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アメリカの流域管理における排出取引制度（ I ) 
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6. おわりに

流域をひとまとまりの単位としてとらえ，そこでの資源利用や環境保全を総

合的に行おうとし、う考え方が打ち出されてきている。日本では， 1998年 3月に

策定された新しい全国総合開発計画 『21世紀の国土のクランドデザイン』にお

いて，「流域圏に着目した国土の総合的な整備」が謡われており，また，平成

10年版 『環境白書』において， 自然のメカニスムと人間活動との調整を行うた

めに適当と考えられるまとまりとして流域圏が考察されている。しかし，日本

における実践はこれからというのが現状である。一方， アメリ カ合衆国では，

流域管理または流域保全と呼ばれる取り組みが展開を見せている ll。

流域管理の目的として重要なものに，水質保全がある。水質汚染物質は，工

場や農地をはじめさまざまなものから発生している。流域管理の考え方に基づ

き水質を保全するとい うことは，そうした各種の汚染発生源への対策を，流域

全体の視点から総合的に行うとい うことである。その具体的施策のひとつとし

て，排出取引 （effluenttrading）制度が関心を集めている。 連邦環境保護庁

Cu s.EPA）は，流域単位の排出取引を用いることを積極的に推奨している。

また，排出取引の試みを始めたり，導入を検討しているところが全米各地にみ

られる。

水質保全のための政策手段としては，各排出源に対して排水基準を設定する

直接規制と，排水処理施設の設置などの排出削減に対する補助金・融資といっ

た助成措置が一般的なものである。これに対して，経済学者は，より少ない費

用で水質を保全できるものとして，排水課徴金（effluentcharges）や排出量取

引 （emissionstrading）といった，いわゆる経済的手段を提案してきた。

このうち，排出される汚染物質にかけられる排水課徴金は， 1970年代以降，

オラ ンダ， ドイツをはじめとして，ヨー ロッパ諸国で実施されている。他方，

排出量取引は， アメ リカで1980年代以降みられるよ うになった， 比較的新しい

政策手段であり，大気保全の分野で経験が蓄積されつつある。また，地球温暖

化対策としても導入されることが決ま っており，その原則や指針などについて
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は2000年11月に開催される気候変動枠組条約第 6回締約国会議（COP6）で決

められることになっている。

本稿は，アメリカにおける流域管理の具体的施策としての排出取引制度の考

え方と事例を紹介することを目的とする。まず，排出取引制度を理解するため

の前提としてアメリカの水質規制を概観したあと，水質保全のための排出取引

制度について，その仕組みゃ種類について解説する。つづいて各地の事例を分

析し その意義を考察する。

2. アメ リ力の水質規制の概要

アメリカの地表水に関する水質規制は，主に水質保全法（CleanWater Act; 

CWA）によって定められている。水質汚染物質の排出源は，排出される場所

や施設が固定してL、て特定可能な点源 （pointsource）と，排出源が正確に特

定できず，面的あるいは間接的に排出する面源（nonpointsource）とに分けら

れる。点源は下水処理場や工場などからなり，面源には農林地や市街地，建設

現場からの排水，降雨時の流出 （stormwaterrunoff），大気からの降下などが

ある。

水域に直接排水する点源には排水基準が設けられている。これは技術に基づ

く排水基準（technology-basedeffluent limitations）と呼ばれ，一定水準の現存

する汚染削減技術に基つけば実現可能な基準であるとされる。具体的には，生

産物重量あたりの汚染物質量という形で示される， 一種の濃度規制である。こ

の基準は，産業ごとおよび排出源が既存か新規かによって違いがあるものの，

排出先の水域の状況や排出源の規模とは無関係に原則として全国一律である。

また，下水処理施設については，二次処理相当の排水基準が設定されている。

点源の排出可能量は，全国汚染物質排出除去制度 （NationalPollutant Dis 

charge Elimination System; NPDES）のもとで、許可証への記載という形で指示

される。この許可証がなければ，点源は水域に直接排水できない。下水道へ排

水する場合，点源はこの許可証を必要とされてはいないが， CWAで定める下

水排水基準（pretreatmentstandards）を守らなくてはならない。また，下水道

への排水は下水道の管理主体の許可が必要である。

しかし地表水の水質基準は外｜によって水域ごとに設定されており，個別排

出源の画一的な排水基準が守られたとしても，水域の水質基準が達成される保

証はない。このため， CWAは排水基準だけでは水質基準を達成できない水域
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を明らかにしそうした水域に排出量の総量規制を行うことを州に求めている。

