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シンポジウム論文 亜鉛の水質環境基準と強化された

一律排水基準における課題:

生態学的・実践的視点からの指摘

岩崎雄一*・及川敬貴*

摘要

2003年に日本で初めて，水生生物の保全に係る水質環境基準が全亜鉛について設定さ

れた。この環境基準の維持・達成を割るため 2006年に亜鉛の一律排水基準が強化された。

本稿では，野外底生動物調査や聞き取り調査に恭づき，亜鉛の水質環境委主準及び排水基準

の問題点を紹介した。エルモンヒラタカゲロウ等の生物への無影響濃度に基づく環境基準

は，その策定過程から，本来の目的である生物個体群の保全を反映した基準とはいえない。

また，野外調査結果によれば，この環境暴準値を超えた地点でも実際の底生動物群集につ

いて顕著な悪影響が見られるとはいえない。一方，強化された更鉛の一律排水基準は，社

会的，経済的，技術的観点等に配慮されて設定されたと解釈できるが，この策定過程にお

いて複数の問題群も存在する O 亜鉛はタイヤなど非点源排出源からの負荷が存在し事業

所の排水基準の規制を強化するだけでは，環境基準の達成は困難な場合があることが予測

されている O 休廃止鉱山が上流に佼設する河川では環境基準値を大幅に超えた汚染地域が

存在し生物群集に顕著な影響が見られる。しかしながら，それら地点における重金属負

荷のいくらかは自然起源によると考えられ，そのような場所での対策については議論が必

要である。さらに，休廃止鉱山周辺の河川では生態毒性の強い亜鉛以外の重金属濃度が高

濃度で存在していること，及び都市河川のような下流域においては亜鉛濃度が基準値を超

えている地点の多くで生物化学的酸素要求量が高いことから，それら地点で亜鉛濃度だけ

を下げても，本来の目的である生態系の保全をはかることは期待できないことが予想され

る。これらの問題群を踏まえ，今後の基準策定のあり方について.71<貿環境基準と排水基

準の関係，米国の水質浄化法における排水基準の個別的適用修正，及び順応的管理を取り

あげて議論したO

キ…ワード:生態リスク管理，水質汚濁紡止法，生態系，重金属，化学物質

1.はじめに

従来，わが国における化学物質規制の中心は，人

の健康の保護であった。しかしいわゆる環境ホル

モン等が生物・生態系へ及ぼす影響が広く社会的な

関心を集め，さらに. OECD (経済協力開発機構)

による勧告がなされたこと等により1) 2003年，わ

が国においても，水生生物保全の観点から，生活環

境を保全する上で維持することが望ましい環境基

準(生活環境攻呂に係る環境基準)として，全亜鉛

2008年11月17日受付.2009年1月28日受理

が追加された(表1)。そして 2006年，この環境基

準の維持・達成を図るという理由で，亜鉛の一律排

水基準が5mg/L以下から 2mg/L以下に改正・強

イとされている。

この新たな水質環境基準の設定については，①人

にとって有用な生物の保全を越えて，②生物の保全

や③生態系の保全を図ろうとする，環境法政策上

の新潮流 (1生態系・生物多様性保全」が社会全体

の行為規範として認識されつつあることお)として

のー商を備えており，一定の評価がなされている九
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表 1 水域類裂ごとの全亜鉛の水質環境基準

