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［要約］ 

 昨年 8月から、ＷＨＯにおける飲料水水質ガイドラインの全面改訂や環境基準健康項目

等の公共用水域の水質測定結果等をもとに、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境

基準の見直しについて」中央環境審議会長あてに諮問がなされ、水環境部会環境基準健康

項目専門委員会において検討がすすめられた。その結果、新たに 5物質の要監視項目の追

加及び 2物質の指針値改正がなされることとなった。 

 従って、今回の改正から項目追加及び指針値改正された物質に対処し、水環境を維持す

るために、今後、更なる技術開発に基づいた機械設備の設置等による対策が必要不可欠で

ある。 

 そこで、本報告書では産業活動に伴う環境基準健康項目・要監視項目の排出実態及び削

減技術の導入状況等を把握し、今後の規制の強化・拡大に対処しうる技術開発についてと

りまとめた。以下、各章の概略を記す。 

 

＜第 1章＞ 

 まず、環境基準健康項目（26項目）の各性状や用途、毒性、環境基準値等についてとり

まとめ、公共用水域における環境基準(健康項目)の達成状況、また、ＰＲＴＲデータを利

用し、水域へ排出される各物質の排出量を業種別に整理した。以下概略を示す。 

水質汚濁に係る環境基準（水質環境基準）は、人の健康の保護に関する環境基準（健康

項目）と生活環境の保全に関する環境基準（生活環境基準項目）の２つから成っている。 

水質汚濁防止法に基づき、毎年、全国の都道府県が定める測定計画によって、都道府県、

水質汚濁防止法政令市、地方整備局等により、その検出状況の実態調査が実施されること

になっている。 

これらの基準は、全国全ての公共用水域における測定に適用されることになっている（ふ

っ素・ほう素においては、海域における濃度が自然状態で環境基準値を上回っていること

から、海域には、適応されていない）。 

平成 13 年度公共用水域における環境基準達成率は、99.4％であり、ほぼ達成している

状況にある。近年は環境基準超過が見られたのは、全シアン、鉛、砒素、1,2－ジクロロエ

タン、1,3－ジクロロプロペン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の８項目で

あった。原因としては、自然由来のものによるものが最も多いが、原因が特定されていな

い地点もある。近年は、このような良好な環境基準の達成状態が続いている。 

 次に、水質環境基準健康項目である各物質が、どのような業種の公共用水域への排出水

に含まれているのか、PRTR 法による平成 13 年度の届出排出量をもとに、排出状況を業
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種別にまとめた。 

 最も多い種類・量の健康項目の物質を含む排水は、下水道業からのもので、ついで産業

廃棄物処理業（特別管理産業廃棄物処分業を含む）、一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る）

からの排水となっている。これら排水は、重金属、有機塩素化合物（揮発性塩素化合物）

など物性の異なる物質を全て含んでいる。 

 製造業に絞ってみると、各製造工程において使用している原料物質が排水に多く含まれ

ている。 

鉄鋼業や非鉄金属製造業等の場合は、鉛、六価クロム、砒素、セレン等の重金属が高い

割合で含まれる排水が排出される。 

また、精密機械器具製造業や電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業等の排水には、

ジクロロメタンやトリクロロエチレン等の揮発性塩素化合物が高い割合で含まれている。 

 石油製品・石炭製造業では、ベンゼン（芳香族化合物）を多く含む排水が排出されてい

る。 

 

＜第 2章＞ 

 要監視項目（22項目）の各性状や用途、毒性、指針値等についてとりまとめ、公共用水

域における要監視項目の達成状況、また、ＰＲＴＲデータを利用し、水域へ排出される各

物質の排出量を業種別に整理した。以下に概略を示す。 

 要監視項目とは、人の健康の保護に関する物質であるが、公共用水域等における検出状

況等からみて現時点では直ちに環境基準項目とはせずに、引き続き知見の収集に努めるべ

きと判断される物質のことである。継続して公共用水域等の水質測定を行うとともに、知

見の収集状況を勘案しつつ、環境基準項目への移行等を検討することとされているもので

ある。項目の多くは、主に農薬である。 

 要監視項目の水質測定調査は、水質汚濁防止法第 16 条に基づく都道府県ごとの水質測

定計画に従って行われる水質測定と、これを補完する環境省の委託調査により実施されて

いる。 

 平成 13 年度における公共用水域における要監視項目の指針値超過状況をみると、フェ

ニトロチオン及びモリブデンの 2項目について、指針値を超過している地点が 1箇所で見

られたが、他の項目では指針値超過は見られなかった。 

次に、要監視項目の各物質が、どのような業種の排水に含まれているのか、PRTR法に

よる届出排出量をもとにまとめた。環境基準・健康項目のように、業種ごとによって、排

水に含まれる物質に違いがある。 
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農薬類（ダイアジノン、フェニトロチオン等）要監視項目の多くは、農薬として使用さ

