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諸外国の水質管理制度（III)

一一イギリ スにおける制度と水質の現状（ 1 ) 

はじめに

内 藤勲

加藤久和

イギリスは世界に先駆けて産業革命の洗礼を受け，以後2世紀にわたって先進工業

国として不動の地位を築き上げた国である。当然のことながら，工業化に伴う種々の

環境汚染の問題にも最も早く から直面し，様々な試行錯誤を繰り返しながら，対策の

ための制度と技術を発展させてきた。大気汚染もさることながら， 水質汚濁の問題は

水が飲み水として人の健康の問題により，直接的にかかわるだけに，より早く からよ

り真剣に取り組まれてきたといってよい。産業発展途上にあるいずれの社会でも見ら

れるような「煙突の煙は経済繁栄のシンボル」といった，楽観と諦めがあいなかばす

るような余裕のある態度は，水の場合にはとりえなかったともいえよ う。 現代におい

ても，あらゆる用途の水需要は増大の一途をたどるとともに，水量と水質の確保の両

面でイギリスのとっている施策と調査研究には注目すべきものがある。 公衆衛生の面

でも， 19世紀の中葉における人口の都市集中とそれに伴うコレラなど疫病の流行にか

んがみ，ロンドンではいち早く大下水道事業に着手したのであった。下水処理が行な

われるようになったのはずっと遅れて 20世紀に入ってからのことであるが， 5日間

BODや過マンガン酸カリウム消費量などによる水質汚濁判定の理論的基縫が築かれ

たのも， この頃のイギリ スを中心としてであったこと も忘れてはならない。現在で

も，下水道（排水区域人口）普及率は全国ベースで94%と世界のトップ・レベルにあ

り，水資源の確保と水質の保全をあわせた水管理の政策 ・制度および技術 ・研究につ

いて，世界各国がイギリスから学ぶべきことは極めて多いといえよう。

にもかかわらず，イギリスの水質管理制度，とくにその運用の実態に関しては，意

外なほど知られていないのが実情であろう。その原因としては以下の要素が考えられ
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る。

