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世界の水道と日本（X)

一一一カンガルーの悶オーストラリヤ一一一

河村勧

孤立したオーストラリヤ大陸

オーストラリヤは速い普から他の大陵とは孤立していたために，この大陸の植物，

鳥類や崎乳動物は，この大陵に独特なものが多くみられる。 早い話がカンガルーやコ

アラベヤーといった特異な動物が，この国の一つのトレードマークになっているのは

衆知の事実である。しかし， Sydneyや Melbourne等の大都市を旅行者として通過

しただけでは，欧州やアメリカの都市とほとんど違っていなかったという印象しか残

らないであろうが，半年から 1年以上もこの国に住んで，あちらこちらとドライブし

て回るとこの国のユニークさが判ってくる。その証拠に旅行者としてオーストラリヤ

を訪れた人達の写真は，有名な Sydneyのオペラハウスだとか Melbourneの博物館

その他観光ルートでのスナップばかりであることが多い。

動物で特異なものはカンガルーやウォンパットで代表される有袋動物（Marsupials)

やコアラなどの弱し、動物が生存していることである。この大陸で猛獣と見なされてい

るのは Dingoと呼ばれる野犬だけであり， このディンゴは羊を含めて他の弱い動物

を殺すので，毒餌，射殺，その他，あらゆる手段でこの犬を撲滅する事を国策として

いる。虎やライオン等の猛獣は海に固まれて孤立したこの大陸に渡ってくることがで

きなかったことが，この固に住む動物を独特なものにしたものと思われる。私共の家

族が住んでいた Adelaide市の郊外の家の庭や近くの公園には，いつもオオム，かさ

さぎ，みそさざいなどが群をなして飛んできて，遊んでいる情景を良くみかけたもの

で，全く別世界にきた感じを味わったことを覚えている。

夜に空を見ると北半球の空とは全然違った星座が見られたが，有名な南十字星はそ

れを見つけるのが案外むす．かしかった。しかし，夜空の屋は澄んだ空気を通して，都
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市の電光に妨げられることなく観察されて，ああ自分は今はオーストラリヤにいるの