水域 類型 類型の説明 基準値

生物A
イワナ，サケマス等比較的低温域を好む水生生物及び、これらの鱗生物が生息す

O.03mg/l以下
る水域

生物特A
生物Aの水域のうち，生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は

O.03mg/l以下
河川及び\ì~~沼 幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

生物B コイ，フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 O.03mg/l以下

生物特B
生物 Bの水域のうち，生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は

O.03mg/l以下
幼稚{子の生育場として特に保全が必要な水域

生物A 水生生物の生息する水域 O.02mg/l以下

海域
生物特A

生物Aの水域のうち，水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場とし
O.Olmg/l 以下

て特に保全が必要な水域

しかしながら，後述するように，これら環境基準・

排水基準のいずれについても，いくつかの間題点を

指摘することができる。
、

本稿でで、は，最近の先行研究から指摘することのでで

きる互盟立鉛の水質環境去基主準及び

紹介するとともに，筆者らが自ら行った開き取り調

査や研究結果に基づき，それらの問題点が，実社会

でいかに発現しているかを報告する。今後もさまざ

まな化学物質について，水生生物の保全の観点か

ら，水質環境基準の設定が見込まれることに鑑みれ

ば 4) 亜鉛の新たな水質環境基準・排水基準とそれ

らが適用される現実との距離を，現段階で整理して

おく必要がある。以下，新たな水質環境基準及び排

水基準の概要を述べ，それらに関する生態学的及び

実践的視点から問題群を論ずる。また，これら基準

に関する問題の多くは，その目的が従来まで中心で

あったヒトの健康の保護ではなく， 7J(生生物の保全

であることと関連が深く，本稿ではこのような視点

から記述した問題点を再整理する O そして最後に，

今後の基準策定のあり方について議論する。

2.亜鉛規制の動向と問題

2.1.新たな水質環境基準とその問題点

まず，亜鉛の排水基準強化の契機となった，水生

生物の保全に係る全亜鉛の水質環境基準の概要を

整理する。亜鉛の水質環境基準(表 1) は，公共用

水域における水生生物の生息の確保という観点か

ら世代交代が適切に行われるよう，水生生物の個体

群レベルでの存続への影響を防止することが必要

であることから，特に感受性の高い生物個体の保護

までは考慮せず，集団の維持を可能とするレベルと

いう趣旨で設定された5)。具体的な保全対象は，生

活環境という概念の中心にある有用な水生生物及

びその餌生物並びにそれらの生育環境としている 5)。

したがって，亜鉛の水質環境基準は水質環境基準の

生活環境項目として位置付けられている。水質環境

基準の詳細な導出過程は省略するが(詳細は，環境

省 20026)参照)，例えば，淡水域4区域での基準値

(0.03mg/L，表 1) は，魚介類及びその鋳生物に関

する複数の毒性試験結果の比較・検討により，結来

的にエルモンヒラタカゲロウへの無影響濃度(，慢性

毒性:成長低下)を根拠に導出されている 7)。

無影響濃度は個体レベルの影響評価である。すな

わち，上記の趣旨にかかわらず，会亜鉛の水質環境

基準値は健体レベルの影響を評価する室内毒性試

験結果から導出されている。感受性の高い脆弱な個

体の保護までを目的とするものではないことから，

導出された値に対して安全係数を適用しないこと

が，個体レベルと僧体群レベルの趣旨の差であると

説明されているが5) 安全係数自体はそもそも人為

的に作り上げたものであり 8) 個体群レベルの影響

を直接評価したものとはいえない。ほかの人為的影

響などによる野生生物の個体群レベルの影響は，個

体群の存続可能性分析などの個体群生態学的手法

で評価される 9)。このような手法を適用して個体群

への影響を予測するためには，繁殖率や生存率への

影響といった従来の毒性試験により得られる情報

に加え，全生活史を通じた生存率，繁殖率など個体

群増殖率，及びそれらの密度依存性を考慮すること

が必要である 10-12)。

近年， Kamo & Naito (2008)13)は，淡水域の水生

生物 6種を対象とした既存の毒性試験結果及び数

理モデルを用いて，理論的に 95%の種の個体群を

保護できる亜鉛濃度を 0.107mg/Lと推定している。

また， Iwasakiら (2009)14)は河川の野外調釜を用

いて，基準債の 2倍程度の亜鉛濃度の地点において
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重金属に感受性の高いカゲロウ日の種数等が顕著