（乱） 水質汚濁問題との取り組みが早く，その歴史が長いだけに，現在の諸制度，対

策等は数多くの法律の改廃と経験 ・研究の積み重ねの上に成りたっており，しか

もイギリスではそれら諸制度を一気に改革することはせず，徐々に向上改善を重

ねてきた結果が現行の水質管理体制であるから3 それらの歴史的背景にまで立ち

入って検討することなしには，容易には理解されにくいこと。

(b) 水質問題に限らないが，とくに水管理の分野においては地方分権にもとづいて

運営される要素が大き く，また中央政府の議会，すなわち成文法によるコントロ

ールに服さない部分が多く残されていること。コモン・ローの体系においては地

方，地方の慣習慣行が重要な位置を占め，裁判所による判例法の形成が大きくも

のをいう。わが国においても，慣行水利権などは不文慣習法として財産権の一翼

を担っているが，イギリスでは更に細かく各個の土地lこはりついた伝子長の取水

権，利水権の存在が問題を複雑にし， 具体的事案についての判例の蓄積にまっと

ころが大きい。

(c) イギリ ス人の国民性もあって経験主義的であり 2 また，実証性を尊び，現実主

義にかたむくためか，明解一律の水質基準や処理技術をもって工場排水を規制し

たり，公共用水域の水質判定を行なったりすることを好まない傾向があるこ と。

後ほど本論中でも触れるが，これはヨーロッパ共同体 （EC）に加盟して後のイ

ギリスとイギリス以外の加盟国との聞で， ECの水管理に関する共同措置をめぐ

って大きな対立の焦点となっている問題でもある。

(d) また，このコロラリーとしては，流域水機関や地方自治体の実務担当者などに

最終的判断の裁量権が大きく委ねられており，現実にもこうした人々は状況に応

じ極めて柔軟に対応することをもって旨としているので，外部からはその客観的

妥当性を判断することが，非常に難しいこと （大気汚染防止に関して強大な権限

をもっアルカリ検査官は，その職務遂行上の判断基準を一般に公表することを法

律上禁じられているほどである）， したがって， bestpracticable meansといわ れ

でも，個々のケースにおいて何が bestであり， practicableであるかは，外からは

容易にうかがい知ることはできず，裁判所ですら内容の妥当性にまで立ち入って

審査することは稀れである。

(e) イギリスはいわば民主主義と議会政治の母国でありながら，行政情報の一般公

開という点については，慎重な態度をとる国であること。これにはいささか注を

要しよう。それは，イギリス政府が政府のもつ情報を公開するのを拒んでいると

いう意味ではなく，本来地方自治体レベ／レの行政や個々の企業の秘密3 個人のプ

ライパシーに属することがらについて中央政府が情報を集めたり，統計結果を公

表することには消極的であるという趣旨であって，現に政府印刷局 （HMSO）に
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は政府の有するあらゆる調査，統計等の出版物がそろえられているが3 それはそ

の情報が存在することを知っている者が正当な対価を支払った上で手にしうる性

質のものであって，政府が積極的に広報 ・普及活動を行ない，一般に提供するよ

うなものではないと考えられている。水質問題に即していえば，公共用水域の水

質モニタリングは全国的なレベ／レでは時たま（最近では5年ごと）行なわれるだ

けで，個々の河川等については流域を管理する水機関 （WaterAuthority）がもち

ろん常時測定を行なっているもののその頻度は少なく，またそれが全国的にまと

められて「水質年鑑」のような形で出版されることは少なくともごく近年までは

なかった。この辺の事情も，イギリス政府当局が地方自治の伝統とモニタリング

に要する膨大な費用，情報の一般公開の費用効果などに十分配慮した上で，きわ

めて“現実的”なアプローチをと っているゆえんであろう。

(f) そして最後に，これまた水質管理制度に限ったことではないが，イギリスはそ

の正式の国名が示すように「大ブリテンと北アイルランドの連合王国」であっ

て，イングランドとウエールズとスコットランド，それに北アイルランドは歴史

的成り立ちも政治制度も行政組織も，はては適用される法律すらも違っている。

むしろ中央政府の直轄領である北アイルランドが制度的には最もイングランドに

近いものをもっているといえるが，周知のとおりの政治情勢で実際には制度がう

まく運用されていず，すべては中央政府内に特別に設けられた北アイルランド相

の権限と手腕次第という状況である。水管理の問題については（他の主要行政分

野に比較しての話であるが）＇ウェ ー／レズはイングランドと同様の法律と制度 ・組

織を採用しているが，スコットランドは別個の法体系に基づきやや異なる制度を

運用しており， “全国的な状況”という場合にも， イングランドとウエールズお

よびスコットランドとは区別して扱われるのがふつうである。これがイギリス全

国についての理解を難しくしている。

これからイギリスにおける水質管理制度と水質汚濁の現況を論じようとするにあた

って，以上のような様々の困難をならベたてると，はじめから筆者の非力をたなに上

げておいて弁解にこれ努めているように受けとられても致し方ないが，幸い水管理の

ための法制，組織，その歴史的変遷等については諸先達による労作があり，また OE

CDの環境委員会水管理グループ（WMG) によってまとめられた報告書等があるの

でそれらを参照しつつ，また運用の実態と水質の現状に関しては最新の文献・データ

もまじえて，以下にとりまとめてご紹介することにしたい。

テムズ川に魚が湖るようになったとか，北海，英仏海峡等での海難事故による沿岸

の石油汚染の事例が増えているといった話は耳にするものの，イギリスの河川l水質の

現状はどうか，また水質管理のための諸制度の実際の運用はどうなっているのか，ま

ずこの点から検討してみることにしよう。
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写真 スコ ットランドの北端インヴァネス
の市内を流れるネスJll（ネッシーで有

