいきわたり始めていた。

安全性を高めるためには．取水から蛇口に至る水の流れをところどころで止め，チ

ェックするシステムが必要であろうと思う。蛇口への給水は連続を確保せねばならな

いが，その途中の段階では連続を切る方法 ・手段を組み込む時期にきていると思われ

る。 具体的にいうならば，水質管理を目的とする原水および浄水の貯溜である。その

水量を水道が内部に保有することにより ，水道の管理はもっと容易となり，安全性も

高めることができるはずである。

5. 地下水離れの動き

〔17〕 私のドイツでの旅は，スイス国境にあるボーデン湖が最終目的であった。ラ

イン河もこ こまでくると清浄であるが，湖水特有のプランクトンの問題は残ってい

た。このボーデン湖を水源とする大規模水道は，西ドイツにあっては異例とされてい

るほどであった。
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西ドイツの南部に位置する Baden-Wilrttemberg州は，水源不足に悩み， 1949年

に調査に着手， 1953年には企業団を結成して，コンスタンツ導水計画に取り組むこと

となる。ボーデン湖を水源とし， 急速ろ過，オゾン処理，塩素消毒をした上で，シュ

ツットガルトおよびその北方まで導水しようという内容で，子供の地図を聞いてみて

も，スイスを南北に切る距離以上はある。

1958年には2.16nr/sの給水を開始し， 1964年には 3.0ffil/sで創設ノレートは満杯と

なったので，さらに第2ルートで4.smi; s，計 1.smi; sの水道用水の供給を行なう

計画である。第 lノレートは幹線延長 164k皿，口径 1,300～1,lOOmmを主体として，第2

ルートはllOkm，内径2.25mのトンネルと，口径 1,600および l,400mmの管路である。

この規模になると，もう人工地下水や，地下注入の話は全く出てこず，担当の人た

ちは，自分たちはドイツの先端をいっているんだという誇りを示していたことが，な

つかしく思L、出される。

〔18〕 ドイツの水道では高水圧での給水が通常であり，中層の建築物へは，受水情

なしで直圧で給水している。衛生面ではすぐれた方式て‘ある。3階建て以上には必〉ず

受水槽が必要と思いこみ，それで外国の水道計画を指導している日本の技術者と同席

して，私はとまどいを覚えた経験がある。それぞれ一長一短があり， 一方が全ての面

ですぐれているわけではないが，日本の常識は必ずしも世界の常識ではないようであ

る。

（厚生省環境衛生局水道環境部）
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