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メオサレテ'イスカッショシ 公害と OR

司会

岡田芳太郎
岡田: 企業の側から見た公害対策について

高度経済成長政策によって産業経済の急速な発展，

技術革新に伴い，企業規模の巨大化，集中化bよぴ

エネルギー革命等により大気汚染度が高まる一方，

人口の都市集中化，産業立地計画の立違等から.公

害問題が起り加うるに文化の向上により，生活環境

の改善が要求され，大気汚染の問題が大きくクロー

ズアップされてまいりました.これはひとり我国だ

げの問題でなく世界共通の風潮であります.大気汚

染の原因は，すす，粉じんによるもの，有害ガスに

よるもの，自動車排気ガスによるもの，の三つに大

別されます.すす，粉じんによるものは，燃料の燃

焼，化学反応(例えば酸素製鋼法において発生する

赤煙〉燃料，原料，成品の輸送系統，処理工程等に

まテいて発生しますが， とれに対しては各企業にまTい

て積極的に集じん装置を設置しました結果，著しく

減少しました.有害ガスの内，特に問題になるの

は亜硫酸ガスでありますが，エネルギー革命によ

り，燃料が石炭から石油系燃料に転換すると共に産

業発展につれて，その使用量は急速に増加してまい

りました.今後もまた著しく増加が予想されており

まナ.従って我国の原油輸入量は，逐年増加の一途

をたどり，回和45年には約 1 億 7000万‘.kg になると

予想されており，しかもその輸入原油の約88%が，

硫黄含有量の高い中近東の原油で占められておりま

すため，この原油に含まれて我国に持込まれる硫黄

の量は亜硫酸ガスに換算して，昭和40年・ 250 万屯

であったものが，田和45年には約 600 万屯，昭和50

年には約 870 万屯，間和60年には約1600万屯と著し

く増加すると言われてまT りまナ.従って亜硫酸ガス

による大気汚染が今後益々問題になってくると考え

られまナ.大気汚染が高まるにつれ，大工業都市に

おいては降じん量. 502 • 803 濃度等を測定してそ
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の実態が判明する一方，四日市のような深刻な公害

問題が発生し，大気汚染が大きな社会問題として，

クローズアップされて来たため，昭和37年に煤煙排

出規制法が制定されました.との法律は事業所，工

場において事業活動に伴って発生する煤煙等の処理

を適切にすることにより，大気汚染による公衆衛生

上の被害を防止すると同時に生活環境の保全と産業

の健全な発展との調和を計る ζ とを目的として制定

され.その排出基準は，現時点にまTける技術レベル

と経済的条件を基にして決められてbりまナが，猶

予期聞が指定地域に指定されてから，欧米の 5年間

に比較して 2 年間と短いこと，新設備，旧設備一

律に決められたことが問題ではありましたが，各企

業に沿いては，法の規制を尊重ナベく膨大な投資を

して，煤煙処理施設の新設，改造等を行ってまいり

ました結果，技術的，経済的に困難な場合もあり，

また対象外の施設も多数あり，解消されたとは申さ

れませんが，ナナ，粉じんによる大気汚染は著しく

改善されたものと思います.然しながら亜硫酸ガス

に対ナる対策としては，現時点においては煙突を高

くして拡散させるか，低硫黄重油の使用等の対策し

かなく，我国の原油事情，今後の重油消費量の増加

等より，現状のまま推移すれば亜硫酸カeスによる大

気汚染の高度化は明らかであります.そとで前国会

に沿いて公害基本法が制定されました.ζの法律は

事業者，国および地方公共団体の責務を明確にする

とともに，環境基準を制定して.煤煙規制法の欠陥

を補うとともに，更に強力に行政指導を実施しよう

とするもので，産業の健全な発展との調和をはかる

ことが非常に困難ではないかと考えられまナ.各企

業体は大気汚染防止に対する，社会的責任を痛感す

るとともに，地域社会との共存共栄をはかるため，

経済的負担を度外視してその対策を強力に実施して

来ました.その一例として当八幡製鉄所の防止対策
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の現況を簡単に述べさせていただきます.八幡製鉄

