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ヨーロ ッパの水あれこれ （n ) 

田中収

7. スイス

( l ) スイス中央政府にて

ベノレン市は，遠く 11世紀に聞かれた古都である。森や丘陵地帯をめぐり ，

青々とした水をたたえて蛇行する河畔に固まれたこの街は数百年間の星霜に

も変らぬ姿を保ち続けている。すすけたレンカザの家並みにそって古い石畳み

道を歩むとき，ふと時代の断絶の中に引き込まれてゆく気がするような街で

あった。

市議会の古都保存委員会は，由緒あるこの都市を往時のままの姿で守り続

けて来たのであって，旧市街地に関しては，建物の外装を変えることが禁止

されていると し、 う。

川をはさんてe街の対岸に小高い丘陵がある。市民の手軽なリクリ エーシ ョ

ンの場であって，ケー フツレ電車が設けられている。丘の上は，かつてはコソレ

フ場であったが，今は廃止され市民一般のものとなっている。ここからは，

ベノレン市の全景を見下すことができ，反転すれば，遠くアノレプス連峰の白い

山々がくっきり浮び上ってくる。余暇をさいて，わざわざ案内してくれた政
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府職員ミラ ニ一氏の語るところによれば，この丘に自動車道路をつけ，ホテ

ノレを造るなどの計画が持ち上り ，市民や議会内で賛否両論が闘わされたが，

結果としては，自然を保護する現状維持論が勝利を収め，開発案がお流れに

なったとしづ。身近な問題と引き較べて， うらやましい話だと思いながら聞

いたものだった。

さて私はベルンを訪ね，中央政府の水質保全課で，さきのミラニ一氏に逢

い，種々 スイスの国情を説明してもらった。

ヨーロ ッパの屋根といわれるアルプス山脈を南部にかかえたこの国土は，

わが国の九州とほぼ等しい面積と，約 600万人の人口を持つ小さな国とも言

える。国土の殆んどが，アノレプスに端を発するライン河支流の流域である。

スイス圏内のこのライン河の流域面積は，わが国の利根川の流域面積の約

2倍である。

一般にはあまり知られていないが，私は， た またまスイス国内の景勝地

「ラインの滝」（口絵参照〕を訪れることができた。 雪解け水をも含むのかその

泊々たる流れは上流部ではあるが，大陸河川の偉容を誇るに十分のものであ

った。この国土は行政的に25県 （Kantone）に分けられている。下水道関係の統

計も整備されていた。この25県の下に， 3,000の市町村があり，それぞれ汚水

処理の責任を有しているが，現在のと ころ下水道の普及率は70%である。

下水道の計画や維持管理については，大都市は別として，それ以下の都市

となると， やはり技術者の不足などから衛生的に不十分であるとし、 う。下水

道の許認可制度や，申請書の県や国に対する提出など， わが国と閉じであ

る。

また，計画にあたっては，民間コンサノレタント業界が主としてこれに当っ

ていること も同様であるが，コンサノレタン卜業務の実績はわが国よりも進ん

でL、るとみられた。

県や国は，市町村の下水道計画を広域的見地からチェックしている。場合

によっては大幅な計画変更をも命ずることもある。

国も県も施設建設には補助金を出し，補助率はL、ずれも20～30%であり ，

建設費の約1/zは補助金である。

水質保全や施設の改善等に対する国の行政機関の権限がまたすこぶる強力

だ。これは市町村や工場相手の場合のみでなく ，衛生上の問題から，都市計
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画，道路計画等にも口が出せる ことになっている。

