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工業用水源の現状と保全についての諸問題

蔵田 延 男

まえがき

昭和26年開拓農地の用水源の問題を扱って5カ年を過した農林省から通産省に移行

した，私l立当時，工業用水源の問題がこれからの日本の水利問題の焦点となるであろ

うことを，漠然とながらも予組していた。その後まる 6カ年号経過したが，この聞に

1.000カ所lとなんな人とする工場の用水源と用水現場とを具さに見る機会を得， また

多数の協力者のおかげで工業地帯を含む広範囲な水地域調査を全国的に展開する乙と

が出来た。そ してこうした調査，見聞が進むにつれ，また資料が蓄積されるに伴L、ま

さに当初の予想が外れていなかったことを感じるのである。特に工業用水源の開発保

全に関してな，超派ばつ的な強力な技術的且つ経済的なパックアップが不可避的に必

要lむなる時期がL、くばくもなくして訪れるだろうという確信を益々深めるに至ったの

である。

水：士もとより公のものであり， 工業という名の産業そのものは私企業的色彩が濃い

場合が少なくないが，その工業の生産の成果は広く 私達国民の生活lζ間接，I直接に寄与

している以上，農業の水，飲用の水と少しも変らない重要性を有しているのであり，

特に工業によって国力が維持され，国富が蓄積されて行く傾向が強まる傾向にある状

勢から判断し，その原動力となりあるいは生産素材となる用水を，積極的に開発，保

全する緒を開いてやることば，国家あるい［土地方公共団体の当然の責務であろう。し

かもいま一歩前進して考えれば，新しい感覚の水行政推進の主動力といっても過言で

はあるまい。

乙と程左様に自然発生史的に生れ，しつように網の目をめぐらしている農業水利権

と，工場の集団化，特に用水型工場の驚くべき拡張振りとは， 1,600mmの平均降雨

量を有する多雨多湿のこの国士の用水事情をも悪化させており，既にいくつかの臨海

工業地帯が用水不足のピンチに見舞われ，更に多数の化学工場や製紙工場が水源ノイ

ローセ、のとり乙lとされているのである。

本篤ではこうした工業用水源の現状分析と今後の保全対策とについて，少しくふれ

てみたいと思う。

1. ヱ業用水源は宿命的に不手ljな関係にあること

日本の工業， 特（Cfil工業あるいは化学工業などは石炭から出発したといっても過言
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写真 1. 水の乙とをかまわずに沖へ沖ヘと仲びて行く臨海工業地帯の土地造

成（京葉工業地帯，千葉県の資料から借用）

ではない。筑豊炭田一一機帆船一一臨海工業地帯といった結びつきが，瀬戸内海沿岸

に多数の用水型工場をこしらえたのである。たまたまそこ瀬戸内海沿岸は多雨な日本

写真 2. 工業用水の取水。手前濁っているのが表

流。向うが伏流

の中でも最も寡雨な地方に

属しており，しかも生産 ・

届住ーK適する沖積平野の面

積（ま狭く，大河川も少なく

従って水の分布規模は概し

て小さ L、。一方その水の利

用の面からみればsy野部に

はそ乙の表流水を精一杯に

使うだけの水回が発達し，

沖合lと｜旬って造られて行く

干拓地は更に濯瓶用水にだ

けでも水不足をつげる状勢

においやっているのであ

る。そうした土地にいくば
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くかの用水を得でエ場が建設されている。しかしそれらは建設当初は足りていた水が