所は粗鋼月産約75万屯の銑鋼一貫工場で，八幡，戸

畑の両製造所からなっております.法による対象施

設は 108 施設あり，現在までに対象，非対象施設に

対ナるばい煙処理施設の新設，改造のために，投資

した金額は約 100 億円，またそれらの処理施設の運

転費は月間約8000万円にbよんでおり，当所として

は最大の努力を払っているつもりでございます.そ

の結果当所の煤じん排出量は，法の制定されました

回和37年度を 100% としまナと，現在はその約7~

8% と著しく減少してま?りまして， I との天の虹」

という映画で有名になりました八幡のじ色の空も，

今は見違えるようになりました.昭和37年に降じん

量を測定するデポヂットゲージを 11ケ所，さらに昨

年は大気汚染自動記録J十を，八幡製造所内に設置し

てb りまナ.また本年は八幡，戸畑両製造所内に二

酸化鉛法による亜硫酸ガス測定器を20ケ所に設置し

まして，煤煙処理施設の強化と構内大気汚染との関

係，および市当局て博じん量，亜硫酸ガスを測定い

たしてまテりますので，市内の大気汚染との関連を現

在調査中でございます.私はORは門外漢でわかり

ませんが，今後サットン，ボサンケットの通産省案

の式を使用して，当所の複合汚染度を計算するとと

もに，構内，市内の汚染度の関係を把揮して，今後

の対策を進めていきたいと忠、ってむりますが， OR 

の手法を使用すればより効果的な対策が立案される

ではないかと思われまナ.戸畑製造所構内に設置予

定の戸畑共同火力の建設に対しては，いわゆる通産

省方式で亜硫酸ガス濃度を 1汁算する一方，長崎の三

菱造船所で風洞実験を行って，汚染状況を確認する

等万全の対策をして，大気汚染防止に努力を傾倒い

たしております.要するに大気汚染は産業，経済の

発展と密接な関係があり，また企業は地域社会と一

体関係にあり，地域社会の発展なくして，企業の発

展はあり得ませんので，今後さらに大気汚染防止対

策を強力に進めて，生活環境の改善に努めえいと思

ってb ります.この考えはひとり当所のみならず，

各企業とも同様の考えであろうと思われますが，問

題は如何にして生活環境の保全と企業の発展の調和

をはかるかにあると思います.そこで企業の立場か

らの問題点，要望を要約いたしますと，まず第一は

高性能の集じん装置は非常に高価であり，解欣経済

体制下企業聞の競争が犠烈を極めている現時点にわ

いては，コストの切下げを強く要請されている企業

においては，ばい煙防止対策の必要性は充分認識し

て居ながらも，企業の存立にかかわり，対策の准進

が出来ない場合があります.従いまして安い高性能

の集じん装置の開発が急、務と思います.次はエネル

ギー革命による石炭より重油への転換，まTよび産業

の発展により重油の使用量は益々増加して参りまナ

が，現時点においては亜硫酸ガスに対する対策とし

ては，煙突を高くナるか，低硫黄重油の使用しかあ

りませんが，前者は旧設備について非常に困難であ

り，後者について我国の原油事情より殆んど不可能

であります.現在重油の直接脱疏が各石油精製会社

において企業化が計画されつつありますが， 1%脱

硫ナるのに kg 当り約500円費用がかかるといわれて

b り， 低硫黄重油とするためには， 脱硫費 1000.....-

1500円コストアップになります.また排出ガス脱硫

はテストプラントで，目立と東京電力五井火力発電

所，三菱重工と中部電力四日市火力発電所において，

夫々活性炭法，活性酸化マンガン法による実験が進

められていますが，この方法は非常に多額の費用を

要し，蒸発量 500屯程度の大形ボイラーでは低硫黄

重油を使用するよりもメリットがあると言われてい

ますが，一般の企業においては無理なようでござい

ます.従って重油の直接脱硫技術を早く開発して企

業化ナると同時に，脱硫費による重油価格の上昇を

何らかの方法で調整するととが是非必要であると思

います.第三番目といたしましては，公害基本法に

よりますと今後環境基準を定めて行政指導の目標と

ナることになっていますが，各工業都市で二酸化鉛

法で測定され実測結果を， ppm に換算して見ます

と一ヶ月平均値で既に 0.05ppm をオーノ〈ーしてい

る都市が，昭和39年で数市ありますので現在は更に

増加していると思います.大阪府は O.lppm，降じ

ん量10屯，その他 2~3 の都市ではO. 05~O. 08ppm 

と環境基準を条令で決めたかに聞いていますが， 24

時間の平均値でございまナから 0.1 ppm 以下と言

うのは極めて厳しい基準と考えられます.環境基準

の制定に際しては，理想論に走らず科学均根拠に立

脚するとともに現状わよび将来を良く洞察して定め

ないと，産業の発展を限害ナる恐れがあり，結局は

地域社会発展の障害になるんではないかと私は考え

るものでございます.第四番目としては，基本法で

事業活動による公宮を防止するために必要な措霞を

構ずるとともに，固または地方公共団体が実施する

公害防止に関する施策に協力し且つその餐用の全部

または一部を負担する責務を有するとなっていま

す.然しながら最近の公害現象は原因が複雑且つ広
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範で，その因果関係の立証が困難でございます.ま

た最初に工場が立地したにもかかわらず，土地利用

計画が悪いため，公害の発生を招く場合もありま

す.従って責任の所在を明確にするととが特に必要

と考えます.要するに我国は工業立国であり，我国

の国土，人口密度からいって，必然的に公害問題の

解決は重大問題でありますが，企業の責任を追求す

るばかりでなく，新技術の開発，都市の再開発，助

成措置，基礎均調査等を，国，地方公共団体が積極

的に推進し，大気汚染防止対策推進上の問題点の解

決を計らなければ，公害問題の解決は困難ではない

かと考える者でございます.以上大気汚染防止に対

して企業の側からの私見を述べさしていただきまし

た.御静聴ありがとうございました.

上滝具貞

上滝: ただいまど紹介にあずかりました上滝でど

ざいます.いまのまT話の中で主として公害の問題点

についての一般論をま会話し申し上げたいと思いま

ナ.

まず第一に公害と生活妨害について.都市の k空

や河川!の汚染などのように，被害が都市の全住民に

およぶ場合が公害だと思うのであります.この場合

汚染源，言うなれば犯人は，複数で、あって特定の工

場に限られないのが公害じゃないかと思います.こ

れに対して隣りの鉄工所が騒しく眠れないとか，ど

こそ ζのエ場の煙突からのススで洗濯ものが汚れて

困るなどはみな被害者ではっきりしており，また加

害者と見られる対象も見当がついている.とれは地

域公害と言うべきもので，正確には生活妨害 (nui

sance) と呼ばれるものであろうと思います.この公

害と生活妨害が混同されてむり，何かちょっとある

とすぐ公害と言われる傾向がある.

