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はじめに

諸外 国の 水 質管 理制 度 （I ) 

一一アメ リカ (1）一一

内藤勲

石 川 忠男

わが国の水質保全行政は，昭和30年代，経済の高度成長の時代に生じた水質汚濁の

進行を契機に推進されてきた。 昭和33年 （1958年）の「公共用水域の水質の保全に関

する法律」およびその規制の実施法である「工場排水等の規制に関する法律」 の制

定，その後の排水基準の設定，昭和42年 （1967年）の「公害対策基本法」の制定，昭

和何年 （1970年）のいわゆる公害国会における「水質汚濁防止法」の制定，昭和53年

(1978年）の総量規制の導入を中心とする水質汚濁防止法等の改正と，法体系の整備

も進み，現在に至っている。

また，公害対策基本法に基づく「水質汚濁に係る環境基準」は，昭和45年4月21日

に閣議決定をみているが，わが国の水質保全行政は，この水質環境基準の維持達成を

政策目標とし，その実現のために必要な，排水規制の強化，下水道の整備等の具体的

な施策を実施してきている。そして，これらの諸施策により，水質汚濁の状況は総体

的には改善の方向にあるが，しかし閉鎖性水域の富栄養化の進行等まだまだ深刻な問

題をかかえている。

先進工業国では早くから水質汚濁問題に直面し，種々の対策が講じられると共に，

水質管理に関する法令等の整備が進められてきている。特にアメリ カでは， 1972年

に，いわゆるゼロディスチャージを標傍する連邦水質汚濁防止法を制定し，連邦，州

を通じた体系的な制度を確立し，わが国の関係者の強い関心を集めることとなった。

そこで 「諸外国の水質管理制度」を紹介するにあたって，まずはじめに，アメリカの

水質管理制度を取り上げることとする。

1972年連邦水質汚濁防止法は， 上院公害対策委員長マスキー議員らの主張が，世
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写真 タホ湖 （カリ フォルニア州）の下

水処理場沈澱池。Ep Aの援助で建

設され，高度処理を行なっている。

論，議会の支持を得て制定されたも

のであるが， 水質汚濁防止の法律と

しては， アメリカの歴史上最も総合

的，かつ画期的な ものと いわれる。

また，その成立過程において，財政

上の理由からニクソ ン大統領の拒否

権発動にもあったとい う，いわくつ

きの法律である。

同法はz 全国の水域について化学

的，物理的および生物学的に完全な

状態を回復し，これを維持すること

を目的として，次の国家的目標を明

らかにしている。

(a) 1985年までに，全国の可航水域への汚濁物質の排出をやめること。

（ω 暫定目標として， 1983年7月 l日までに魚貝類や野生生物の保護繁殖およびレ

クリエーションに必要な水質を確保すること。

さらに，次のように国家と しての政策を明らかにしている。

(a）有毒物質を有毒な量で排出することを禁止すること。

(b）公共の下水道の建設に，連邦政府の財政援助を与えること。

(c) 広域下水処理管理計画を推進すること。

(d) 可航水域，沿岸水域および海洋への汚濁物質の排出をなく すために必要な技術

的調査研究を進めること。

このように同法は，高い理想、と画期的内容を持っていたが，実施していく段階で，

現実的な問題点が出てきたため，1977年に改正されることになった。この改正は， 工

場排水規制の達成年｜浪の一部延長，有毒物質の規制の強化， ノンポイ ントソースに関

する施策等重要な内容を有するものである。

この小論では，このよ うな法体系に至った歴史的変遷， 1972年法， 1977年法，現行

行政組織，排水規制のしくみ，下水道の整備等について述べること とする。

1. 法制度の歴史的変遷

(1) 1886年連邦河川港湾法 （FederalRiver and Harbors Act of 1886) 

連邦政府レベルで水質管理に関する立法措置がなされたのは， 1886年河川港湾法で

あるといわれている。同法は，1899年に修正され，廃棄物法 （RefuseArt）ともよばれ

るが，可航水域に物質 （下水等は除く）を投楽することを許す制とし，陸軍工兵隊

(U.S. Army Corps of Engineers）の所管としていた。
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しかしこの法律は，主に航行用水路に障害物を投入することを規制するために制

