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欧米工場廃水事情について（上）

後藤三夫

この度，農林水産業生産性向上会議で、編成された水汚染防止専門視察団に

参加し，約100日に豆り Ic Aと文部厚生省の支援の下に米国 18州39都市と，

引続き単独で英国，スエーデン， 西 ドイツの 3ヵ国を同様のテ｛マで視察す

る機会を得た。 このチームの目的とすると ころは， 水汚染防止に関する米国

の法律とその運用についての行政機構，その実施並びにこれらの基礎となる

研究の実態とその方向性を視察し，併せてこれらが工業，産業，漁業等一次

生産者側，公衆衛生関係側並ひ＊に一般市民から どのように受け入れられてい

るか，或いは批判されているかを知り， 目下取り急ぎ固と してこれらの制度

を整備しようとしている日本政府等に有益な参考資料を提供することにあっ

た。

従って，チームの編成も水産 ・生物学者，水産関係行政官，漁業者側代表

5名と工業側3名という全く呉越同舟の編成だったが，当初の危倶もなく，

短期間に複雑多岐な問題に取り組み，かなりの成果を挙げ得たと思われる。

私は技術者でないので， 特定のもの以外は総て専門家にまかせ，特定のも

の，例えば法規，行政並ひ事に紙パノレプ関係についても，視察後その都度ディ

スカッションして，専門家の意見を徴する こととしたので，技術的，具体的

な問題は公式報告書を御高覧願いたい。

未だ詳細取り纏め得ない段階にあるので，極く概況の報告に止め度L、。

米国

米国のスケールの大きいことには一驚した。面積で25倍，人口密度は1/10,

国民総生産は日本の 8倍，この広大な国土，豊富な資源，巨大な生産力の上

にある米国の経済力と繁栄は，日本の現状に比較した場合，ベースそのもの

が甚だ隔絶していて， 万事単的に比較出来なかった。

まず，今回の視察テーマに最も密接な関係のある米国の水の事情から述べ
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ょう。米国は天然資源では世界的に恵まれている国の一つであるが，西欧諸

国Jこ比べて，非常に欠乏しているものの一つに水がある。米国は大変雨量が

少なし北西部のワシントン州，南東部の 1～2州の小地域は比較的雨量が

多く ，平均 660m協 といわれているが，他の州は驚く程少なく，中部地帯で

は 45mm程度である。しかも地勢，地質，土壌構造から多量の降雨があっ

てもすぐに流れ去るので，水が少なく ，それにもかかわらず一方用水が限界

に来ている地域に新工場が発展する結果，工業用水獲得が相当深刻な問題と

なって来ている。特に，ニューヨーク，カリフォルニア，オレゴン，ネヴァ

ダ，ア リゾナ，コロラドの諸州は深刻のようであった。従って，政府側が対

策7こ腐心する ことは勿論，工場側における水の合理的使用の研究は甚だ真剣

で，莫大な研究費を投じまた設置された水の循環使用設備には甚だ参考と

なるものがあった。

なお，土壌構造から米国の河川が一般にエロージョンのシルトを多く含ん

でいて潟っているのが，印象的であった。

連邦政府と しては，1948年公民法（PublicLaw）第 660号において連邦水

質汚潟防止法（FederalWater Pollution Act）を制定している。これは 2州以

上にまたがる水質問題処理のため，合同委員会の設置とその汚濁損害に対す

る訴訟手続，並びに下水処理施設に国の補助金を交付し，また，シンシナチ

市にある連邦政府直属の研究機関である SanitaryEngineering C加 terで汚濁

防止の経済的な施設を研究して，その結果を各州に助言し，また，工場の相

談にあずかること等を規程してあるが，水質許容基準等の具体的な規程はな

し実質的には一種の助成法のようなものである。連邦政府は更に Federa( 

Water Pollution Actの枠内において各州に取締りの実体法の制定を勧告し，

細部を州の法律に委任する形式をとっている。

次に州の法律であるが，未だ，法律のない州も一部あるが，法律を制定し

水質許容基準一一これは産業排水，一般下水を処理する時の目標となる清浄

度であり，工場の放流口から一定の水域毎に個別に定める放流水基準と，こ

れらの放流水を含んだ河川の流れについて基散を定める公共水基準（流水基

準〉の 2種類があるーーをもった州が23州ある。

各州の法律の内容は大同小異であって，州は必要と認めた場合，立法の準

備を行なうが，立法に際しては民間，産業代表を交えた審議会の結論によら
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ねばならぬので，産業側に対する考濯も充分払われる。全米の 170の有力な