スイスに限らず，他の国々もそうであったが，下水道の普及は昔ながらの

ことで当然のことであるが，処理については，往時は沈でん処理のみで済ま

せていたわけである。

これではならじと，各国とも処理施設の高級化に力を入れ，活性汚濁処理

場の建設が急がれている。

その他いろいろ話し合ったが，水質保全や汚水処理についての問題は，わ

が国とも共通するところが多いが，特にスイスの政府機関のやり方の着目す

べき点は，行政と研究機関との密着度が高く ，技術的問題は研究機関に全面

的にゆだねられ，それを受けた研究所では実地に即した研究を行なしり 実効

あるアドバイスや指導を行なう態勢にあることである。スイスの国立衛生研

究所はスイスの代表都市チュ ーリッヒにある。

(2) チュ ーリγ ヒにて

チュ ーリッヒもまた美 しい都市美を持っている街である。

市域は，チュ ーリッヒ湖の流出部に位置し周辺の丘の斜面に拡がってい

る。古めかしいケーブル電車で，ほんの数分上ったところに普ながらの遊歩

道がある。 こんもりとした繁みの聞に通じる石道と石造の手摺りは古いヨ ー

ロッパの雰囲気そのものである。 見下せばチュー リγ ヒ湖を背景に教会の尖

塔がそそり立つ市街の眺めもまた絵のようである。

スイス国立衛生研究所は， この遊歩道から少し上ったと ころに，いくつか

の建物に分散されて位置している。 この研究所では， 水，土，空気につい

て，衛生に関する研究がすべて取り扱われている。海タトから訪れる人々もあ

とを絶たないほどのにぎわいである。

この研究所は，工学，生物，化学，ごみ処理等の諸部門に分れていて，所

長は，ヤーク博士である。

私はしばらくの聞ここに通った。そしてこの研究所の所有する野外実験フ

ラントの他，工場廃液処理場，各地の小規模下水道などを見て歩いた。

研究所では，わが国の水俣病などの反響が大きく，しきりに資料を求めた

いと L、う芦があった。

主として汚水処理に関係する施設を方々見て回 り，興味をおぼえた点は，
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計画や設計が画一的でなく，その地区の立地条件，その他の環境条件等に応

じて，それぞれ異なっている点である。施設建設以前に，それだけ行き届い

た配慮が行なわれているということで為った。

さらに維持管理や，改善については，研究所の職員が常時関心を持ち，指

導が行き届いている点である。

このようなことは当然だが，またきわめて重要な事柄であり ，わが国では

なおざりにされているのが残念で，彼我を比較して大差を感じさせられた。

8. イギリス

ヨーロッ パの国々から英国に渡ると，一種英国らしさというものが目に映

じる。

緑の森や牧場は同じでも，住宅は，赤レンガが一般に多く使われ， 自然の

中に英国独得の沈んだ色調を保っている。ヨーロッパ各国の住宅は，より派

手で，カラ ーフノレてψあった。

( 1 ) 風土と水源問題

ロンドン滞在時期は夏も最中の時期であったが，緯度の相違は明らかにわ

が国の夏との相違を感じさせる。一般にヨ ーロッパの空は変り易いので，最

初は驚いたが，ヨーロッ パの夏もわが国の 4月の気候くらいであろうか。ば

かに暑い日があれば肌寒い日もある。

日照量の不足から，少しでも陽気が良いと人々 は公園や空地に出て，水着

姿で日光浴をする。英国人が傘を持ち歩くのも，またその気候のせいだとう

なずけた。

英国滞在中の私のスケジュールは，変化に富んで愉快なものであった。特

に，英国の地方都市や田園地帯の風物に接し得たのは幸いであった。

ヨーロッパ諸国では，さすが大陸であって水源の不足という ことは殆どな

い。わが国の水資源開発が急がれ，利水ダムのタムサイトを求めるのに四苦

八苦しているのと比較すると事情は根本的に違っていた。も っとも水質悪化

に↑ぶんでいる国々はある。

英国はわが国と同じ島国である。またロンドンなどの大都市をひかえ水源

問題はわが国と似たようなことがあるのではなL、かと考えていたが，行って
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みると，水資源問題ではわが国ほどの深刻さはないようであった。