定されたものであり，水質汚濁問題については，陸軍工兵隊と連邦政府内の機関およ

び州政府間の法解釈および運用の違いが，問題を解決するという より，逆に問題を多

くしていたといわれている。

(2) 1948年連邦水質汚濁防止法 （FederalWater Pollution Control Act of 1948, PL 

845) 

連邦政府が水質規制問題に本格的に取り組んだのは，1948年連邦水質汚濁防止法で

あった。それまでは州単位に州法によって水質汚濁防止が実施されていたが，州によ

って規制内容はまちまちであり，圏全体としての統一性に欠けていた。そこで， 1936

年， 1938年および1940年と再三にわたって連邦議会に提案審議され， 1948年 6月にな

ってようやく成立をみたものである。同法は2 基本的には水質汚濁防止に対する第一

義的責任は州にあり，州法によって措置されるべきものとしつつも，水資源、の質およ

び価値を高め，水質汚濁の防止，規制および絶滅に関する国家施策を確立するために

制定されたものである。同法の主たる内容は，次のとおりである。

(a) 公衆衛生局長（SurgeonGeneral）に，州の調査および計画，州際契約ならびに

汚濁防止のための統一州法の策定に関し，ナト｜に助力し，奨励する権限を与える。

(b) 調査を援助する。

(c）司法省に，汚濁の原因となる行為の中止を求める訴訟を行なう権限を与える。

訴訟は，通知および公聴を行ない，かつ，州の同意を得た場合にのみ行なうこと

が可能である。

(d) 連邦水質汚濁防止諮問会議 （FederalWater Pollution Control Advisory Board) 

を設置する。

(e) 次の財政負担を承認する。

① 下水道等の建設に関し， 1949～1953会計年度に年2,250万ドルの低利（ 2%）の

融資を行なうこと。限度額は25万ドルまたは託。

② 同会計年度に，什｜の水質汚濁調査に対し，年100万ド1レの補助をすること。

③ 同会計年度に，水質汚濁防止に係る建設計画案の策定に対し3 年80万ドルの補

助をすること。

このうち注目すべきことは調査および計画の策定における連邦政府の役割を明らか

にし，補助を認めたことである。ただし，上記のう ち下水道の建設に対する融資は，

連邦議会が必要な資金の貸付けを議決しなかったので，結局はこの融資計画は実施さ

れなかった。なおこの法律は3 5ヵ年の時限法であり，期限終了にあたってその成果

により，本法の存続につき再検討することが予定されていた。笑際には， 3年延長さ

れ，さらに1956年には，その内容を拡張強化し， 恒久的な法律とされた。
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(3) 1956年連邦水質汚濁防止法（FederalWater Pollution Control Act of 1956, PL 

660) 

1948年連邦水質汚濁防止法に比べ， 水質汚溺の防止および規制は，第一義的には州

の責任および権限であるという方針は再確認しつつも，連邦政府の権限が拡大されて

いる。特に州際河川については3 水質汚濁によって公衆衛生が危険に瀕したJI寺は， 連

邦政府は，関係州政府の同意を得ないで規制措置をとることができるものとされた。

すなわち，ナト｜内河川は州法により，州際河川は連邦法によるとい う考え方が定着しは

じめることとなっ7こ。

また，この法律は，連邦政府が地方自治体に対して直接に下水処理場の建設の補助

を行なうことと した最初の法律である。ただし，州の第一義的責任は尊重されて， 補

助対象の選択は州の意見に基づくこととされた。補助率は30%であり，かっ l件当り

の補助金総額は最高25万ドルとする制度であった。

同法では3 技術援助を増強し，調査の強化拡大を図ることとし， 1957～1961会計年

度につき， 水質汚濁防止に係る州プラン作成に年 300万 ドル，下水処理場の建設に年

5,000万ドルの補助を認めた。

(4) 1961年連邦水質汚濁防止法（FederalWater Pollution Control Act of 1961, PL 

87 88) 

