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世界の水道と日本 （百）

一一一パタヤ（タイ〉， フィジー， トンガ，西サモア一一

坂本弘道

はじめに

私は， 1976年7月タイ園パンコックで開催された国連水会議のアジア太平洋地域会

議に政府代表団の一員として，また， 1976年10月以来，同じタイ国のパタヤ海岸の基

盤整備調査を実施している JICA（国際協力事業団）の監理委員としてその調査にた

ずさわるとともに， 2固にわたり現地調査に参加した。

また，今年の2月から 3月にかけて， WHO（世界保健機関）の医療および環境調

査団の団員としてフィジー， トンガ， 西サモアの環境状況等の調査，視察を行なって

きた。

これら 4回の会議，調査，視察等はいずれも水道独自のものではなく，例えば水国

際会議は，世界の水問題全般にわたる広範な課題を討議するもので，水道はその一分

野として議題に上げられているものである。また，パタヤ海岸の基盤整備調査にして

も，道路，海岸，下水道，雨水排除，ゴミ処理等と一緒に水道についても調査を実施

するものである。フィジー， トンガ，西サモアの調査は医療，環境全般ということで

ここでも水道が部分的に出てくるに過ぎない。

したがって，私の各国，各地の経験や資料の収集は，こと水道ということになると

深〈掘り下げたものではな〈，いわば，単に見聞したものなので，その国なりの水道

の真の姿をとらえてきたかというとそれほど自信のあるものではなし、。そのつもりで

お読みいただければ幸いである。

1. パタヤ （タイ）

パタヤはパンコ ックからシャム湾の東海岸に沿って南下し， 150kmのところにある



第1図 パタヤの位置
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クメール（カンボジ ア）

海岸リゾートである。ベトナム戦争の最中，このパタヤのもう少し南にあるサタヒー

プの基地から米軍が発進していたことから，パタヤは米兵達の保養地として栄えた。

この10数年のうちに30余のホテルが建ち並び，海岸には沖合の島々をめぐる遊賞船

が並んでいる。南国の太陽のもとに榔子の木が陰を造り，海は青く，砂は白く，海岸

リゾートとしては，ホノルノレのワイキキ浜等とともに国際的といえよう。

昔は単なる漁村であったパタヤ海岸の保養地化があまりにも急であったために，ホ

テルは立派だが，街造りの基本ともいうべき，水道や下水道がなく，道路や海岸にし

ても，ホテルの建設の折々に手を入れてきたので全体としての調和が取れていない。

そこで，今回，タイ国政府の要請によって日本政府がこの海岸を真に国際的なリゾー

トとして発展するよう，上下水道，道路，港湾，ゴミ処理等のいわゆる基盤整備の調

査を行ない，将来にそなえようということになった。

調査のやり方は，従来からの海外技術協力と同様， JICA（国際協力事業団）が実施

することになった。調査は，基盤整備が中心で，国際観光地の開発という観点から，

運輸省観光部OBである国際観光振興会の須藤幹雄理事を委員長に監理委員会が発足

した。委員は，観光部門，港湾開発，港湾地域計画で運輸省から 3名，道路，都市計

画，下水道の関係で建設省から 3名，それに水道部門で厚生省から 1名，委員長を入
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れて 8名で構成されている。また， この委員の他に，厚生省からゴミ処理の関係で 1