れている物質であるため、農薬を生産している業種（主に化学工業）以外の産業排水に含

まれている割合は少ない。 

揮発性有機塩素物質類（洗浄剤、有機薬品原料、プラスチック原料となる揮発性物質）

は、多種多様な業種の排水に含まれている。 

・クロロホルム：パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、精密機械器具製造業 等 

・トルエン：化学工業、紙・パルプ・紙加工品製造業、繊維工業、石油製品・石炭製品製

造業、食品製造工業、輸送用機械器具製造業 等 

・キシレン：化学工業、繊維工業、紙・パルプ・紙加工品製造業、輸送用機械器具製造業

等 

重金属（ニッケル、アンチモン等）は、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、非鉄金属

製造業等の業種から排出される排出水に多く含まれている。 

・ニッケル：金属製品製造業、電気機械器具製造業、プラスチック製造業、化学工業 等 

・モリブデン：化学工業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器

具製造業 等 

・アンチモン：化学工業、窯業・土石製品製造業 等 

 

＜第 3章＞ 

環境基準・健康項目及び要監視項目の排出削減技術の現状についてまず取りまとめた。 

水質汚濁防止法等による排水規制、1950年代からの水質汚濁防止法に係る規制と産業排水

処理技術の発展に関する変遷、各有害物質の除去に現在使用されている技術、各業種の排

水の主な成分やその処理方法等について整理した。 

 次に、環境基準・健康項目及び要監視項目の測定技術の現状について取りまとめた。水

質汚濁防止法等による測定方法（排出基準及び環境基準（健康項目）の分析方法）、主要な

測定方法の概略、最近の測定技術の傾向等について整理した。 

 また、事業所において環境基準・健康項目及び要監視項目の排出削減のために使用され

ている技術について事例を挙げた。 

 最後に、環境基準・健康項目及び要監視項目削減における産業界における技術装置のニ

ーズについてあげた。以下に概略を示す。 

（１）水質汚濁防止法等による排水規制 

① 一律基準 

水質汚濁防止法は、公共用水域へ汚水を排出する施設（「特定施設」として、政令により
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定められている）を設置する工場、事業場に対して、排水基準を定めている。この国が定

める排水基準（一律基準）は、水質環境基準に対応する形で、健康項目（27項目）と生活

環境項目（15項目）として、基準値が定められている。 

② 上乗せ基準 

汚濁発生源が集中する水域などにおいては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全す

ることが充分でないと認められる区域が見受けられるときがある。このような水域の場合、

自治体が条例で一律基準よりも厳しい基準（上乗せ基準）を定めることが出来ることにな

っている（水濁法第 3 条第 3 項）。上乗せ基準が定められたときは、その基準値によって

水質汚濁防止法の規制が適用される。上乗せ基準は、自治体においてその地域の実態に応

じて定められている。 

③ 総量規制 

 さらに、人口や産業の集中によって大量の生活排水や産業排水が流入する広域的な閉鎖

性水域（湖沼や内湾、内海）では、排出物質の濃度規制のみでは、環境基準が達成するこ

とが困難な場合は、総量規制制度が導入されているが、現在のところ、生活項目において

実施されている。 

④ その他規制 

○ 瀬戸内環境保全特別措置法 

1日最大排水量 50㎥以上の排出水を排出する工場・事業場の特定施設設置及び変更等の

届出が規定されている。 

○湖沼水質保全特別措置法 

 現在、水質保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められる 10 湖沼が指定

されており、指定地域では、水質汚濁防止法の特定施設となっていない「みなし指定地域

特定施設」に対する排水規制や指定施設、準用指定施設に対する構造、使用方法規制等が

実施されている。 

○ 公害防止（環境保全）条例 

水質汚濁防止法において規制対象とされていない施設は、地方自治体固有の条例（公害

防止・環境保全条例）で規制対象とすることができる。これによる規制事業場の拡大（横

だし）は、数多くの自治体で実施されている。 

横だしの規模としては、日平均排水量 50㎥以上の事業場を規制している場合が多いが、

上乗せ条例と同様に規模要件を引き下げている自治体も多く、総量規制地域の自治体でそ

の傾向が強い。 

基準値は、基本的に一律排水基準を適用しているが、上乗せ条例と同様に厳しい排水基
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準を適用している自治体もある。 

