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水 資源 開 発 と 水 質

有水彊

はしがき

筆者は約 2年前，ストックホルムでの学会の後， NHKの名曲アワーでグリ ークの

ピアノ協奏曲と共に現われる ノルウェー中部の氷河に行き，氷河の水割りを楽しんだ

ことがある。

ところが最近わが国でもlt入りの紙パック天然水を売り出すメーカーが相次いで

いる。そうした銘水のもつ人気の秘密は水道水の味の低下，とくにカピ臭いにおいへ

の嫌悪にあるといわれている。そして大都会でおいしい水が飲める時代は過去の話に

なったようであり，こ こで自然水が売り出されてきたのも塩素殺菌による水処理に限

界がきたと考えてもよいのではあるまいか。

こうした天然水の価格を現行の水道料金で逆算すると，紙ノfック物は水道水の約

2,000倍もの値段になっている。欧州の自然水の値段はわが国の 3分の lくらいであ

るから，ここで買わされる水価格は異常なものであって，変われば変わったものとし

て，昔日の感にたえない。価格は需給関係を正直に反映するものと考えれば，わが国

の水道水の水質の低下に対して相当の関心が払われてよいのではあるまいか。

ところで水質問題は飲料水としてのそれだけではなく， 今後産業の問題としても重

要性をもっている。というのは，わが国の産業構造は「水を売って油を買う」という

性格をもっていたことが明らかにされているが，それは製鉄業にみられる水量の問題

から， 情報社会の発展に不可欠となる半導体素子の生産には，すぐれた水質をもっ水

を必要とする問題に進んでいるこ とが注目されてよいからである。

水資源で作られる水については，元来，水量が中心に考察され，したがって物理的

なプロセスに限定されてきたが，それと同時に作用 している化学および生物的プロセ

スに関係をもっ水質は，あまり取り上げられなかった。もちろん水質にも大気の影

響，社会，経済および政治が関係していることはい うまでもないが，今までのとこ

ろ，水量の後に隠れていた水質問題をこれから取り上げてみたい。



有水 ；水資源開発と水質 51 

I. 水質汚濁の種類

さて水量と異なり水質に最も大きな影響を与えるものは人間の活動である。したが

って水質問題の歴史は古くない。

この水資源での水質問題を最初に取り上げたのはアカーマンで， 1969年 6月アメリ

カ・イリノイスで催された IHSにおいてであった。彼はこの分野の研究に実り多い

ことを強調したが，その後この方向への研究には大きな進展はみられなかった。しか

し最近になって急激に環境科学の研究者により組織的な研究の発展が試みられている

ことをもはや見逃すわけにはいかなくなっている。そこでは正しい水資源管理からえ

られる利益と，管理の仕方を誤った結果との比較が目的となっている。

ところで，水質低下の原因は大別してつぎの 3項目の汚濁によると一応分類されて

いる。現実にはそのいずれか一つだけによる場合もあれば， 三つ全体が総合して作用

する場合もあって，多くの組合せがありうる。そうした汚濁の原因となる物質の発生

源は，農業，林業，畜産，都市排水，工場，鉱山，道路，廃棄物処理，野生動物等，

数が多いが，最後に最も原始的な水源地に源をもっ自然発生的な水の流れが，それに

含まれるこ とさえある。ここではその主なものだけを取り出すことにしたい。

(1）物理的汚濁

水源地から出発する表流水に通常みられる重要な汚濁項目は，濁度，色，温度，沈

澱物，および臭気である。水質規制にともない，鴻過されない表流水の水系にとり，

濁度に最も関心が集まっている。濁度の原因は土壌浸蝕に求められるが，それが自然

発生的なもので少量であればともかく，洪水，開墾や土木工事等の人為的な原因によ

って大量の場合には問題にされる。事実，道路建設，者fl市開発等による土砂流出は水

質に重大な影響を与える。この場合の汚濁物質は沈澱物で濁度を大きくする。建設工

事は少量であっても無視できない量のコンクリ ー トやアスフ アル ト製造のための洗糠

水を流出させる。その他，肥料，殺虫剤，油脂，潤滑油の流出を見逃すわけにはいか

ない。これらの汚濁物質の多くは，適当な構造物を作る等の対策をほどこせば処理で

きる性質のものである。

その他，河川工事や貯水池工事は水質に大きな影響を与える。河川改修によって流

れ出す河底沈澱物は濁度を大きくするばかりでなく，新しい沈澱物を作ることがあ

る。

水源地帯での人間活動が水質に影響を与えるものに温度と色伎がある。河川の川岸

の林木を伐採すると，林木で遮ぎられていた太陽熱が直接水面にと どくので， 水混を

上げることが知られている。沼沢池からの排水は色度に変化をあたえる。
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(2) 化学的汚染