に減少していなかったことを報告しており，この結

果は Kamo& Naito (2008) 13)の結果と矛盾しない。

しかしながら，生態系の多様性や複雑性に加え，生

態系に対する科学的知見の不足 15)のゆえ，これら

の知見が得られたのはごく最近のことであり，亜鉛

の水質環境基準には反映されていない。また，この

他にも，基準値の頑健性や実際の生態系における検

証の必要性などの課題が指摘されている 16~180 水

質環境基準は排水規制等の対策のよりどころとな

るものであり 19) その妥当性や信頼性の向上のため

に今後さらなる研究成果の政策への反映が求めら

れるだろう。

2.2.新たな排水基準とその閤題点

強化された更鉛の一律排水基準 (2mg/L)は，現

行の排水規制における排水濃度の実態や亜鉛を含

む排水に関する排水処玉虫技術を踏まえ，一般的に用

いられている排水処理技術で現実的に適応可能な

濃度水準，さらに諸外国における規制の動向や各自

治体における上乗せ基準の適用状況等を考慮して

導出されたお)。健康項目に関わる排水基準は， PCB 

(ポリ塩化ビフェニル)などの一部の例外を除き，

基本的に 10倍希釈の原則に沿って設定されている

が，生活環境項目に関わる排水基準については「工

場排水として社会的に許容されるレベル」という発

想、のもと 2]) その設定がなされている O 産鉛の排水

主主準強化の目的は環境基準の維持・達成ではある

が 20) その導出過程は生活環境項目の基準設定の

考え方を踏襲したものと解釈できる。なお，排水基

準の達成が殴難な業種に対しては，適用期間を 5年

として暫定排水基準 (5mg/L)が設定されている。

以上のように，強化された一律排水基準値は，現

行の排水基準策定過程において定められたものだ

が，この策定過程において以下に述べるような問題

群が存在する。それらの問題群とは，大きくわけで，

規制強化によって①水質環境基準の達成率を効果

的に向上できるか，及び、②水生生物を効果的に保全

することができるかの 2つに整理できる。これらを

以下に簡単に紹介する O 特に，排水基準は水質環境

基準と異なり，人の権利義務に影響する罰則を保

持しているという点から見ても，以下の排水基準に

関する問題を解決することは重要である。

①水質環境基準の達成率向上

排水基準を強化した際に，環境基準の達成率を効

果的に向上できるかについて，排水規郁検討過程で

は少数の事例検討や大まかな推定にとどまり，あ

まり詳細な調査は実施されていない。具体的な検

討内容については，環境省 (2006)22)を参照された

い。亜鉛の発生源は排水規制の対象となる事業所等

の排水だけでなく，亙鉛メッキ製品の腐食，大気沈

着及び自動車のタイヤ・ブレーキパッドの摩耗等

に起因する面的排出源が存在することが指摘され

ているお，24)。また，環境基準を達成できるかどうか

は，事業所等の排出水が流入する河川の水量にも

依存する。このような状況から排水基準強化ととも

に，道路維持に潟する対策などの推進が提示されて

いるが 20) いずれにしろ，排水基準の強化によっ

て水質環境基準の達成率を効果的に向上すること

ができるかは明らかではない。また実際に，排水基

準を強化しでも環境基準が達成されないことを示

唆する事例がいくつか報告されている 22.23)。

②水生生物の保全効果

水質環境基準の目的を鑑みると，排水基準強化の

効用は，環境基準の達成率向上(亜鉛濃度の減少)

の側面だけでなく，本来の目的である水生生物の保

全効果(生態系の回復最)の側面からも検討する必

要が指摘されているお)。実環境において，水生生物

の生患、に影響を及ぼす要因は盟鉛だけではない。た

とえば，都市部では有機汚濁などの箆鉛以外の汚染

やコンクリート護岸などの他の人為的負荷も無視

できないことが指摘されているお)。また，休廃止鉱

山周辺の河川においては，亜鉛が高濃度で存在する

一方で，亜鉛以外の生態毒性の強いカドミウム，

鉛などの重金属が含まれている O このような地域に

おける管理を考える場合，亜鉛濃度のみを規制す

る対策では十分な保全効果が得られない可能性が

ある。

排水基準を強化に伴う以上のような問題が実際

に起こりうる事例として，以下の 2つの調査結果を

紹介する。

[1]有機汚濁が進行した河川地点、での亜鉛濃度低

減による水生生物の保全効果

淡水域の亜鉛の環境基準値導出の根拠となった

エルモンヒラタカゲロウの属する河川底生動物の

消息状況は水質汚濁の程度によって，大きく異なる

ことが古くから知られている26)。また，亜鉛等の重

金属に感受性高いと報告があるヒラタカゲロウ科27)

は，有機汚濁に対する感受性が高いことが知られて

いるお)。加えて，本シンポジウムで発表したように，

神奈川県の河川地点 (32地点)における底生動物

群集は BOD(生物化学的酸素要求量)を指標とす

る有機汚濁の影響を顕著に受けており， BOD 3mg/L 

超の有機汚濁が進行した地点においては，ヒラタカ

ゲロウ科，マダラカゲロウ科，カワゲラ自などの底

生動物が不在であった(岩崎ら，未発表)。さらに，

これら有機汚濁が進行した地点において，亜鉛濃度
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(濃度範囲は O.Olmg/L未満~0.07mg/L)は底生動

