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わが国の水質基準設定の現状

および将来の方向

前田祝

近年における都市への人口集中や鉱工業のいちじるしい発展により，わが

国の河川l，海などの水質汚濁問題は深刻なものとなり，一般の関心もいちじ

るしく高まったため，最近では全国のどこかの新聞でこの問題をとりあげぬ

日はないほどである。

これは最近は水質汚濁問題は，被害を受ける漁業，農業などの関係者およ

び関係産業界にとって深刻な問題となっているのみならず，水道水源の汚染

や都市内の川の悪臭化などを通じ，一般の市民生活にもかなりの影響を与え

るにいたっているからであろう。

本稿では現在実施されている水質汚濁防止対策のうち，水質基準設定作業

の概要をご紹介するとともに，イギリスおよびアメリカの水質汚濁防止対策

の経験について両国政府がエカフェに提出した資料により説明し，両国とわ

が国の本問題に関する経験を比較しつつ，水質汚濁防止対策の将来の方向づ

けについてもふれてみたいと思う。

1. わが国の水質汚濁問題の特色

わが国は，細長い島国であるため河川は短かく，かつ急流である。また雨

量の季節的変動がし、ちじるしく ，渇水期には水質汚濁問題が深刻化する傾向

がある。

河川 ・河口部または沿岸海域の利用形態もあとにあげるイギリス，アメリ

カ両国とはし、ちじるしく異なったものがある。まず河川内および沿岸の漁業

については，イギリスやアメリカでは，問題はむしろスポーツとしての釣り
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のウェイトが大きいとみられるのに，わが国では内水面では，あゆ，ますな

ど，河口部ではノリ，貝類など，沿岸海域では魚類の収穫により，これに生

計を依存している漁業者が相当数あり，関係水域の水質が汚濁されれば，こ

れらの漁民の生活を脅かす結果を生じ，まれとしても，暴動事件まで起るこ

ととなるのである。

次に農業については，イギリス，アメリカでは水質汚濁による被害がほと

んどないが，わが国では，農業は河川の水を濯減用水として利用する水稲栽

培を主としているので，河川の水質の汚濁により水稲が相当の被害を受ける

場合には，水稲に依存する人々が多いため問題は深刻となる傾向がある。

次に上水道水源の汚染の問題はイギリス，アメリカと同様，わが国におい

ても近時深刻化しつつある。このほか，工業用水水源の汚濁や海水浴場など

レクリエーションの悪影響も無視できなくなってきている。

さて，最近わが国の水質汚濁問題が毎日の新聞紙上においてとりあげられ

るように，一般の関心を集めた原因は，鉱工業の発展と都市人口の増大であ

る。鉱工業生産は，昭和25年にほぼ戦前（昭和？～11年）の水準に回復し，昭

和36年を戦前に比べると，鉱工業総合指数で 4倍，水質汚濁の関係、の深い紙

パノレプは 5倍，化学は 4倍，鉱業でも l.5倍に達してし、る。
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第 1図 鉱工業生産指数（昭和30年＝100)
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段階にきている。また，近年都市に対する人口集中の傾向はL、ちじるしく，

これに伴なう都市下水量の増大にもかかわらず 下水の処理が不十分なた

め，都市における水質汚濁問題は大気汚染問題とともに世論にクローズ ・ア

ップされていることはご承知のとおりである。

わが国では，従来欧米先進国ですでにとられていた水質汚濁対策が遅れて

いた。一つは下水道建設の遅れと，次には産業における廃水処理の遅れであ

る。

所得倍増計画によると，鉱工業は昭和31～33年度平均を l00として， 10年

後の目標年次には 4倍とすることとしており ，これに伴ない，工業用水需要

ならびに排水量の増大が見込まれるので，将来は，公共用水域の水質保全の

問題（ま，漁業 ・農業対鉱工業の産業協和の問題もしくは上水道の水源の水質

保全や都市河川の悪臭の防止などの公衆衛生の問題として，重要性をますま

す加えるだけでなく，産業自体の生産要素である水資源の質の保全の問題と

して重要性をますものと考えられる。

2. 水質保全法

( l ) 水質保全法

水質汚濁防止法制の確立は，従来から政府内外において検討されてし、たと

ころであるが，昭和33年の本州製紙事件を契機として， 同年末の国会におい

て「公共用水域の水質の保全に関する法律」および「工場排水の規制に関す

る法律」が成立し，原則として昭和34年 4月1日から施行された。

「公共用水域の水質の保全に関する法律J（「水質保全法」と略称される）は，

河川，海などの公共用水域の水質の保全を図ることおよび水質紛争の解決に

資することにより，水質汚濁により被害を受ける漁業，農業などの産業と汚

濁源となっている，産業との聞の協和と公衆衛生の向上を目的とする。同法

は，指定水域の指定，水質基準の設定，水質紛争和解仲介制度を主な内容と

してし、る。

わが国の水質保全法の特徴は河川または海の公共水の水質基準すなわちい

わゆる「流水基準」（StreamStandards）を設定するものではなく，公共水の汚濁

源となっている工場，事業場なと、の排出水（effluent）について水質の許容限度

すなわちいわゆる「放流水基準」（e印刷山ndards）を定めるものである。とい
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うのは，公共水の基準は，排出水に直接制約を加えることにならないので，