化学会社を会員に持つ米国化学工業団体で聞いた話で、あるが，ここも水汚染

対策委員会を結成し，研究，調査，対策等に腐心していたが，州、！の水管理法

の立法，成立に当っては，進んで積極的に協力したとのことである。少なく

とも，水汚染源の規制を目的とした水管理法に工業側として積極的に協力し

たという点聞に落ちなかったので，質問したところ，事務局長は，

「米国の古い諺に“若し相手をなぐることが出来なかったら逆に進んで協力しろ”

というのがある。即ち，産業1l11H土好むと好まざるとに拘らず大勢が立法賛成に傾い

たら，その際は，むしろ業界として政府に進んで協力すべきであり，その結果は必

ず業界に有利な法律が出来る。：トII水管理法の大部分はその通りの結果になった」

ということであった。

このような結果によるものと思われるが，各州の法律は施行前の工場から

の廃水に遡及適用することなく既得権を認めており，施行後の新，増設工場

の廃水についてのみ，次に述べる水管理委員会において所定の調査を行な

い，ライセンスを出す方法をとっていた。

各州とも法律は新らしく，大部分が1950～1957年に制定されており，また

最近では，各州、！とも水汚染より空気汚染が大きな問題となりつつある実情の

ようであった。

州法では，まず水管理委員会の設置を規程し，行政上の権限を委員会に付

託しているが， これは， 日本のような特殊な紛争事例の多い国に，ただち

にあてはめることは，いたずらに事を紛糾させ，混乱させるので，適当とは

思えなかった。

この水管理委員会が最も合理的に運営されているのは，パージニアとカリ

フォルニアの両州だそうである。

水管理委員会の委員は概ね10名以下で、組織されているが，私の視察した範

囲では，パージニア州の如く全く水汚染に関係のない人々のグループによる

もの，即ち， リンゴ園の経営者，証券会社の社長，木工家具工場の工場長，

荷車製造業，石油販売会社の責任者といったところ，メリーランド州のよう

に7人中4人が州委員会委員長と州政府役人， 3人が弁護士，化学者，工場

長といった民間人で組繊されたところ，またイリノイ州のように 1州に二つ

の委員会があり，一つは民間人，特に工業家を主体とし，衛生工学者，農業

者代表を加えたもの，この方の委員会の決定がそのまま採用されるが，更に



132 水利科学第2巻第4号（1958)