物群集の種数や個体数に顕著な影響を及ぼしていな

かった。このような知見を踏まえると，水生生物を

効果的に保全するためには，対象とする河川|の亜鉛

濃度だけでなく，少なくとも有機汚濁についても考

慮する必要がある。実際に， 2000年度の公共用水

域における水質測志結果を用いると，日本全国の河

川における BODと亜鉛濃度の関係は図 lのように

なる。全 1605地点中，亜鉛濃度が基準値を超えて

いるのは全体の 12%(189地点)であった。ここで

BOD 3mg/L超の地点を有機汚濁の進行した地点と

すると， 189地点のうち， 61%である 115地点がそ

れに該当した。したがって，亜鉛濃度の基準値を超

過している地点の多くにおいて，有機汚濁が一定以

上進行していると考えられ，これら地点では亜鉛濃

度のみを減少させても，底生動物などの生物相は顕

著に回復しない可能性が十分に考えられる。図 lと

同様のデータを用いた環境省の報告お~ぬ)では，環

境中または排水中の更鉛濃度データを複数年次にか

けて，発生源別に多角的にまとめている。しかしな

がら，有機汚濁の程度との関係を論じるためには，

今後，各観測地点における有機汚濁に関する情報等

を加えて分析することが必要である。

[2 ]廃鉱山の廃水処理施設で、の開き取り調査

岩手県のある廃鉱山(銅などを採掘後，閉山)の

排水処理施設において筆者らが開き取り調査及び河

川水中の重金属濃度調査を行った例を紹介する。そ

の廃鉱山では， 2箇所で坑内排水の中和処理を行っ

ており，それぞれの排水中の亜鉛濃度の平均値は，

亜鉛 2mg/Lを下回っている。しかしながら，最大

値では年に数悶 2mg/Lを超えているため(排水基

準は最大値規制)，制度上なんらかの対策を実施し

なければならない。その一方で¥①鉱山廃水が流入

していない上流河川においてもすでに亜鉛を含む重

金属濃度が高い地点が存在すること (2007年7月

の調査時において，銅，亜鉛，カドミニウム，鉛の

全濃度がそれぞれ， 93， 187， 1， 5μg/L)，②鉱山

排水が流入していない上流の河川において大長に取

水されていることから，排水基準を遵守しでも，下

流域にある水質測定地点において亜鉛の環境基準を

達成できない可能性が考えられる。また，鉱山排水

自身にも亜鉛以外の毒性の強い銅やカドミウムなど

の重金属が含まれている O したがって，亜鉛以外の

これら重金属濃度の低減度合いを評価せず，事業者

が軍鉛濃度低減のみに着目した排水対策を行ったと

しても，水生生物の保全効果が十分に得られるかど

うかは明らかでない。鉱山排水が流入する前の河川

地点において，高濃度の重金属濃度が検出される事

例は，環境省 (2005)31)においても 4例報告されて

いる。したがって，過去に鉱山活動が行われていた

地域では，鉱山排水が流入していない河川において

も亜鉛を含む重金属が高い濃度で存在することが少

なくなく，本開き取り調査で示した問題が十分に起

こりうる状況にある O また，宮城県の綿倉鉱山(閉

山)周辺の迫川のように，重金属を高濃度に含む湧

水が河川iへの重金属負荷を高めている地域も存在す

る32)。これらの地域で、は河川底生動物群集の稔組成

などに顕著な影響が実際に見られる 14)。このような

状況は他の休廃止鉱山鹿辺の河川でも十分に起こり

うることであり，その一部は地質構造由来の自然起

源によるものと考えられているお)。自然起源によっ

て亜鉛等の重金属濃度が高くなる地域の対策の必要

性の有無については，別に議論が必要で、あろう。

なお，強化された亜鉛一律排水基準を達成するた

めに，亜鉛の排水中濃度が基準値を超過する工場・

事業場等では，新たな排水処理技術の導入等に伴う

コストが当然必要となる。この対策コストについて

は，全国鍍金工業組合連合会や日本溶融亜鉛鍍金協

会から，事業者の経済的負担が大きいことが報告さ

れている制。例えば，排水濃度を低下させるための

処理設備費用として， 2千万円程度の初期投資額が

必要である一例が示されている34)。また，石油天然

ガス・金属鉱物資源機構 (2008)お)では， 6つの休廃

止鉱山を事例とし，排水基準達成のための 1年間あ

たりの廃水処理コストの増加分 (10年償却)を概

算している。このうち多くの休廃止鉱山でのコスト

増加分は年間 100万円程度であり，最も高いところ

では，年間 2千万円程度と報告されている。

35 
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図1 日本全国の河川における更鉛濃度と BODの関係