1956年法で定めた補助制度について，さらに延長し，拡充するとともに，水質汚濁

防止についての連邦の権限を強めた。主な内容は次のとおりである。

(a) 下水道建設補助金を 1962会計年度に 8,000万ドル， 1963会計年度に 9,000万ド

ル， 1964～1967会百十年度については，｛joI億ドルに増額させた。

(b) 補助限度額を l件当り 60万 ドルに引き上げた。さらに 2以上の都市の広域下水

道については， 240万ドソレを限度とした。ただし補助率は従来どおりの30%ロ

(c) 水質汚濁防止に係る州フ。ラン作成の補助金を年500万ド〉レに引き上げた。

ω） 下水処理等の手法の改善を調査研究し，実証するため， 7地域に研究所を設置

することを認めた。また下水処理技術開発のために年500万 ドノレの支出を認めた。

(e) 州際河川の汚濁の除去をはかる連邦の強制手続は，航行可能な州内および沿岸

水域についても適用されることになった。強制手続は，最終的には保健教育福祉

省 （Departmentof Health, Education and Welfare）の要請による司法長官の連邦

裁判所への提訴ということになるが，この場合には州際河川を除き州知事の同意

を要する。

ところで， 1961年法では，規制の基準となる水域の水質基準の規定を欠いていたの

で，その必要性が唱えられ，次の法律の制定につながった。



内藤・石川・諸外国の水質管理制度(I) 25 

(5) 1965年連邦水質法（FederalWater Quality Act of 1965, PL 89-234) 

本法は，上院では，保健教育福祉省の長官に水質基準を設定する権限を与える案で

あったが，下院で修正され，ナト！が1967年6月30日までに，ナト際水域の水質基準 （環境

基準）およびその実施計画を策定し，長官の承認を受けることとされた。これは，州

の権限を奪うことになること，長官が河川｜の状況の差異を考慮せず，一律に基準を設

定するおそれがあること等の理由で，州，産業界の反対があり，妥協したためであ

る。ただ，州が適正な基準および実施計画を策定しない場合には，長官がそれらを策

定しうることとされた。

また，雨水流出，合流式下水道の越流水の改善手法の調査等の補助について規定し

た。

下水道建設補助金については，補助率は30%で従来どおりであったが， l件当りの

限度額は120万ド／レに引き上げられた。また，広域下水処理場に対しては480万 ドルと

した。さらに，大都市地域については，補助率を10%嵩上げした。補助金の授権額

は， 1966および1967会計年度につき，それぞれ l億5,000万ドルであった。

水質汚濁を扱う組織として，保健教育福祉省内に連邦水質汚濁規制局（Federal

Water Pollution Control Administration, FWPCA）を設立することが定められた。

(6) 1966年連邦清浄水回復法（FederalClean Water Restoration Act of 1966) 

下水道の建設補助金については補助率を55%に引き上げ，限度額の制限を撤廃し

た。同時に，州内の補助事業について，連邦資金が不足した場合は，州または地方自

治体の資金で一時立替え3 後で連邦政府が返済するという制度も設けられた。1967年

から1971会計年度までの補助金授権額は35億5,000万ドルとしたが，実際に承認され

た各年度の予算案はその半分を若干上回る程度に過ぎなかった。

また保健教育福祉省に新設された連邦水質汚濁規制局（FWPCA）については，水質

汚濁防止の分野と水資源の保全と利用計画の分野とを統合する必要があるとの理由に

より，大統領命令によって FWPCAの所掌していた水質保全の事務は，すべて内務省

(Department of the Interior）に移管された。

(7) 1969年国家環境政策法（NationalEnvironmental Policy Act of 1969) 

連邦政府機関が人間の環境に影響を与える可能性のある計画を立案し，決定する

際，環境アセスメントを行なうべき旨を定めた。 また大統領府に環境諮問委員会

(Council of Environmental Quality）を設置することを定めた。 問委員会は毎年，年

次報告（環境白書的内容を持つ）を提出している。
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(8) 1970年連邦水質改善法 （FederalWater Quality Improvement Act of 1970) 