行政手段として不適当なためである。しかしp 放流水基準の算定にあたって

は，公共水の水質の目標を想定 し，これをもとに算定される ことになる。換

言すれば，水質基準は個々の水域の事情を勘案して caseby caseに定める こ

ととなる。

わが国の水質保全法は，公共用水域の水質保全に関する基本法であって，

指定水域ごとの水質基準の設定について規定するにとどまり，工場などの排

出水が水質基準に合致しているか否かの取締りは，汚濁j原の種類に応じて水

質保全法の実施法である工場排水法，鉱山保安法，水洗炭業に関する法律お

よび下水道法により所管大臣が行なうことになっている。水質保全法第8条

は，これらの大臣が指定水域の水質の保全に関する事務を処理するに当って

は，当該指定水域にかかわる水質基準を尊重しなければならないと規定して

いる。水質汚濁の取締官庁はこのよう に分かれていても，水質基準がすでに

決っているので，統一的取締りが可能となるのである。

( 2) 指定水域

水質保全法により設定される水質基準は，公共用水域のうち個別の水域ご

との事情を勘案して，水域別に設定されるこ ととな っているので， まずその

水質基準の対象となる水域の範囲を明確にする必要がある。 この水域の範囲

が指定水域であるが，公共用水域の定義と指定水域指定の要件は次のとおり

である。

（ロ） 公共用水域とは何か

「公共用水域J（＇.こは河川l，湖沼，港湾，沿岸，海域その他公共の用に供さ

れる水域とし、う通常の概念によるもののほか，これらに接続する公共滋渠，

濯瓶用水路なども含まれる。ただい下水道法にL、う公共下水道および都市

下水路は含まれなL、c

付） 指定水域の指定

指定水域は次のような場合に行なわれる。

CD 当該水域の水質の汚濁が原因となって，水産業，民地，他の工業など

の関係産業に相当の損害が生じてし、る もの

＠ 当該水域の水質の汚濁が原因となって，上水道への影響などを通 じて

公衆衛生上看過し！難L、影響を生じているもの
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③ 当該水域における工業地帯の急速な発展，新都市の建設などにより，

①または②のような事態が生ずるおそれのあるもの

( 3) 水質基準

経済企画庁長官が指定水域を指定する時は，同時に水質基準を定めるので

はなく，工場，事業場，鉱山，公共下水道または都市下水路から排出される

水の水質の汚濁の許容限度，すなわちいわゆる放流水基準（e印刷山ndards）を

定めるものである。 というのは3 公共水の基準すなわちいわゆる流水基準

(stream standards）は，排出水を直接規制することとならないので，行政行為と

しては不適当とされたためである。この場合，工場または事業場は工場排水

等の規制に関する法律施行令別表に掲げるものに限られる。

水質基準の性格について，水質保全法は産業の相互協和を図る趣旨から，

工場，事業場などに不当な負担をかけないために，水質基準は指定水域の指

定の要件となった事実を除去し，または防止するために必要な程度を超えて

はならないと規定している。したがって，指定水域の指定が水質汚濁による

被害が現実に発生したため行なわれた場合には， 「相当な損害」を軽微な損

害とし，「看過し難し、影響」を単なる影響にする程度の基準が設定されるべ

きである。つまり，水質保全法は水質汚濁による被害またはそれによる影響

を一切除去することを予想していないのである。また指定水域の指定が，水

質汚濁による被害などが発生するおそれがあるため行なわれる場合には，も

し放置すれば，発生するものであろう「相当な損害」または「看過し難し、影

響」を未然に防止する程度の基準が設定されるべきである。

このような水質基準の性格から，工場，事業場などの放流水の水質が水質

基準に適合している場合におし、ても，その放流水により被害が生じた時は，

工場，事業場などは民事上の責任を免がれることはできないことになってい

る。

なお，放射線を発生する物質による公共用水域の汚染については， 「核原

料物質，核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」および「放射性同位

元素等による放射線障害の防止に関する法律」により規制が行なわれてし、る

ので，水質基準の設定の対象からは除かれてし、る。また船舶から廃油，油の

混入した水を廃棄する行為も水質基準設定の対象から除かれている。これに

ついては，現在は，港内および港の境界外 1万m以内の水面に限り，港則法
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または港湾法により取締りが行なわれているが，最近，船舶廃油などによる

沿岸漁業の被害がしばしば起っており，「油による海水汚濁の防止に関する

国際条約 （最近改正が行なわれた）」への加盟も実現の方向に進んでいるので，

これに伴ない船舶からの廃油などの廃棄についての規制のため新たに法律制

度の準備が進められている。

( 4）手続

指定水域を指定し，かっその水域について水質基準を定めることは関連産

業，公衆衛生に重大な影響があるので，経済企画庁長官はこの場合水質審議

会に諮問し，その審議を経なければならない。またこれは地方行政と密接な

関連があるので，関係、都道府県知事の意見をあらかじめきくこととなってい

る。

また事情の変更によって，指定水域や水質基準を変更しようとする時も同

様である。

3. 水質基準の実例

( l ) 淀川の水質基準

(a）淀川の水質汚濁問題

淀川水域における水質により問題となるのは， 下流の上水道水源の汚濁で

ある。すなわち，大阪市，大阪府営，枚方市，阪神上水道組合などの水道は

庭窪，柴島および枚方地点におし、て取水しているが，この取水点の水質は年

年悪化し，このまま推移すれば，近い将来浄水技術の限界をこえて，水道原

水としても不適当となることが予想される。

この水域の汚濁源として，最も大きなものは，京都市の都市下水であり，

このほか沿岸のビーノレ製造業，蒸溜酒 ・混成酒製造業，セロファン製造業，

染色整理業，合成樹脂・可塑物製造業，無機 ・有機医薬品製造業およびガス

供給業の工場排水もかなりの影響を与えている。

（ゆ淀川の指定水域の範囲

淀川の指定水域の範凶は，淀川本川およびこれに流入する河川等とした。

ただし，淀川本川上流（宇治JII）は 「公共用水域の水質の調査に関する基本計

画」（昭和36年 7月 7日付経済企画庁告示第 l号）により，別途水質調査のうえ指

定水域および水質基準設定の検討を行なうこととなっているため，また木津
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川および渡月橋から上流の桂川は現在汚濁されていないし，汚濁するおそれ