インクラン卜南部については，急峻な山脈もなく， どこへ行っても，いわ

ばコJルフ場のような地形である。コソレフというスポーツが英国に発祥したの

もなるほどと思われる。

この地形は，おそらく土地の保水力や，河川の流況に大きく作用するもの

でゐろう。

( 2) 下水処理

英国は保守的な国柄であるといわれていて，今なお階級制度などやかまし

し、らしL、。

この古いものをかたくなに守ってゆく気質は下水処理技術の上にも現われ

ている。

私は大はロンドンの下水処理場から小は田舎の 200人程度の小規模のもの

まで見て回ったが，散11<.ff'床方式が健全に作動している ことが印象的であっ
ー島、
／」。

ロンドン近郊（Hertfordshire）に国立水質汚染研究所があり ，滞在中の 1日を

そこで過ごしたが，散水F床のP材の研究が意欲的に行なわれていた。

もちろん，活性汚泥方式の新式の処理場もあるが，散水P床方式がその利

点を生かして将来とも英国で使われてゆくであろう ことは明らかである。

( 3) 厳しい水質規制

下水道や水質関係の勉強や視察で英国を訪れる場合， リ一川中流部下水道

に案内されることは間違いなかろう。英政府関係者は， この施設から放流さ

れる水質が良いことで，英国随一，おそらく世界でも随ーのものと誇ってい

るのだ。

下水道の放流水水質規準は， BOD20,SS 30としづから，わが国と同じと考

えてよい。しかしロンドン政庁には水質保全委員会があり ，また河川管理局

などの機関で必要に応じて河川流水の基準や，汚水処理施設の放流水基準を

さらに厳格に規制している。

先述のリ 一川は，ロンドン市内でテムズ河に合流するものであり，ロンド

ンではこのこの流水を上水道の水源のーっとして使用しているが，上水道の
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取水地点から上流 9kmのと ころにこの処理場が為る。したがってこの放流水

には非常に厳格な規制が設けられているわけである。

ロンドンの上水道の水源は， 65%をテムズ河本流に，15%を地下水に， 20

%をこのリ ー川によっているが，この下水処理水を含む，かつ自流もそれほ

ど大きくなL、小河川の水質が，他と比較して最も良いというから驚きであ

る。

処理場の原理は特別のものはないが，三次処理として滞留時間70日の処理

池を持っている。現在は30万人相当の下水を処理していて，薬品，電気製品

等の工場排水をも共同処理している。

放流水の混入割合は平均流量 4に対し lであるが，時期により割合がさら

に悪くなると L、う 。

二次処理を経た処理水は，すでにBOD, SSとも 5以下となり，ラグーンを

流下するうち窒素が完全に除去される。

たまたま処理場わきに RiverAuthority （河川管理局）の車が停まっていた。水

質パ トローノレカーである。随時随所で当局の手によって検水され，試験結果

が悪ければ，ただちにおついお灸がすえられるというから徹底している。

( 4) 河川管理局

河川管理局は，いくつもの地方に分れており ，おのおのその地方の河川管

理を受け持つ役所である。

わが国と変るところは，水利権に対し，使用料をとっていることである。

水源の種別や利水の用途別に料金表が作られていた。もしわが国て、も上述の

リ一川のような高度の水質が政府によって保証されるならば，水利権使用料

を払ってもよいという意見が出てくるかもしれない。

エセックス地区は，ロンドンの北東に接した地区であり ，5水系の中小河

川の流域を含む地区である。

この地区は非常に雨量が少なく，年間降水量が20～24インチ（500～600mm〕

としづ。しかし，ロンドンにも近く人口も増加しつつあり ，水を除いては工

場立地にも条件が良いらしく工業地帯として発展することが予測されてい

る。

このように，地域的には，水資源不足の問題があり ，当局は他水系からの
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流域変更や，ロンドン下水道の放流水を再使用することなどを考えている。