生活妨害と申しまナのは， “加害者が被害者に対

して身体もしくは財産に対して直接の物理的襲撃を

加える ζ とがなくても，被害者が持っている権利の

行使を妨害し現実の生活に不便，不利益を与え損害

を加える行為"を指すとされています.ですから隣

の工場でやかましくて眠れないとか，また隣に高い

建物ができて私のところは日が当たらないというよ

うなことは，やはり生活妨害の一種にはなろうかと

思われまナ.ζのような生活妨害と公害が混同され

ている.しかしこの両者は本質的に発生状況とか被

害状況が違うのでありまナから，区別して考えるの

が適当じゃないかと思います.
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実は今度実施される公害対策基本法の中の公害を

見ましでもとの点が非常に暖昧でありまして，同法

による公害とは“事業活動その他，人の活動に伴っ

て生ずる大気の汚染，水質の汚濁，騒音，振動，地

盤沈下，;ß-よび悪臭て守あって，地域拘に環境を悪化

させ，人の健康または生活環境に被害を生ずるもの

をいう"となってb りますから，さきほどから申し

上げている公害と生活妨害がどっちゃになった解釈

で，一部の加害者と被害者の関係も公害に含まれる

ようなかっこうになっています.

私が申上げる考え方に従いますと，本来の意味の

公害というのは，大気汚染と河川および沿岸海域の

汚染ぐらいにしぼられるんじゃないかと思われま

す.振動，騒音，悪臭というようなものは，一般に

都市の特定地域の人々が受ける被害であって，都市

全体が受ける被害とは考えられない.これはむしろ

生活妨害として処理すべき問題であると思います.

つぎに公害の中の大気汚染の防止に関してはすで

に煤煙の排出規制等に関ナる法律というのが公布さ

れてb り，とれに煤煙とは何かといった定義から，

その排出基準などが詳細に規定されてまT 札指定都

市の産業はこれを守らなければならないように義務

づけられています.

この法律の特徴と言いますか不合理な去を三項目

ほどあげますと，まず第一に煙の量を濃度で規制し

ている点でありましょう.都市の公害というものは

排出された煙が都市上空に停滞して，日光をさえぎ

り新鮮な大気の流入を妨げることから起こるのであ

りますから，これは濃度×絶対量に比例するわけで

す.それにもかかわらず煙の濃度だけを規制してい

る.ですから現在の法律をのがれようとすれば，工

場は集じん器などをつけなくても，煙突の下に扇風

機だけつけて出てくる煙を薄めて出せば規制違反に

ならないというような不合理が形のよでは言えるわ

けです.

つぎの特徴は，排出煤煙の濃，安は炉の種類によう

て 0.5-2.0 gfNm3 程度の違いが法律で認められて

いる.元来人体その他への影響を考えてつくられる

べき規制j基準が煙を出ナ工場側の現在の技術水準を

もとにしてつくられているというととは，いささか

不合理のように考えられるわけであります.第三に

この法律には和解，仲介などの，特定の加害者と被

害者の聞に起こった生活妨害に対ナるトラブルの仲

介をやるように規定されている，この辺に公害がこ

んがらがる原因があるように思われます.なまTこれ
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に関連しまして，もしある地区に被害が起とった場

合に，煙の濃度が法の規制値以内であれば排出側に

責任が念いというととはとの法律では何処にも歌っ

てまf りまぜん.従って被害があれば規制位以下でも

当然生活妨害が成り立っと思われます.

以上の三点は現在の技術レペルとか社会情勢で

は，理屈を言ってみたととろである程度やむを得な

いかも知れませんが，やはり将来は改定していく必

要があるんじゃないかと思っておりまナ.

つぎに大気汚染の現状についてb話ししますと，

大気を汚染する物質には煙のほかに砂じん，火粉そ

の他がありますが，我国では主として煤じんおよび

亜硫酸ガスをはじめとする有害ガスが主な対象にな

ります.

煤煙とは先ほどの法律によりまナと“燃料その他

のものの燃焼，または熱源として電気の使用に伴い

発生するススその他の粉じん，または亜硫酸ガスも

しくは無水硫酸を言う"とあります.従いまして法

律上の煤煙は，熱の使用によって発生するところの

煤じんの中にススと粉じんがあるわけでこれらは集

じん機で捕集できますが， 100% 捕集できる集じん

機は現在ございません.しかし高級友集じん機を使

いますと， 99%以上捕集ナることは現在の技術でむ

ずかしいことではありまぜん.ただとの辺になりま

すと効率を少し上げるために経費が加速度的に大き

くなりますから，工場なんかでは採算的に問題が起

こるわけです.次に最近問題になっている 802 の有

害の程度は未だよく知られていませんが，世間では

ζれが有害ガスだと考えられております.この除法

も午前中b話がありましたようにいろいろの方法が

あって，実用試験に入ったものもありますけれど，

本格的に実用にいったものは日本にも諸外国にもま

だ念いようであります.それでは 802が現在野放し

かというと，石坂さんのまテ話しにありましたよう

に，煙突を高くするとか，煙突を保温して排ガスの

温度を下げないようにするとか，排カ'ス速度を大き

くして合流させ一本の煙突から大きなモーメンタム

で排出させるなどの方法が現在とられています.結

局とれらは消極的な 802対策として排気ガスのモー

メンタムを大きくして逆転層を突破させ.都市上空

に停滞しないようにしようとねらったものでありま

す.

とのほかに問題になりつつあるのは自動車の排ガ

スであります.とれには 2 種類ありまして，一つは

エンヂンの排気管から出るいわゆる燃焼ガス，とれ

は 802 と CO とガス状の未燃ガソリン約20%から

なっていまナ.いま一つの排カ'スは， ピストンのす

き聞から漏れるシリングー内のガスで，とれがクラ

ンクケースを通って通気管から大気に放出される通

常クランクケースガスと言われるものであります.

とれは逆に未燃混合気が80%，燃焼ガスが20%位で

ナ.とういうふうなものが自動車から排気される.