この総量規制は 1日最大総負荷量（TotalMaximum Daily Load; TMDL) と

呼ばれ， 1日あたりの総排出可能量を定めている。 1日最大総負荷量は各点源

に割り当てられる。これを排出負荷割当（wasteload allocation）という。この

場合，各点源は，濃度規制である技術に基づく排水基準に加え，負荷量規制で

ある排出負荷割当を遵守しなければならない。 また，最大総負荷量や排出負荷

割当を年単位で設定することもある。

面源に対しては，排出地点を特定できないということもあり，点源のような

規制は行われていない。主要な対策は，排出削減のための最善管理方法 （Best

Management Practices; BMP）の採用や，農業者が最善管理方法を採用するこ

とへの援助・奨励である。なお， 前述の 1日最大総負荷量の設定において，面

源に対しでも排出量が割り当てられるが，これは負荷割当（loadallocation) 

と呼ばれる，面源全体に対しての割当である。

3. 水質保全のための排出取引制度

3 I 排出取引とは

一般的な意味での排出量取引とは，あらかじめ決められた汚染物質の総排出

可能量を各排出源に初期配分しそれぞれに割り当てられた排出可能量の自由

な取引を認める制度である。つまり， 排出量（排出許可証）の市場を作り 出す

ことによって，費用効率的な排出削減を行わせようとするものである。環境問

題に対する許可証取引制度は，水質保全のほか，大気保全，土地開発に実例が

みられる。

排出取引制度は，取り引きされる ものに着目すると，アラウアンス（al-

lowance）型とクレディッ 卜（credit）型の 2つに分けることができる。アラウ

アンス型の場合，アラウアンスと呼ばれる許可排出量 （I日最大総負荷量が設

定されている場合は排出負荷割当）が既存の排出源に配分される。ある排出源、

が許可量まで排出をしない場合，余った分を売るこ とができる。また，アラウ

アンスを購入すれば排出量を増やすことができる。

これに対して，クレディット型の場合，排出負荷割当などの形で与えられた

許可排出量を守っている排出源が削減した場合は， その削減分をクレディット

として他の排出源に売ることができる。しかし実績排出量を上回る許可排出

量が割り当てられたとしても，許可量と実績量との差はクレディッ卜として売
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ることはできない。そして，許可量以上に排出したい排出源は，他の排出源に

削減してもらい，全体として許可量を超えないようにするとし寸方式である。

環境保護庁（EPA）が推奨している，水質保全のための排出取引はクレディッ

ト型であり，現在実施されている プログラ ムも，ほとんどがクレディット型に

分類される。つまり，排出取引は排出削減クレディッ卜を取り引きする制度で

あり，排出削減取引（effluentreduction trading）とも呼ばれることがある。

3-2 排出取引制度の構成要素

排出取引制度を導入する際，以下の点について検討する必要がある。

①取引の対象：例えば，生物化学的酸素要求量 （BOD）か，栄養塩類似

ン，窒素）か。有害物質を認めるか。また，複数の汚染物質－項目が削

減対象となっている場合，異なる物質・項目の聞の取引を認めるかどう

台、。

②総排出可能量の設定：水質基準を達成－維持するための，取引対象とす

る物質 －項目の排出上限の設定。

③取引の範囲 流域全体か，流域をいくつかに分けるか。

④クレディットの有効期間 原理的には，排出削減の設備や最善管理方法

の耐用年数に等しくすることが望ましいと考えられる。

環境保護庁（EPA）は， 1996年 5月に，『流域単位の排出取引に関する枠組

み草案』引を発表している。このなかで， EPAは，現行の法制度において排出

取引が機能するための原則として，つぎの 8つを掲げている。

原則 l：水質保全法（CWA）の下での技術に基づく基準を取引参加者が

遵守すること。

原則 2：取引が，流域全体の水質基準，非悪化条項3）その他の CWAの求

める要件，他の連邦法・州法・条例などに砥触しないこと。

原則 3：取引制度が， 1日最大総負荷量（TMDL)やそれと同様の枠組み

の中で定められること。

原則 4：取引が，現行の水質規制制度の中で行われること。

原則 5：取引の範囲は，流域 （集水域）あるいはまとまりのある水域とし，

取り扱える大きさとすること。

原則 6：取引は，一般に現行のモニタリング制度を充実させるものである

こと。
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原則 7：取り引きする汚染物質の種類については，慎重に検討すること。