都市下水および工場排水以外に，肥料，殺虫剤，除草剤および収穫後残された作物

に由来する多様な化合物を含む農業からの排水，家畜排水が水質汚濁の原因物質にな

る。その他のものとして， 水源地域の道路も重要な汚濁源で，自動車からの排気ガス

中の鉛が水中にみつけられている。 この鉛は河川の堆積物に極めて高い濃度をもって

残っている。さらに油やグリ ース，道路の舗装に用いられる塩類がこれに加わる。

その対策としては，道路からの流出物を完全に処理することである。それが不可能

な場合，河川にその流出物が直接河川に流入できないような施設が必要になる。 また

そうした施設に水処理施設を加えることが望ましい。

積雪の処理に塩類やその他の汚染物質を加え，その雪の処分が水源地で行われる

と，汚染を招くことになる。したがって， ここでも積雪の処分に汚染の原因になる物

質をまったく用いないか，すくなくとも量的に制限し，処分した積雪の融水の河川へ

の流入を阻止し，あるいは水処理を行う施設を設けるべきである。

元来，道路は水質汚濁の元凶であって，道路建設のもたらす大幅な汚濁の拡大を避

けるわけにはいかない。道路から流出する汚濁物質の内容については，後で詳細にふ

れるが，道路が水源地域に設けられると，産業廃棄物がひそかにそこに運ばれ，投棄

されるという行為を完全に取り締まることが不可能に近いことを考える とき 3 道路が

与える水質問題がもっと真剣に考えられてよいのではあるまいか。ちなみにわが国の

運輸統計によると，運搬される物質の第一位が石油関連商品であり，産業廃棄物がそ

れに続いている。したがって，多種多様の石油製品によって水源地域が汚染されるこ

とは避け られないのである。

また，水源林での殺虫剤撒布は水質汚濁の原因にな りうる。それには空中撒布も含

まれている。

(3）微生物による汚染

もともと都市水源林の管理は，病原菌による自然汚染の防止から出発してきた。し

たがって，水源地への人間の立入り は，それがレクリエーション目的であっても，そ

の他の住宅建設や廃棄物投棄と同様，禁止されることが原則であった。

つまり未処理の下水が伝染病を発生させる原因を作るので，水源地域の水処理施設

が示す浄化機能については特別な検査が不可欠になる。しかし観光客の立入りが多く

なると水質維持のための費用がかさんでくる。 人間ばかりでなく， 野生動物も水源地

域では水質汚濁の原因を作る。

こうした問題についての興味深い調査がアメリカ ・ワシントン州とオレゴン州で行

われた。ワシントン州セダー河とグリーン河とオレゴン州クラカマス河の水源地域で

調査が試みられたが，そのいずれも人間の立入り状況では異なるものの，自然環境は
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同じである。その中でセダ一戸I水源地の管理は行き届いているが，グリ ーン河では水