名協力して現地にも出かけている。

また， JICAの委託を受けて，パシフィックコンサルタント， 日本テトラポッド

欄が調査を実施しており，タイ国政府側からはカウンターパートと して，タイ政府観

光局，公共事業局，都市局等の人々が参加している。調査は， 1976年の10月から開始

され，今年の11月には完了する予定で，目下のところ， ゴし雨水排除，港湾等のフ

ィジピリティスタディを行なっており，すでに，全体のマスタープラン，および下水

道とそれに伴う道路街路整備のフィジピリティスタディは完了している。

さて，このうち水道関係についてお話しよう。そもそもパタヤ海岸の基盤整備の必

要性は水道の不備なことから話がもち上ったとしづ。パタヤ海岸のホテルの水源は今

はすべて地下水でまかなわれている。ホテルの数が少なかった頃はこれで十分だった

が，海岸に沿ってたくさんのホテルが建てられるにつれて，地下水が不足しだした。

それに，過剰汲み上げによる塩分の増加や，浅井戸なのでホテルの汚水が地下水に流

れ込む危険も出てきた。ホテルの汚水はそのまま地下に浸透させたり海岸に放流した

りしているのだから，飲料水に混入する危険は十分ある。

例えば私達の泊ったホテノレにしても，洗面所の蛇口をひねると黄色い水が出てく

る。風呂に入ろうと浴槽に貯めておくと全体が黄色くなっている。こんな水で顔を洗

い風呂に入っても何となく気分がすっきりとしなし、。国際級の リゾートとして発展さ

せるにはまずこの水問題の解決が第 1である。

パタヤ海岸で最高級だというロイヤルクリフホテルを見学したが，ここではもう付

近の地下水だけではまかないきれず，そこに近くの井戸で汲み上げた水をタンク車で

運んできている。この水を独自で・造った沈でん池に入れて， 薬品で浮遊物を落した後

ポンプで少し高い丘の上のホテルまで上げている。他のホテルでも独自の井戸で良好

な水を得られるところは少なく，やはりタンク率で水を買っているホテルもみうけら

れる。このような状態だから，欽み水は水道の蛇口から直接とし、うわけにはいかな

い。ポラリスという商品名のついた飲料水をピンに詰めて売っており，これを生で飲

んでいる。

パタヤの水不足をどうするかということで，タイ国政府は日本でいえば経済企画庁

のようなところが調査を実施した。パタヤ地域の水資源開発ということで，アメリカ

のマサチューセッツ工科大学やハーパード大学で水資源を専攻してきたというサピッ

ト博士が中心になって報告書をまとめている。彼はまだ30代の若さで政府の先頭に立

ってこの困難な仕事をまとめた。タ イ国政府が独自に行なった調査の報告と しては初

めてのものという。そういえば，この前のタイの観光大臣は，大臣になるまではチュ

ラロンコン大学の教授でこの方も30代だということだった。タイでは若い人が活躍し

ている。
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タイ国政府の報告書によると，パタヤの水問題の解決策としては，パタヤの北38k皿

にあるパンプラ貯水池の水を国道に沿って遠々と運んで来るか，またはパタヤ近郊7

kmのところに建設中のマッ プラチャン貯水池の水を利用するかということである。

マップラチャン貯水池はノミタヤに近いし，しかも自然流下方式で水が送水でき，た

いしたポンプをつけることもないので，パタヤ海岸の水不足を解決するには最良の方

法である。しかしながら，地元の地主の反対で貯水池の建設が思うにまかせられない

ということで，やむなくバンプラ貯水池からの送水方式が上げられている。日本側の

調査団は，タイ国の報告を参考にしてマスタープランを作成した。やはり両貯水池を

対象にして実地調査を行なうもので，将来の発展を考えるとマップラチャン貯水池で

不足する水はバンプラ貯水池の水でまかなうということである。マスタープランにあ

げた水道計画で、は， 1日平均需要水量が 198i年 1万6,200m¥ 1986年 1万9,800m3, 

1991年 2万8,400m3,1996年 3万5,800m3となっている。最近では，マップラチャン貯

水池の用地買収の話がうまくまとまりそ うで近々工事を進めるとL、う情報が入ってい

る。どこの国でもやはり用地買収やタム建設には困難がつきまとうことをこの計画で

もみせている。 1日も早く解決し，あのパタヤの黄色い水を追放しなければ，如何に

鳴りもの入りでパタヤ海岸の宣伝をしてみても，やって来る人々ががっかりするだけ

だろう 。

パンプラ貯水池の下には，現在，付近の地域に水道水を配るための浄水場がある。

浄水方式は日本でもおなじみの急速ろ過方式であるが，管理面でうまくいっていない

とみえて，浄水処理の過程でできるフロ ック（フワフワとした綿のような沈でん物）

がうまくできあがっていない。維持管理の担当者は，日本に行って水道の勉強がした

いがどうすればいけるか，とさかんにたずねていたが，やはりこのような人々をよん

で管理の向上を図る必要があると思う。

パンコッグでも浄水場をみせてもらった。バンコック市内を流れるチャオピア川の

上流で取水し，ここも急速ろ過方式で浄水していた。パンコ ッグの水道は技術者も豊

富なのか，少なくとも浄水場の管理はうまくやっているよ うである。ただ，ホテルや

一般の家庭の水が蛇口に口をつけて飲めるかというと，少なくとも私達外国人につい

ては絶対安全といえるものではなし、。タイ国政府機関の研究所を訪れ，水質担当の人

に蛇口の水の安全性をたずねてみたところ，自分達は平気で飲んでいるし，ほれこの

とおり水質基準もあるので，このとおりの管理をやっているとのことであった。参考

のためタイ闘の水道水の水質基準値を次頁に表にしてあげておこう。

ホテルの水が飲めないのは独自の井戸を持っていてその井戸水が汚染されている可

能性にもよるとL、ぅ。何しろパンコック市内にはまだ下水道が完備していないのだか

ら。また，水道の水も，浄水場でしっかりと浄水し塩素滅菌していても，十分安全で

ないというのは，断水等によ って水が止った時，配水管などから汚水を引き込むこと
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表 タイ国の水道水の水質基準