だということをしみじみと感じた。

この国はご存知のごとくアメリカ本土と同じ位の広大な面積を有するが，その70%

以上は砂漠かそれに近い状態であり， 1年間の降雨量が l,OOOmmを超す地域は，大陸

の東から東南部の海岸線に沿った地帯と，大陸の西南部の Perthを中心とするごく

限られた部分だけて、ある。人口の分布も総人口の 1,200万余のほとんどが，大陸の東

南部の海岸線地帯と大陸西南部の唯一の都市 Perthに集中している。 この大陸には

大きな河はほとんどなく MightyMurrayと一般に呼ばれている Murray河とその

支流の Daling河が大陸の南東部を流れてし、るのが唯一の大河であるといっても過言

ではない。

オーストラリヤに住んで一番印象に残ることの一つは，最近建てられた家以外はほ

とんど家の屋根が波トタン板でできており ，雨水は雨桶で集められて大きな天水桶に

貯水されるようになっていることである。天水はもちろん飲料，炊事，洗濯などに使

用するのが目的であるが，たしかに天水を使って出した日本茶は，水道水を使った場

合よりも格段においしかった。また雨が降り出すとトタン屋根で、あるためにその最初

の一滴から気がつくし，雨足の激しい時はやかましくて困る思L、をしたのを覚えてい

る。またこの圃の国土の大部分は人口密度が少いし，雨も少いので，主要幹線道路以

外は市外に出ると河に橋がなく，道路が河底に向って下降し，その下降部には道側に

標尺があって，水深が読めるようになっている。ある日友人と車でこのような個所を

降雨後に無理をして通過したのはよかったけれども，浸水した水のために足首まで水

がきたこともあった。

もうーっつけ加えておきたいことは“はえ”の多いことで，特に郊外や山にハイキ

ングに出ると，前方に歩いている人の着物の背中にまっ黒になる位にはえがたかって

いるのを何度も見た。したがって，帽子は必要品であり，広し、ふちの帽子のふちから

多数のひもでつるしたコルク栓をつるした種類の帽子もあり，これは首を振るごとに

顔や首にたかったり，たかろうとするはえを追っ払うために特別に工夫されたもので

ある。

オーストラリヤは白人の国であり，生活水準も欧州並みであるにもかかわらず，色

色な面で孤立した大陸で、あるという感を深くさせられる。

オーストラリヤの水道

この国では英国並みに浄水場は WaterTreatment Worksと呼び， 米国での表現

のWaterTreatment Plantとそのニュアンス異をにする。事実，処理の施設のほと

んどはUK方式（UnitedKingdom）であるのはこの国の歴史から考えて不思議では

ないが，一方，新しい方式を採用してみようとし、う気性に多少欠けるきらいもある。
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早い話が多くの市町村，たとえば Melbourne,Adelaide, Perthなどが塩素処理のみ

で給水している。原水の水質は人口と産業の現状，それに地質と気象条件を反映して

一般によい。 しかし色度だけは相当に高いことが多く，その原因は地表水の場合は植

物性の有機コロイドに原因するのが普通であるが，地下水の場合は鉄，マンガンによ

る場合とそれにフミン酸系の有機質が重複してし‘る。

日本や米国の水道水になれている人々は平均色度40度の水を給水しているAdelaide

市の水道水には驚かれることと思う。着色した小容量のコッフ。に水を入れたので、は気

が付かないが，白い BathTuhに水を張ると番茶色をしてお り， どうしても風呂に

入って身体を洗う気になれなかった。

しかしこの国の水道も世界的な風潮である“より良質で安全な水を豊富に”という

スローガンの影響を受けて，各州や都市では THM(Tri-Halo-Methane）を初めとす

る有機物の発癌性物質や，有機と無機の毒性物質，それに Virusesなどの除去に注目

し始め， Pilotplant studyや Benchtype studyが活発に行なわれるようになった。

色度40度の表流水を 8mg/Cの塩素処理のみで給水した場合は，数時間後のTHMの量

は米国のEPAの提唱するTHM限度をはるかに上回っていることは明らかである。

すで、に述べたようにここ数年の聞に各都市とも新浄水場の建設や既設の処理施設の

改良，拡張を行なっており， Adelaide市とその周辺（人口70万人〉を例にとっても，

昨年には HopeValley浄水場（350Mt/d）が完成，次いで今年の夏には AnsteyHilt 

浄水物（330Me!d）が完成予定であり，双方とも最新式の凝集，沈激，ろ過と塩素殺

菌の処理系統を有するから，この都市の水道水質は飛躍的に良質となるのも遠い先の

ことではない。

また Sydney市とその周辺都市も DirectFiltration方式の大小の新浄水場の計画

が Pilotplant studyに基ついてなされており，その一つである4,200Me/dの大浄水

場は数年以前から企画されているが，これは市の財政問題のために設計の段階にもは

し、っていない。

ご承知の如く，この国は数年以前に古いFPS単位（Foot-Pound-Second）から MK

S単位（Meter-Kilogram-Second）を飛び越して， 一気に SI単位 (Intern a tional 

System of Units〕を採用した。したがって浄水場の能力は litersper secondが正式

の表現方法であるが，普から使用してきた MGD(Million Gallons per Day）との換

算を容易にするため，Megaliters per day (Meld〕の単位を使用している。 Impe-

rial MGDの値を4.5倍すると Meldに換算できるから，簡単だというわけである。

単位で一番最初に面くらったのは，水圧の表示法である KiloPascalであるとか，

Newton-mで表示したモーメントなどであった。米国もここ 2,3年の間に SI単位の

使用を実行するから，日本も使いなれた MKS単位にいつまでも固執するのはどうで

あろうか。



オーストラリヤの浄

水方式で一番目につく

のはろ過池の洗糠方式

であり， PatersonCa-

ndy式の AirScouring 

に伴う逆洗糠がほとん

どの場合に採用されて

おり，米国や日本に多

い圧力水のJetsによる

表面洗糠に伴う逆洗様

方式はほとんど見当ら

なカ沿っTこ。

またもう一つの注目

すべき点は，この国の

地下水に鉄やマンガン

が多く，その除去が容
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易でないことから“HighGradient M1gnetic Separation Process (HGMS）”の使用