とれらの排ガス中の主として N02 が大気中で日光

を受けますとエアーゾルに左り，その際オゾンが発

生ナる.とれがロスアンゼルス型のスモッグで少し

青味をおびた淡黄色をしてまT りかなり自にしみま

ナ.このため都市でスモッグが発生しますとオゾン

の量が正常の20倍にもなるという話であります.ζ

のガスは特に酸化作用が激しいのでゴムなどの有機

物質に被害をたよほします.との現象は太陽の光線

の強さに比例しますので，ロスアンゼルスなどでは

こういう作用が特に激しいのではないかと忠われま

ナ.とれらの対策について米国では現在種々の方法

が考えられており，一部の州ではすでに法律化され

てわりますが，日本でもこれらの対策については研

究中であります.

最後に公害と ORでありますが，私はORをよく

知りまぜんのでわかりませんが，スモッグを ORで

予期するととができたら理想的な姿ではないか，し

かしこれにORを適用ナるためには大気の測定方

法，かよび汚染源にかける排ガスの濃度とか排気量

の測定方法bよぴ測定点と時刻などに問題点がかな

りあるのではなhかと忠、われます.

結論といたしまして， ものを燃やしますと煙が出

るのはとれはあたりまえの話で，煙をぜロにナると

いうことはおそらく不可能です.そうすると煙が出

れば国民の健康に害がある，煙を出さなければ仕事

ができない.ととに根本的に相反するこつの条件を

如何に調和させるかというのが公害の最も大きな問

題点であるように思われます.

数字的念資料はまだ、整理してbりませんので…

・・・.御存知のようにスモッグの型はロサンゼルス

型とロンドン型の 2 つに分けられロサンゼルス型

のスモッグは原因が自動車の排ガス，ロンドン型の

スモッグは一般の燃料の排ガスが主とされていま

す.ロサンゼルスに行きましたのがちょうど真夏で

してスモッグのない時期ですが，それでも45階位昇

るとガスが目にしみ非常にネ見界が悪かった.もっと

も地上ではほとんど感じない程度でナが……，また

シカゴ，ロンドン，デュセルドルフなどの各都市は非
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鑓 1常に広範密tこ媒ちん霊， S02 などの測定を行なっ

て絞りまして，測定点は総額に 5∞m 伎の間痛でタ

テ，ヨコに引いた直線群の交点を選ぴ，その四隅の

平均億でまん中の点の測定f疫を求めるようにして於

札溺定点の数は数百ないし数千になっています.

従って公害関係に使う予算規模はどうも桁違いのよ

うでした.日本のはこの辺があやしいそうだという

主た長を適当に選んでやる.それからこれらの各都

市は11月から翌年の 4 月までの冬期は笈油を使わ左

いというような厳しい規制が設けられています.そ

ういう所では冬郊の燃料をどうするのか.アメワヵ

の場合天然ガスを使っているようですいロンドン

の場合はコークス類を使っているのではないかと息

います.英国中央電力局の F. F. RoSS 局長の話な

んですけれど，婆するに俺ん所の発電に関する限ち

公害手には何も影響していないんだと言っていました

が，実験はかなり詳しくしているように設っており

ました.

活tこ符当事かの影響を与えるととになります.入閣の

縫芸誌に女すする影響についてみると，濃度との鑓速に

沿いて，どのような症状が起るのであるかを調資研

究する必要がありまナが，乙れが次の段階の影響肴

撲であち，その完全な鐙~反応穏{係(dose-response 

relationship) を得た場合に airquality "criteria" 

と称しているものになるわけでありまナ.次にそれ

を基本として行政対策上の規制濃度である環境基準

を求めることになります.これは欧米では air quｭ

ality "standard" といっているもので，科学的な

crit申ria にもとづいて，ネ士会，経済，文化等の務踊

子を加えて行政当局が意志決定する行政規制濃度で

あ静まナ.この部分については後に更に少しくわし

く述べたいと思います.

環境基祭がきまると濃度看視をせねばなちませ

ん.とれには国のレベノしまたは地方行政のレベルで

汚染物の常時測定と記録のためのネットワークが必

要であり íナ.とのそニタリングにもとづいて発生

源に対ナる携出基準に feed back したり，土地利

用基準にはねかえるわけでありまでj-，とのシステム

を実行しているのは現在米国のある一部の地方だけ

ですが，わが爵でも本気になって大気汚染の対策を

行うのであるならば， ζのような方式をとらざるを

得ないでしょう.しろうと考えでナが， ζのシステ

ム内の{間々の部分の中にもそれぞれ独立したORの

外出敬夫

外!lI:わが国では大気汚染を公害という被害，加

苦手の損害賠償的な概念で取上げたことが特徴であり

ます.従って社会全般としての科学的なシステムに

よる対策というものが考えられる誌に，まづ局所的

なまとまりのないものが社会問題にな+てきている

という現状ではないでしょうか.私はORはしろう

とでありますが.殴とか行政のレベルにま?ける包括

的君主対策というものにこれが科F誌できるものと考え

支ナ.もちろん大気汚染対策の終局の臼的は「健康

と福祉j と「経済の繁栄」の問題の解決.およびそ

れに付殖した将来の都市計略に大きく関与すること

が務提となると思います.

まづ図 1 に大気汚染と空気資源の保全対策のシス

テムの略図を作ってみました.まづ色々の発生源か

ら空気中に汚染薬物語E検出されますが，内容は産業

の積類，交通機関の種類，考察によってさ念ざまあり

ます.汚染物が発生しただけでは，私共は大気汚染

とはいっておりまぜん.しかし対策のやでは ζの段

階にまfいて発生源別に排出物明線表を作る必要があ

るわけです.これを欧米では Emissionsinventory 

といって沿るようです.汚染物は次に主主に作ffl しな

がら主主教と移動という段婚にはいるわけですが，こ

れは気象と地形条件に大きく作用され，次いで地域

社会の大気汚染となるわ砂で，とれがわれわれの生
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実践部門があるのではないかと思います.