も認められないため指定水域の範囲から除外した。

(c) 淀川の水質基準の構成

付） 水質基準の表示の単位

水質基準の表示の単位は濃度とした。そして 1日聞の平均水質のほか，工

場または事業場の排出水にあっては，上水道原水の水質変動の幅を可及的に

少なくする必要があるため，最大水質をも規制した。

なお，一つの工場，事業場に 2以上の排水口がある場合は，次の算式によ

って計算した数値（C）が当該業種の水質基準に適合する必要がある。

C= C1V1 +C2V2・・・・・+c.v. 
v 

ただし， v.. 当該工場，事業場の 1日間の通常の総排水量

C1・・・ e 排水口No.lの水質

C2・・ 排水口 No.2の水質

c, ..…排水口 No.nの水質

V1 ・・・・ 排水口 No.lの l日間の通常の排水量

V2・・－排水口 No.2の 1日閣の通常の排水量

v.・・..ー排水口 No.nの 1日聞の通常の排水量

（ロ）季節変動

水質基準は年間一定とした。

付 業 種

産業別に排水の水質が異なることな どを考慮し，水質基準は業種別にする

こととした。水質基準の表に掲げた業種は，淀川水域に現在排水を放流して

いる工場の属する業種のみとした。将来，この業種以外の工場などが進出し

てきた場合は，必要に応じ基準の変更を行なうことがありうる。

業種の範囲は原則として，行政管理庁編「日本標準産業分類』による。

仲規模

排水の濃度が一定てーも排水量が大となるほど，淀川本川の水質汚濁に対す

る影響が大きいので，業種を同じくして規模は異なる多数の工場を内包する

染色整理業については， l日間の通常の排水量が 5,000H 以上の工場に対す

る水質基準は， これ未満の工場に対する水質基準より 厳しいものとした。ま
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た， l日閣の排水量が 250m3未満の工場， 事業場または鉱山については，淀

川本川の水質に対する影響はネグリジブノレなので，水質基準は 1日間の排水

量が 250m3以上の工場，事業場または鉱山に対して設定することとした。公

共下水道の水質基準についても， 1日間に放流される汚水量の大小により相

違させ3 汚水量の大きくなるにしたがい，淀川本川の水質汚濁に対する影響

が大きいので厳しい基準を適用することとした。

（ホ）水質規制項目

水質規制項目は，大阪市などの上水道水源の水質として現在問題があるも

の，または将来問題が起るおそれがあるものとして，生物化学的酸素要求量
（注1)

(BOD), フェノーノレ類および大腸菌群数とした。

付 水質基準の算定にあたっての三考え方

下水道，工場または事業場の排出水の水質基準を定めるには，一般に当該

水域の流水の水質（河川，湖沼，海域の水質）の改善目擦を想定し，これから逆

算することが原則である。

淀川の場合には，大阪市などの上水道の水源の水質改善を目標としたため

に，当該上水道の取水点，主として枚方，大橋地点を基準地点として，この

地点の現状における汚濁物質の総量を求め，これと厚生省からの生物化学的

酸素要求量，フェノール類などの項目に関する要望水質を勘案した水質改善

目標数値とを比較し，さらに自浄作用をも考慮、したうえ，下水道，工場また

は事業場の排出水の水質基準を算定した。

（ト） 水質基準の適用猶予期間

汚水処理施設の設計，工事の施工などの準備のため，指定水域の指定およ

び水質基準の設定の公示の日，すなわち昭和38年 l月21日と実際の適用を行

なう目との聞には約半年間の余裕をおき，これを 7月l日とした。ただし，

公共下水道の放流水については，水質基準を適用する日は，昭和40年度末ま

での日であって別に公示する日とした。

(d) 下水道の排出水の水質基準

まず，公共下水道については，放流される汚水量が大きくなるにしたがっ

て，大阪市などの上水道取水点の水質汚濁に対する影響が大きいので， 生物

化学的酸素要求量の数値については厳しい数値を適用した。その数値は第 1

表に掲げた。
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第 1；表 公共下水道から淀川水域に排出される水の水質基準

項 目

区 分

1日の通常の放流汚水量

3, 000 m3未満のもの

3, 000 m3以上 5,000 m3未
満のもの

5, 000 m3以上10,000 m3未
満のもの

10, 000 m3以上のもの
的量ω

学求m

化要吋
物素に

生酸ο

1日間 平均

150以下

120以下

60以下

20以下

一一一 一一』

3,000以下 1以下

3,000以下 l以下

3,000以下 1以下

3,000以下 1以下

（注） I. 「汚水量」とは，生活もしくは事業（耕作の事業を除。に起因しz または付随する排・）；の最をいう

2. この去に掲げる項目に係る数値の検定は，賀川＝ぷに掲げる方法によるものとする

第 2表 特別都市下水路から淀川水域に排出される水の水質基準

生物化学的酸素要求量

(I Iにつき mmg)