船舶等から生ずる油汚染防止のための連邦の許可および有害物質の排出について規

定している。

連邦水質汚濁防止法を修正，追加した法律である。

以上のように，1948年以降，連邦が水質汚濁防止に果すべき役割は順次拡大され，

従来州の責務とされていたものについても連邦の関与する割合は増大してきた。

しかし，これらの制度によ っても，合衆国全般についてみると， 水質基準の設定，

排水の規制l等は円滑に進まず，依然として深刻な水質汚濁問題が生じ，さらに富栄養

化問題も著しくなる等，水質汚濁を防止するためには抜本的な制度改正が必要となっ

てきた。そこで連邦と州の関係， 規制のしくみ，補助制度等水質汚濁防止行政全般の

見直しが行なわれ，1972年の全面改正に至った。

なお， 1970年12月，行政組織再編成に関する大統領令によ り，連邦政府の環境関係

機関を統合して環境保護庁 （EnrironmentProtection Agency, EPA）が設立され，従前

保健教育福祉省 （直前には内務省）の所管であった水質汚濁防止のほか，大気汚染防

止，廃棄物処理等の業務を引き継いでいる。

2. 1972年連邦水質汚濁防止法 （FederalWater Pollution Control Act of 1972, PL 

92-500) 

(1）概要

1972年法は，それまでの立法と比し，基本的に 3つの点、で大きな違いがあるとされ

ている。

その第 lは，前述したように同法が1985年まで、に人間活動による汚濁物質は1'｝航水

域に排出しないこととするという思い切った国家目標を掲げたことである。

第 2は，排水基準による排水規制を導入したことである。従来は水妓の 水 質基準

（日本の環境基準に相当する）を満足させない排出者を訴えるしくみであったが， 個

別の排出が水質基準を満足させないことを立証するのは極めて困難であった。これを

排出する段階での排水基準としたことは規制する側からすれば執行が容易となる。

第一3は，排水の許可の権限を第一義的に EPAとしたことである。ナト｜は一定の要件

を整えた場合に許可権限を与えられることとされた。

1972年法は，「第一章 調査研究及び関連計画」「第三章下水道の建設に対する補

助金」「第三章 基準及び規制」 「第四章許可及び免許」「第五章総則」から成っ

ている。

同法第101条では， 前述した国家目標を明らかにし， さらに国家としての政策を明

らかにしている。これらの目標の達成，政策の実施のための諸規定を置いているが，
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その主要なものは工場排水の規制，下水道へ排除する場合の前処理の強制， 下水道整