名なネス湖の水）

な排水規制を行なうこともできない。

1. 水質目標

イギリ スには，わが国のような意

味での公共用水域の水質に関する環

境基準も工場 ・事業場の排水基準も

存在しない。法律でそういう規制の

しかたを採用していないばかりでな

く，全国一律の環境基準といった考

え方そのものが国民に受け容れられ

ていないのだといえよう。しかし，

現実には何らかの判断基準 がない

と，水質を評価すること も，合理的

そこでこの役割を担うのが河川水質目標（RiverQuality Objectives）である。水質

目標は全国の主要流域ごとに設けられている水機関 （WaterAuthorities－一詳細は後

述するが2 イングランドとウェー／レズに10の水機関がある）または河川｜浄化局 （同じ

く，スコットランドに 7ヵ所あり，スコッ トラン ドの一部地方では地方議会および島

しょ議会が管理しているところもある）が独自に，自 らの施策運営上の目標あるいは

水質評価基準として，水域ごとに設定することになっている。 しかし，個々の水質目

標の内容がこれまた法令に明示されているわけではなく 3 中央水審議会 (National

Water Council）の勧告したものにすべての水機関が従っているのみである。

各水機関は当該水域の水質目標に照らして，かっ水域の利用目的や将来の人口，産

業の発展等を勘案しつつ，立地を計画している工場や下水処理場に対し，排水許可の

条件として様々の排水規制を課するのである。ある一定の排水基準を遵守させること

も許可条件の中に含まれるが，他にも排水量や水使用量の制限，立地規模，排水口の

位置等についての付帯条件など，水機関は水質汚濁防止のため必要と考えられるあら

ゆる措置を要求することができる（しかし，そこはそれ，合理主義の国イギリスのこ

と，許可条件 consentじonditionsは最善実用手段 bestpracticable meansや経済合理性

の範囲に限られ3 これに不服のある者は環境大臣に異議を申し立てることができる）。

水質目標は，現在までに，ほとんどすべての主要河川 （感潮河川も含む）および運

河について設定されているが，近い将来， 1974年水質汚濁防止法の第 2部（現在来施

行） が施行されれば，沿岸海域についても設定される予定である。なお， その際に

は，全公共用水域について短期，長期間方の水質目標が設定されることになろう。

さて，各河川は水域の水質の現状，現在および将来の利用目的，汚染防止対策の実

施可能性，効果等を考慮した水域ごとの水質目標によ り区分されるわけであるが，そ
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の分類基準は基本的には河川水質の判定基準と同じものであって，従来から下記のよ