日間平均

60 以 下

フ ノ ーノレ類

(I Iにつき mmg)

日間平均

以下

（注J この表に掲げる項目に係る数値の検定は，第4表に掲げる方法によるものとする

次に3 特別都市下水路については， 中級処理を行なうものとした（第 2表

参照）。その他の都市下水路については， その性格と現状にかんがみ， 上記

と同様の基準を設けることは適当でないと認められるので，別のほぼ現状維

持の基準を設けることとした。

下水道の排出水の水質基準の適用の目は，下水道建設のための財政負担お

よび下水道建設工事に要する期聞を考慮し，京都市の下水道拡張 5ヵ年計画

の終期の41年 3月31日までの日であって，経済企画庁長官が別に公示する日

から適用するものとした。

このほか，淀川水域関係で都市下水路建設工事が施工中（一部は施工済〕の

ものがあるが，現在はまだ下水道法に基づく 地方公共団体の指定は行なわれ

ていないので，将来これらのうちこの指定を受けるものがあれば，上述の下

水道の排出水に対する水質基準の適用の日からは水質基準の対象となる。
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第 3表 工場または事業場から淀川水域に排出される水の水質基準

下 三＼＼ 項 目 ｜ 生物化学的酸素要求量 ！ フェノ一明
~～～～ I 01につき mmg) I (l lにつき mmg)

区 分＼＼＼～I 1日間 平 均 ｜ 最 大 ｜ 最 大

m以下 ｜ ビーノレ製造業

蒸溜酒または混成酒製造業

セ ロフ ァ ン 製造業

染色整理業（ 1日の通常の排
水量が 5,000 m3以上の もの）

染色整理業（ 1日の通常の排
水量が 5,000 m3未満のもの）

合成樹脂または可塑物製造業

無機または有機医薬品製造業

ガス供 給業

250以下

120以下

200以下

600以下

100以下

150以下

50以下

350 

350 

150 

250 

720 

120 

200 

60 

（注） この表に掲げる項目に係る数値の検定は，第4表に掲げる方法によるものとする

項 目

生物化学的酸素要求量

フェノーノ レ類

大腸菌群数

第 4表

検 定 方 法

下水の水質の検定方法に関する省令（昭和 37年

厚生省．令第 l号）第 7条に規定する方法
建設省

同省令第13条に規定する方法

同省令第 ？条に規定する方法

下水道の放流水に関する水質基準遵守のための取締りは，下水道法に基づ

き，厚生省および建設省によって行なわれる。

(e) 工場または事業場の排出水の水質基準

工場または事業場から淀川水域に排出される水の水質基準は第 3表のとお

りである。この表の区分欄に掲げる業種のうち，ビール製造業については，

「工場排水等の規制に関する法律施行令」別表に掲げる特定施設に従来指定

されていなかったので，今回同政令の改正により追加指定された。また蒸溜

酒・混成酒製造業では， ウイスキー原油製造施設が，合成樹脂，可塑物製造

業では石炭酸樹脂製造のための反応施設が同時に指定された。
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工場または事業場に関する水質基準遵守のための取締りは， 「工場排水等

の規制に関する法律」に基づき，それぞれ業種の主務大臣たる通商産業省，

大蔵省および厚生省によって行なわれる。

( f) 将来の問題

水質基準の設定にあたっては「流水の汚濁度の現実の実態から出発し，下

水道の敷設計画，施設整備の経済性などをも考慮、し，可及的すみやかな期間

内に問題のある河川などにすべて基準を設定し終ることを目途として作業を

進め，事後，実施の状況を勘案してさらにこれが改善を図るもの」とされ，

ついで「流水自体がその目標に比し，さらに汚濁する場合には，水質基準そ

のものについて再検討を加える」こととなっている。
（注2)

淀川の水質基準の設定にあたっても，工場の新増設による汚濁物質負荷量

の変化，流水の利用状態の変化，河水統制による流量の変化その他により，

この水質基準の設定当時の事情がし、ちじるしく変化した場合には，水質基準

を変更する考えである。この水質基準を満足している工場，事業場であって

も，さらに処理施設を改善，増強し，その汚濁物質の負荷量を減少させるこ

とが望ましい。

( 2) 江戸川の水質基準

江戸川水域における水質被害の主要なものは，水産被害（主として魚介類）

であるが，東京都の上水道（葛飾区金町において取水）も若干の影響を受けてい

る。

汚濁源として最も大きなものは，紙ノわレプ製造業であるが，このほか醸造

業，化学工業および都市排水の影響もある。この水域につし、ては，昭和37年

4月21目指定水域の指定および水質基準の設定について公示が行なわれ，同

年l0月1日から適用された。

まず指定水域は 2分され，江戸川本川および江戸川放水路ならびにこれら

に流入する河川などが江戸川水域（甲），市川市内の排水路で直接に江戸川河

口海域に流入する水域を江戸川水域（乙）とされた。なお，江戸川河口の海岸

部は現在汚水を直接に放流する工場がないので除外された。

次に水質基準については，淀川の場合と構成としてはほぼ同様で、あるが，

淀川と江戸川の流量の相違から 1日間の排水量が 50m3以上の工場または事

業場に対して設定された。また工場， 事業場または鉱山に対する規制項目
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は， pH，化学的酸素要求量および浮続物質量である。