備費補助である。

(2) 工場排水および下水処理水の規制

法第301条（b）項では， 公共用水域に直接放流する工場に対しては， 1977年 7月 l日

までに BPT1＇を適用し， 1983年 7月 1日までに BAT.，を実施しなければならないこと

を定めた。BPT,BATについては， EPA長官がガイドラインを作成し，公表するこ

ととされた。下水道の処理水については，1977年 7月 l日までに二次処理を，また，

1983年 7月 l日までに BPWTT3＇とし て，EPA長官が定めるガイドラインに適合する

処理を行なうことを要求している。

そして，いわゆる NPDES＜＞と称される全国汚濁物質削減制度が創設され，公共用

水域へ汚濁物質排出する者は許可を受けなけれはならなくなった。下水処理場につい

ても同様である。

この許可制度ーにより出される許可は，特定の排出初、から汚濁物質を排出する者に対

して，この法律による目標水質を達成するために必要な一定の条件を課することにな

っている。許可申請に対して出される許可証には， 排水の許容限度，放流水域の水質

基準， 排水の処理基準および有毒物質の排水基準が含まれる。許可は EPA長官が行

なうのが原則とされている （第402条（a）項I1）） が，州が EPA長官の発するガイドライ

ンに従って許可プログラムを作成し，長官の承認を得た場合は，その州に許可権限を

付与することとされている （第402条（叫項（5））。

その他，海洋投棄（第403条）＇埋立て（第404条），下水汚泥の処分 （第405条）も許可

を要することとされている。

(3）下水道へ排除する場合の前処理

下水道へ排除する工場排水については，EPA長官が前処理基準 （除害施設基準）を

定めるべき旨規定している （第307条（b）項）。

下水処理に障害を与えたり，十分に処理されないまま通過したり，下水処理場に相

いれない物質を下水道に流入させないことが，その目的である。これは，除害施設を

設置しなければ下水処理場からの放流水質が器準に適合できず，ひいては法の全般的

な水質保全の目的を達成することが困難であることを示している。

(4) 下水道建設に対する連邦の補助

下水処理場の建設に対する補助率は，従来の55%から一律に75%に引き上げられた

（第202条例項）。 また，従来の法律と異な り， 1972年法では建設補助金について 一 章

をあてており，連邦の補助を名実共に充実強化した。
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また， 1973年から1975年の3ヵ年聞に 180億ドル （300円／ドルとして 5兆4,000億

円）の予算支出を授権した （第207条）。

この180億ドルの補助額をめぐって，ニクソン大統領は財政負担が大すぎると して

法案に拒否権を発動， 議会がこの拒否権行使にかかわらず再度議決しで法律を成立さ

せた。 しかし，毎年度予算の事業費は計闘を下回った。すなわち， 1973会計年度は計

画50億ドルに対し，現実の予算は26倍；6,700万ドソレ， 1974年は計画i60億ドfレに対し40

億ドノレというぐあいである。

第204条では公共の下水道建設補助金についていくつかの条件を付している。すな

わち，利用者の使用料について「市町村は下水道の維持管理費を徴収する下水道使用

料制度を採用しているか，または採用する予定であることJ，「建設費用のうち工場排

水の処理に係る部分について，下水道使用料として利用工場ーから回収する条例を制定

していることJ（第204条（b）項（1）） を要件と している。なお，工場から回収された費用

の半分は連邦政府に返済し，半分は市町村に留保し，下水道の拡張や改築のため使用

することと している （第204条（扮項（3））。

(5) 広域下水処理管理計画

都市および産業の集中により深刻な水質問題を有している地域につき，関係機闘が

協力して，ノンポイント ソースを含めて汚濁問題に広域的に対処するため，広域下水

処理管理計画の規定が設けられている（第208条）。

この規定によれば，州知事は深刻な水質管理問題を有している地域を特定し，当該

地域につき「広域下水処理管理計画Jを策定する能力を有する適当な機関を指定する

こととし，当該機関は当該地域内で生ずる全ての排水に適用可能なプランを策定し，

EPA長官の承認を受けることとされている。当該フ。ランには， 20年間の下水道計画

（優先順位，建設時期を含む）' ！.民林業，鉱業，建設業その他のノンポイントソースの

確定およびそれらの制御手法等の設定を含むこととされている。

これに類するものとしてわが国では流域別下水道整備総合計阿があるが，内容的に

は米国のプランの方が総合的であり，範囲も広いようである。

下水道建設補助の条件としてその事業が広域下水処理管理計画に含まれていること

（第204条同項）とされているのは，わが国の制度と類似している。

3. 1977年水質清浄法 （Federal'Nater Pollution Control八ctof 1977, Clean 

Water Act, PL 95-217) 

(1）改正の経緯

1977年12月28日，カータ一大統領は1977年水質清浄法 （CleanWater Act）に署名を

した。この法律は， 1972年連邦水質汚濁防止法を大幅に改正したものである。
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1972年法は，前述したように画期的内容を持った法律ではあったが，実施していく