工場の拡張によって取得出来る水量が頭打ちされて以前は多くのところで水に困って

いるのが現状である。その極端な例はスフ・人絹七場に見られる。当初スフ日産5ト

シ程度で出発したのが，最近は 70～80トン～100トンに近い異常な拡張が行われて

いる。

スフ 1トンには2,000m3以上の用水が必要なことになっているので，生産量培大が

それに正比例して用水量の増加を要求しないとしても，およそ 1桁上の用水量が必要ー

になって来たことは推測出来る。そこで自然の世界に人為的な改変（たとえば堰堤ー

貯水池の築造）を行わない限りとても十分な用水は得られないわけである。こうして

西日本のいくつかの工業地帯，特に臨海工業地帯にはこの宿命的な水不足の徴候がは

っきり現われて来ているのである。昭和32年春の異常渇水は農業の万には余り関係が

なかったが，そのさだ中に行った瀬戸内の典礎的臨海工業地帯である愛媛県新居浜市

の水調査の結果では，工業地帯を含む平野部え¢実測水供耗量は 1日当り 100,OOOmai 

iζ過ぎないのに（地表河川としては表流のほとんど全部が河床下に伏没するので表流

利用可能量は実質的には 0），一方地下水利用量は最少限 180,oooms日となり，このl

180, OOOmaのうちには海水の混入し

た地下水も含まれているが，その利

用量のおよそ40%は，地下水ストッ

クに食い込んでまかなわれており，

いわゆる過剰揚水の状態となってい

た。このようにして 20～30%の過

剰揚水となっている工業地帯は乙の

外にも随所にみられる。

こうした過剰揚水地帯には，地下

水の減圧部に海水が浸入し，折角の

地下水を墳水化してしまう。またた

またま軟弱な三角洲地帯であると，

過剰揚水の結果地盤沈下を誘発す

る。おまけに瀬戸内海治岸一帯には

昭和20年の南海道地震による広範囲

な地盤沈下も加わって工場地盤は海

水面下に没し，水源は塩水の湖上，

塩水混入度の増加により，上流側lこ

上流側lごと向って求めなければなら

ず，そうなるとしつように綱をはり

写真 3.大阪市淀川下流部の地盤沈下

地帯（大阪製鋼KK.地先）
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めぐらした濯瓶水利権ととかく競合し易く，これに遠慮すれば，表流，地下水のいず