この水質基準の算定根拠としては水産業を中心に考え，河口部の浦安橋地

，去において， 2月（稚アユのそ上期であり，渇水期でもある最も問題の多い月）の

うち80%以上の日の水質を水産庁の要望水質（化学的酸素要求量 7p.p.m.）に適

合させるようにし，ここに産業の協和点を定めた。

( 3) 木曽川の水質基準

木曽川水域における水質被害は， 主として上水道と河口部の水産業（ノリ

養殖）に対するものであり， 特に名古屋市の上水道は朝日および犬山地点に

おいて上水道の取水を行なっているが，すでに前者の水質は年々悪化し，最

近は浄水技術の限界を超えるような問題を冬期の一部において生じていた。

汚濁源としては，紙パノレプ工業の数工場と毛紡績業である。

この水域のうち上部については，淀川｜と同時に指定水域の指定および水質

基準の設定について公示が行なわれ，同年10月 1日から適用された。指定水

域の範囲は中津川市から朝日地点、に至るまでの木曽川本川であり，朝日地点

から下流部の水域については近く指定水域への指定が行なわれよう。

この水域に関する水質基準の構成は，淀川とほぼ同様であるが，淀川！と違

ってこの水域には下水道の放流水はない。規制項目は， pH，化学的酸素要求

量および浮滋物質量である。

この水質基準の算定は，朝日取水点において上水道水源として問題のある

日が 5年平均で流量を基準として 1年に54日あったのを19日にし，問題の残

る日においても以前より水質をいちじるしく改善しようとするものでゐる。

（注 1) 生物化学的酸素要求量とは，水中の汚濁物質である分解可能な有機物は，

生物の作用を受けて，徐々に安定化してゆくが，この過程において消費される酸

素量をいう。

（注 2) 水質汚濁紡止対策要綱（昭和33年 9月？日 閣議了解）

4. その他の水域についての水質基準設定はどのように進められているか

昭和38年 3月末現在において，指定水域に指定され，同時に水質基準の設

定が行なわれた水域は， 前章で説明した江戸川， 淀川および木曽川（朝日地

点より下流部を除く）であるが， これ以外の水域についての水質基準設定作業

の現状を説明しよう。
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指定水域の指定および水質基準の設定にあたっては，水質審議会に対象水

域別の部会を設けて，詳細に調査検討を行なう方針が昭和35年 9月の第 5回

水質審議会において定められてし、る。

昭和38年 4月現在部会が設けられ，指定水域の指定および水質基準の設定

について検討を行なっている水域に関する水質基準設定作業の進行状況は次

のとおりである。

( l ) 石狩川A（空知川合流点から上流）

この水域の問題は旭川市内の紙ノc;）レプ，醸造などの工場排水および都市下

水により，石狩川が汚濁し，河川内の水わたの発生などを通じて，水稲およ

び水産業（サヶ，マス）に被害があるというものである。昭和35年？月に新居

善太郎氏を部会長として第2特別部会が設置され， 38年 3月までに 7回の会

議を行なったが，昭和38年 5月 8日，第11回水質審議会において水質基準に

ついて答申があったので近く公示が行なわれよう。

( 2) 木曽川下流 3.の（3）参照

( 3) 遠賀川

遠賀川の問題は，筑豊炭田の石炭業の坑水および廃水により水稲および上

水道に被害を与えているものである。昭和35年 9月に内田俊一氏を部会長と

して，第 1特別部会が設置され， 38年 3月までに 3回の会議を聞いた。部会

設置後，事情が変更しエネノレギー革命の余波をまともに受けた筑豊炭団地帯

の現状にかんがみ，石炭鉱業調査団報告に基づく国の石炭鉱業に対する具体

的施策の展開が行なわれている。経済企画庁では水質基準案の内容や今後の

取扱方針につき検討中である。

( 4) 渡良瀬川

渡良瀬川の問題は， 金属鉱山（足尾）の排水が下流の農業に被害を与えて

いるというものである。この水域については，内田俊一氏を部会長として第

6特別部会が設置され，38年 1月に第 l回， 6月現地視察などのための部会

が聞かれた。

( 5) 都市河川

荒川 （隅田川を含み川口市から上流を除く）および寝屋川はいずれも大都市内

を流れる河川であり，被害，加害の両面において類似しているので，第 7特

別部会を設けて水質基準の審議を行なうこととなった。
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これらの水域の水質汚濁防止対策としては下水道の建設の促進を行ない，