ところで環境基準の設定の部分に少しもどります

が，との行政規制濃度をきめるに当っては，図 2 に

示すような概念があてはまると思いまナ.ある汚染

物質について色々な濃度における人体の影響の連続

的なスペクトルの相互対照データにもとづいて行政

の意志決定が行なわれるわけであります.環境基準

は法定の行政濃度でありまナから.ORの面で固定

化ナると不便であります.つまり可動的なゴール濃

度の方が実際上の行政的友勧告に応じ易く，また産

破めつ

恒常性寸

代償的調節 破たん
インベアメントスケール)

(からだの調節機構)

念をまとめることができます.もちろんとの場合有

害物質濃度と反応とが線状的な関係にある場合であ

って，ある発癌物質のように一度の不定の濃度のぼ

くろのみで発癌に至らしめるような場合はあてはま

らない.との図は人間の健康から死に至るまでの聞

を，縦軸に病気という医学的障害スケールにした場

合で，横軸は身体の調節機構 (Impairment scale) 

であらわれており，両者に曲線関係があるととを示

しています.つまり調節機構でみると，人間は日常

の通常生活で環境に順応するために恒常性を保って

います.その場合は正常調節の部分になります.た

とえば体温が一定であるようなものです.更に環境

が変るとE常機能であるが代償的調節となります.

たとえば発汗したり，高山に登ると赤血球が増加す

るなどのことでナ.人聞は日常乙の二つの調節に大

きな働きをしているが病気のスケールでみると僅か

なもので，いわゆる健康という概念の所を占めてい

る.環境条件が更にきびしくなると機能は破たんを

来し，医学的には病気となる，治療医学はと ζ から

始まる.一部の者は恢復するが大部分のものはその

まま破めつのコースをたどってゆく.ととで図の上

部に付した有害物の濃度が対数のスケールにしてあ

るが， ζれは現在までの中毒学の研究結果による概

念的なものである.

さて大気汚染の環境基準をインぺアメント・スケ

ールの上で，どの部分に対応させた濃度をとるべき

であろうかというのが社会的にも，われわれ医学関

医学

環境基準一一一一一一一怯定濃度
stanctards 

業などの協力も得られるわけでありますが，との関

係を図示したつもりであります.

ζ の場合問題となるのは人体影響をどの反応レベ

ルでとるかというととです.また人間も，男女，老

若，病人，敏感友人，などの個人差の巾が極めて大

きく，産業における労働現場とちがって昼夜を問わ

ず24時関連続ぼくろであり，長期の慢性的な影響の

データに基か君主くてはなりません.それは急性の病

気の影響のみでなく，長期の死亡率，寿命などにも

関連してくるわけで，一つの物質に対してもほう大

友研究知見を必要としまナ.また大気汚染は単一物

質のととは荷で，常にガス状のものと粒予状のもの

との複雑な混合物であります.従って環境基準を求

めるととはいうよりも困難なととでありまナ.現在

米国のように大規模な大気汚染行政組織をもってい

ながら，しかも環境基準課という部分をもちながら

まだ法定の基準を出し得ないでいるととも肯首でき

ます.

所で次に複雑な人間の個体差を一応除外して，総

かつ的に有害物質と人問機能とどのような関連があ

るかを. Hatch の作図したインペアメント・スケ

ールをもとにして考えると，図 3 のように一応の概

環境基準定段の概念図2
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係者に投げられる質問であります.私個人としては

当然それは正常調節の範囲内にある，対応した濃度

をとるべきであると考えている.との濃度は，産業

内の作業場にまTける労働者に対する同じ物質の許容

濃度 (maximum al10wable concentration) が，

代償的調節の部分の中にあることにくらべて，はる

かに低い値をとるべきであるととを示唆していま

す.

以上のように極めて大づかみな概念、ではあります

が，大気汚染対策の上で医学と工学と社会と経済と

行政などの接点における問題点を指摘したつもりで

あります.この考え方は当然各因子聞に対立関係を

生じさせるかもしれませんが，問題は大気汚染の対

策は，とのシステムのように包括的な対策を行う必

要があることを強調したいと思います.

またとの対策は，マスク着用とか個室の空気清浄

器というような個人的な対策は基本的にはあやまり

であり効果がないととも明かにしてまT ります.やは

り対策は 75生源および土地利用，空気利用の面にあ

ると考える次第でナ.

根岸竜雄

根岸:医学とくに保健学を専門とする者として.

生態学の立場にたって，公害の問題点を展望したい.

生態学とは，生物の生活状態，特にその外回の状

況に対する関係を重んずる生物学の一部門である.

人間に関ナる ζの学聞を人類生態学という 生物の

一生は，生体が自己を作りあげ，保存してゆくため

の，環境に対する数限りたい反応の連続として考え

るととが出来る.故に，環境から生ずる刺激に対し

て，生体の示ナ反応は，生体の存在を内部に対し

て，また外部に向けて示ナ証拠に外ならないといえ

る.つまり，生物は環境にある程度の適合を遂げず

には，発育し，活動しつつ生命を保ってゆくことは

できない.さらに，進化のプロセスを通じて，生物

は地球上のあらゆる環境に適応し，環境の変化に対

応して，自己をほとんど無限に変化させて来た.構

造と機能とを発展させ，局部的な特殊性から起る難

問題を解決してきた，とのような能力こそ生物の特

性といえるのであるが，人類が他の生物と区別さ

れ，最高位に位置づけられる理由は，このような生

理学的特徴，活動力に加えて，社会的適応を派生さ

せた所にある.