れを関わず取得可能な水源候補地は在来の用水量をすら充足出来なくなってしまう。

2. 水量の確保が最大関心事てあること

工業用水といってどこが一体普通の水と違うのかと真面目に質問されることがあ

る。天然に流れる水には工業用水もなければ農業用水もないはずである。しかしわれ

われは強いて濯祇用といい，家庭用といい，工場用といって区別している。流れる水

は利用者がそれぞれ利用の目的に沿ってとりあげることによってはじめて人聞に奉仕

するいとぐちが関かれる。従って利用の目的一一利用者一ーとりあげ方によって自ず

から水のその最も好ましい状態が多少ずつ違っている。たとえば 10°C前後の低温水

は冷却を主対象とする工業用には最適だが，稲作を育てる農業用水lとは歓迎きれな

い。固形分が 200ppm,300ppm含まれているような水は農業用にこそ適するが，工

業用，さらに上水道用としては敬遠ものとなる。勿論天然の水が最も現想的な部位で

それぞれの利用者に利用されるのがよいわけであるが，既得の取水権，用水以外の立

地条件などは必ずしも利用者に好ましい形で使われてはいない。そこでどうしても利

用者が自己の主張を通すために工業用，農業用などと区別をする必要が生れる。

そこで工業用水はとなると，無機成分最少量，低温且つ恒混を建とするから河川上

流部の汚染を受けていない地下水を最良とする。しかしそうしたところではとかく水

量が十分に得られない場合が多いし，海岸部の工場まで送水するには用水コストの面

でも制約を受ける。工場の用水が工場立地の他の因子に優先する程従来高く評価され

ていなかった点にも問題：まあるが，とにかく多くの場合，港とか鉄道とか建屋の利用

消費地への距離などの方が工場の立地を決定的にするので，いきおい用水は水温・水

質・水量および水コストの4つの基本条件のうち 1つあるいは 2つぐらいをぎせいに

しなければならないこととなり勝ちである。

いうまでもなく工業用に良質の水が好ましいことは製品中への添加，原料，製品の

洗糠，機械装置の防蝕などの点から容易に首肯出来よう。まfこ総使用量の 2/aが冷却

用fC:供されているから低湿な程よいことも明らかである。しかし天然の水には水温・

水質にそれぞれ限界があり，現実に同形分 lOOppm水温年間通じて 15°Cの程度以下

の水となるともはやそう随所には見当ちない。幸い水質については各種の水質改良装

置の進歩lとより大幅に改良出来るので水コストをさえぎせいlこすれば問題ばある程度

解決は出来る。水温については問題は未解決であるが，これも水量の面である程度は

カパー出来る。結局可及的低コストで’所望の水量’を確保出来るか否かが当面最大

の問題となる。

しかもその水量確保が工場立地の環境から次第に困難になっている上に，イ七織，合

成化学など用水型工場の進出が目立って多くなって来Tこ関係上，水量確保困難の度合
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は急速に高まっている。 31年以降水源の面を敷地決定の最重要因子として進出した合

成繊維工場で，日清紡綴徳島工場（徳島市外， 用水 50,000m3日），玉島 レーヨン

（玉島市，用水 50,OOOma日）， 東京エクスロン （西大寺市，用水 70,000m3日）， 東洋

レーヨ ン三島工場（三島市，用水 75,000m3日），菱光アセテート富山工場 （富山市，

用水 30,000m3日）， 旭化成富士工場などが，挙げられるが， これをみても分るよ う

に従来 20,000～30,000m3 l=Iが合成繊維工場の用水規模であったのが， 50,000,-...,

100, 000m3日Ki菌加しており，いずれも淑湿度調整用を主とする関係上，低温 ・恒温

の地下水の取得を専ら計画している。乙の外紙ノ'ijレプ関係は 200,000m3日， 400,000

ma日という計画で敷地が物色されており，淡水の乏しいガス田上に立地する石油合

成化学工場も亦 100,000m3日， 200, 000m3日の用水規模を要求している。

ところで現実に各地の工場地

帯でどの程度の用水規模がゐる

かを第2図に示したが，それに

対する水供給の余ゅうが，どの

くらいあるかというと，西日本

の多くのところでは， も：之や

50, 000m3日級の用水型工場を

無条件に受入れられる場合はと

く限られてしまうといえるc そ

して静岡県東部と新潟県中部と

t;l 

oP 
第 1図 地域耳IJKみた工業用水取得の現況

む 淡水100,000m3B

8海水 100,000m3B
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を結ぶ線以東の，いわゆる東日本が河川表流にしてもまた地下水にしても比較的発達