うな分類法が用いられてきた。

クラス l 汚染されていない，または汚染から回復しているもの

(a) 過去に大きな汚濁排水を受けたことがないことが明らかなすべての河川

（防 ある程度汚濁していても， BODが3mg／／以下で，溶存酸素が十分にあり，

過去に大量の有害物質または河床に影響を与えるような懸濁物質の流入を受け

たことがないことが明らかなすべての河川

(c) BODは3mg／／をやや超えていても，生物学的な見地からは非汚濁河川と区

別しがたいすべての河川

クラス 2：疑わしい水質で，改善を要するもの

(a) BODについてクラス lからはずれ，夏期平水流量で（または常時）溶存酸素

が相当少ない河川

(b) BODにはかかわりなく，過去に大量の有害物質を含んだ排水を受けたこと

があるが，現在魚類に影響を及ぼしているとも，自然浄化されてしまったとも

立証できない河川｜

(c) 水質または河床形状に相当の影響を及ぼす懸世田排水を受けたことがあるが，

生物への影響は少ない河川l

伺）過去に深刻な苦情をもちこまれたもののその正当性を実証できなかった河川

クラス 3：水質が悪く，直ちに改善を要するもの

(a) BODについてみるとクラス 4には入らないが相当長期間にわたって 50%以

下の溶存駿素飽和度になるがI川

(b) ときに活性毒性をもっ恐れのある物質を含んでいる河川

(c) 懸濁物質によって）iiの性質が変化したものの，クラス 4に入れるには及ばな

い河川

(d) 重大な苦情を受け，その正当性が実証されている河川｜

クラス 4：非常に汚染されているもの

(a) 通常の状態で BODが 12mg／／以上のすべての河川

(b) 魚類の生息できないすべての河川

(c) 完全な酸素欠乏になるすべての河川（例外的な潟水期を除く）

(d）悪臭を発するすべての河川

(e) 見た目に悪いすべての河JII （洗剤lのアワ立ちによるものを除く）

ところが近年は，特に1973年の水法 （WaterAct）によって水の管理については包括

的な権限を有する水機関が成立して以来，その多方面の水管理行政のニーズを反映し

て，より精微な分類を採用するところが多くなってきている。これを利水目的を中心

にしてとらえると，
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クラス lA ：水道原水に適する良質の水で，釣り魚またはその他の高級魚類の生息

が可能なもの

クラス IB: I Aよりは水質的に劣るが， ほとんど同じ用途に使用できるもの

クラス 2：高度な浄水操作をすれば‘飲用に適し，下級魚類の生息が可能なもの

クラス 3・汚濁がひどく，魚類が全くまたはごく稀れにしか生息しないもの

クラス 4 非常に汚染されていて，不快感 ・苦情を誘いやすいもの

クラスX ：小さな水路または使用不能の構等で，水質目標といえば不快感 ・苦情が

出るのを防止することだけのところ

などのように分類されている。が，上記いずれの分類も主観的要素が大きく，客観的

評価を必要とする行政にと っては，水質データの相互比較可能性を担保する見地から

も，何らかの客観的な水質指標で分類区分を示す必要に迫られている。後述する1980

年度全国水質調査においては，次のような水質評価基準を用いる予定になっており，

おそらくこれが今後の水質目標設定の基本類型となるだろうと恩われる。

（河川｜） （水質クライテリア一一95%値）

クラス lA (a) 溶存酸素飽和度80%以上

（紛 BOD3 mg／／以下

(c) アンモニア 0.4 mg/I以下

但） 水道水源として取水しているところでは， ECの水道原水基準の

A2クラス＊を満たしていること

(e) EIFAC （欧州内水面漁業諮問委員会）勧告の用語の意味で“魚に

対する毒性なし”のこと

クラスlB (a) 溶存酸素飽和度60%以上

(b) BOD 5 mg/I以下

(c) アンモニア 0.9 mg／／以下

(d）水道水源として取水しているところでは， ECの水道原水基準の

A2クラスホを満たしていること

(e) EIFAC勧告の用語の意味で“魚に対する毒性なし”のこと

クラス2 (a) 溶存酸素飽和度40%以上

(b) BOD 9 mg/I以下

(c) 水道水源として取水しているところでは， ECの水道原水基準の

A3クラス＊を満たしていること

(d) EIFAC勧告の用語の意味で“魚に対する毒性なし”のこと

クラス 3 (a) 溶存酸素飽和度10%以上

(b）嫌気的にはなりにくいこと

(c) BOD 17 mg/I以下
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クラス 4 溶存酸素についてクラス 3より劣り，ときには嫌気的になりやすい