家庭下水と工場排水の大部分の処理を行なうことが本命的対策といえよう。

上記の水域を含め，昭和36年度までに水質調査を行なった水域は21水域に

達している。このうち昭和38年 5月末現在で水質基準設定済または近く設定

予定のものが 4水域（江戸川，淀川，木曽川および石狩川 A），部会で検討中のも

のが 5水域（遠賀川，渡良瀬川，荒川IA，荒JllBおよび寝屋川）であり， 残りが12

水域である。残りの12水域については，経済企画庁において鋭意水質調査結

果の整理，データの解析を行なっているので，その完了次第部会を設けて検

討を行なうこととなろう 。なお，このうち若干の水域については，水質調査

実施後問題の解消または事情の変更などの理由で水質系準設定の必要がない

とL、う結論がでることもあろう。

昭和37年度および昭和38年度においても，それぞれ 7水域の水質調査が行

なわれているし，昭和39年度以降も昭和36年 7月公表した「公共用水域の水

質の調査に関する基本計画」に基づき，昭和45年度までに84水域の調査を行

なう予定となっている。

5. イギリス，アメ 1）カの水質汚濁対策

( l ) イギリス

1962年11月ノインコックで開催された，エカフェの第 5回水資源開発に関す

る地域会議において，イギリスの科学・工業技術省の水質汚濁研究所長の

B.A.サウスゲイト博士の報告によってイギリスの水質汚濁防止対策の概要を

述べよう。

(a) イギリスの水質汚濁問題の特色

イギリスの水質汚濁問題は人口が桐密なこと，高度な工業国であること，

島国であり河川は短かL、こと， 雨量が少ないこと（イングランド南東部では年

間約600mmにすぎない）のために深刻な問題となっている。

河川の使用目的のうち，最も重要なものは，上水道であり，次に工業用水

である。内水面漁業はサケが主で，このほか7 スや河口部の貝類も漁業の対

象となっているが，水質保全に関する声は専業者よりスポーツとしての釣魚

愛好者から上っているといわれる。

過去50年間，特に過去10年間において，汚濁された河川とまた汚濁されて
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し、ない河）｜｜の水質を保全するための努力がなされてきた。総体的にみて，内

国の河川の水質は改善されつつあるが，最も水質の良いものと最悪のもので

はかなりの相違があり，最悪は工業地帯のものである。勿論，大都市の上水

道の水源となっている河川では，汚濁防止は特別に重要であり，たとえばテ

ムズ川はロンドンの大部分の水を供給しているが，人口が密集し工場も多く

ある地帯を流れているにもかかわらず，水道水源として全然問題はない。

（同河川委員会

1948年の河川委員会法（RiverBoards Act, 1948）により，河川委員会が各河川

の水質汚濁防止の任にあたっている。河川委員会の委員は大部分関係地方公

共団体により任命され， 残余は中央政府の職員（主として，農業，漁業関係）

からなっている。なお，イギリスでは現在32の河川委員会をより少数のもの

に統合することが検討されてし、る。

(c) 排水の規制

河川の水質を汚濁するものに対する法的措置としてはまず慣習法（common

law）により下流の土地所有者は量，質ともに流水が自然状態に維持されるこ

とを要求する権利がある。

次に公法上の措置としては，河川委員会は，普通水質汚濁防止にあたって

は，汚濁の責任が明確にあるとみられる者に対する説得から始める。これで

は不十分な時は「サケおよび内水面漁業法」または「河川水質汚濁防止法」

（防vers<Prevention of Pollution> Act, 1951年制定， 61年改正）による措置をとる。

1951年制定の水質汚濁防止法は，その施行時に，排水を行なっていたもの

と，これ以後に新たに排水を行なうものに区分し，前者に対する措置は次の

とおりである。故意に毒物有害物または汚濁物を流水に投入することは犯罪

とされる。しかし投入することがやむをえないと認められ，かっ，除害のた

めすべての可能な手段を尽したと認められれば，罪にはならない。

上記のような一般的規定では，排水の規制について技術的な標準を欠くた

め不十分なので，河川委員会は放流水の水質基準を設定する権限が与えられ

た。河川委員会は調査を必要とする場合はこれを行なった上，河川の性格，

流量，現在および将来の利用形態（工業用水，漁業，上水道，農業用，輸送，舟

運など）を考慮、して， 委員会の命令として基準を設定すべきことを規定して

いた。勿論，各河川の水質は等質であるべきとは期待されていなかった。こ
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のような水質基準は中央政府（住宅，地方自治省および農業，漁業および食糧省）

の認可を受ける必要があった。

1951年の法制定当時は上記の水質基準が各河川に設定される予定であった

が，現在に至るまで認可を受けたものはなく，この方法を進めるにはかなり

の困難があることが一般に認められた。この困難は排水の種類が多様である

こと，特に性質と水量の違う排水に同ーの基準を適用することのむずかしさ

にあるということが一般に認識された。

次に1951年以降に排水を行なう者に対する規制について述べよう。 1951年

以降工場排水および下水道の放流水を河川に排出することは河川委員会の許

可が必要となった。この許可に際しては，河川委員会は排水の性質，組成，

温度および水量について条件を付することができる。河川委員会は case by 

case に排水量と事業の性質を考慮し，排水処理についての指示を行なってお

り，これが効果をあげている。 1961年の河川水質汚濁防止法の改正により，

この手続は1951年以前からの排水にも適用されることとなった。

なお，水質汚濁防止措置は，問題水域については河口部に適用される。

(d）下水道建設への援助

イギリスの地方水道および下水道法（Rural Water Supplies and Sewerage Act, 

1944）で， 国は地方自治体に対し下水道建設費および下水処理費を補助する

ことができる旨の規定があり，このほか下水道建設費は政府の融資により行

なわれている。特に下水処理費への補助が行なわれていることは，今後わが

国でも必要に応じ，この制度の採用を検討する必要があると思われる。この

点についてはあとでまたふれたい。

( 2) アメリカ

主として昨年11月のエカフェの会議に提出されたアメリカ厚生文部省の資

料およびカリフォルニア工科大学著の「水質基準」によりアメリカの水質汚

濁防止政策の概要を紹介しよう。

(a) アメリカの水質汚濁問題

「アメリカの河川の水質規制の現状は，適正な排水処理のためとられた幾

多の方策にもかかわらず，河川はなお汚濁されているし，ゐるものは非常に

汚濁されている」 （上記エカフェ資料）人口の増加と産業の発展により，排水

処理施設への負担は加重する一方であり，新設の処理施設は増大する汚濁の
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負荷に追いつけぬのが現状てやある。たとえば，シカゴ市は生物化学的酸素要