2000年度における公共用水域での水質澱定結

果から，亜鉛濃度の検出限界が 0.03mg/し超の

測定データを除いた 1605地点より作成。
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3.考察

亜鉛の水質環境基準及び排水基準にはそれぞれ，

前述のような種々の問題がある。亜鉛の排水基準の

一律強化を検討する際の根拠として. I亜鉛の水質

環境基準の超過が全間的にみられることJが挙げら

れている紛。つまり，これは水質環境基準の全国的

な達成度を一つの基準として，排水基準の強化が検

討されたことを意味している。しかし，亜鉛の水質

環境基準には，本稿で指摘したような問題群があ

る。また. I水質による水生生物への影響(リスク)

を未然に防止する観点」や「この数値を超える水域

であっても，直ちに水生生物にある程度以上の影響

を及ぼすといった性格をもつものではない」という

記述5)が見られ，予防的な(安全側の)数値である

ことが強調されている。そのため，この値の性質を

十分に考慮せずに，単純に会簡における基準値超過

状況から規制強化が実施された場合，過剰な規制を

導く可能性がある。このような状況は人の健康の保

護が中心であった以前の排水基準においても，同様

に発生しえたと考えられるが，以前の排水基準の

設定が水俣病などの深刻な公害問題に端を発して

いること，人の健康の保護が中心であったことか

ら，予防的に対処することは特に大きな問題として

捉えられなかったのではないかと推測される。ま

た. !l主鉛は元素であり，人工有機化学物質とは異な

り， 自然界に存在する。さらに，立五鉛は生物にとっ

て必須元素であり，水生生物でも蛮鉛不足による成

長阻害が報告されている36)。このような物質につい

て，予防的な観点から環境基準をさ当てはめる場合に

は注意が必喜きであり，実際に欧州の亜鉛のリスク評

価では，これらの点について一定の考慮がなされて

いる 37)。

以上まとめると，更鉛の水質環境基準について

は，本来の目的に即した個体群レベルの影響評価を

進め，それに基づく環境基準を定め，その達成を目

指すために適正な排水基準等の対策を進めること

が重要である。個体群レベルの影響評価に基づく環

境基準から議離したために，その環境基準を超えた

地点でも底生動物群集に顕著な影響が見られない

地点が存在する。そのような環境基準を越えた地点

が複数存在し，それら地点において環境基準を達成

するための排水基準を満たすために，相当のコスト

を費やすことは，本来の日的である生態系保全を目

指すための措置とはいえない。他方，排水基準強化

による亜鉛濃度の低減効果や生物・生態系の保全

効果が十分に得られない場合があることが予想、さ

れた。

また，これら基準に関する問題の多くは，亜鉛の

水質環境基準がヒト健康の保護ではなく，水生生物

の保全を目的としていることと関連が深いと推察

される。ヒト健康リスク評価と現行の生態リスク評

価においては，室内生物実験から無影響濃度を求め

る過程は共通点が多い。しかし個体群レベルの影

響評価をすべきところその評価が不十分であるこ

と，実際に野外の生物群集に悪影響が出ているかど

うかを調査することにより評価基準の有効性を検

ることが可能で、ある点がヒト健康の場合と異

なる。これに付随して. j.，.:J下のような差異も生じる。

①規制検討のよりどころとなる水質環境基準の導

出方法の信頼性や妥当性に重要な課題が残ってい

る。すなわち，現時点で得られている科学的知見か

ら，多様な生物が構成する複雑な生態系の応答を正

確に予測することは難しいこと 15)。②河川の環境条

件等(例えば，有機汚濁)によって生息する生物相

が大きく異なる。③人の健康の保護に比べて優先度

が低い水生生物の保全を目的としている。

いずれにしても，ヒト健康リスクだけでなく，化

学物質の利用に伴う水生生物への影響をどのよう

に紡1l:..改善していくかは重要な課題である。以下，

今後の基準策定のあり方において重要と息われる 3

つの点について議論する。

まず，水質環境基準値の妥当性や信頼性を向上さ

せる必要があるとともに，水質環境基準と排水基準

聞の関係のあり方(水質環境基準を排水基準に如何

に反映させるか)を検討することが有効で、ある O 例

えば，水生生物の保全を目的とした水質環境器準を

排水基準の強化に即座に対応させずに，一定期間モ

ニタリング項目として設定し排水規制の在り方や

その効果に関する十分な知見を得てから，その管理

を検討するという，より緩やかな反映方法も考えら

れるだろう。これに関しては，諸外国の制度との比

較がその解決の糸口となるだろう。つまり，日本以

外の各国において水生生物への影響の防止を目的

とした水質環境基準などが排水基準の設定にどの

ように関係しているかを日本と比較・検討すること

により，基準間のよりよい関係のあり方を模索する

方法である O このような視点を持って調査・研究さ

れた例は今までになく，今後の調査・研究が期待さ

れる。

次に，排水競制のあり方について. 1つの視点を

提示する。休廃止鉱山周辺の河川では自然起源や湧

水起源の重金属負荷が存在するため，それらからの

負荷を低減しない限り，水生生物の十分な保全効果

が得られない地点が存在する可能性がある。このよ

うな発生源に対して，根本的に対策を取るには莫大
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な経済的コストがかかることも予想される。した

がって，坑廃水処理等に対して可能な対策の効果を

見積もった上で，水生生物への影響が顕著に軽減さ

れる可能性が期待できない場合には，それ以上の対

策を実施しないという選択肢もありうるだろう。米

国の水質浄化法 (CleanWater Act) には，排水基

準の個別的適用修正という制度が存在する。これ