が真剣に考えられていることで， 大学や研究所での pilottestでは非常によい 結果

を得ていることが報告されている。

HGMS処理というのは，まず原水に粉末状 C>O.lμm）の Magnetite(Fe,O，〕の

ま口き磁性物質を適当量（50～1,OOOmg/t）連続添加すると共に，必要に応じて Alum

を凝集剤として加えて撹枠する。撹持操作は原水中の鉄，マンガンを初め，濁度物質

や細菌類までを Seedingした磁性微粒末に， Floeと共に吸着させることにある。次い

でこの撹件後の水を磁場の下（約1,000 o~rs teds intensity）におかれた Stainlesssteel 

の woolmatrixで構成されたろ過層を通過させて， seedngした Magnetiteと共に

それに吸着された諸物質をろ過速度1,OOOm/dかそれ以上のろ過速度でsteelwoolに

吸着除去するのである。この HGMS法は以前から工業分野では利用されているが，

水処理への応用は4,5年以前とその歴史が新しい。この処理法については DeLatour 

がAWWAJournalの June,August & September, 1976に発表しているが，その

概念は上図に示す如くである。

今後の問題点

オーストラリヤの水道は最近になってやっ と先進国並みになろうとして努力してい

るというのが実態である。水処理が最近まで余り問題にされなかったのは，その国土

の広大さに対する人口の割合や産業の発展の進度にもよるが，この国の封建的な物の
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考え方と英国から引き継いだ階級制度と，それに伴う労働組合の異常な権力なども見

逃すわけにいかなL、。例えば今でも多くの場合水道料金はその家と土地の国定資産額

に比例して決定されており，その家族の人数や実際の使用量には関係しない。これで

は一般に水を節約するという観念がないのは当り前のことである。事実，夏の乾期に

はどの家庭も昼夜を間わず sprinklerで撒水していたし，水道局の配水日誌を調べる

と夏の暑い日が続く時期には 1日時間最大使用量が24時間中続くという日本などでは

考えられない配水のノミターンを示している。したがってこの国の人達が考え方を変え

て各戸ともメーター制にしなし、かぎり，取水，浄水，配水施設の建設や高度の処理を

行なう と非常な無駄があるわけで、，合理的な水道計画は立てるこ とができない。

またこの国で人を雇うと 1年に 1ヵ月の有給の休暇を与えなければならないし，彼

等が休暇中は給料にプラス17.6%の金を余分におこづかし、と して支払わなければなら

ない。また超過勤務を頼んでも，超勤をすると年収額が増すことによって税金を多く

取られるから駄目だとことわられることが多い。実際，税金は非常に高率で，収入の

半分を税金に取られて驚いたことを覚えている。とにかく，この国は労働者諸氏の権

力の強いことで有名で，ある意味ではよいことであろうが，反面仕事の能率は極めて

低いし，仕事が短期間の中に完成できない。また，階級制度が確立されているのも，

色々な面でマイナスの要素が多いように考えられる。

最後に日本の影響について一言しておきたい。オーストラリヤには日本人が少いの

はご承知のとおりであるが，同時に日本の水道技術の影響は全く見ることができなか

ったのは淋しいことであった。しかしオーストラリヤの経済は日本に依存している率

が大きく，オーストラリヤのドルの価値は，ほぼ日本の円に比例して上下しているの

で，その点は日本に一目も二日も置いている。各都市にはダットサン， トヨタ，マツ

ダといった車が多く見られる。その反面，森林資源，水産資源の乱伐や乱獲，それに

地元の利害を無視した日本商社の強引な販売政策などに対しては，テレビでも新聞で

もよく批判している。近視限的な商法は最近は少くなっているとは思うが，もう少し

遠大な計画と共に，日本に帰ることばかりを話題にして，短期計画で仕事をする海外

派遣員ではなく，外国のために働き，そこで骨を埋める覚悟の人々を養成してもらい

たいものである。

(Vice Pre凶ident,James M. Montgomery, Consulting Engineers, INC.) 
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