源地域に住宅が多少あるものの， レクリエーションは多少許可されている。クラカマ

ス河では無制限に水源地域に接近できる。これら三つの水源地域での異なった人口密

度により生ずる水質の差と水源地域が十分管理されている場合，そこから流れてくる

水の水質がどうなるかについて調査が行われた。

人口密度については，セダー河では最大0.7人／日／平方マイノレ，グリ ーン河では最大

I. 4人／日／平方マイル，クラカマス何では最大5.7人／日／平方マイルであるが，現行の

水質測定技術ではその差を明確に区別することはできなかった。また野生動物につい

ては， 57頭／平方マイlレ， 49頭／平方マイル， 45頭／平方マイルのJi慎になっており，その

頭数密度は人口密度より温かに高いので，水源地域からの水の中の大腸菌密度は野生

動物が支配的な影響をもっと考えられる。管理の行き届いているセダー河の最も下流

ででの水質検査の結果によると，病原性大腸菌が 100mt'当り常に100以下とはいえ，

検査回数の28%に現われた。また濁度は常に STU以下であった。このように最もよ

く管理されている水源地の場合であっても，病原菌が水中に含まれる可能性が潜在的

に残っている。

2. 水資源開発と水質汚濁の発生

水源地域がまったく未開発の状態にあった当時，つまり 20世紀に入るまでは，水源

地管理は簡単ではあったが，水処理技術も開発されていなかったので， 水源地域，貯

水池および河川の水が汚染されないことが絶対に必要であった。一方，水源地域の地

価も安かったので，土地の買収も十分に行われ，水質の維持も自然に進行して，消費

者にそれらの水が直接供給されていた。そして魚釣りや水泳等のために水源地に立ち

入ることは禁止されていた。もっとも交通手段も発達していなかったので，水源地ま

で遊びにくる人もほとんどいなかった。一方，水を利用する人達も清浄な水の価値を

理解し2 水道事業に協力してくれた。また今日みられる多様な 化学物質，たとえば

DDTのようなものも当時は作られていなかった。

水処理技術として最初に開発されたのは砂減過で， 1900年に入り病原菌が塩素消毒

によって簡単に除去されることがわかって取り上げられた。その結果，貯水池，湖水

や河川が水以外の利用に提供しでもさしっかえないのではないか，ということになっ

た。さ らに各種の浄水技術がその後導入されると，公衆および水道事業関係者がもっ

水源地域に対する見方に変化の生じたことを見逃すわけにはいかない。

同時に貯水池や水源地のある僻地にまで都市化の波が押し寄せて，水源地域の開発

が始まった。こうした変化は極めて緩慢であり，まず最初に農業が導入され，ついで

道路および交通手段が改善されるのにともない，住宅が少しずつ建てられるようにな

った。その結果水源地の地価が上昇し始め2 水道事業による土地買収が困難になっ
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Tこ。

一方で水処理技術の進歩が水源地での水質を重視するそれまでの行き方を変えて，

水源地利用の商品化が始まり，地元での飲料水媒介による伝染病の発生が少なくなる

のに反比例して，水源地の多目的利用が増えていった。

ところが最近になり，こうした行き方を反省しなければならない事件が続いて発生

したことから，水源地の水質より浄水場の施設強化に重点をおいてきたこれまでの行

き方を再考しよ うとする動きが始まっている。しかし，昔のように立入禁止の水源地

を造成することは容易でないが，そうした方向を目指した気還は動き出しているよう

である。

その原因は塩素消毒による発ガン物質の発生が主要河川に認められてきたことに始

まる。そして上水道利用者を保護することが大きな関心事になってきたからである。

したがって，上流から流れてくる清浄な原水が途中で汚染されないよ うなシステムを

作ることが要求される。

確かに古い時代の水資源政策は現在でも有効であり，そ うした行き方をー貸して維

持してきた水道事業はないわけではない。しかしi争水技術近代化の最初の，そして最

善の化学物質である塩素が別の化学物質と結合するとき危険な物質に転化し，そうし

た化学変化が河川の上流の貯水池に微量ながら検出される塩素によって発ガン物質の

発生となることが予想されるとなると 3 完全に安全な保証を古い政策に期待できない

とする見方もある。

そこで望ましくない元素や化合物が貯水池に流入する経路の追求が試みられた。そ

の結果，たとえば水源地にある果樹園で使用されていた消毒剤，同じ地域にある道

路，高速道路あるいは駐車場から大雨のとき貯水池等に流入する雨水の中に汚染物質

がみつかった例がある。その他耕作により土壌浸蝕が発生し，水域の濁度が増加した

り，堆肥の使用により病原菌が発生したり，肥料の流出による藻類の発生があり，水

質汚濁となった事例が知られている。

果樹栽培は土壌侵蝕を発生させないだけでなく ，化学物質をあま り必要としない点

で，水源地での植林と同等のものと考え られていたが，最近になって殺虫剤，除草

斉lj，殺ソ弗l等が化学肥料に加えて使用され，生産量を上げるための努力が払われてい

る。それは水源地でない地域での果樹栽培との競争でやむをえない。この果樹園の面

積が水源地域に対して占める面積が小さなものであっても，そこで使用される化学物

質が蓄積されていき，それが土壌から水辺に移動していく ので，飲料水保護の立場か

らみるとき見逃すべきではないとされている。

さらに過去の事例が示しているように，現在安全とされている化学物質が，明日は

安全ではなくなっており，測定技術の進歩によ（てそうした物質が今後増加する可能

性のあることを忘れるべきでない。そこで水資源開発にともなって展開される施設別
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第1図 道路からのハイドログラフ
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水質汚濁発生の機構をつぎにみることにしたい。 第2園 地方河川のハイ
ドログラフ