項 目

色 度 （Coler)

臭 気（Oder)

濁 度 （Turbidity)

総残留物 （Totalresidue) 

総 硬 度 （Totalhardness) 

塩 素イ オン（Chloride,expressed as Cl2) 

塩素イオン （Chlorideas NaCl) 

フ ツ 素（Fluoride,expressed as F 2) 

硫酸イオン (Sulphate, expressed as Na,SO,) 

酸素消費量（Oxygenconsumed37。C,3hrs) 

アン モニ ア （Ammon叫 free,expressed as nitrogen) 

アルブミノイドアンモニア
(Albuminoid ammonia, expressed as nitrogen) 

硝酸塩 （Nitrate,expressed as nitrogen) 

亜硝酸塩 （Nitrite,expressed as nitrogen) 

枇素

銅

鉄

鉛

マグネシウム

亜 鉛

pH 

基準

20度

臭気がないこと

5度

l,OOOppm 

300ppm 

330ppm 

550ppm 

1. 5ppm 

250ppm 

1. Oppm 

O. 05ppm 

O. lppm 

4.0ppm 

O. 002ppm 

Q. 05ppm 

3.0ppm 

O. 5ppm 

O. lppm 

125ppm 

5.0ppm 

6.5～8.5 

〈注〉 色度はプラチナコパJレト尺度（Platinumcobalt Scale），濁度はシ リカ尺度（SilicaScale) 

によるのかもしれなし、。パンコ ックの水道や，その周辺の水道，またタイ圏第2の都

市チェンマイの水道の計画や建設にも 日本から専門家が出かけていって指導にあたっ

ている。

2. 7ィジー

フィジー， トンガ，西サモアには，今年の2月10日から 3週間の予定で出かけた。

調査団は4名で，団長は厚生省大谷科学技術審議官，団員は紀伊国筑波大学教授， 厚

生省国際課の斎藤補佐，それに私。大谷審議官は医学，紀伊国教授は病院管理，斎藤

補佐は薬学，私は衛生工学が専門である。WHOのフェロ ーシップで，医療環境調査

が目的である。
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第2図 フィジー，トンガ，西サモア

フィジーは1970年までイギリスの植民地だった。 300余りの島から成り立ってい

て，これらをすべて合わせても四国より少し小さいくらいである。そのうち一番大き

い島は首都スパのあるプチレブ島で，これだけで四国の半分くらいの大きさがある。

フィジーは昔は人喰の習慣のあったところで 1人で 1,000人もの人を喰ったという話

もある。今は全くの文明国で，長い植民地政策の結果すっかりイギリス風の生活様式

が身についている。

フィジーの人種構成は複雑で，今ではインド系が48%，いわゆる原住のフィジ一人

が40%，残りが白人と中国人，全体の人口は51万人である。何故こんなにインド人が

多いかというと，植民地時代にヤシと棉花の生産のためインドからやってきた労働者

が増えたためである。当時4万人程度の労働者がやってきたが，その人達が今では20

万人以上になっている。フィジーの首都スパを歩いていてもインドの街かと見間違う

ほどインド人が多い。

インド人と原住のフィジ一人との関係は微妙なところがあり，原住フィジー人が国

の主導権を握っているが， 国会議員にはインド系の人々もたくさんいる。政府の役人

にも明らかにインド人だとわかる人が高官になっている。また，いわゆる原住のフィ

ジ一人の中にもこのプチレプ島の人と付近の島々で顔型が異なっている。原住のフィ

ジ一人は男も女も大柄で大きな顔をしている。
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フィジーは年閣の降雨量が3,000mmもあり， プチレプ島では大きな川がみられ

