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[要 約] 

わが国の閉鎖性海域においては、水質改善を図るために水質総量規制が導入されたが、

今後も産業界に対して排出削減が求められる可能性がある。長期にわたる産業界の対策努

力にも関わらず、改善効果が横ばいであることなどから制度的課題が多く指摘され、新た

な枠組みと実効ある対策が切実に求められている。 

本調査では以上のような状況を踏まえて、水質環境基準等が見直されることを想定し、

工場・事業場等からの排水対策においてより効率的な対策および技術的事項について検討

した。また閉鎖性海域における水質環境目標等を検討する上で重要になる要素を、海域環

境のメカニズムや欧米での水質環境対策状況、日本での検討動向などをもとに考察した。 

 
第１章 閉鎖性海域対策の現状と課題 
 

1.1 閉鎖性海域対策の現状 

1.1.1 水質総量規制制度の現状と見直し動向 

日本の閉鎖性海域(東京湾や伊勢湾、瀬戸内海等)では、陸域からの栄養関連物質の排出

総量を削減することを目的とした水質総量規制が 30 年近くにわたりおこなわれてきた。

第６次水質総量規制では、総量規制基準の設定方法について、大阪湾を除く瀬戸内海およ

び東京湾等で分類して定められた。また近年では、海域底層に存在する貧酸素水塊の発生

が水生生物に与える影響なども検討されるようになっており、閉鎖性海域における貧酸素

水塊および栄養塩負荷に関するメカニズムの更なる解明や今後の閉鎖性海域の汚染状況を
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簡易に表す指標などについて議論されている。 

 

1.1.2 閉鎖性海域環境の現状および対策 

最近の閉鎖性海域における富栄養化の状況は、1970年代と比較して明らかに改善してい

るが、1990年代以降においては、陸域からの COD、窒素、リンの汚濁負荷がコンスタン

トに減少しているにも関わらず、赤潮、青潮の発生件数は横ばいとなっている。 

閉鎖性海域においては、水質総量規制以外にも自治体等による対策がおこなわれている。

そこでは、具体的な自治体レベルの栄養塩削減目標を設定し、その達成に向けた汚濁負荷

削減施策をおこなうのが一般的であるが、モニタリングを通した対策効果の把握、行動計

画のフォローアップまでおこなう自治体もある。 

 

1.2 産業界における閉鎖性海域対策の現状と課題 

1.2.1 産業界の水質総量規制に沿った取組の状況 

閉鎖性海域への COD、窒素、リンについての汚濁負荷は、生活系排水が半分近くの寄与

率を示しており、窒素・リンでは３割前後がその他農業・畜産業など非点源汚染が占めて

いる。全体的に産業界からの汚濁負荷寄与は少ないといえるが、これまでの水質総量規制

等ではやや産業界に比重をおいた対策措置がとられていた。 

産業界の業種別に見た場合、COD負荷については、紙・パルプ製造業、化学工業など有

機化学物質を主に使用している業種が大半を占めている。窒素系化合物では化学工業、鉄

鋼業の排出比率が高い。リン系化合物では化学工業、食料品製造業からの排出が主である。 

産業界においては水質汚濁負荷削減について既に可能な限りの対策をおこなっていると

いう意見も多く、今後更なる規制が要求された場合、明確なビジョンと理由付けが求めら

れることが予想される。 

 

1.2.2 産業界から水系への化学物質排出状況 

本項では、環境省が調査した 2006年度分の PRTRデータを用いて、産業界からの業種

別水系への化学物質排出状況を調べた。 

本データからフッ素・ホウ素系の排出が特に多いことが分かる。石油・石炭鉱業や鉄鋼

業、非鉄金属製造業、機械器具製造業からは金属系化学物質の排出が主であり、食料品製

造業、紙・パルプ製造業からは CODとして検出される化学物質の排出が主である。 

 

1.2.3 産業界業種別の水質汚濁負荷削減対策 
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本項では、産業界の主要な業種(石油鉱業、食料品製造業、紙・パルプ製造業、化学製品