3. 道路

水資源開発は道路建設から始ま り，観光道路にそ

れが変わり，さらに新しい道路体系が作られること

が多い。そして同時に都市に近い地域で宅地開発が

行われる。

こうした土地利用の変化は雨水が地下に浸透しな

い面積をふやし，表流水の水量の増加，新しい表流水の流れを作って表土の浸蝕が進

行し，蓄積される汚染物質を洗い出すので，結果としては汚染物質の濃度を上げるこ

とに終わる。この状態を示したのが第 l図で3 大雨のときのハイドロ グラフの l例を

示した。これと未開発の水源地の河川 （第 2図）とを比較してみると，後者では水位

曲線が比較的急に上昇し，緩やかに下降する。その問地下水となる基底流出が生ずる。

一方，道路の表面からは基底流出はなく ，水位曲線の立ち上りは極めて急激で，下降

もまた悶様である。したがって，道路の表面は水源地に対し，少量の雨でもただちに

その雨水を直接供給し，同時に道路表面からの流出のもつ土嬢浸蝕作用は急激に汚染

物質を流し出し，下方の水質に 「パノレス効果」を作る。そこで降水と流出との聞の「時

間遅れJはかなり早く，道路から流れ出す水の通路の数は著しく増加するので，最終

的な開発された水源地のハイドログラフは以前のそれとは大き く変化したものに変わ

<Re 

る。

かくして開発によ り水源地の環境は大きく変化し，今までの自然にできた出流水の

通り路は破壊され，新しく作られたり，傾斜角度も増減し， 全体の傾斜は緩やかにな

る。一方，浸透水は減少するので，表流水の急増による洪水のピークは高くなる。 一

方3 蒸発散は宅地では30%でも，道路では85%も減少するとした推定もある。こ うし

た関係は地形， 地表の透水性，降水の状況によって異なることはい うまでもない。

そこで道路と水質との関係にふれてみたい。それは重金属，融雪斉IJおよび有機化合
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物に大別される。

(1) 重金属

重金属の中では前述した鉛がまず登場してくる。鉛化合物が自動車排気ガスに含ま

れているからである。それは塵と一緒に道路表面に蓄積されるが，その濃度は高く，

田舎道で 0.8gkg-1に対し，舗装道路では lないし 20gkg1になる。その蓄積量は交

通量により異なり，少ないところで I.8mgC「多いところで l2mgC 1という記録が

ある。

ところで道路で融雪剤 （de-icingcompound）を用いると複雑な現象がおこる。とい

うのはそれにより重金属の負荷が増加すると考えられている。

いずれにしても鉛が道路から流出すると，沈澱物の50%から99%を占めるようにな

るという推定もある。しかしこの関係については，分布も含めて量的にもまだ明らか

ではない。現在調査の段階である。 鉛に1.2から 1.5mgC lの亜鉛，銅，ニッケノレ，水

銀，クローム，鉄が加わり，こう した元素の環境負荷の増加に道路は重要な役割を果

たしている。

(2）融雪斉lj

融雪剤が重金属の水準を高めるのではないかと考えられていることは上述したとこ

ろであるが， HgとClとの複合形成，例えば沈澱物中での HgとNaとの置換が Hg

の流動を速める。またニッケノレとク ロームが岩塩に含まれており，一方シアン化合物

が凝集問題の減少に参加する。

また便宜上行われている岩塩の利用自体が問題をおこ している。それは地下水およ

び、表流水の水質汚染につながるからである。雪解け直後の道路表面のナトリウム濃度

は 2,600mgC-1に達し，それが流入する湖水に塩類の層を作 り垂直方向での混合が行

われなくなり，湖底に酸素が欠乏した層を作ることが知られている。

(3）有機化合物

道路表面では CODが 800mgC1まで達する。そこで重要な現象は潜在的に発ガン

性をもっ芳香族炭化水素が自動車の排気ガスおよびアスフ アル トに含まれていること

である。

鉛についてはこれまでかなり研究されてきたが，それは排気カ、スの30%以下を占め

るのにすぎない。ところが炭素は35%以上を占めている。その一部は多環芳香族炭化

水素 （PAHs）で，炭素化合物の不完全燃焼から作られる。 PAI-Isは環境の到ると ころ

にあって，ある植物が自然に作っているが，森林火災によって発生することもある。

PAHsの研究は，それが人類発生の昔からあったとする説よりは，人聞が沈澱物中
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の PAHsを作札撒布しているとする主張が支配的になっている。つまり PAHsは自