る。水道の水源は｝｜｜と地下水と両方である。イギリスの値民地時代に徹底した文明化

をやったおかげで住民の生活様式はヨーロッパ風である。首都スノミの水道もきれいな

水が出ており，直接蛇口から飲んでも大丈夫とのことであった。

フィジーは，南太平洋に幾つかある小さな島の国々では中心的な役割をしており，

それが生活環境面の整備でも表われている。例えば医学では，医科大学にあたる医学

校が南太平洋地域の医学の要としての役割を果しており，各国からの留学生を集めて

いる。

水道の施設を直接見学する機会はなかったが，スパの下水処理場は真青な海の眺め

られるところに散水ろ床方式で運転されていた。スパの街全体の下水を処理するとこ

ろまではいたっていないが，近い将来その実現も可能だろう 。

水道は，スパの街から離れた農村の中にもちゃんとヲ｜かれており，この国の生活環

境の水準の高さを示している。物事は今だにイギリスを中心に動いているようだが，

この地域で同じ英連邦の国であるオーストラリアやニュージーランドの果たしている

役割も大きい。

3. トンガ

トンガは南太平洋で唯一の王国である。 150ほどの島からできてお り，そのすべて

をあわせても琵琶湖くらいの大きさである。人口は約8万人で，そのほとんどがポリ

ネシア系のトンガ人である。島はサンゴ礁でできており，首都ヌクアロファのあるト

ンガで一番大きい島は飛行機から眺めても一面平端で，そのいたるところにヤシの木

が植えてある。ヤシの木のないところに住家が集まって建てられている感じである。

街はフィジーに比べると小さな島であるからだろうか何となく田舎に来たような気

がする。それだけまた人々も素朴で，子供達はサンゴ礁の青い美しい海岸で終日水遊

びを楽しんでいる。

水道の水源はすべて地下水。サンゴ礁の小さな平べったい島なので川がない。だか

ら飲料水は地下水でまかなうことになる。地下水だけに水質が良好だが最近は塩分が

多くなっているところがみられるとのこと。揚水量が少ないうちはよいが，量が多く

なると質の面でも障害が出てくる。今はまだ観光客もそれほど多くないので水の面で

あまり苦労していないが，客がどんどん増え，水がたくさんいるようになると，タイ

のパタヤと同じような問題が出てくるかもしれない。

トンガは面積が小さいだけあって目下人口抑制に力を入れており，村々には家族計

画推進のポスターがはられている。このような島国では，人の数次第では水にも影響

がおよびかねない。
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4. 西サモア

西サモアは人口 13万5,000人でそのほとんどがポリネシア人である。サモアにはア

メリカンサモアと西サモアがあって西サモアの方は独立国である。昔ドイツの植民地

だった頃にはドイツの指導でヤシの木を植えており，それが今突をつけている。ドイ

ツ式にきちんとびっしり植えられている。

この国もたくさんの島があり，中でもサパイツイ島とウポノレ島は割合に大きい島で

ある。トンガのように平端ではなく，山らしし、小高いところもあり，森林もみられ

る。でもやはりサンゴ礁の島である。

首都アピアは人口 2万5,000人の街だが，ここの水道はひどいものである。ホテル

の水道の蛇口から泥のかたまりが出てくる。しばらく勢いよく出して洗面器をみると

泥やら木くずのようなものがたまっている。とても飲めた代物で、はない。でも，この

国にアメリカの平和部隊から水道の仕事で来ている人にこの水が平気で飲めるか飲め

ないかの話をしたら，彼はこの 3ヵ月ずっと飲んでいるがなんともないと平然と答え

た。考えてみれば犬なんか水たまりの水を飲んでそれでも生きているのだとは思いな

がらも，兵隊さんは強いというのか立派というのか驚いたものである。

どうしてこんな泥水が出るのか原因が知りたくなって市の水道局に出かけていっ

た。何しろ今まで、訪れたフィジーにしてもトンガにしてもこんなことはなかったのに

同じ南太平洋の島でこうも違う原因は何なのだろうと。

水道局ではオーストラリアから来ている妓師とさきほど述べたアメリカの平和部隊

の隊員が説明してくれた。この園には水道の専門家は 1人もいないとしづ。このオー

ストラリアの技師が何もかもやっているとし、う。計画，設計，施工管理すべてであ

る。もちろん人夫はサモア人である。

水源、は川と地下水である。現場を案内してもらうことになり， トラックで出かける

ことになった。山道を走り，川のほとりに出る。水はこのJllから自然流下でアピアの

街に通じているとし、ぅ。途中にろ過施設も何もない。自然のままである。昔，江戸時

代にわが国の城下町がよくやっていた方法である。だから川の水が濁ればそのまま蛇

口の水も濁るわけである。塩素滅菌の用意もしであるが，これは非常用だという。上

流で赤痢やコレラでも出たという時に使うのである。それまでは川の水をそのまま蛇

口までとどけている。

だし、たいこの国では水道を飲み水として考えていないらしし、。いわば雑用水のよう

な使い方である。冷たい水はヤシのジュースでも飲んでいれば十分である。それに水

は天からのさずかりものということで水道料金を十分払う考えがなし、。メーターなん

か取りつけても意、味がなく，すぐ誰かが取りはずしてしまうだろうとのことだった。

水道の施設はほとんどオーストラリアやニュージーランドの財政，技術援助ででき
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ている。しかし維持管理となると現地にまかせており，それがまたおそまつで，しか

も改良工事の金がないということが，蛇口から泥が出てくるとし、う結果として表われ

てくる。水道に対する物の考え方が違うようである。

（厚生省水道環境部水道整備課）
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