規模が大きく，利用度も低いので，いきおい用水型工場の安住の地；土東北・北海道を

指向せざるを得なくなって来たのである。

蔵田．工業用水源の現状と保全につL、ての諸問題

3. 地衰の水と地下の水

一体工業用に供されている水はどのくらいあるかというと，夏冬でちがい，用水量

実測不能の場合などが多く，しかも月々増加しており，これを精確に求めることは非

常に困難であるが， TごL、たい昭和 31年には全国の工場で淡水 12,500, OOOma，海水

14, 000, OOOmaが 1日に取得されて，それぞれの用水現場に送り込まれていることと

なる。特に夏季には繊維関係の
xJQ m B 

温湿度調整用や一般工場の冷却 200 

用が増加するが，冬季にはそれ

に比較して 20～25必かた減少

するものと推定される。淡水

12, 500, OOOma日は毎秒145ma

の流量となり，国内大河川の平

水量に相当する。もっともその

1んは実際には河川表流の水だ

が，＇／， rま河床下の伏流，工場構

内外の浅い地下水，自由面地下

水であり，残り 1んがいわゆる

工場敷地内の深い地下水，被圧

面地下水となっているのであ

る。

もともと農業水利権の関係で

河川の水は取得し難く，またそ

れを引張って来るには用地の買

収，補償などの点からみて，し

かもその水は降雨・融雪により

ひどく濁ってそのままではどう

にもならない。大きな沈澱池は

水の濁らないときには全くの遊

休施設となり，急速誼過装置にしても，上水道とちがって生産利潤を追う工場として

は簡単には取り上げにくい。特に中小工場， 4, 000m3日， 5, 000m3日以下の用水量

の工場ではまず論外となる。多くの工場は足下にある地下水に用水源を求めたがる Q

一

150 

50 

100 

河湧 浅深上工
床 井井水業
下泉戸戸道用
の 地地水水
伏 下下道
流水水水

水源の種類別にみた工業用水取得量

海

水

河
川
の
表
流

。

第 2図
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地下水なれば外部との関係はまず問題なし安価に必要な水量だけ，最短距離で用水

現場に送り込まれる。しかもその上，地下水は年間水温，水質が変化しないし，特に

冷却に最も水のいる夏季にも低湿の水が得られるという利点がある。だから中小工場

のうち市街地にある工場では上水道の工場給水栓による受水が増加しているが，まだ

600, OOOma日程度 （昭和 26年度）でそれほど大きな数字ではない。このほかの中小

工場はほとんどが地下水利用を行っているといってよく ，用水型工業で4,000～5,000

ms日程度以上の工場の一部が地表水依存工場となっている。実際に利用している地

表水は琵琶湖水を使っている東洋レーヨン滋賀工場など一部湖水利用以外ほとんどが

河川水であるが，その取得水量は化学工場で 230,OOOma日，火力発電所で 500,000

ms日（淡水のみ）に達するものがあり，製紙・パルプ・化学関係の一流の用水型工

場が数では少ないが絶対量が大きいので， その取得水量も工業用淡水取得総量の 1ん

にも達しているというわけである。

もともと地下水は安直な水源である

が，砂や砂利の空隙l乙流れ込んで来る地

下水は，地表の水と違って大きな摩擦に

抵抗しながら流れ動いて来るので，水が

いくら豊富に供給される関係にあったと

しても，限られた 5,000坪， 10,000坪

の工場敷地の地下K自然に流れ込んで来

る水の量は限られている。多くの例で地

下 150mか200m程度までの深さの範囲

b で，坪当り lms日の割合で揚水出来る

ところはよく水の出る場所で，普通は

0. 3ma日か0.5m3日，少し透水度のにぷ

い細粒の地質のと乙ろでは， 0.1～0.2m3

日という程度になっている。乙の自然の

流入量の割合より余けいの水を，ポンプ

写真 4. 工業用深井戸の調査，水位， を大きくして揚水すると，先述の新居浜

水温，水質などの実測 市の例ではないが，地下水のストックに

食い込み著しく効率のわるい揚水状態となり，水は出るが，水位の異常な低下，塩水

の呼び込みあるいは地盤の沈下などが生じる。そこでこうした悪い状態にならないよ

うに敷地内で水を得ょうとすると，用水型工場では計画用水量が得られない場合がし

ばしば現われる。

また地下水はどうしても流動途中溶解成分が増加し水質の面で不利になる場合が少

なくない。高圧ボイラーに具合のわるい珪酸の多いことは，日本の陸水の特徴である
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が，更に欽の多いことはどうも地下