動車の排気ガスに含まれており，エンジンが古くなったり，効率が悪くなるとそれが

増加することについて現在異論はない。

ある種の PAHsの発ガン性については研究が進んでおり，排気ガス対策が採用され

た所以である。 PAHs自体はあまり溶解しないが，可溶性有機物があると溶解性が糟

加する。

河川水の PAHsは自動車の排気ガスに由来し，下水中の PAHsも同様なものであ

り，道路から流出したものである とい う調査がある。 PAHsの源、は排気ガスだけでは

なく，自動車からこぼれる潤滑油にもあるとされており，それは路上に蓄積された

後，表流水によって流出する。

エンジンの潤滑油の10ないし20%が排気カョスに加わり， 5%が路上にこぼれ，残り

の一部が下水，表流水，あるいは地下水に流れこむと考えられている。

一般に地表には0.Iないし lmgkg1の PAHsがあるとされているが，道路上の表流

水のもつ沈澱物には20からBOmgkg-1の PAHsがふくまれているとみている。一方，

世界保健機構（WHO）は飲料水中の 6種類の PAHsの上限を 200ng£ 1としている

のに2 道路からの流出には l：万4,900ng e-1までの PAHsをふくんでいる例があり，田

舎の河川ではそれが 200ngt→以下， 家庭排水では I,OOOng e-1以下とされている。

またスイスの高速道路のまわりでは PAHsの全部の水準が 300mgkg-1まで上った

が，背後の山地土壌では 4ないし Bmgkg-1であったという報告がある。

かくして PAHsは道路から水源地に流出し， その中の発ガン性物質が慢性的に蓄積

していくので，短期的な排気ガスに劣らず危険視すべきである。

前述したようにわが国の道路を利用する交通機関の第 l位が石油関連商品，第 2｛立

が産業廃棄物の運搬であって， その関係は水源地域の道路においても変わりないとも

考えられるので，積荷からもれるそうした物質の量は外国の事例からみても，相当な

量に達するのではあるまいか。わが国の水資源開発が行われた地域でのそ うした事

故，またそれによる生態系の破壊を調査した事例を知らないが，市街地でそうした物

質が下水道に流入するとき，終末処理場の水処理能力が著しく減退し，通常処理され

る汚水までもが未処理のまま流出するといわれている。同様な現象がわが国の水源地

域の生態系あるいは地下水に発生し3 拡大していなければ幸いである。

このような問題に対する対策が最も真剣に取り上げられているのはおそらく英国で

あろう。つまり高速道路法 （1959, 1971），公衆保健法 （1936），地方法およびコモンロ

ーの規定により対策が実行されている。また水行政機関の合意なく道路の汚水を水域

に排水できないことになっているが，それでも現実は道路にもれた危険物質を水で洗

い流L，一時的な糊塗に終わっているようである。

このような道路汚水の水処理には集中処理ではなく，分散処理が適しており，そこ
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では沈澱，油エマノレジョンの浮選，分離が考えられているようである。

4. 捨て場 (1) 