原則 8：関係者の関与と住民参加が，重要な要素であること。

これをもとに，上記①～④の各点についての EPAの見解をみていこう。ま

ず，①の取引の対象について，原則 7の解説で， EPAは難分解性有害物質や

生物濃縮の起こる有害物質の取引については反対の立場をとっている。また，

異なる物質－項目の聞の取引を認めるかどうかについても， EPAは水質改善

が明確に期待できる場合を除いて望ましくないとしている。しかしあとで見

るように， ミネソタ州では異なる物質 ・項目聞の取引を認めている。

②の総排出量の設定については，原則3で， TMDLやそれと同様の制度の

中で定めることとしている。なお，取引制度導入の前段階として，総排出可能

量を設定するに当たって，汚染物質の影響を分析するため，その水域のシミュ

レーション・モデルがつくられることが多い。 このモデルによって，各排出源

の立地の違いによる水質への影響の違いなども検討されることがある。 1日最

大総負荷量やその他の負荷削減計画の策定においても，このような手続きがま

ずとられる。

③の取引の範囲につし、ては，原則 5に示されている。

原則 4によれば，取引は全国汚染物質排出除去制度 （NPDES）と整合的で

なければならないので，点源が取引を行う場合は許可証の書き換えが必要とな

る。したがって，④のクレディットの有効期間は許可証の有効期間て、ある 5年

を超えないということになる。

3 3 排出取引の種類

EPAは，排出取引としてつぎの 5つの類型を示している。

①点源問取引 (Point/Point Source Trading) 

②点源面源取引 （Poinr/NonpointSource Trading) 

③面源間取引 (Nonpoint/Nonpoint Source Trading) 

④下水排水取引 (Pretreat訂悶1tTrading) 

⑤施設内取引 (Intra-plant Trading) 

①から③は取引主体が点源か面源かによる分類である。 ④は同じ下水道への

排出者聞の取引である。前述のように，下水道への排出者は全国汚染物質排出

除去制度による許可証を必要とせず，排出規制の仕組みが水域への直接排出者
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とは異なるため，このような分類がなされている。

⑤は，ある施設からの排水口が複数ある場合，本来であれば排水口ごとに排

水基準を守らなければならないが，施設全体からの排出が各排出口の基準の合

計以下であればよいとするものである。これは，大気保全政策の分野で実施さ

れているパフ、ル政策と同様のものであり，水質保全の分野では，全国的にはい

まのところ鉄鋼・製鉄業にのみ認められている。

これらのうち，③の点源・面源取引は，費用節減効果が高いと考えられてお

り，事例も多くみられる。また，面源は土地利用に関わる排出源であり，その

数が多い。つまり，潜在的には点源の取引相手が多数存在するということであ

り，取引が行われやすいと考えられている。 EPAは，排出取引の中で点源・

面源取引が最も見込みのある流域管理手法であるとしている4）。そこで，つぎ

に点源、－面源取引の仕組みを解説する。

3 4 点、源・面源取引

先に述べたように，面源には排出上限が設定されておらず，また，排出量単

位当たりの排出削減費用を比較すると，点源より面源の方が一般に低い。した

がって， 点源 －面源取引は，排出削減を迫られている点源に対して，さらに自

ら削減をすすめる代わりに，面源に資金を提供して排出削減をしてもらうこと

を認める，とし、う仕組みである（図 1）。

点源は， 1972年の水質保全法（CWA）の改正後，技術に基づく排水基準を

中心とする排出規制がかけられるとともに，下水処理施設建設の補助金が出さ

れ，排出削減がすすんだ。このため，これ以上の削減を図ろうとすれば，その

費用はかなり高価なものになる産業もある。

他方，面源には排出規制がなく，農業部門では農業者が自発的に最善管理方
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法 （BMP）を採用するのを連邦や州が奨励したり，費用の一部を補助するの