後者については，実験プラントがあり ，三次処理の実験が続けられてい

た。この場合，下水処理水を三次処理後工場用水として使うのでなく ，河川

上流まで導水し，河川維持用水を泊養すると同時に自浄作用をも期待してい

るということであった。

今考えられてし、るのは，ロントン市内の，テムズ河左岸に新設された下水

処理場から，三次処理を経た処理下水を 6マイルの間ポンプアップし，地区

内の 7 ーダイク川中流部まで持ってゆく計画である。

当面，日量800万カn ロン（36,400m3／日〉を導水することを考えている。この量

は河川自流に比してかなり大きいものである。 すなわち 7 ーダイク川の渇水

量は 160万カ‘ロン，洪水時でさえ， 1,600～1,700万カ’ロンというから，下水

の放水路と考えて差支えなし、。ただし水質は，BOD, SSとも 10以内を目標に

三次処理をすると L、う。

( 5) 農村地帯

英国の田舎では，細かし、単位の町村制でなく ，いわ！まわが国の郡単位の郡

政制度を敷いていると ころがあり ，地方行政を合理的に処理しているように

伺われた。

下水道施設の維持管理など，この制度の下では特に円滑に行なわれてい

る。すなわち，郡の中で，中心的な街に，中心的な技術者を配し，規模の小

さい施設ほど管理人員を減じ，ごく小規模のものは，点検，パ トローノレのみ

を行なうなどして，中心的な処理場はおのずから管理センターの機能を果た

している。

下水処理は元来高度の技術を要するもので，満足な技術者をかかえ，十分

な管理費を費すことは， 零細な町村単独では無理である。 この点をうまく処

理している点はなかなか美事なものである。

下水道も段々小規模のものとなり ，小人数を対象とするものはいわゆる浄

化槽的なものとなってくる。

わが国の浄化槽なるものが，下水道施設の建設がおくれている一方，国民

が水洗化を要求するため非常な勢いで数がふえているが，その結果，河川汚
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濁の一因となっている ことも否定できない。

英国では，浄化槽は一般に地下渉透式となっている。 この方が直接流水を

汚染しt.c~、でよいであろう 。ただし，不惨透性の土地ではこれができないた

め別の方式を採っている。不診透性土壌の場合の家庭下水を単に浄化槽程度

の施設で付近の河川に流してしまわず，そのまま貯留しておく。そのため貯

留タンクが必要となる。セシプーノレとかセシピットとか称する この汚水溜

は，各戸または数戸単位に造られ，当局がバキュームカーでこれを集収し，

下水処理場で処理している。バキュ ームカーは，わが国の専売特許かと思っ

ていたのが，英国の田舎へきて，同類にお目にかかれたのは愉快であった。

農村の部落ごとに，かならず l軒は，昔ながらの居酒屋兼食堂のような店

がある。それぞれ特色ある小さな看板をぶら下げているが，その小さな看板

だけでは，私などには食堂か何かの見分けがつかなし、。内部は古めかしい暖

炉があり ，木造の天井には黒く， くすんだ太い梁が時代を物語っている。壁

には時代ばなれした猟銃などが懸けられているところが，わが国の古い農家

の様子にも似ている。

このような店はコ ーチインと呼ばれるが，いわば宿場というよ うな意味

で，音は旅人の宿泊にも用いられた。 場合によっては現代的にパブともい

う。パフとは，一般に PublicBarすなわち大衆酒場または居酒屋を意味して

いる。

コーチインでの昼食も私にとって懐しい思い出となった。

( 6) 日本製品の進出

余談ではあるが，ロンドンには数々の名所がある。週末の余暇には，単身

の身を持てあます必要がな く，つぎつぎと名所旧跡を尋ねたものだ。そのう

ち一つ愉快なことがあった。

バッキンガム宮殿の衛兵の交替は，ロンドンきっての名物であり，海外の

観光客にとっては，一大ショーとして人気を集めている。

ある晴れた日曜日，私も見物衆の 1人として宮殿の前に立っていた。

そこには，世界各国から大勢の観客がつめかけ，この古色豊かで華かなノf

レードを見んものと，また各自のカメラに思い出を収めようとしてひしめき
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あっていた。