法に基づく特定施設の一部の施設にあっては、規模要件があり、一定規模以上の施設が

特定施設となっているが、条例では、特定施設の規模未満の施設を規制対象としている自

治体もある。 

○ 指導要綱、手引書等 

小規模事業場については、法や条例のほかに指導要綱が策定されていたり、技術的な指

導手引書、マニュアル等が作成されている場合が多い。 

（２）水質汚濁防止法に係る規制と産業排水処理技術の発展に関する変遷 

 昭和 36 年、通商産業省（当時）が実施した工業排水に関する調査によると、排水処理

施設を設けているのは、調査実施工場数の約 47％であり（調査数 1,578：7 業種/32 製造

業）、我が国の排水処理施設の設置状況は、他の先進国と比較して立ち遅れたものであった。 

 当時は、海外から凝集沈殿槽、スクリーン、活性汚泥処理装置、ろ過装置等の多様な技

術導入が行われており、このような技術をそのまま、または我が国の実情に改良して用い

られていた。当時の国の技術開発及び普及施策としては、鉱工業技術試験研究補助金制度

（民間試験研究の開発助成）による排ガス洗浄排水処理（昭和 33年～38年）等や通商産

業省（当時）における 14 業種における排水処理に関する技術解説書の作成、普及があげ

られる。 

 昭和 45 年以降は、水質汚濁防止法の制定、閉鎖性の海域、湖沼における富栄養化の深

刻化を受けたリン削減措置、総量規制等規制等の様々な規制の拡大により、水質汚濁削減

装置の導入及び研究開発が積極的に行われた。その後は、更なる閉鎖性水域改善のための

窒素・リン削減技術の開発、また、近年高まりつつある水循環構築を受けた水の再利用化

のための高度処理の開発及び各技術の組み合わせプロセスによる技術開発・普及が見られ

た。 

（３）各産業排水の処理方法（技術）の現状 

産業排水に対する規制を遵守するために、事業所は各種排出水にあわせた削減技術・装

置を導入し、その対策に取り組んでいる。 

 産業排水に含まれる汚濁物質（有害物質に限定）削減技術を主に７つ（①凝集、②活性

炭吸着、③膜分離、④酸化、⑤イオン交換・キレート樹脂、⑥好気性処理、⑦嫌気性処理）

に大別し、産業排水に含まれている主な物質の各処理技術を示した。 

  工場・事業場では、排水を種類・濃度等に分別して排水処理装置に導入しているが、

排水が含有する汚濁物質は単一であることは少なく、多種多様な汚濁物質が混在している。 

 排水処理装置は、いくつかの単位操作で構成されたシステムであり、汚濁物質はシステ
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ムの主要な単位操作で主に処理されるが、他の単位操作においても補助的に処理されてい