が中心的施策である5）。現行の点源 ・面源排出取引プログラムにおいても，面

源が農地の場合，連邦や州に代わって点源が同様の施策を行うという形態を

とっている。また，点源の削減方法が設備投資を必要とするものが多いのに対

し，最善管理方法は農法の変更であったり，土木工事を含んでいても点源ほど

の大規模あるいは高度な技術を必要とせず，点源ほどの投資額はかからなし、場

合が多い。したがって，面源の排出量単位当たり排出削減費用は点源のそれに

比べてかなり低いものと考えられている。このため， 点源 ・面源排出取引では

取引による大幅な費用の節減が期待されている。

このように，点源・面源排出取引は大きな費用節減効果が期待されているが，

両者の性質の違いゆえに検討しなければならない点もいくつかある。

まず，両者の汚染の違いがある。面源は点、源と比較した場合， 3つの大きな

特徴がある6）。 第 lに，排出量を正確に測定できないこと （モニタリングの困

難性）。 第 2に，土地利用の形態（農業なら農法や投入物の量）と排出量，お

よび排出量とその環境への影響との関係が明らかでないこと。第3に，排出が

季節や天候，特に降水量によって変化すること，である。これに加えて EPA

は，栄養塩類などは，面源では有機態で，点源では無機態で排出され，環境へ

の影響が異なるとしている。

これらの違いにより，面源が排出を削減する場合はどうしても不確実性が伴

い，かつ環境への影響も点源とは異なる。これに対処するため，取引に際して

点源と面源の削減量の交換比率 （tradingratio）を変えることが多い。つまり，

排出削減の不確実性を減らすため，点源が l単位の削減を回避するためには面

源に 1単位以上の削減をしてもらわなければならない，と定めるのである。た

とえば，交換比率が2: Iであるということは，面源に 2単位削減しても らうと

きに点源は 1単位のクレディットを得られるということである。

交換比率は上記のように，点、源・面源取引において面源対策の不確実性に対

処するために導入された考え方ではあるが，それ以外の場面でも議論されるこ

とがある。例えば，排出取引によって水質改善をすすめるために，点源間取引

であっても I:I以上の交換比率を設定することがある。点源間取引での交換比

率が上記の例と同じ2: Iのとき，クレディットの売り手の排出削減量の 2分の

lはクレディットの買い手の排出で相殺されず，水質改善に資することになる。

また，クレディットの買い手と売り手の排出地点が離れていれば，両者の水質
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への影響は同じであるとは限らない。とくに，ク レディ ットの売り手が買い手

より下流にある場合，買い手の排出量の増加は売り手の排出削減で相殺しきれ

ないかもしれない。このため，排出地点を考慮し，取引ごとに交換比率を設定

する試みも見られる。このように交換比率が設定されれば，排出取引によって

水質が悪化するのではないかとし、う環境保護団体や市民の懸念を減らすことが

できる。

交換比率を上げれば，排出削減の不確実性は減少し，より水質改善が進むこ

とになる。しかしそれはクレディットの買い手が売 り手に支払うべき金額，

すなわちクレディットの価格の上昇を意味し取引を阻害する。交換比率は，

排出削減の不確実性や水質改善の効果と費用節減効果のトレードオフを勘案し

て決める必要がある。

3 5 排出取引の効果

排出取引に期待される効果は以下のようなものである。第 1に，総排出量の

上限 （総排出可能量）を設定するので，モニタリングや運用を適切に行えば，

目標とする総排出可能量は確実に守られる。 他方，排出課徴金では規制当局が

税率を設定するが，定めた税率て、目標値を達成できなければ，税率を上げる必

要がある。

第 2に，総排出可能量が設定され，それが既存の排出源にすべて割り当てら

れている水域において，新規排出源や排出量を増やそうとする排出源を許容で

きる。このようなときに総排出量を増加させないためには，排出課徴金では税

率を上げなければならないし，直接規制では既存の排出源に対する規制を強化

するか，新規の排出を認めないという厳しい対応が求められる。しかし排出

取引ではクレディットを購入すれば新たな排出が可能て、ある。

第 3に，経済学の理論からは， 一定の排出削減を最少の費用で達成できると

いうことがし、えるので、7），排出取引制度の導入によって，排出削減費用の節減

が期待される。上述のように，点源・面源取引では，その可能性が高いと考え

られている。また，費用の節減は資源の節減を意味する。つまり，より少ない

費用で排出削減ができるということは，より少ない環境負荷で排出削減が行え

るということでもある。

第 4に，排出取引によって排水規制が柔軟になれば，工場などが規制の緩い

ところへ移転する誘因を減らすことができる。工場がクレディットを購入して
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排出を増加させる場合は総排出量は増加しないが，他の水域へ移転して，いま

までどおり，あるいはそれ以上の排出を行う場合は，全体で見ると排出量は増

加する。くわえて，工場の転出は地域経済に悪影響も及ぼし うる。

第 5に，点源 ・面源排出取引で BMPが普及すれば，水質以外の環境保全効

果も期待できる。たとえば，河川への肥料の流出を防くf二め圃場の周囲や河畔

に植林を行えば，野生生物の生息地としての機能を果たしうる。

第 6に，水質問題の包括的取り組みにつながる契機になる，つまり，流按管

理に資するということがある。アメリカでは，新しい施策の導入に当たってさ

まざまな調査・研究と議論が積み重ねられていくことが多い。また，点源だけ

でなく面源も取引制度に参加できるようにすれば，より多くの排出源を取り込

めることになる。このように，排出取引の導入を検討することによって，規制

当局や排出者，市民の聞の対話を促し流域全体の協調関係を育むことができ

る。

さらに，技術開発を促進する機能があるとされているヘ たとえば，工場の

規模を拡大する場合，排出取引で相手に費用を払って削減してもらうよりも少

ない費用で自ら削減できれば，そのほうが安上がりで済むので，排出者に新し

し、技術を開発しようとし、う誘因が働く。ただし排出取引は一般に流域内で行

われるので，大気保全のための排出量取引と比べると誘因は小さいであろう。
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