私は人々の持っているカメラ を見たが，これが殆ど日本製であった。メイ

ド・イン ・ジャパンがうわさには聞いていたが，目のあたり これほどまで普

及しているのを見て驚いたものであった。

9. フランス

フランスでは，パリから約 l00 km ほどはなれたセーヌ河畔にあるFontaine-

bleロu-Aron 地方の下水処理場を訪れたほかは， 週末をノ~ 1）で過ご したのみの

短い滞在であった。

シャンゼリセ、通りに近く ，予約 したホテノレに投宿した。値段からは，日本

では超一流並みだが，どうにも二，三流のホテノレである。

あいにくの悪天候が続き，セー ヌ河畔の情趣もぶちこわしであった。折角

の7 ロニエの緑もエッフェノレ塔を掩L、かくすような雨雲がたれこめては一向

に映えない。

シャンゼリゼ大通りを行くパリジェンヌも，私には， 他の ヨーロッパの都

市と特に変ったものとはみえない。それより車の洪水：こは名にしおうパリ情

緒も騒音にかき消されてしまったようだった。

パリ情緒の真打ちはむしろ別の社会探訪によ って味わえるのかもしれな

い。時閣の余裕もなかったので，せめてもの記念にレストランシアタ ーであ

る「ムーランノレージュ」に行ってみた。

わが国とは，生活の時間的テンポが全く違っている。ショーの第 1回目は

午後11時から始まる。客は午後l0時頃から入り始め，食事を始めて，ショ ー

の開演を待つ。一体ここ の人々は，これが夕食なのか，夜食なのか，夜を徹

して楽しみの時聞を過ごして，明日の朝からの仕事に差支えぬのか，などと

われわれ日本人なら不思議に思うかも しれない。おそらく これは，生活のペ

ースやテンポが大きく相違するからであろう。

ショーはさすが美しかっ た。しか しほどよいシャンペンの酔いは，疲労も

手伝って私を途中で眠らせてしまった。目がさめた時はショ ーがはねたあと

で，後で考えれば惜しいことをしてしまっ た。

外はどしゃ降りの雨であったが，午前2時から始まる第 2回目のショ ーの

ため，大勢の客が詰めかけていた。
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l 0. フィンランド

ヨーロッパにおいて最後に訪問した国が，フィンラン卜である。

北欧スカンジナビア諸国の一つである。 スウ ェーデン，ノノレウェー，デン

マーク，フィンランドの 4ヵ国をスカンジナピア諸国と称しているが，その

うちスウェーデンは世界でも最も国民所得も高く，高水準と社会福祉のゆき

とどいた生活を送っている国であることはよく知られている。

フィンラン卜も 1人当りの国民所得が，世界 5位ということであって，生

活水準は非常に高いということである。私はその実態に接したわけであり，

この国の人々の生活をみてうらやましく思った点も あり， また一方考えさせ

るものもあった。

その点は後でふれるとして，この辺りの国々となると，わが国とはかなり

気候風土が異なっていてとまどうことも多い。

滞在時期は真夏であったが，背広の上着は必要である。しかも夏ともなれ

ば夜のない国である。いわゆる白夜である。

フィンランドのへルシンキに投宿した第 1日目の朝のことであったが，朝

方目を覚ますと太陽がかんかん照っている。時計を見ると 3時を指している。

これはてっ きり自分の時計の誤りだと思って，あわてて服を着，フロントま

で行ったが，フロントの時計も 3時であった。つまりまだ真夜中だった。こ

れにはわれながらあきれたが，この反面，冬になれば四六時中太陽を見ない

時期があるというから，生活のリズムに溶け込むには，旅行者はかなりのと

まどいを感じる。

緯度の点からは，フィンランドは，アイスランドに次いで，最も北部に位

する国である。

人口は465万人，人口密度は1km2あたり 15.2人としづ少なさである。

首都へノレシンキには約50万人の人口があり ，これがこの国最大の都市であ

る。

地質学的なことは私にはわからないが，この国には地下水を得るような地

層が少なく ，また，目で見たと ころでは岩盤が露呈しているところが多く，

覆土は浅いように，思われた。 樹木も厳 しい気候のせいもあろうか，爵蒼たる

大木などはみられなかった。
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またこの国土の特徴としては非常に多くの湖があることでゐる。国土の面