水の宿命ともみられる。もっともこ

うした水質の商は改善装置の進歩と

普及とによって大幅に改善されてい

るので，コストさえある程度ぎせい

lこすればそう重大問題ではなL、。

いまひとつ新しい研究問題は工業

用水道なるものであるO 従来数カ所

の都市に公営あるいは組合営の形式

で，工場群の給水を行っている水道

があったが，工業用水法の施行に伴

い，本格的な工業用水道が昭和31年

度から工業都市につくられはじめ

て来た。しかし四日市・尼崎・川崎

などの例によっても明らかなよう

に，その水源の確保が実はなかなか

骨の折れる場合が多い。そしてまた

差当り地表水に水源を求める場合が 写真 5. 除鉄のための隠気

写真 6. 既設の上水道接合弁から分水し， 100,000m3 

日の良水供給できる横浜市工業用水道分水計

画地点（手前の伽j水樗の先に配管すれば相撲

川の水が分水できる鶴ケ峰接合井）

多いのであるが，それ

が特に多目的ダムによ

る場合には，発電・濯

i既などとの負担金の割

合，将来誘致される工

場の分に対する余ゅう

の見込み万など而倒な

点が多く，また地表水

である限り，冷却用l乙

低温な水が必要となる

夏季に 24～25°C以上

の高温の水を供給しな

づればならない結果と

なる。高い料金を出し

て冷却効率を維持する

ために従来以上の多量

の水を必要とするので
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は工場として問題であり，結局夏季 24～25°C以上になる西日本の多くのところで

は，川崎市の既存の工業用水道のように，地下水を併用し，水温の低下をはからなけ

ればならなくなるに違いないが，これは丁度河川の上流部で取水する謹淑用水が水温

上昇のための施設を必要とするのとまさに逆の民係になっている。

4. 工業用水法と過剰揚水の抑止

14 
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第 3図 名古屋市立工業高校観測井の圧力面の変化（自記水位計による）

第 3図は名古屋市立工業高等学校内に施設しである地質調査所中京観測井の圧力面

の経年変化を示しているが，これで分るように工場密集地帯をはなれたところでも地

下水の圧力面は漸減の傾向を示している。この外四日市・尼崎・大阪・東京・浜松・

富山・高岡など少なくも地下水が主水源である多くの工業地帯ではいまや，被圧高地

下水が減少の一途をたどっている。元来地下水位，特lこ被圧面地下水の圧力面が低下

することは，揚水動力費がかさむ以外に，ポンプの補修，揚水量の過剰などを通じて

用水事情を悪化させる一方なので，つとめて浅い深皮に圧力百を保つことこそのぞま

しい。従ってどうしでもある程度の井戸の使用を規制することが必要と考tえられるに

至り，工業用水法の国会提出となったので、ある。

もとより工場の財産である既設の井戸に法的にふれること：主出来ないし，更に工場

生産にブレーキをかけることは極力きけなければならないという通産行政の建前か

ふ新設井に対しでもその銅撃の全面禁止を行うことは出来なかったが，最少限過大

量の揚水井の増設は抑」上出来る法的根拠を得たのである。

そもそも庄力面の異常な低下地帯を検討してみると分るように，結局は限られた地



区内における揚水量が

大き過ぎることが問題

になるのであるが，特

に著しく過大な揚水量

告示す井戸が，強引に

圧力面のヨ｜き下げを行

い，附近周囲の井戸を

その途ずれにして被害

を拡大しているという

事情が察知出来る。従

って工業用水法の施行

によりこうした過大揚

水井の明設が防止出来

るだけでもプラスの面

は生れて来るはずであ
刊。c
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写真 7. 過大な揚水量を取得している井戸。

水中モーターポンプ6吋 70馬力。

もちろん水の利用調整に対する国法としての最初のケースであり，今後なお研究修

正の余地はあるが，これをきっかけに都道府県が条例による井戸使用規制を行って行

くことが出来れば，工業用以外にもその適用の可能性があるわけであり，ある程度の

地威的保全効果はあがり得るものと思われる。

しかし一方水理地質的観点からみ直すと，既設井の周辺で：主，長期の連続揚水，特

に過剰揚水状態で揚水が行われている場合，帯水層の透水度は本来の姿に比較して多

かれ少なかれ変化させられており，特に月ずまり状態になっていることが予惣される

関係上，その原形復帰，あるいは少なくも態化防止を行うためには更にもっと積極的

な強力な対策を講じなければならないであろろ。

ともあれ，水なくして工業も栄えず，さりとて工業のために水を失って古来栄えた

瑞穏の国を，かさかさの土地にしてしまったのでは困りものであるが，水が新陳代謝

する恒久的な資源であるという考え方でやって来た従来の行き方l乙関する限り，いた

ずらに挟手傍観するのみであり，ある限られた条件下では水は有限の資源になってし

まうのであるという観点から，更に賢明な配慮を生み出すことが必要であろうと考え

られる。

5. 'kの積極的保全

従来多数の工場で用水はかなり無雑作に，しいていえば”湯水の如く”使われてい

たし，現になおその状態が十分改善されているといい難L、。しかし，ひしひしとおしょ
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写真 8.冷却排水再使用のため水温を低下させる初