上で現実的な問題点がでてきた。

工場排水の規制についていえば， 1975年6月30日現在での NPDES排水許可件数

は，約4万件であり，その内訳は約 2万件が工場， l万 6,600件が公共の下水道，

1, 600件が農業施設， 2,000f牛が連邦施設であると報告されている。このうち1977年7

月 l日の期限までに BPTに適合しなかった工場が約IO～15%あ払汚濁負荷量とし

ては大規模工場が含まれているため，この比率をさらに上回るとみられている。これ

らの未達成工場の中には，誠実な努力をし，所要の財源、を確保したり，あるいは処理

施設を建設中のものもあるため，一律に法律違反とせず，状況によりこれらの工場を

救済する必要が生じた。

下水道へ排除する場合の前処理基準についても，処理方法によっては除去可能物質

も異なってくる。例えばリンを除去できるように設計された処理場では， リンは処理

可能な物質となる。物理化学処理法を用いた処理場で，重金属の相当部分が除去され

るのであれば，これらの重金属は除去可能物質となる。これらのケースに対応する規

定が不十分であり，基準を緩和する根拠と，緩和する場合の制約条件を規定する必要

が生じた。

下水道建設に対する補助金も，必要額を満たすことができず，公共の下水処理場に

対する1977年規制 （二次処理の実施）を満足することができなくなった。そこで現実

に1977年の期限切れに直面して，公共の下水処理場に対する 1977年規制を延期する必

要が生じた。

このほか工場排水使用料の徴収についても，法の要求する複雑なシステムでなく，

現実的な従価固定資産税を認める等簡素化の措置を検討する必要が生じた。

これらの1972年法のかかえる問題について，同法第 315条に基づいて設置された水

質国家委員会（NationalCommission on Water Quality）は技術的，経済的，社会的お

よび環境的側而から調査，検討し，1976年議会に勧告を行なった。

(2) 水質国家委員会報告

この委員会は上院議長が指名する公共事業委員会委員である 5名の上院議員，下院

議長が指名する公共事業委員会委員である 5名の下院議員，大統領が指名する 5名の

市民の合計15名の委員からなり，議長はネルソン・ A ・ロックフエラーであった。

勧告は「 I 1977年要件」「E 1983年目標及び要件」「E 地方分権」「W 連邦

の財政援助」「V 排出汚濁物質の削減及び調査並びに技術開発の必要性」「VI 潅概

農業」に関して行なわれた。

(a) 1977年要件

1977年 7月 l日までに BPTを適用しようという 1977年要件については，達成でき
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ないことが明らかであるとし，この遅れには相当の理由があることから， 救済措置を