る。このため、排水の排出特性や排水処理システムの違いによって、処理水の水質は工場・

事業場ごとに、また理論値や実験値とも若干異なるのが一般的である。 

（４）測定方法の現状 

公共用水域における環境基準項目の測定は、環境庁告示第 59 号（水質汚濁に係る環境

基準について：昭和 46年 12月 28日）に従って、特定事業所から公共用水域に排出され

る水における排水基準項目の測定は、環境庁告示 64 号（排水基準を定める省令の規定に

基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法：昭和 49年 9月 30日）に従って測定さ

れる。また、要監視項目は、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法

及び要監視項目の測定方法について：平成 5年環境庁水質保全局水質規制課長通知」によ

り、検定される。 

排出基準及び環境基準の分析は、ほぼ同一の方法が用いられている。多少の違いがある

のは、排出基準値が環境基準値と比較して約 10 倍高いため、感度が多少劣る分析方法で

あっても検定には、十分な測定値を得ることが出来るからである。 

○ 簡易測定技術 

① バイオアッセイ法 

近年使用されている化学物質数は、数千万種にのぼり、更に毎年増加している。日常的

には、約 6万種もの化学物質に囲まれて生活しているが、このうち毒性に関する情報が得

られているのは、大体 10％程度に過ぎない。 

 このような状況の中で、とくに有害性の強い一部の化学物質だけではなく、多数の化学

物質に、人間を含む生態系が暴露する機会が増大しており、その影響が懸念されている。 

 従来の化学物質管理は個々の化学物質の毒性評価をもとに個別の物質ごとに行われてき

たが、今後は化学物質総体としての複合影響をも評価し、管理する必要がある。その未規

制有害物質の探索の手段として注目されているのがバイオ・アッセイである。 

② 前処理方法の簡易化 

 分析機器等に導入する検体を得るまでの抽出、濃縮、精製・分画などの前処理は、機器

による分析以上に手間がかかり、また大量の有害な溶媒などを使用したりするなど、数十％

のロスを生じることがある。これらの改善が必要とされている。 

 また、分析対象物質とその濃度、使用分析機器等によって、きわめて多種類の濃縮、精

製、分画方法が提案されているが、多数の環境中微量物質を測定、監視、評価しなければ

ならなくなった現在、分析対象物質ごとにサンプリングし、それぞれに異なる前処理方法

を選んで分析するのは極めて煩雑である。そこで、汚染物質と環境試料を分類し、それぞ



8 

れの分類ごとに１つの前処理方法で多くの物質の前処理が可能となるような簡易化及び体

系化を行うことが必要となっている。 

○ 簡易測定と詳細分析の組み合わせ 

 環境測定・分析の目的は多様であり、目的によっては高い感度や精度を必要としないが

汚染状態の把握と対策の選定、対策効果の評価のために多数の測定を迅速に行うことが求

められる場合も多い。従って、効率的、経済的に環境保全を促進する為には簡易に汚染レ

ベルを評価できる方法と詳細な機器分析とを組み合わせて利用することが非常に有効とな

る。簡易測定法の活用は、欧米ではかなり利用されている。 

 簡易測定法の利点としては、以下のようなものがあげられる。 

① データ量の増加による環境評価の適正化 

② 環境汚染防止技術の効率的な開発 

③ 現場での迅速な判断による効果的な対策 

 今後は、簡易測定と詳細分析の長所を生かした測定法の開発が必要とされている。 

○ 測定技術の国際動向 

 我が国の測定・分析技術・モニタリング技術は、世界でもトップレベルにあるため、国

外の開発状況と比較してもどの分野も引けを取るものではない。 

 しかし、バイオアッセイ法については、いち早く米国や EUにおいて、環境管理の方法

として取り入れられている。バイオアッセイ法は、まだ感度面からみると化学物理的測定

方法から劣るが、補助的測定方法としては十分に実用化の段階に達している。これを受け

て、環境省でも測定方法が高コストで手間のかかるダイオキシン類について民間からその

簡易方法を募り、検討を開始している。 

 もう一つの課題として、我が国の測定・分析技術・モニタリング方法は、極めて厳密に

公定法で決められている部分が多い（測定方法から選択するということは出来なかったこ

とから、このことが測定分析の技術革新を遅らせたという意見もある）。それと比較して、

海外ではその公定法が我が国のそれよりも比較的緩やかである点があげられる。そのため、

各事業所は、自分たちの状況にあった技術を採用することが出来るという長所がある。我

が国でも、測定方法が高額で分析方法に時間のかかる公定法の現状を検討する必要があげ

られる。 

 

＜第 4章＞ 

 この章では、まず今回の改正により、要監視項目へ追加された５物質（①塩化ビニルモ

ノマー、②エピクロロヒドリン、③1,4-ジオキサン、④全マンガン、⑤ウラン）や指針値
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が改正された２物質（①ｐ－ジクロロベンゼン、②アンチモン）の排出削減技術の現状等

について取りまとめた。これら物質の用途や検出状況、測定方法の概要、各物質の削減方

法等について整理した。 

 また、ＷＨＯ水質ガイドライン改訂版等から、今回の改正では検討されなかったが、今

後見直しが必要となる可能性のあると考えられる物質をいくつかとりあげ、その現在の削

減技術の現状についてとりまとめた。 

最後に、産業排水全体における排水処理の最近のニーズや技術の現状について、整理し

た。 

 

 

 
 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

KEIRIN 