歩的な冷水施設

冷均排水の井戸i還元（休井を利崩しての実

験的段階）

せて来？こ水源事情の悪

化のニユースは，漸次

工場街に，あるいは工

場内の用水現場に参透

し，最近では用水の節

約，用水管理の初歩的

段階にふみ入ったとこ

ろがぽつぽつ現われて

来た。

冷水器の新設，排水

の反復使用，計量の強

化などは少しずつであ

るが進んでおり，冷却

排水の井戸還元も既IC

計画の段階から実験実

施の段階に入っている

工場か現われて来た。

工場における用水管

理法基本的には， 1)* 
源管理（井戸の場合に

は特に井戸管理）'2〕用

水の節約使用， 3）反復

使用および水温の低下

をはかる乙と，4〕水質

の改善的公の水に返

すに十分な排水処理，

都合5つに分けられる

が，工業の種類 ・規模・

水源事情などにより一

様には取り扱L、かねる

むずかしさがある。従

っていまのと乙ろこの

うちの水質改善と排水

処理とがかなり進んで
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おり，その他はまだ絡についたという程度であるが，とにかく今後の用水事情打開の

ためにまず工場が工場内の一連の用水管理を強化することが絶対必要であろう。

とりわけ冷却排水の井戸還元法ば，天然の地下水位（あるい：土庄力商）を高める点

で，地下水源の人工語養とい、うべき，いわば積極的な水保全策であるが，差当り工

場の立場ではそうしたおおげさないい分よりも，下水料金を支払う代りにとか，工場

内における湯水動力費の軽減のためとか，また低温Eつ恒湿の地下水量の増加をはか』

るためとかいった形の企業上プラスになり得る目的の下に行うことが自然であり，そ

のような形で奨めることが取り入れられる公算も大きいであろう。もっともこの場合

工場がてんでんばらばらに行ったのでは，水F型的に効果を減少，削減させてしまうこ

とも考えられるから，工場群相互の調整，指導を行って行く組織が必要であり，一歩

進めば国あるいは地方公共団体が公共事業として下水や都市排水などの改善水を水源

として地下水の人工煽養を推進する必要も生じよう。

もともと地下水源の保全は，河川表流水源の保全に相通じる場合が極めて多いので

河況，流量などの維持・保全のために根本的な対策が必要なことはいうまでもない。

従来私達の手で行っている河川の縦断方向における流量変化の調査結果では，多くの‘

1可川で意外に多い地下水供給源が発見されており，下流の工業地帯のためにこれらの

十分な保全を行一

うことは極めて

重要な仕事と考

えられる。しか

し河川管理の現

況からみれば多

くの場合，濯j既

用水との競合lこ

関した問題とと

もに，工業方面

から積極的，具

本的にどうしよ

うというまとま

写真 10. 工場自らの手で汚染されて行く河川の水 った意見の出る

段階lこまでは至っていない。あまつさえ工業自体，下流側工場が上流側工場の排水に

悩まされている実状で，まず自己の邸内からかためでかからなければならないという

のが卒直なところであろう。

しかしながら，河川における水源の総合的な調整，保全の問題は，水の利用を高め

て行く上に各方面の利用者に共通した問題で、もあり，また否応なしに通過しなければ
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ならない関門でもあろう。そして地域毎ゐるいは水系毎に，その重点的開発目標と開

発規模とに照して，最も妥当且つ公平な用水の配分（地下水をも含めての配分）を具体

的に検討しなければならない段階がやがて間もなく訪れてくるものと恩われる。

（工業技術院地質調査所工常用水調宣グループリーダー．現博】
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