こと

本（注） イギリスは1973年 l月 l日から欧州共同体に加盟したので， ECがそれ

までに出した命令 Directivesまたは理事会決定 CouncilDecisions に従わ

なくてはならない。「水道原水として利用される表流水の水質に関する命

令」もその一つで，必要とされる浄水処理の違いにより AlからA3の等

級に分けられている。この他にも水浴場水質基準や淡水魚保護水質基準が

あり，さらには水質モニタリングの方法と頻度等についても基準を設ける

ことが提案されていて，伝統的に画一的な基準の採用をさけてきたイギリ

スと他のEC諸国の問で激しい論争が続けられている。

とまれ，以上のようなクラス別の水質目標が決まる と，個々の水機関は自分の管轄

流域内のすべての河川｜の特定部分（水域）ごとにこれを当てはめていく。そしてこれ

が現状の水質によるクラス分けと対比されて，どの川｜のどの部分に対策が必要になる

のか，あるいはど、の水域を重点的に監視測定しておくべきだ，とかいった水管理の戦

略が明らかになるわけである。どの水機関でも， 目標水質と現状水質を水域ごとに色

分けした管内流域地図を用意している。この図面の上に各河川の流量と主要汚濁発生

源および汚濁負荷量が示されていれば，もう完ぺきと言えよう（ここにSevern-Trent 

流域水機関の作成した管内流域図があるが，カラー刷りのため掲載することができな

いのが残念である）。

2. 排水規制

都市下水および産業排水の放流に対する許可条件に関しては，上述の河川水質目標

の考え方が一般化したここ数年前までは， 1912年の王立下水処理委員会報告の中で勧

告された標準を用いることが慣習的に定着していた。現在，閣のレベル（環境省）お

よび各水機関では，水質目標に照らして従来の基準の見直し作業が進められていると

ころであるが，ここでもイギリスの伝統に従い，そう大幅な変革が急激に行なわれる

ことはまずないだろうと思われる。

その王立委員会勧告によると， BODおよびssについては，

(a) BOD ( 5日間， 20。C）は 20ppm以下であるこ と

(b) s sは次の条件のもとで 30ppm以下であること

① 少なくとも 8倍以上の稀釈を可能にするがI川流量があること

② 河川そのものの BODは2ppmを超えないこと

③ 一つの排水による酸素消費が完了 しないうちに新たな排水の負荷が加わらな

いこと

が標準的な条件であるとされている。
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①，②，③の各条件が満たされないときには，水機関はより厳しい放流水（排水）

基準を課することができる。また，河川流盆に比して排水量がごく小さい場合とか，

重要性の低い小さな水路などに排出する場合には，上記の基準よりゆるい放流水基準

とすることもできる。このほか都市下水については，遊離アンモニア（仕ceAmmonia) 

の盆も規制するのがふつうである。

都市下水に工場廃水を受け入れている場合には，河川｜の最小流量l侍で最大排水量の

時の有害物質の濃度を明示し，言午nJ条件とするこ とが一般に行なわれている。このよ

うにして規制される有害物質には，鉛，銅，亜鉛，アンチモン，水銀， クロム，カド

ミウムおよびシアンとかフェノール類といったものがある。

その他の物質または水質指標についても，またさらには排水口の位置等について

も，水域の状況と特性に応じ，水機関は様々な条件を付すことができるが，その内容

は実に千差万別であるばかりでなく一般には公表される性質のものではないので， そ

の実態はつかみにくい。

1974年の水質汚濁防止法によれば， 排出許可の申請があった場合，水機関はその概

要を公示して利害関係者一般からも意見を求めた上，許可条件を決定し，これを公表

することになっているが，種々困難があって， この規定は未だ施行されていない。

1961年の河川I（汚濁防止）法および1974年法にもとづき，許可条件は定期的に再点検

されることになっている。水機関自身が建設する下水処理場については，環境大臣が

承認 （または許可条件）を与える。

1937年の公衆衛生（工場排水）法および1961年公衆衛生法によ り，工場排水が下水

管きょや処理場の処理機能に損傷を与えないならば，市町村の下水道当局（したがっ

て現在の水機関）は工場排水を受け入れる一般的義務を負っている。

公共下水道へ排出しようとするときは，工場排水の水質， l日当りの最大排水量，

単位時間当りの排水量等について細かい条件が付される（上記下水処理場の放流水質

基準および既存の工場排水受け入れ状況等にみあった個別条件ということになる）が，

この他にも産業排水者が公共用水域へ直接放流するか公共下水道へ排出するかを決定

する際の大きな要素は，下水道使用料金である。料金の算出方法は地域，工場業種に

よって呉なるが，一般的には次の式が用いられているようである。

C=  V＋＊・w+ ~＇. . Y ペンスI1, ooo （英）ガロン

ここで，

c ＝処理される工場排水し000英ガロン当りの料金

v z 金下水の管き ょと，一次処理までに要する費用

W ＝生物学的処理の費用

y ＝全下水汚泥の処理処分に裂する費用
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M, ＝工場排水のマクゴワン（McGowan）濃度＊（ppm)