ことで，生態学的システムについて考察してみよ
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う.その例として，アフリカ等のマラリヤ流行地で

の半月状赤血球症の普及をあげるととができる.マ

ラリヤに対ナる抵抗力が強いため，この遺伝子をも

っ者の生植年令までの生存率は極めて低いにも拘ら

ず，その遺伝子の発現率は減少し君主かったが，アメ

リカへの移住者の聞では，そとがマラリヤ流行地で

なかった場合に，その遺伝学的背景まで変化して，

半月状赤血球症の遺伝子が正常遺伝子に突然変異

し，人類が記録した，最初の人類自身の突然変異と

怠ったのである.また，個人的，集団的耐性の問題

をとりあげるとともできる. 19世紀にハワイに麻疹

が流行した時，乙の地域に長いとと，その流行がな

か，コたため，子供達の殆と'全員が倒れたのであっ

た.さらに，生態学からみた病気の考え方について

触れてまT こう. 19世紀後半から現在までのほぼ 1 世

紀の間，病気は唯 1 つの原因でbこると考える特異

的病因論が主流を占めて来た.それが，この時代の

医学研究の最大の建設力と念仏すばらしい実績を

示したことは事実であった.しかし，この方法論だ

けでは解決されない数多くの疾患が問題となりはじ

めた現在では，特異的病因論からのλする疾病構造

探究は望みないものとなりつつある.あらゆる疾病

状態は，ただ 1 つの決定因子の直接結果ではなく，

むしろ状態の配列カ為ら間接に生ずるものであると，

生態学的には考えられるからである.

このような事を示す例は，歴史上いくつもあげら

れる.ロンドンのスモッグの中で，美しく清掃され

た小舎にいた品評会用の牛は死んだ‘が，不潔な，ア

ンモニア濃度の高い，ふつうの小舎にいた屠殺場の

牛は死ななかったのである.人類も歴史的に各種の

新しい環境に反応して生物学的変化を適応させてき

たが，この進化の歴史の生物学的な面は，実は洪積

世末までに高度に達成され，その後たいして進化し

なかった.とれに対して，人間の住む社会構造l主進

歩しつづけて現在に到るのである.

人類の集団的進化の道は，他の動物界から遠くは

なれた現在の人類をつくりあげてしまっている.人

類の進化の現段階は，環境に対して受動的に屈服し

服従してきた時代とは兵り，能動的，創造的プロセ

スに入っている.純然たる生物学的段階と異り，人

類自身である程度，進化の方向を選べるように在っ

ている そして，社会の各構成メンパーの経験と知

識をつみ重ねてゆくという方法で，情報を獲得し，

それを連絡してゆく能力に，その基礎をおいてい

る.小さな村落から大きな都市への集中という形で
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共同生活が変化しである現代は，新しい適応プロセ

スを刺激する，新しい環境問題がっくり出されてい

る.その中に「公害」の問題が含まれている.しか

も，その多くの問題は.j:s-よそ，こと 30年間に生じ

たものであり 1 世紀に 3 世代を重ねる生物学的人

間の立場からは，時間的経過から伝っても，洪積世

末に進化がほとんど終っている状況からいっても，

各種の問題を「生物適応」のメカニズムによって解

決することは不可能で、ある.

人類が社会の激変の聞に出会う予期できない，無

数の新しい出来事に適合ナるには，社会的;夫た

j達圭が必必、要でで、ある.古くは， 宗教的信仰，経験l均知恵

が，新しくは，科学均理解が，脅威への抵抗を助け

る役割を演じてきた 人聞は意識的に自分が欲する

生活の種類を決定し，環境の形をつくり，さらに，

自分の身体と精神そのものを変えてまで，その生活

を可能にナる努力をつみ重ねてきた.しかし，他の

全ての生物とひとしく，現代人も無限の複雑性をも

っ生態学的システムの一部であり.数えきれない組

合せを基礎として，すべての構成要素に結びついて

いる.さらに，人聞の生命は，現在の自然，環境よ

りも，もっと強く，過去の影響を受けている.それ

故，白らが選んだ生命のノミターンをつくりだすた

め，世界をつくりかえ，人間の性格をも変えようと

する企てには，すべて未知の結果が介入してくるこ

とに注意しなければならない.

生物学均システムに影響する決定因子は非常に多

いので，その傾向と態度を予測する実験的方法の能

力には限界がある.理想通りゆけば，実験者は 1 つ

の閉鎖システムの中で仕事をし，自分の選んだ条件

下で，選んだ決定因子によってのみ影響を受けるこ

とになる.しかし出来事が閉鎖システムの中でおこ

ることがないのは生態学均に考えれば当然のことで

ある.その上，予想でき友い，自身では制御できな

い環境と力とによって決定され，変化を受けてい

る.また人間行動は，生物学均必要によってのみで

なく，変化への熱情によっても支配される.

公~I~の問題を微視 '1むにとらえるならば， ノーパー

ト・ウイナーのいう「制御不可能な変量」と「制御

可能な変量」との聞の関係はよりはっきりすると忠

われるが，巨視的にとらえてゆくにつれてはっきり

しなくなる.ウイナ一白身は科学について. r科学

は社会共同体のホメオスタシスに重要な貢献をなし

うるものであるが，その貢献は，それが， どんな基

盤にたつものであるかを，ほとんど一世代ごとに再

検討しなければならないものである」と述べている

が， この警句は，生態学的には全く正しいもので

あって，都市集中にはじまる公害の諸問題の解決に

も忘れることのできない点である.公害，とくに大

気汚染は，それ自身は微視的には，モデル化は，極

めて客易であろうし，あるいは，最適計両が示され

るべきものである.だが，巨視的立場にたったとき，

雑踏の騒音，あるいは，都市集中に基づく，各種の

フラストレーションの解決などには，そのシュミレ

ーションは簡単なものであるはずがない ほんの僅

かの生態学均平衡の破壊も，短時間に進められたな

らば，思いもよらぬ結果を来たすかも知れない.と

のことは明記しなくてはならない.公害問題全体

は，都市集中と都市化，産業化を基礎にもつ，産業

革命以来の 1 つの方向であるとすれば， とれを逆の

方向に動かすととはできない.あるいは，これを逆

の方向に動がすことは解決とはならず，この中で平

衡を求めてゆくことは為政者bよび符珂{'íの責任と

なるであろう.