求量（B.0. D）負荷を 90% 除去する処理すなわちいわゆる高級処理施設によ

る下水処理を行なっているが，これでも除去されずに残った汚濁負荷は 100 

万人分の下水量となり，河川の汚濁問題は深刻化している。

(b） 水質汚濁防止のための法的措置

アメリカでは，各州が広範な立法権限をもっているため，水質汚濁防止の

ための法的規制は，各州の州法または州際委員会（Inters同tecommission）によっ

て実施される。

連邦がこの問題にのりだしたのは， 1948年の連邦水質汚濁防止法（Federal

Water Pollution Control Act）の制定に始まる。この法律では水質汚濁防止の責任

が各州にある ことを明らかにするとともに，連邦政府は水質汚濁防止のため

に技術的，財政的に援助することを定めたものである。これにより連邦の行

なう事務内容は次のようなものである。

① 水質汚濁防止のための総合計画の樹立

② 各州聞の協力，水質汚濁防止のための州間協定の樹立および州際委員

会の設立に関する指導

③ 水質汚濁防止のための模範州法の勧告

④ 水質汚濁防止のための調査，研究訓練および情報の提供

⑤ 水質汚濁防止計画のための補助金の交付

⑤ 下水道の処理施設建設のための補助金の交付

⑦ 水質汚濁閉止審議会の設置

③ 州際河川等の水質汚濁に対する強制措置

各州の水質汚濁防止法のうち，連邦法以前に制定されたものも若干はある

が，大部分は連邦の「州水質汚濁防止法勧告案」に準拠し，あるものは特別

法，あるものは公衆衛生や河川関係法規の中に入れて規定されているが，各

州、｜のうち，水質汚濁防止に関する法律を有するものは約30州である。これら

の州法に基づく水質基準については大部分が，流水基準を定めるものである

が，わが国のよ うに放流水の水質基準の設定方式をと っているものの例をあ

げてみよう。

まずデラウ ェアー河沿岸各州合同委員会は，第 l地区に排出される廃水の

B.O.D.は 50p.p.m.以下，また第 2地区に排水される廃水の B.O.D.は l00 p.p.m. 
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以下でなければならないと定めている。

次にペンシノレパニア州は特殊の産業およびその産業の各工程によって排出

されうる汚濁物の量を明記した。この計画の基礎となっているのは，産業の

代表者によ って各生産工程について定められているところの「正常な」排水

からの除去率である。したがってこの廃水の基準は，管理の良好なものを賞

し，無能な管理者を罰するとし、う建前をとっている（1952年 6月カリフオノレニ

ア工科大学の「水質基準」参照）。

(c）都市下水の処理

アメリカは100年来下水道の建設に力を入れており， 1万4,000の下水道に

より約 l億人分対象となり，下水処理場も 1万2,000個に達している。この

半数以上（57%）は高級処理を行なってし、る。 連邦政府による下水処理施設

に対する補助金制度は下水処理場の建設を促進している。

(d）水質汚濁防止のための総合対策の実施

水質汚濁法防止を補完するため， 河底に蓄積された汚泥を流掃（フラッシ

ュ）し，かっ残存する B.O.D.負荷を稀釈するため渇水期の流量を増大させる

よう河水統制が行なわれている。 1961年連邦水質汚濁防止法の改正により，

連邦政府はこのような目的のダム建設を行なうことができるようになった。

(e）今後の見通し

アメリカでは郊外への人口流出が予想され，これらの地域における適当な

下水処理対策が必要となろう。

アメリカでは工場排水は元来下水道に排除し，ここで浄化することが原則

となっているが，将来はこの方向はさらに強められるであろう。

6. わが国の水質基準設定作業上の若干の問題点

水質基準設定上の問題はし、ろいろあろうが，一つは基本的には，高度な成

長を行なう 国民経済の中において， 不断な発展変化を遂げる産業，都市，河

川の利用形態の変化などに水質汚濁規制をどのように適応させていくかとい

うことである。水質基準設定の際にはダイナミックな実態をある一時点で把

握し，少なくとも近い将来の perspective（展望）をもたなければならないとい

うことである。そして，水質基準を一度設定しても事情の変化に応じて変更

してゆくことが必要になる。
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次の問題は，水質汚濁防止の行政の進め方としては，産業の協和を図って