M• ＝処理場で処理されるすべての下水のマクゴワン濃度＊（ppm)

s, ＝工場排水の浮遊物質濃度（ppm)

s. ＝処理場で処理されるすべての下水の平均浮遊物質濃度 （ppm)

キ（注） マク ゴワン濃度Mは，つぎのように定義される。

4.5N十6.5P 

N＝アンモニア性および有機性窒素（ppm)

P ニ N/8過マンガン酸塩（ppm)

また， トレン ト川河川庁（現夜は Severn-Trent流域水機関）では次の式を用いてき

た。工場排水の組成がますます複雑多岐にわたるようになってきた現在，これらの一

般的料金3草出方式もまた見直しを迫られているようである。

C=R+V＋ま・B＋会s

ここで，

C＝工場排水 lm• 当りのチャージ （ペンス）

R＝排水を処理場まで集め運ぶに要する平均費用の1/3（ペンス／m')

V ＝一次処理に要する平均年間費用（ペンス／m•)

0，＝排水の COD(mg/I) 

0,=COD年平均値（mg/I)

B ＝生物学的処理の平均年間費用（Im＇当り）

s, ＝排水中の SS(mg/I) 

s, =SS年平均値 （mg/I)

s ＝汚泥の処理処分に要する年間費用

3. 下水道の決定的重要性

「はじめに」の章でも述べたように，イギリスにおける公共用水域の水質に関して

は，公共下水道と下水道システムによる水処理の実情を抜きにして諮るこ とができな

い点に注意しておく必要があろう。下水道普及率（排水区域人口普及率）が94%と世

界でも群を抜いて高し処理人口普及率でも約四%と高いレベルにあるイギリスで

は，いわば下水処理場からの放流水が水域の水質を決定づける最大の要因であり，企

業の工場廃水や水域に直接流入する生活排水はむしろ特種な問題であり， 排水処理に

ついては主と して経済的コス トや運営効率の観点から最適な処理システムを決定すべ

き性質のものであって， 少な くとも第一義的には排水基準による規制の問題ではな

い，とされるのもあながち理由のないことではないように思われる。

第 li表は， 世界主要国の下水道普及率を水処理の観点から比較したものである。
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第 1表