白然を相子どり，いかなる戦略と戦術を月1いるべ

きかには，人類全体の運命がかかっているといって

も三いすぎではない.生態学均に考えると，われわ

れの眺めた各種情報と努力して知り得た↑!?報群と，

今後にあらわれる結果について，それが，いかなる

結合分布を示すのか，その内客すら知らない段階に

あるといってよい.しかし，オペレーションズ・リ

サーチがとの問題の解決に無力であるという芯味で

はない.生物学，医学'の広い分野にわたって，必要

な基礎f内情報の獲得lこ努力しているし，問題の緊急、

性からも，少くとも微ネ兄夫jな， ミクロでの対)，むのて

だては可能であろうが，現代社会と現代人の行く方

という立場で与えるとき，情報不足の感が深いこと

を指摘したのである.たとえば，煤煙の除去は，経

済学でいう収獲逓減の法則に当てはまる事実に技術

的困難とをのとしている.また.医学は，生物機械

としての人間ばかりでなく，人類全体の渇望をも包

含しているととから，人間の性質が厳密な医科学を

越えた発想、を，医学から生みだすのである.人間が

自由在意志をもっ独立した個人からつくられている

限り，静止した状態は考えられない.人聞は，つね

に新しい熱望をのばし，また新しい解決法が必要と

なる新しい問題をおこすのである.
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渡辺 浩
渡辺:いま 4 人の方から述べられた公害問題の色

今な側面に対してORがどんな形で協力できるか，

一人で答えろといわれた形になって，私とてもそこ

まで勤まるとは思いませんが，考えを述べさせて頂

きまナ.

まず最初に公害問題をどのように把握するかとい

う事がありまナ.私は公害問題については別に専門

家ではなく，スモッグのひどいのは困るという市民

の一人として，とのパネルに出席するために多少の

資料を見ただけでナが，新聞，雑誌で大気や河川の

汚染が騒がれ，当の被害者はもちろん，直接の被害

を受けない一般市民主で不安を持つのは，充分に理

由ある事だと思います.要するに市民としてはその

生活を誰かが常に見守っていてくれて， 空気が悪

い， 71<.が汚れたという時，これは限度以内だから心

配はいらない，ここは限度を少し越したから，こう

いうアクションを取るから何日待って欲しい， とい

うように信頼できる情報がすぐ出てくるような態勢

ができていて欲しいでしょう. (とういうサービス

をどこがしてくれるかといえば，当然地方自治体と

いう事になるが，たとえば今朝のように八幡製鉄で

も煤煙防止のために多額の投資をされて非常な効果

をあげておられるという具体的，計量的な話が聞け

るのに対し，一般の自治体のばあい住民を公害から

守る事について，それに匹摘するような内客のある

活が聞けるかどうか心もとない気がしまナ. ) 

そこで公害問題の第 1 の分野として，市民を公害

から守る公共的な態勢をどうつくるべきか? 問題

の発生に応じて， どこまでなら無23 と考えてよいか

? 有'書とすればどういうアクションを取るか?

)f生源に対してどのような規制をすればよいのか?

これを被害者の立場と規制を叉'ける方と両方にとっ

てフイージブルな解として与えなければいけない.

以ヒのような問題がある.

第 2 の問題分野として，規制を叉'ける方の企業，

工場，一般市民活動(これもある種の公宮の発生源

にな口ている〉のサイドで，規制に対してどのよう

に反応するか? 工場の設備対策，あるいは長期均

には立地政策をどうするか? という問題がある.

第 3 にとのような住民の保護，発生源に対ナる規

制と，それに対ナる発生源側の対策とによって社会

的，経済的にどんな影響がでるか? という問題が

ある.

そうすると OR としては，やはりとれらの問題の
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整理から始めて，その後の色々な段階で活動する場

があるのではないか?

第 1 の分野では，市民を保護するために，市民に

直接触れる大気の基準をこのように定めればよい.

そのためには乙の都市としては煙突の吐出口での濃

度をこれだけに規制すれば，確率何%で基準内に収

まる.すなわち 1 年の内基準をオーバーするのはせ

いぜい何時間ぐらいと推定できる，と自治体当局者

が言明できるためには， どんな研究が必要か? と

いう事でナ.

先程の戸山先生の，人体に直接触れる大気の S02

濃度の許容基準さえ，現在充分のデータがないとい

う話は，との点、で非常に心細い事です.との辺が問

題の一番の出発点である事は間違いない.しかし，

S02 に関してそんな状況ですと，他の色々な有害ガ

スについて，それも単独でなく，混在するばあいに

ついてのデータが完備され，許容基準が与えられる

には恐らく 5 年から10年もかかるのではないか?

それまで大気汚染の規制ができないのは困る.ただ

しこの研究は正攻法としてずっと進めて頂く.とれ

は学問分野でいうと，公衆衛生学という事になるの

でしょうか? 要するに衛生学サイドから直接人体

に触れる大気の基準をきめるのにも，統計的な推定

や，効率的な実験の進め方の問題がたくさん含まれ

ていると忠、いまナ.