一つのアドパイスする州政府各部門の代表，局長をもって組織された委員会

もあるもの等，州によって構成が異なるようであるが，私共には将来これら

が形式化する倶れがないかと L、う感想、を抱いたものも多かった。この委員会

の主な仕事は，

① 現存する汚染処理技術と研究資料の整備，拡充を図る。

この研究，調査には各州とも羨しい位潤沢な予算と設備とスタップを擁

し，相当進んだ化学的，計数的データを整備していた。

② 汚染軽減を必要とする場合は法律に基づいて勧告または命令を出す。

この場合も，事前，利害関係者を招集して公聴会を聞き，更に委員会事務

局として調査した資料も公開し，権威ある専門家の意見を得る等相当慎重な

三子続を経て勧告，命令を出すことになっている。

過去にこのような措置をとることもあったそうだが，大部分円満に解決し

ていて，命令違反の場合の罰則規程があるところでも，委員会が個人的に仲

介の労を執り，相互に納得する方法にもっていくよう努力するそうである。

ただし，損害補償の裁定は万事州の裁判所がこれにあたっている。被害者

が州裁判所に損害がある旨訴訟すると，まず，州は委員会をはじめ傘下の機

関を動員して徹底的に調査を行ない，その結果裁判にかけ，若し実損害が明

らかになった場合，裁判所は加害者に対し，決定した実損害に対する補償額

の支払いを命じるとここで田白L、点は補償額は潟、民の手には入らず，工場の

処理施設の改善に｛変われたり，また，州、｜が稚魚を購入しその河川に放流した

りするが，この最大の理山として，米国には現在漁業権というものがない。

わずかに歴史的事実からコロンピア河上流の保護訊のインディアンに鮭，

鱒の漁業権のようなものを与えているケースが 1件ゐるに過ぎなし、。従っ

て，専業漁業者による苦的のケースは統計上極めて少なく， 一部にワシント

ン州のピューゼ、ツト，サウンド並びにパージニア州のチェサピーク湾のカキ

養殖業者（沿岸漁業者〉による苦情が多いとのことであるc 工場に苦情をつ

けるものとしては， リクリエーションとして或いはスポーツとして釣りを

楽しむ，いわゆる遊民者（スポーツ・フィッシャー〉といわれる連中がある

が，この勢力は中々大したもので， 1955年の杭計ーでは，全米で 2,0GO万人の

人が遊漁鑑札を受けていて（男4人に 1人，女 11人に 1人の割〉，遊漁に使

う経費，即ち，源、具，交通費，鑑札代，船の購入，チャーター料等は年間20
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億ドルといわれている。この遊漁者の苦情のうちには，附近でリクリエーシ

ヨンするその工場の従業員からの苦情も含まれているという話も聞いたが，

お国柄とはL火、ながら甚だもって変なケースもあるものだと思った。

しかし， 反面，工場側も甚だ強硬で，生業でないスポーッ・フイッシャー

なら何もここで釣る必要はない筈だから，よそへ行って貰いたいと主張し

て，現にシカゴ北部の鉱山と鱒の遊漁者のトラブルも委員会の結論で工場側

の勝利に終ったとのことである。このような点，日本と非常に事情を異にし

ている。

メリーランド州においても，過去1件だけ砂利採取会社の汚水が問題とな

り，会社側が委員会の命令を無視する挙に出たので，悪質違反として裁判上

の問題となり，その結果，科料2,500ドルを徴したというのがあるだけだそ

うである。

① 工場の新増設の場合は，中請に基づき？調査を行い，建設開始に先立ち

ライセンスを出す。

④ 水質許容基準を設け公共水の清潔を保つ。

法律施行前の工場廃水には一応既得権が認められ，現状以上に汚染しない

ことで済むが，新設，増設による放流量の増加，製造方式の変更による異質

放流物に対しては，委員会よりライセンスを受けることになっている。河川

について公共水基準を定めても個々の工場が廃水を処理する際，どの程度ま

で、清浄度を保つべきか不明であるため，その河川の流量，流速，深度，底質

等各種の系数を使った算式から工場毎の処理基準を決めることになるが，こ

れが中々の大問題となっていて，一応工場側の納得した処理基準によって，

工場側は処理計画を樹て許可を得る運びになる訳である。

この許容基準は委員会が主体となって，各般の調査，研究を行い，また，

中央，他州、Hニの連携により案をつくり，公聴会を経て定めることになってい

る。しかしこの基準も便宜上設定するもので，河川のスケール， 7］（.量，水

流，時期的変動，放流場所等により稀釈度が重要なファクターとなるため，

必ずしもこの基準に従う必要はなく ，ケース・パイ・ケースで処理されると

のことで，多くの委員が厳定すること自体に大きな無理があり，ナンセンス

であるといっていた。

メリ｛ランドナト｜の廃水そのものの放流口半径100メートルにおける基準は，
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固型物 1/32インチ以下，濁度 400ppm以下，BODlOOppm以下，DO通