最近3 山間部に産業廃棄物の捨て場が急激に増加している。それは結局地下水の汚

染を招き，ビールス，病原菌から始まり，あらゆる有害な危険物質が中間流とともに

流出することは避けられない。この場合，物理的な要因として土壌の形，表土の厚

さ，中間流の速度，水分，透水速度等により 3 化学的要因としてのイオン交換，吸着

機構，生物の活動等により影響を受ける。この場合の地下水では，土壊中でのイオン

問の濃度差によりイオンごとに異なった流れを示すとされているが，地下水の流れは

遅いので濃度は深い所ほど高くなり， それが傾斜地の箆で帯水層に入っていき，やが

て広汎な地域に拡散する。そこではビールス，微量有機化合物および重金属iが最も問

題になる。

この中でビールス，重金属は流れる距離は小さいとされているが，除草剤 24Dが

6ないし 9kmにも移動した例がカノレフォルニアで報告されている。クレゾールにつ

いてはJO年間も移動した例があるが，そこでは稀釈されるのではなく，濃縮されてい

た。こうした汚染物質は最初は不圧帯水層にとどまるので，浅井戸から湯水される。

大都市近郊のかつての水源地で開発された結果発生した地下水汚染の一例を， 川崎

市多摩区の台地丘陵地と多摩川沿岸の沖積層の低地での地下水にふくまれる低沸点、有

機塩素化合物の分布を調査した貴重な研究を引用して考えてみたい。

第3図に示されている A地域が低地で人口約 7万人，開発が進み商工業地域を形成

して，自動車整備工場，クリーニング工場などが散在している。一方， B地域は丘陵

地で畑地が多く ，人口は約12万人で，住宅地域を形成し，商業地域がある。いずれも

幹線道路が中央を走り，井戸はこの幹線に沿って存在している。 A地域で47, B地域

で80個所の浅井戸から地下水を採集し，ガスクロマトグラフにより同定を行った。

地下水中の低沸点有機塩素化合物の地域分布について，検討し，検出された成分の

検出濃度範囲を第 4図に示した。B地区では四域化炭素が高い検出率を示す井戸が一

部の地域にあり， A地域ではB地区より低沸点有機塩素化合物が高い検出率を示し，

広い濃度範囲で分布しているのがみられている。また各地域の地下水のトリハロメタ

ン生成能を比較検討した結果が第 l表に示されている。トリハロメタン（THM）は t

水道での塩素消毒から作られる発ガン物質，クロロホルム ＼CHCl3），トリク ロロエタ

ン（CH3CCCl3）， トリクロロエチン（CHClCCl2），テト ラク ロロエチレン 1cc12cc1"),

四塩化炭素（CCl4）はいずれも毒物として取り扱われているハロゲン炭化水素であ

る。

同様な現象はアメリカの地下水についても報告されており，それけ前節で取り上げ

た産業廃棄物の捨て場に近い井戸からの地下水で検出されたものである。わが国でも



この多摩区以外の都市で既に同様な

地下水汚染が発生しているが，表流

水ならともかく，まったく清浄な水

と信じていた地下水がこのような毒

物で汚染されている現象にはまった

く驚くほかはない。それまではトリ
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くの井戸ではそうした毒物がまった

くない，という報告が発表されてい

たからである。
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第 3図川崎市多摩区

そのために最近ニューヨ ーク州やコネチカット州では捨て場からの有機化合物で汚

染された井戸の使用を止めようとしている地区がでてきたのも当然である。

英国環境庁の調査では，1957年に固形産業廃棄物の88%は捨て場で処分されてい

た。

5. 捨て場 (2) 

前節の産業廃棄物と同様，山間部に小さなダムを作り，そこにし尿を投棄する事業

がみられる。この場合には高濃度のアンモニアおよび硝酸態窒素が地下水を汚染する

ことになる。それにビールスおよび病原菌が加わっているので，前節の場合と同様，

地下水の価値は失われていく。

しかし地中に穴を掘り，その中に投棄するときには，し尿全量が地下水を汚染する

ことになるのに比較すると 3 この場合では水面の変動部分から横方向にまず浸透する

ので，一応士嬢によって処理される過程がある。しかし土壌の処理能力にも上限があ

るので，それを超える濃度をもっているときには，そのまま浸透していく。

6. 駐車場

水資源開発が行われると，そこに駐車場が作られ，観光施設がそれに続しそうし

た施設には附属した駐車場が作られるのが普通である。そこでどのく らいの汚染物質

が残されるのかについて，コネチカット州水政課が調査した資料を掲げておこう（第

2表参照）。ちなみにその駐車場の面積は lhaで， l日50台の乗用車と 20台のトラッ

クが駐車し，冬期に塩類をふくむ融雪剤を使用しなかった。その試料は1975年 2月末

に冬期の降雨後採取された。

ここで塩化物の数値が高いのは，融雪剤を撒いた道路を走ってきた車が駐車し，雨

がその車を洗い流したためと思われる。ところでこの駐車場はときどき真空掃除機で
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第 1表 井水中のトリハロメタン生成能

i T・THM μg/L : CHCl3 μg/L I CHCl2Br μg/L 
Area n I Range Mean土SDIRange M伺 n士SDjRange Mean土SD

A 47 ~4.3- 49.8 10.4士 7.4ii. 6-43. 6 4. 9土 5.910. 2-13. 5 3. 6士2.4

B 80 13.ι126. l 17. 2土18.半開6 9.山 2.01~· 7 33. 3 4.凶 O

Total 127 13.4 126.1 14.2±15.司1.6-87.6 7.9±10.引0.2-33.3 4.3土5.1 

I CHC!Br2 μg/L [ CHB九月／L
Area n i Range Mean土SD[Rang芦 Mean土SD

A 47 0. 7-4.3 I. 8土0.8

B 80 I o. 5-7. 7 2.0土I.6 

Total 127: 0.5 7.7 

吸い取っているので，それが行われない

通常の駐車場ではもっと汚染物質は高濃

度となると思われると述べている。アメ

リカ政府 EPAで発表した類似の資料と

も大差ないが，それらの汚染物質の全部

がただちに水域に流出するとは限らない

が，途中で蓄積されたとしても，いつか

は流出すると考えられる。

7. 浄化槽

第2表 駐車場の汚染物質の l例
（単位： ppm)