積の10%が湖であり ，その数（土 6万に上っている。 という ことは，すべての

河川は川となったり湖となったりしていると いうより， j胡を連鎖状につない

でいるのが川である。

この国はし、ま これらの水域や内湾の汚染問題解決に懸命となっている。

これらの湖や海域は冬期はすべて結氷する。また， 汚染の影響については

特に敏感である。

湖は概して浅く，平均水深20フィ ー卜 である。汚染源はパルプ廃液と都市

下水であるが，最も汚染の進んだ地域について，湖の総貯水量に対して，汚

水排出量が 4%であるが，すでに汚染の度合は深刻である。

上方から見ると一見美しい濃青色の湖水も，精査してみると，大部分は枯

木，病葉，枯葉等からなる腐蝕性土壊により褐色に染めうれている。

この腐蝕土（立，例えば，湖水にごみが徐てられた場合と同じような型で湖

水に負荷を与えている。

さらに冬期の結氷期が続くと，湖水は大気と隔離されることとなり ，溶存

酸素がなくなり ，水質の悪化は加算される。結氷期は南部でも 4ヵ月，北部

では場所によっては6ヵ月以上にも及ぶとし、 う。

このような環境であるから，湖水，河川水の自浄作用はきわめて微弱なも

ので，これ以上の負荷がかかると水質に敏感に影響するわけである。

ヘノレシンキ市においてはまた内湾の汚染問題を扱っていた。海水に与える

負荷の影響もおそらく湖水の場合と共通するものがあるのであろう。もっと

も水域の汚染を防止する決め手は下水道の整備であろう。下水道の整備や

工場廃液処理施設の整備については，この国はやや立ちおくれている こと は

否定できなかった。

ただこの国の悩みは，通常の処理の程度のみでは水域の汚染問題が解決で

ぎないことで，窒素除去が大きな課題である ことであろう。

フィンランドの政府関係者の話を聞いていささか奇異に感じたことが一つ

ある。私などの貧弱な社会知識では，近代国家は， いわゆる三権分立，すな

わち，立法，司法，行政権がそれぞれ独立して，政治体制を形成している も

のと考えていた。 この国では裁判所の役割がかなり大きし行政府の役割は

小である。例えば，わが国でいえば，省令以下の法律，な らびにそれに関す
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る行政権の執行については役所の責任や権限が大きいが，この国では細かし、

法律，規則，規準などはすべて裁判所で制定されるという，したがって，裁

判所が各分野の専門家をかかえている。

1962年に水法が制定されたというから比較的新しい法律である。 これには

水域の汚染を禁じた一般的倫理規定はあるが具体的規準はない。

汚染問題の紛争を水裁判所に提訴するには，訴訟人の側で，廃水による被

害を減少させるためにとるべき具体案を示す必要があるという。 こうなれ

ば，裁判所が，行政官庁のような仕事をするところだとしヴ気がしてくる。

歴史的にはソピエ卜の領土下にあったり，スウェーデンの一部であったり

したこの国は， 1917年に独立して以来，すべての国に対して融和政策をとっ

ている。自由主義国のグループに属してはいるが，ソ連とは国墳を接してい

るこの国は，政治的にも軍事的にも微妙なものがあるらしい。

民族的にも，他のヨーロッパ系とは種族を異にするといわれ，アジア系の

血をひいているとも聞いた。

この国の人々にとって日本人は珍客であった。

ただ日本に関する関心度は非常に高く，かっその認識が非常に深い。

EECに加盟している国々は日本製の車などの輸出は困難であり殆ど見かけ

なかった。しかし，フィンランドは，日本製の車をヨーロッパでは最も多く

輸入している国である。

10台に 2台くらいは日本製のトヨペッ卜やブルーパードなどであり，見た

目には，もっと多く見える。ベンツと肩を並べて日本製車がタクシーをやっ

ていた。日本の偉大な経済的繁栄が，興味と関心のまとであり ，新聞記者の

インタビューやラジオのニュース穣にされたほどであった。

滞在中の一日，招待を受けて，別荘に案内された。

フィンランド人は大抵別荘を持っている。しかし，われわれの別荘のイメ

ージではない。むしろ，山小屋的な別荘である。そこへ行くのにはモーター

ボートも必要な場合があり，自家用のボートを持つ人も多い。自家用車は当

然で為る。

夏期休暇，冬期休暇等，社会人も学生並みの暇があり，その聞は，都市生

活から逃がれて，むしろ原始的に近い山小屋的な生活をして自然に親しんで

いる。
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サウナ風目もまた名物の一つで為るが，各家に一つはサウナ風呂がある。

何のことはない鉄板を焼いて水をかける蒸し風目だが，本場の本物には，そ

れなりの情趣があり，思い出に残る一こまであった。

ただ，制度化されたレジャ ーは，レジャ ーのため の生活を人々に強要す

る。私は考えるのであるが，日頃忙がしくしていてこそレジャーの有難き，

真の意味があるのではないか。もちろん，馬車馬のように，一生働きづめ

で，老後の報いも不十分なわれわれの社会は論外である；j：＇レ ジャーを持て

あます社会もやはり別の悩みが生まれてくるのではなかろうか。

（経済企画庁水資源諜主査〕
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