常の50%,P.H. 5. 5-8. 5，油類300ppm以下，毒性，規程なし，ケース・

パイ ・ケース

となっている。

なお，ニュー ヨーク州，ノースカロ ライナ州の如く河川別，または，上流，

中流，下流別に水量，水質，底質測定を行い，このデータを専門家，関係者

で検討し， 公聴会を経て清濁JI聞にAA,A, B, C, D, E, Fといった様に幾

つかの等級にわけ，それぞれ保持すべき水質の標準を定め，その目的によっ

て適用を定めているケースもある。 これも必要ある場合，公聴会において等

級の緩和変更を認めていて，ケ｛ス・パイ ・ケースの一つの方法となってい

る。しかし，このような場合， E, Fのようにどんな汚染水をいくら出して

もよい河が定まる ことにもなる。

次に，イリノイ， ミシガン，オハイオ，ウィス コンシンナi'Iのように河川

別， 上流，中流，下流別に問題が惹起したときに，委員会，公聴会を経て主

務官庁が定める方法を採用しているところがあり，これは成文律を作ること

なしに，また，必要がなくなったときには直ちに廃止するといった徹底的な

ケース・パイ ・ケースによっているが，この方法が，大変実際的だと評判も

良く，両当事者も極めて協力的である とのことであった。

このように水質許容基準を定めるには相当慎重かつ綿密なデータを必要と

して，しかも ケース・ パイ・ ケースによらなければならないとい うことが米

国においてもやはり実情のようであった。

なお，水汚染問題を所管しているのは，中央官庁では Departmentof Health 

and Education Welfare （文部厚生省〉の PublicHealth Serviceであり，ナi'Iで

は， 概ね衛生担当部局が取り扱っていると ころが多いよう で為った。

これはわが国における紛争の事例と異な り， 米国における水汚染問題は公

衆衛生， リク リエーショ ン， 工業用水と しての利用面の検討から来ていると

し、 う証左になると思う。

⑤ p R並びに情報の交換，提供。

水資源の重要性，産業との関連，公衆衛生， リクリ エーションとの関連等

について， 与論喚起のための一般に対するPR活動は甚だ熱心且つ徹底的な

もので， 子供用のものから専門的なものまで， その発行されている PRパシ
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フレットの種類はおびただしいものであって，これがこの種問題の円滑な促

進に大いに役立っている。

一例をあげると，パージニア州でこのPR資料の作成発行に年間 250,000

ドルの予算を計上していた。また，この種問題の研究機関の充実と莫大な予

算も驚くべきもので，連邦政府における SanitaryEngineering Center，各州毎

の州、｜立研究所，または，産業，或いは政府連スポンサーとして，この種問題

の研究を行なっている各大学，研究室，例えばワシントン州立大学，ここは

特に紙パノレプ会社より毎年 1,500万円の援助を受けて， McCarthy博士を

中心として紙パルフ。廃水処理，廃液利用の画期的研究をしているので特に有

名である。その他ジョンホプキンス大学，オレゴン州立大学，カリフォルニ

ア大学等があるO

Sanitary Engineering Centerの年間予算は， 5,000,000ドルといわれ，それ

ぞれ専門的研究を行い，一定のテーマについての成果は直ちに印刷物になっ

て関係各方面に発表され，その情報の提供，交換のまことにスピーディなこ

とも驚嘆した。

また，ワシントン州立大学とウィスコンシンの森林研究所がリグニン利用

のための基礎研究を行なっていることが注目された。生物学の面では各所で

生物試験が盛んに行われていて，前述の通り結果は速かに関係筋に発表され

対策の万全を期していた。

法律内容については，公式報告書に詳細がのると思うが，ここでカリフォ

ルニア州の水質汚濁防止法について，その要点を簡単に述べる。

本法は， 1949年法第 1549号で制定された CaliforniaWater Codeの改正法

で， 1951年法第1139号により制定された通称 DickeyWater Pollution と呼ば

れる米国でも代表的なものである。要約すると，

第 1:4i: 州の政策として

第1300条

①汚濁防止を規制することは州民の健康，安全福祉のため必要であそ。

②本件問題は地方的なものであり，地方により降雨量その他により事情が異なる

ので地方別に実施する。

第1301条 以下の権限を認める。

市町村が本法と矛盾しない範囲で追加条件を加えること。

等が規程されている。また
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第 3章 州の水質汚濁規制l委員会