当面の基準としては正攻法によらないものが何か

必要になります.何らかの方法でとれが与えられた

として，次に煙突の出口における排煙の濃度基準を

どう規定したらよいかという問題， これは工場と市

街地との地理的関係，煙の排出量，年聞を通じての

気象条件の統計的性質，すなわち風向と風速の分

析，逆転層がどの程度でき易いか，それも瞬間的に

そういう事が起る頻度という事でなく，そういう状

態がある時間以上継続するかどうか，また煙突の高

さの影響も知りたいので，従来気象学から少しはみ

出た話題になると思いまナが，統計的方法を駆使し

てのORの活躍できる場になると思います.

そこで一つ問題になるのは，もしこのような考え

方で煤煙の排出基準を地方自治体ごとに定めたとし

ますと， (衛生学的な基準が現在与えられていない

事を別としても)，一度定めた基準値が 10 年以上も

そのまま使えるとは期待できない事になる.衛生基

準が不変であれば，工場または排煙量の増加によっ

て，排出基準の方はきびしくなって行く事を認めざ

るを得ない事になる.企業サイドとしては，これl主
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困る事ι思いますが，岸線先生がウィーナーの言葉

として引用されたように「科学の人類への賞献のあ

ち方が一世代ごとに検雪守される必要があるj とすれ

ば，孫自主主準が 5年後に変るぐらいの事はやむを得

念い容と割り切る必要があるのではないか? ただ

条件をつけたいのは，無定見にまた急激に変るのは

困る.畏期的な方針が明示されて企業サイドにそれ

に対処ナるま寺簡を与え念がら変えて行くべきだと患

います.東京の鵠沼]ffの排水基準を少し改善幸ナると

多数の中小企業が倒産するというのですが，そうい

う中小企業の一般的念経蛍環境は 3 年 5年でどん

どん変っていくので，排水まま準が明示された線に従

って毎年小刻みに改善されて行〈とすれば，それは

環境変化の一つの要素に遜き:たいといえる訳です.

また一般の市民活動を発生源とする公害，たとえば.

自動車の出す排気ガスや鴬波雑音をある時期に念、に

規制ずるという事は非常に困難ですが， 3 年または

5年後の基準を明らかにして新車から逐次防止設備

を取付けて行く事で，抵抗のか念ちの部分が徐かれ

るL

今現状に対して規制をするという，いわば後ろ向

きの対策を話題にしたわけですが，前向きの対策，

ナ念わち今後の土地利用計鴎，ヱ場配置計磁という

所でも.ORとしては大いに活躍する場があると患

います.

次に第2 の問題分野，規制を受ける企業，工場サ

イドでの対策の問題に入ります.これは先ほど八幡

製鉄で築態設備の選択のORをしたという話が出ま

したが，煙突の高さ，形式，集皇室設僚の総合札廃

ガスの絞礎をどうするか，低硫黄重油をどう使う

か，とういう問題は別に公害と結びつけなくても，

通常の食業活動における OR問題としてでてくるも

のと遼わないと思います.との分野はOR としても

従来最も経験のある方の分野で，従来のOR的アプ

ローテを普及させればよい. 7とだしこれにも短期的

問題と長期的問題とがあって，現在の基準に合せ立

てる対策と，将来の市街地の拡大や工場の婚加まで

見として，誹出基準がもっときびしくなる事全予想

して立てる対策とがるると患います.また山本ごと

の煙突について一律に濃度を下げるような対策の外

に，例えば八幡の市街にかける基準地を守るため

に，八幡製鉄としては蜜点的に地区別の対策をとる

かという戦略的な問題もあると思いますが，との後

の方の梼題は企業サイドとしてー鮫性のある問題で

はたく，本来は地方自治体側の問題だといえます.

一般市民のサイドとしては自治体当局が衛生学的，

気象統計学的，設備技術的といった各分野の専門的

知識についても，もっと強くなって，こういう問題

の要点を搾えて欲しいという事だと患いまナ令

以上の 2 つの宿題分野の外に. 3 第の問題分野と

して，公共的な規制措置と，それに対ナる企業サイ

ドの対策の結果として起る社会的，経済的影響を評

価ナる問題があると思います.たとえば電力や鉄録

業界がずベて低硫黄重治に切替えるとすれば，かな

ちのコスト増加になる毒事が明らかになってきていま

す.もし上に述べたように衛生基準が全国共通で，

排出基準が地域特性に合ぜてきめられるとずれば，

当然地域差が出て，密集地域にある工場は低硫黄重

治の佼F認を強制されてコストが高くつく.そとまで

考えて11.地を選んだヱ主義は突くつく，この楚がはっ

きり出る事は，事態を長期的に改善して行くための

重要な要因の一つになる.次に日本の物価がどんど

ん上っているようでも，基礎的な物価はあまり動か

なかった事が，この十数年間の尽本の経済成長の主主

礎であったかもしれませんが，規制強化によづて一

時的にとれがある程度動く，この影響を推定1まる問

題，これはOR と計量経済学との問題だと思いま

す.足並漁連関分析を価格波及の分析に使うかいう事

は，あまりやられていないようですが，私の明自の

特別講演の中に少しこの話題が入号ますので，爽味ー

のあるコザは潤いて頂きたい.

最後に公害に対して公設という言葉があります.

公共的利裁が一様に行き渡ら友くて，それ念公共的

に回収ナる方法がない.たとえば公共的な設備投資

によって湾辺の地俸がよがち，多数の地主が利益を

得る，しかしそれを受けない人の方がはるかに多

い， という分配論的念問題，とれはOR としても経

済学としても非常に大きな問題になると思います

が， むとでは具体的に発言言できる内容を用意してい

ません.以上です.
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