行なう立場が必要であることである。すなわち，農業， 漁業等の被害を防止

し，または上水道の水源保護，都市生活環境の向上を図ろうとする第 lの立

場と，排水を行なう産業の維持発展を図る第 2の立場という 2つの立場の調

和を図る必要があることである。このような相異なる立場の調整は非常に困

難なことであるが，われわれとしてはあくまで，現在および将来の国民の福

祉（we11a凶の向上と し、う最終目標に立脚し，農業および漁業に対する被害を

可及的になくすよう努めねばならぬが，国民生活の向上とともに国民経済発

展の荷い手である産業の成長力を止めるようなことも避けざるをえないと思

われる。

しからば，水質基準設定作業の進め方の方法としては水質基準は止むをえ

なレ場合には段階的に設定し，たとえば 3年とか 5年とか，またはさらに長

期間に次第に理想の姿iこ近づけるというのも合理的といえようし，また対象

の産業または地方公共団体側に財政上の負担能力が十分でない場合に，国家

的に考えて当該水域の水質汚濁防止が必要と判断される時は，国の財政的援

助を行なうことが必要となるのである。

このほか一水域の水質改善目標を定めることが，放流水の水質基準設定の

前提となるが，これを決めるためには，その水域の水の利用についての政策

決定が必要である。このためには3 所得倍増計画，全国総合開発計画のほか

地方別の開発計画に立脚し，産業配置，斜陽産業対策，労働力の転換対策を

も含めた広い視野での検討が必要であると考えるものである。

7. 水質保全行政について今後何を行なうべきか

( l) 公共用水域の水質汚濁防止のための総合対策の推進

公共用水域の水質汚濁防止 のための措置 としては， 水質保全法によあ工

場，鉱山，下水道等の排出水の水質規制を行なうとともに，これを補完する

措置として，まず工場，鉱山，下水道が水質基準を遵守しうるように国の助

成措置の強化が必要であるつニのほか，河川，特に市内河川に対しては，河

川の波浪の促進およびロiJiJJ堰の利用による河川の流掃（フラッ νュ）の促進が

必要である。ま t~ ， 河川の水質は河川流量と密接な関係があるので，当該水

域の水資源開発について必要な措置をとることも必要である。



54 

( 2) 下水道の整備

わが国の下水道の普及率が先進欧米諸国に比して，いちじるしく遅れてお

り，現在の下水道の普及率は管渠の敷設においても 15%に過ぎず，終末処理

場の遅れはさらにはなはだしい。現在未処理で放流されている家庭下水や都

市内の工場地帯の排水は下水道に集め，ここで一括処理する ことが，最も効

果的であるし，かつ合理的で、ある。 ー

厚生省および建設省においては， 生活環境施設整備緊急措置法案を立案

し，第43回通常国会に提出した。これは，建設大臣または厚生大臣は昭和38

年度以降 5ヵ年間に実施すべき，下水道整備五力年計画，終末処理場整備五

ヵ年計画などの案を作成し，閣議の決定を得ることなどを定めることを内容

とするものである。

これらの計画案については現在関係各省において検討中である。

水質基準の設定をみた淀川においての，水質汚濁対策は京都市などの下水

道整備を第ーとしてレるし，今後隅田Jll，寝屋川などの都市河川の水質保全

にあた っても，この方針がとられるであろうから，下水道建設のための地方

公共団体および国の補助増額のほか，終末処理場の管理または運転について

も， 中小都市や中小企業地帯の下水道などについては，国が積極的に指導お

よび財政援助を行なう必要があろう。というのは，下水道料金が不当に高い

よう な場合には，当該下水道に下水を排除する中小企業などの原価を高め問

題を起すおそれがあるからである。

( 3) 産業の除害施設設置のための助成

わが国の産業は， 先進諸外国に比べ， 資本蓄積の不足などの不利がある

上， 貿易自由化により，先進工業諸国と裸で競争を迫られているので，利潤

を生まなL、汚水処理施設の設置につし、ては，国の援助を積極的に行なう必要

がある と考えられる。

現在におし、ても，汚水処理施設につレての固定資岸税の免税，耐用年数の

短縮のほか，中小企業に対しては，中小企業振興資金等助成法に基づく都道

府県による無利子貸付け（融資率は 1/2，融資額の半額は国庫補助），中小企業金

融公庫または商工組合中央金庫による融資の政府による斡旋の方法がある。

大企業が汚水処理施設を設置する場合にあっても，国は，日本開発銀行また

は北海道東北開発公庫の融資の斡旋を行なっている。
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このような助成措置は，水質保全の重要性を考えれば，制度としても十分

でないと ころがあるし，運用も必ずしも円滑にいっていないので，さらにこ

の助成措置の抜本的充実について検討を行なうことが急務と考えられる。

助成措置の充実の内容としては，中小企業に対しては融資率の引上げ，日

本開発銀行および北海道東北開発公庫の融資枠の拡大，貸付条件の緩和，地

方自治体の財政力の活用等が考えられる。

このほか，各工場が汚水処理を行なうと必然的に汚泥が生成され，この廃

棄場所などについて悩んでいるものが多い現状なので，これに対し，固また

は地方公共団体が援助の手をさしのべる ことが必要と考えられる。また現在

廃水から副産物を生産し，これにより公共用水域の水質汚濁防止に寄与する

事業については，現在固定資産税の免税措置も適用されないので，この改正

の検討のほか，このような事業については，例えば法人税法を改正し，かか

る事業についての法人税を免税するなどの方法により，助成措置を強化する

必要がある。

( 4 ) 水質汚濁防止関係の研究の促進

汚水処理技術については3 通商産業省の，工業技術院などによる研究のほ

か，民間企業の研究の助成も行なわれているが，汚水処理技術についての研

究をさらに進めるための措置をとり，汚水中の有害物質の有用資源としての

回収または汚水処理費の低減などに寄与する ことは，水質保全行政の観点か

らも大いに意義のあることと考えられる。

このほか，現在経済企画庁が水質基準を設定する際に， 水質汚濁と被害の

因果関係の究明についての研究が遅れてレるため，水質基準の設定作業が遅

れている例がある。たとえば，石狩川上流には水生菌発生により水田に被害

があるが，この水生菌発生の原因およびその防止の方法についての研究が遅

れていることが，水質基準設定を遅れさせた主な原因である。水質汚濁によ

る被害の原因の究明に関する研究をどうしたら促進できるかについても，十

分に検討が行なわれる必要があろう。

（本稿中意見にわたる部分は筆者個人のものであることをお断りする）

（通商産業省工業技術院 総務部計画室長）
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