は，排水に含まれる汚濁物質の性質，排水の量，施

設の古さや規模などを考慮して，例外的に函ーの排

水基準の適用に修正が加えられるお)というものであ

る。他国の制度を日本にそのまま適用できるとは考

えにくいが，上述の基準間の関係と同様に，日本以

外の国における排水基準の策定方法を参考にし，よ

り効果的な管理のあり方を模索することは有益だ

ろう。

最後に， Linkovら (2006)39)，中西ら (2008)23)， 

松田 (2008)紛が指摘するように，化学物質の生態

リスク管理方法のーっとして，未実誌の前提に基づ

いて管理計閣を実施し，継続監視によってその前提

の妥当性合絶えず、検証しながら，状態変化に応じて

管理方策を変えていく順応的管理の導入が提案さ

れている o }11il:r，志的管理は不確実性の大きく，予測が

困難な系を取り扱う際に有効であり，すでに野生鳥

獣管理や漁業管理において広く実践されている。し

たがって，この点において，不確実性の大きい生

物・生態系保全を目的とした化学物質管理を行って

いく上で，順応、的管理は有効と期待できる。しかし

ながら，排水処理能力の向上を目的としたハード商

への投資等の不可逆的な対策を行った後に，排水基

準が緩和されても，大きな利点は得られない可能性

がある。詳細は加茂らお)に譲るが，このような場

合は，例えば試験的に一部の地域で排水基準を事実

上改定して生態系の応答を野外で検証してから他

地域の基準を定める方法などが考えられる。このよ

うに順応的管理を化学物質の生態リスク管理に適

用するには，まだ検討すべき点が多く残されている

が，生物・生態系の保全を考える上で，その枠組み

や視点は有益である。
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亜鉛の水質環境基準と排水恭準に関する課題

Issues on environmental and effluent standards for zinc: 

ecological and practical implications 

Yuichi IWASAKI * and Hiroki OIKAWA * 
(* Graduate School of Environment and 

Inform昌tionSciences， Yokohama National University 

79-7， Tokiwadai， Hodogaya-ku， Yokohama， Kanag昌wa，240-8501 ]APAl'す)

Abstract 

In ]apan， environmental water quality standard for total zinc was established in 2003 

as a recommended value. For ] apan it was the first time for setting environmental standard 

addressing to protect living organisms. Further， the Ministry of the Environment made社le

eff1uent standard for zinc more stringent (i.e. permitted concentration was lowered from 5 

mg/l to 2 mg/l) for the maintenance and achievement of the environmental standards. In 

the present papeζwe described several issues related to the environmental and eff1uent 

standard based on our survey resu1ts and existing findings. The environmental standard， 

which was determined by the non-observed effect concentrations of chronic toxicity for 

several aquatic organisms， is not reflected in the conservation of aquatic organisms at 

population level. The eff1uent standard also lacks the effective measures to achieve the 

environmental standard and the goal of environmental standard (i.e.， protection of aquatic 

organisms). Furthermore， we also discussed the future of the environmenta1 and eff1uent 

standard setting by addressing the relationship between the environmental and eff1uent 

standard， the individual revision of uniform application of eff1uent standard under certain 

circumstances in Clean Water Act， USA and the application of adaptive management. 

Key Words: ecological risk， water pollution controllaw， ecosystem， heavy meta1， chemicals 
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