講ずる必要があるとしている。

また，公共の下水道については，連邦の財政援助が不足しているこ と，設計等に要

する時間，資材，技術能力の不足等の理由があり，二次処理を行なうという 1977年要

件の達成には少なくと も10年を要する としている。

公共の下水道へ放流する予定になっていた工場はその下水道の処理場ができない限

り要件に応じられないこととなる。

全ての場合について最終期限を厳しく主張することは雇用問題に影響を与えること

になるので，ケースパイケースで延長を認めるべきであるとしている。 特に海洋放流

の排水，下水道へ排除する工場排水の前処理基準，等については， 1977年要件を緩和

し，柔軟に考えるべきであるとしている。

このような認識に基づき，問委員会は次の勧告を行なった。

① 排水者が1977年の期限に向かつて進展を示し得ること，連邦補助金の不足によ

って遅延していること等の一定の要件を満たす場合には，ケースに応じて期限の

延長を認めること。

② 排水者が環境への影響が極小であることまたは費用がそれにより得られる環境

上の便益と不均衡であることを示し，長官がこれを認めた場合には，ケースに応

じて1977年要件の放棄，延期または修正を認めること。

③ 公共の下水道からの海洋放流，酸化池，ラグーン等の利用により環境に支障が

なければ， 1977年要件 （二次処理を行なうこと）の放棄，延期または修正を認め

ること。

勧告には各委員の個人としての意見が付されているが，この問題については，大多

数の意見は，例外は必要だが，その条件は厳しく定めるべきであると述べている。

(b) 1983年目標および要件

委員会は， 公共の下水道処理場は二次処理については少なくと も10年間は達成が不

可能であるから， 1983年要件の達成は必然的に遅れると分析している。

工業については1983年要件である BATを達成する技術は有しており 2 このための

追加的費用は1977年 レベル達成のための費用より少ないが，追加l投資および運営経費

は相当なもので，得られる水質の改善および環境上の便益は相対的に少ないとみてい

る。さらに， 1977年要件が達成されれば、，多くの場合望ましい水質が回復し， 1983年

要件の達成の遅れから生ずる水質への悪影響は最少限度のものにすぎないので， 1983

年要件については，十分時間をかけ，研究分析し，引き続き委員会が新たな勧告を行

なうべきであるとして，次のような勧告を行なった。

① 1983年7月 l日までに達成されるべきものとした第101条の国家目標は保持す

ること。
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② 1983年要件の期限を 5年～ 10年延期すること。ただし，③1977年規制を適宜再

検討し，必要な場合には技術の進歩に応じて修正すること，⑥1977年要件で水域

の水質基準を達成し得ない場合は，より高い処理技術を強制すること，＠新規汚

濁源実施基準は技術の進歩に応じて適宜変更すること，③有毒物質の排水規制は

1980年10月 l日までに実施すること，＠費用効果的で水質基準の達成に役立つ規

制，処理手法を合流式下水，都市流出，農業およびノンポイント ソースに適用す

ること，①水質調査の進展を図り，議会に報告すること，⑧1985年までに「水質

国家委員会」と同様の委員会が，それまでの進展を評価し，勧告を行なうこと，

その時点において，議会は1977年要件より厳しい排水規制の統一的適用が正し

しまた望ましいか否かを考慮しなければならないこと。

この問題に関しては，各委員から様々な意見が付されている。マスキー上院議員

(1972年法の提案者の一人）は， この勧告は資料を正確に反映していないし， 1983年

要件適用の延期は結局のところ水域の水質基準をもとにして排水規制を行なうにとど

まり， BATにより最大限の汚濁の排出を削減する方式を放棄するものであり， また

有毒物質に対する利用可能な最良の技術による低減の必要性を無視していると指摘し

ている。

逆に，エドウィン ・A・ジ一博士は， 1983年要件の統一的実施は必要でなく， 1977

年レベ／レの施設が設置されれば，必要な地域で選択的に高度の処理を行なうことによ

り，少ない費用で水質問題が解決できるとしている。

この点について， EPAは，委員会のトラフトレポー トは BATの便益を控え目にし

か評価していない， BPTの遅れを過大に評価している等を理由として， BPTの1977年

期限が一般的には達成され得なかったと しても， 1983年の BAT期限を同じよ うに延

期する必要はない旨のコメントを行なっている。

(c) その他の事項

地方分権に関しては，ナI~に対し計画ならひ、に排水許可および建設費補助プログラム

の管理に関し完全な権限と責任を与えるべきことを勧告している。

連邦の財政援助については， 5年以上10年以下の一定期間について，年50億ドルな

いし100億ドル程度で，建設費の75%を財政措置すべきものとし，公共の下水道建設

のプログラムに安定性を与えることを勧告している。

排出汚濁物質の削減および調査ならびに技術開発の必要性については，1985年まで

にゼロディスチャージとする国家目標を資源の保全および再利用を強諭するものに再

定義すること，技術開発，調査を促進するため財政措置を講ずること，有毒物質の制

御技術の研究の促進を図ること等の勧告を行なっている。

海就農業については，排水の制御，処理要件の適用において柔軟に取扱うこと等の

勧告を行なっている。 （以下次号）
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【注】

1) BPT (Best Practicable Control Technology Currently Available）：最良の実用

的な処理技術で現在利用可能なもの。

2) BAT (Best Available Technology Economically Achievable）：最良の利用可能

な処理技術で経済的に達成可能なもの。

3) BPWTT (Best Practicable Waste Treatment Technology) －最良の実用的な排

水処理技術。

4) NPDES (National Pollutant Discharge Elimination System）：全国の公共水域

に汚濁物質を排出する場合には許可が必要となる制度。
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