設置については

第 13010条委員会は州政府内に置く。

第 13011条委員は知事が任命する。

委員は 9人とする（州官吏， 9地区の代表者，特に指名する者）。

任期は 4年毎年2名宛替える。

第 13020条 技術只は 5年以上の経験者とする（事務局の技術 Staff〕。

第 13021条 委員会は 7人以上の委員の承認がなければ行動出来なし、。年2回常会

を開く。

第 13025条 州委員会は汚染が改善されない場合は管持続を持つ州機関を指導監督

せねばならぬ。

等が規程され，更に

第 4章 地方水質汚濁規制委員会

設置として

第 13040条 9 t也区に分つ。

①北部海岸 ②シスコ湾 ①中央海岸 ④ロス地方 ①サンタ ・アナ地方 ①サ

イテイエゴ地方 ①中央峡谷 ③ラホンタン地方 ①コロラド河地方

第 13041条 地方委員は知事により下記の者が任命される（ 5名〉。

①水供給生産管理者 ①濯i既農業者 ①産業代表 ．④市庁 ＠都庁

任期4年， 2年毎に交替，年4回常会を開く。

第 13052条委員会の仕事

水質汚濁の防止，除去，勧告，産業廃＊について処理計画を助長し援助する。

第 13054条 新しい廃水を下水汚物処理施設以外に排准する場合は申請舎を出すこ

と。委員会は公聴会を開催，排池；がいかなるものによらなければならぬかを決め

る。そして排池者はそれに合う様な処理施設を造らねばならぬ。

第 13063条 人又は市町村が州の委員会の勧告に服さぬ場合は検事に対し該事実を

認、承させる。又検事は汚染継続を中止する禁止命令を出す様上級裁判所に申請す

る。 （この様な非常手段をとることは殆んど例がないそうであるー一一筆者〉

等を主たる内容としていた。

要するに，米国も水汚染防止の歴史は浅く，特に戦後産業の急速な発展に

伴ない，ここ 6' 7年来この問題に子をつけたのが実情のよう であり，法律

は制定しても，急激且つ不合理な規制は避け，各般の事情を勘案しながら無

理のないように推進している過程のようである。

次に，一般下水処理，即ち都市排水処理について述べてみる。

米国では FederalWater Pollution Actに都市下水処理場施設に対しては，
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国が補助金をつけ，また国の研究機関が施設に対する研究をして伎術的援助

をする等，促進処置に相当思い切った措置が講じられ，処理施設の普及は日

本に比べ遥かに進んでいて，地方の小都市でも処理場が整備されているのを

見掛けた。

政府は毎年 5,000万ドル，10年間， 5億 ドルの枠で補助金をつけている

が，豊かな都市では殆んど自力で処理施設を建設していた。

その多くは活性汚泥法によっていて，一部撒布i慮床法を主としているとこ

ろもあった。B0 Dの低下は日本より少ない様で，最低 BOD  18ppm程度だ

った。日本て、は東京の三河島で、約 12ppm，砂滴して製紙会社が使っている

ケースもあるつ

この原因は， 家庭下水が油 ・洗機芥lj（油性の食物を多く摂取する）を多く

含んでいて泡立ちがまことにひどく，これが曝気をはばんで分解されないた

めだと思う。

しかし，処理前に Cl2を入れて細菌を防いでいることは悪臭防止のために

もよい方法で，また，一部流入口にクラッシャーを設けて固型物を粉砕し，

分解を促進しているところもあった。

また，シカゴ，ピッツパーグでは付近の衛星都市を包括して，SanitaryDis-

trict Authorityを組織し，政府または市から補助金や低利融資の斡旋を受け，

独立会計で事業を運営し，処理費を徴し償還していた。

ここで特に申し述べたし、ことは，これらの都市下水処理場で，同時に産業

廃水を処理しているケースの大変多かったことである。もっ とも，廃水の種

類によっては工場で簡単な一次処理を行い，しかる後に都市下水処理場で処

理するところもあった。そして水道料のような恰好で処理料を徴収するわけ

であるが，その非常に安いことにも驚いた次第である。

これは，まことに合理的且つ適切な考えで，日本の中小企業の廃水対策と

しては，共同の専用廃水路の施設と共にまことに恰好な方法と思われ，今後

大いに国 ・地方公共団体として考えていかなければならない点である。

次に，米国においても水汚染源として，農薬，殺虫剤の影響が非常な大き

な問題となっていた。

メリーランド州のソロモンズにある FisheryBiologics Laboratoryを訪問し

たが，ここは1937年に設置された，この種研究所としては米国でも最も古い
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もので，全米特にチェサピーク湾関係各州の要求に基づいて，主として生物

学的研究を行い，権威ある研究発表を行なっているが，最近全米に亘り都市

或いは産業廃水の影響より，農薬，殺虫剤によって淡水魚・塩水魚の稚魚，

カキ，青ガニ等が弊死する例の著しいことが判明，目下その防止対策と勧告

に大童の態であった。米国では，農薬，殺虫剤は害虫駆除と蚊類の撲滅のた

め飛行機等から大量投与する結果，分解の遅いものが雨その他で河川に流入

しPHが急激に下り，甚だ有害な状態となるのであるが，現在のところ，対

策もきめ手もないようすであった。

日本でも，全く 同様の現象があって，またその毒性の影響の大きいことも

相当なものと想像される。

次に， “廃水に関するよろず相談屋”が企業化されていることである。ペ

ンシルパニア州のフィラデルフィアにパイオロジック・コンサルテーション

とし、う会社があるが，ここは廃水に関する専門技術者，その他権威あるスタ

ップを擁していて，主として会社側の依頼に応じ調査費を受けて，特定の

調査を行い，その結果を秘密保持の取り扱いで会社側に報告するが，相当権

威ある会社とのことで， 最近，この種問題にアピールしで注文が殺到し甚だ

繁昌しているそうで，現在米国にこの他2社あるとのことであった。

（紙パノレプ連合会総務課長〉
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