（排水区域人口）下水道普及率

二次処理以上の（処理人口）普及
率

水道原水の表流水依存率

I 1む~ ~~~LI立~£13ι

：：：！日l ~jc,Y•:
これを見ると，イギリスは下水道普及率ばかりでなく二次処理以上の処理率の高い

ことがわかると同時に，飲料水を河川｜湖沼水に頼る率が高いので，とくに上流部での

下水処理場の立地には相当気をつかっていく必要があり，また現実にもそうしている

ことがうかがい知れる。

イングランドとウエールズの人口約4,900万人 (1973年現在）の うち，4,000万人が

何らかの処理を受け，600万人が直接河川や海域に放流される下水道を利用しており ，

残りの 300万人が何らの下水道も使用していない状況である。 処理方法は活性汚泥法

を用いるところが年々増加してきており，現復活性汚泥法と散水ろ床法が半々の状況

といわれる。下水道につながっている人口のうち19%が下流部で水道水源に用いられ

ている河川｜へ放流し， 45%がその他の河川へ，そして25%は感潮河口部へ，l1%が直

接海域に放流されている。

スコット ランドでは約520万 （1973年現在）の全人口のうち約2/3の排水が海域lこ，

残りの1/3に相当する170万人の排水が内陸部の水域へ放流されている。このうち85%

は完全な下水処理を受けているが，海域に排出している人口のう ちの万人が完全処理

を行なっているのみであ り， 100万人が一次処理，残り の210万人は簡易ろ過（スクリ

ーニング）程度の処理しかしていない。全人口についていうと，三次処理人口が 190

万人，一次処理人口は125万人，無処理人口カ＞205万人となる。

放流水の水質は，先にも述べたように，一般的には8倍以上の稀釈を前提として

BOD 20 ppm以下， SS30 ppm以下であり，伝統的に20/30の基準と呼びならわされ

ている。河川流量が少なし排水が大部分を占めるよ うなときにはもっと厳しい基準

となる。 5/5の基準を採用している処理場もあるが，ロンドンの水道水源の 20%を占

める Lee川｜に放流する下水処理場では，三次処理を行なって10/10まで落としている。

ちなみに Severn-Trent流域水機関についてみてみるとz工業地域を多く含むミッド

ランド地方の 2万1,500平方キロメー卜／レ，人口約aoo万人を管轄している。この流域

で発生する汚濁負荷量は家庭下水が BOD にして490トン，産業排水のうち下水道に入

るものが BOD130トン，直接河川に放流されるものが BOD210トンと推定されてい

る。この発生源汚濁負荷量の95%が下水または排水処理される結果， BODにして41ト

ン分のみが河川に排出されている。
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第 2表 河川および運河のクラス別水質（イングラン ドおよびウ エールズ， 1970

～75) 

1970年 1972年 1975年

長さ（同）（割合同） ｜長さ｛同） ｜割 合間 ｜長さ（同） ｜割合同）

非感潮河川

クラス 27,370 76.2 

クラス 2 5,297 14. 7 

クラス 3 I, 724 4.8 

クラス 4 I, 533 4. 3 

計 35,924 

感潮河川

クラス I, 388 48. I 

クラス 2 675 23.4 

クラス 3 485 16.8 

クラス 4 336 11. 7 

計 2,884 100. 0 

運河 ・水路

クラス I, 127 45.4 

クラス 2 968 39. I 

クラス 3 219' 8.8 

クラス 4 166 6. 7 

計 2,479 100. oi 

（注） クラス I＝汚濁していない

クラス 2＝やや汚濁していて改善を要する

クラス 3＝汚濁していて直ちに改善を要する

クラス 4＝非常に汚濁している

28,082 78. I 28,037 77. 6 

5,062 14. I 5,458 15. I 

4. 3 1,449 4.0 

I, 2 3.5 I, 178 3.3 

35,9 100.0 36, 123 100.0 

1,432 50. I I, 422 49.6 

640 22.5 720 25. I 

423 14.8 424 14.8 

362 12.6 301 IO. 5 

2,856 100.。 2,866 100.0 

I, 198 48. 7 I, 233 50. 7 

898 36.5 925 38.3 

239 9. 7 177 7.3 

126 5. I 88 3. 7 

2,460 100. 0 2,413 100.0 

（クラス lとクラス 2の境界線ははっきりせず，この分類を行なうには主観的判断の要素が入ってく

ることに留意する必要がある）

イングランドとウエールズ全体についてみると，下水道に加わる汚濁負荷の93%は

下水処理により除去されると見積られている。ただしこれは非感潮河JI/ （河口部）へ

放流する処理場のみについての除去率であ り，感潮河川への放流下水については51%

しか除去されない結果になる。

いずれにせよ，イギリスの公共用水域の水質が下水道の普及と下水処理の高度化に

よって決定的な影響を受けている実情の一端は， これでうかがい知ることができたと

思う。 ただ，ス コッ トランドではやや事情が異なることと，イギリ ス全体についてみ
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第 3表 河川および運河のクラス別水質（ス