総固形物 I 2, 02011鍋 ; 0. 07 

揮発性固形物l 20011ニッケルIo. os以下

硝酸塩 : 0.4411水 銀 l 0.008 

塩化物 i l, 05011鉛 I 0. 21 

クロミワム ！0. 0411亜鉛 ｜ 0. 12 

わが国では水源地域は高冷地に多いが，厚生省環境衛生局が社団法人環境整備教育

センターに昭和49年と50年の2ヵ年にわたり「高冷地等自然地域における旅館等小規

模施設排水の処理および管理に関する研究」に関し，委託した報告書が公表されてい

る。

その調査地域は主として長野県および群馬県であった。一定の地域についてほとん

ど全数を調査した結果をみると， BOD 90 ppmを満たすものの百分比が正式に公表さ

れているがそこに設置されている浄化槽の機能の悪いことは驚くばかりである（第3

表参照）。そして浄化槽が水質汚濁の原因として 批判されていることを証明する結果

に車冬わっている。

8. 森 林

1970年，ピアス等によりハーパード・ブルークの試験林で興味深い実験が行われ
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第 3表 単独処理装置の実態調査成績

型 式 1刷機！諮問i~宮 市）差 変異係数 ！言語官射殺自信

IBOD 99ppm以下，除

ー一一」＿＿I_ i J._ 上 竺〕
ばっ気型 5,04訓122.26士0.951100. 50土0.671 82. 20士0.85. 

腐敗タンクと 1 .I I I 
平面酸化床 l1,4201187.30土l.951108. 97土l.381 58. 18土0.95

腐敗タンクと I I I 

散 水滅床 i 2741 99. 82土3.98J 77. 58士2.81J 97. 76土4.81

その他I 4171143. 78土3.451104. 49土2ιI72. 67土2.43 

45. 2% 

18.1% 

47. 9% 

29. 3% 

（注） 「高冷地等自然地域における旅館等小規模施設排水の処理及び管理に関する研究J報告書7-1l頁より
引用。

た。それによれば小さな水源林の地表を伐倒される立木が荒らさないよう最大限の注

意を払いながら伐り，伐った立木をそのまま林地に残した後，除草剤をまいて雑草，

雑木の発生を抑えたところ，伐倒の前後および対照試験地との比較において，流出す

る水質に大きな変化が生じた。それは流出する表流水の N03濃度が 50倍にも増加し

たことである。またそれほどではないがカチオンも憎加したが， soiーは減少した。

N03の水準が大きく増加したのは，地上の植生を皆伐し，その発生を 抑えて硝酸

態窒素の摂取を完全になくし，一方そこで生じた有機物が分解したことによるもので

ある。硝酸イオンの溶解度は高いので，ただちに表流水に溶けたわけであるが，硝化

により水素イオンが遊隊することからカチオンの増加が生じた。一方，硝化と土壌水

分の増加lにより土壌中に嫌気状態が作られ，高濃度の硝酸イオンにより硫黄酸化バク

テ リアが抑制され， so~ － の減少となった。

この実験は極端な内容をもっているが， Jj!Jの場所で行われた皆伐試験でも硝酸イオ

ンの増加が認められているので， 水源地での伐採が表流水の水質に重要な影響を与え

ることが示されたとしている。

元来森林植生は初め荒地から出発し，草地を経て針葉樹の段階から最後は広葉樹に

まで発展する。この全過程を通じ降雨量は蒸発散量を超え，その超過部分が表流水と

なって，河川を流れ，あるいは地下に浸透して地下水になるものの， その水の水質は

地上の植生の構造と歴史，およびそれに対する人間の活動によって強く影響されるこ

とがわかった。

たとえば，農地を含む植生遷移の初期の段階では， そこから流出する水は森林から

流出する水より，温かに高濃度の無機元素を含んでいる。その理由は施肥を除くと，

土壌水中の栄養塩類を吸収し保留する能力がこの段階では十分でないからである。

荒地から広葉樹林に至る過程は数十年から百年を要するが，そこでの純生産量と呼
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ばれている有機物の総蓄積量は，植物群落 1m2当り l万から1.2万 gの林分と，数千