コットランド， 1974年）

」型~I 寄l也
非感潮河川

クラス 45,084 95.3 

クラス 2 I, 627 3.4 

クラス 3 407 0.9 

クラス 4 161 0.4 

計 47,279 100.0 

感潮河川

クラス 323 65.5 

クラス 2 101 20.5 

クラス 3 31 6.3 

クラス 4 38 7. 7 

計 493 100.0 

運河 ・水路

クラス 35.9 

クラス 2 62. 1 

クラス 3 I. 0 

クラス 4 I. 0 

計 19 100.0 

ても沿岸海域への無処理放流がかなり多いことは注目に値しよ う。 それでは次に， こ

うした背景からイギリスの河川の水質の現状を眺めてみるとどうか。

4. 河川水質の現況

流域を管理する水機関は，もちろん定期的な水質測定を行なっているが，全国的な

水質調査は数年おきにしか行なわれていない。測定項目，調査分析方法，頻度等が各

水機関 （古くは河川｜局や水資源、局，河川庁など）の聞で異なっている上，評価方法が

先にも述べたようにわりに主観的要素が強く，一定していなかったためである。第 2

表のクラス分けは，いずれも l章でのベたクラス l～クラス 4の分類法によるもので

ある。

また，スコッ トラ ンドの河川についてみると， 1974年の水質は第3表のとおり であ

った。

河川または水路へ排出される下水放流水のうち，放流水質基準を“満たしている”
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第 4姦 下水処理場の放流水質（イングラン

ドおよびウエールズ， 1970～75)

年 処理場数 満たすlロ,,_ もの
の割 （%） 

1970 4,379 63 

1971 4,376 67 

1972 4,374 68 

1975 4,429 64 

第 5表

年 ！工場数 満たすI口'-もの
の害rj (%) 

1970 2,449 44 

1971 2,372 47 

1972 2,221 48 

1975 2,077 52 

ものの経年変化は，第4表のとおりである。 ここで，放流水質基準を“満たす”と

は，下水処理場設置にあたって付された許可条件（ほとんどが水機関の前身の河川庁

によるものであり，全く条件が付されなかったものについては，各水機関が“満足で

きる”か否かについて判断している）を満足していることを意味する。

また，工場排水について，同じく許可条件を満たしていたものは，第5表のとおり

である。

5. 水質モニタリング

先に述べたような事情があって，全国的な水質の測定調査は数年おきにしか行なわ

れていない。ずっと古いところで1958年，最近では1970年と 1975年に全国的水質モニ

タリングが行なわれ， 1972年と 1973年に1970年調査の補完的結果報告書が出されてい

るのみである。

また，全国的調査とはいっても，上述のような主観的評価要素を織りこみつつ，イ

ングランドとウエールズ，スコッ トランド，および北アイルランドについてそれぞれ

若干異なる調査を行なったものを，全国的にまとめあわせただけのものである。基本

的なねらいの一つが，流域水機関の管轄区域内河川lごとにクラス別に色分けした col-

our coded mapsを作成することにあったのだから， こうした制約が伴うのは止むを得

ない面もあるといえるが，最近になって， ECから次々と打出される統一的基準や水

質モニタリングに関する指令にできるだけ従う必要もあり，統一的手法による全国的

水質モニタリングの必要性が強調されるようになってきた。
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1974年から着手された「統一的河川水質モニタリング」計画がこれであり， 先述し

た新しい水質評価基準 （第 l章参照）はこの計画のも とで開発されたもので， 1980年

に行なわれる全国的水質調査からはじめて適用される予定である。この調査はそもそ

も陸上汚染源の規制に関する1974年パリ条約の施行のための基礎データを得ること

を目的としてお り， イングラン ドおよびウエールズの主要河口および本 ・支JI!合流点

約 190ヵ所に測定基準点を設けている。ス コットランドにも同様の観点から選ばれた

56の測定点を置いているが，ここでもやはりイギリスの伝統的保守性というか現実主

義が顔を出し，分析法を統一指定することはせず，代わりに測定項目ごとに必要精度

といくつかの標準的分析法を示し，その選択は各水機関または河川浄化局にまかせる

とい う方法をと っている。

このようにして，次第にイギリスの全国的な水質のデータも中央に集められるよ う

になって，一般市民にも公開される体制が整いつつある。とくに1974年水質汚濁防止

法が完全に施行されれば，従来は機密扱いされてきた企業や下水処理場の排水水質に

関する情報も公開されるようになり，イギリスの公共用水域の水質データは飛躍的に

豊富になっていくことが期待される。 （以下次号）
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