gの腐植土からできている。この蓄積量は，松林が急速に生長する段階で生ずるもの

であるが，松はやがてコナラに圧倒される。

有機物の蓄積にともない，林木と腐植土にミネラルが平行して蓄積される。そして

遷移が森林段階の後期に進行すると，とくに腐植連鎖の利用者の個体数が場加し，生

態系の純呼吸量が光合成量にほぼ等しくなる。この変化の過程では純生態系生産量は

下降して零に向かい，森林での栄養塩類の蓄積は停止すると恩われる。

ところで森林は利用する気象および土地資源のあり方に応じ，変化が生ずると数ヵ

年をかけて均衡に近づく性質がある。たとえば気象条件として降雨量が滑加すると林

木の生長が増加し，しばらくの聞は純生態系生産量は増加する。

米国ロングアイランドにある国立海洋研究所生態系研究センターがアメリカ原子力

委員会の委託研究で，研究所の構内で生態系として牧草地， トウモロコシ畑跡，松林

および松とコナラの混清林で行った実験では，この地域の週平均降雨量の 2倍に相当

する週 5mmの下水の 2次処理水を撒布した。その結果は目覚ましく，すべての植生

の生長が促進されたが，林木ほど生長したものはなかった。そればかりでなく，処理

水に含まれている栄養境類のため原野に生育する外来種の草木植物や，低木植物が黒

黒と生長し始めた。たとえば，通常 2ないし 3フィ ート くらいしか生長しない低木が

何と松林や混渚林では 6フィ ート も生育し，それまでの平衡状態が破られて新しい遷

移が始まった。この構内は平地であるがその地下水は完全に浄化された。そのなかで

最も浄化されたのは林地からの浸潤水であった。

ところで連続して処理水を与えると，栄養塩類が森林の吸収する限度を超 えるの

で，それまでの栄養塩類によって作られた成果を収穫しなければならない。 この場

合，栄養塩類は樹木ばかりでなく腐植および鉱物質土壌にもかなり貯えられているこ

とに注意しなければならない。それでもそうした森林を皆伐するとき硝酸態窒素が急

激に増加することは前に述べた。

わが国の水源地域は傾斜地が普通であるから，平地と異なり，中間流となり地下水

として表土を浸透する距離が比較にならないくらい長いので，浄化される割合も高く

なるのは当然である。一方表流水の速度も速くなり，土壊浸蝕も進行するが，傾斜地

のコンターに平行して講を作るとき，結果的に水域の濁度を減少させることや，土壌

水分がふえることも知られている。さらに戦後植栽されてきたスギ・ヒノキより深根

性の広葉樹は，人工林の造林後頻発する豪雨のときの崩漆を防ぎ，水域の濁度を抑え

るのに効果がある。

前節までふれてきた水資源開発によって作九れる施設によって，流出水の水質が低

下しているのに，それを防止しているのは，そうした施設の下方にある林木を中心と

した植生である。しかしそうした植生の汚染物質貯蔵ないレ浄化能力はさほど高いも
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のではないので， 最近進行している水質の低下は，すでに限度を超えた汚染物質が前

節までにふれたすべての施設から排出されていることを物語るものである。

むすび

最近エントロビーに対する社会の関心が深くなってきた。そこでその考え方を簡単

に整理してみたい。

つまり閉鎖系のエネルギーを質的に分類すると，秩序のある構造をもち，人間が自

由に利用できる状態にある自由エネルギーと，秩序を失い，混乱の度を増して3 もは

や利用できなくなった拘束エネルギーとに分けられる。清浄な水に含まれているエネ

ルギーは自由エネルギーであるが，人間が物理的， 化学的，あるいは生物的にそれを

利用しつ〈し，汚染水となると，利用価値がなくなり 3 拘束エネルギーだけになる。

この拘束エネルギーの量がエントロピーと定義されているものである。

無生物よりなる閉鎖系では自由エネノレギーから拘束エネルギーへ自然は崩壊するた

めに，結果としてエントロピーは増大し，熱力学第 2法則が導かれる。

一方，生物系をみると，短い時間の問では生物に変化が生じないので，生命はエン

トロビーの法則に適合しないかにみえる。しかし生物は周囲の世界からその生物にと

り，低いエントロピーを摂取して生活し，自ら子孫を創るとともに周囲の環境そのも

のに対し，増大するエントロピーを相殺していることを注意すべきである。 地域の歴

史はこのことを証明している。

産業革命以降，とくにわが国では高度成長期にエントロピーの増大が急激に進行

し，ここで取り上げた水資源開発においてさえ，この傾向が実に顕著に現われてい

る。ここではその実態の整理と，その一部の対策にふれてきた。それではこの傾向を

根本的に是正する手段はあるのか，というこ とが関われるであろう。

その方策は一つにかかって，増大したエントロピーそのものを原料とする，つまり

低エントロピーとして利用する技術を利用する以外にない。土なり， 水なり，生物は

その一部であるが，そ うした技術は既にかなり開発されている。ここでは紙面の関係

もあり紹介できないが，経済的に可能な段階に入りつつあると考えている。

問題はそうした技術が社会に活用される制度を作ることであるが，それがいつの日

にか実現されるのかわからない。

このままでは本稿で取り上げたように，地球のもつ開放定常型の下で、も，水質に限

りエントロピーの増大を対策なくしてみているより以外に手はないし，そのうちある

種の事件によりわれわれが水によ って向滅しないと保誌できるのであろうか。
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