製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、機械器具製造業、電気業)について、事業内での代表的

な生産工程、排水工程のフローをまとめるとともに、排水処理工程中の汚濁負荷削減対策

技術、水系へ主に排出されている化学物質等の情報をもとに、排水処理対策の特徴および

課題をまとめた。 

排水中には、生産工程から排出される製品中の主要物質、副産物等が高濃度に含まれて

いるので、一次処理でこれらをまとめて除去する技術を導入するのが効率的であると考え

られる。また基本的には除去しやすい物質(少ない技術で除去可能な物質、安価に除去でき

る物質、物理的に大きい物質など)から除去しにくい物質(低濃度の物質、難分解性の物質、

物理的に小さい物質など)という流れで化学物質を処理していく工夫が施されている。 

個々の技術については、凝集沈殿と活性汚泥が多く用いられている。凝集沈殿は SS、

COD、重金属およびリン、活性汚泥は BOD、COD、窒素の汚染の削減に有効である。SS

については高濃度の場合は加圧浮上法が、低濃度の場合は濾過処理法の適用が確実な手法

である。油分については加圧浮上法や活性炭処理が主に利用されている。また、工場・事

業場の生活排水などを処理する場合は、工場等製造工程の排水から有害物質を除去した最

終段階で排水を統合させ高度処理を施す方式が一般的である。 

 

1.2.4 効率的な水質汚濁負荷削減対策 

本項では、工場・事業場等から排出される化学物質についてより効率的に削減できる技

術的事項について考察した。その手法としては、①工程の単純化・簡略化、②排水の効率

的な処理、③個々の技術の効率性向上、④排水の回収再利用の普及および有用資源回収技

術開発、⑤高度処理技術の低コスト化などが考えられた。 

 

第２章  水質環境目標のあり方について 
 

2.1 日本の水質環境基準について 

2.1.1 日本の水質環境基準の検討動向 

1993年に制定・施行された環境基本法にて「人の健康を保護し、及び生活環境を保全す

る上で維持することが望ましい基準」として環境基準が定められた。同年には、「人の健康

の保護に関係する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等から見て、直ちに環

境基準とはせず、引き続き知見の集積が必要な物質」ということで要監視項目が設置され

た。また 1998 年には「個別物質ごとの『水環境リスク』は比較的大きくない、又は不明
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であるが、環境中での検出状況や複合影響等の観点から見て、『水環境リスク』に関する知

見の集積が必要な物質」として要調査項目が選定された。 

環境省では化学物質の環境リスク評価を毎年更新しており、要監視項目や要調査項目に

関しては、知見の集積および環境中の検出状況によって今後環境基準として新たに設定さ

れる可能性もある。これまでの環境省中央環境審議会の審議状況からも、主に発がん性リ

スクや NOAEL(無毒性量: 動物実験で有害影響が見られなかったレベルの最高容量)値、

TDI(人が受け入れうる限界摂取濃度)値等新たな知見が収集・修正されたことにより環境

基準や要監視項目の基準値が設定されてきた。 

閉鎖性海域への対策について、2007年に環境省が取りまとめた「今後の閉鎖性海域対策

を検討する上での論点整理」では水質環境目標のあり方について課題と今後の方向性が提

起されている。COD については、海水中では反応にそれほど寄与していないと考えられ

る難分解性化学物質についても検出するため、過去と現在とでは酸素消費ポテンシャルが

違っていることが指摘されている。今後の対策の方向性としては、環境目標の具体像を明

確にした上で、必要な観測項目や地点、頻度および国や自治体、民間等の連携による効果

的な実施体制が検討されている。 

2008年には環境省の懇談会で「閉鎖性海域中期ビジョン」が検討されている。ここでは

目標とすべき水環境を具体化することと、それに沿った対策を進めていくロードマップが

設定されており、東京湾では 2004年から 30年間で達成する目標をもった中長期シナリオ

の作成が挙げられている。また閉鎖性海域の水環境目標には、貧酸素水塊の状態を表す指

標として底層 DO、富栄養化の状態を表す指標として透明度が検討されている。 

 

2.1.2 産業界における水質環境モニタリング技術 

閉鎖性海域対策の一環として COD、窒素、リン等の濃度計測(モニタリング)が工場・事

業場において実施されているが、水質環境目標等の見直しに伴い、新たなモニタリング技

術の設置が要求される可能性がある。特に CODについては課題が多いことから、TOCや

TOD等の指標での測定を求められる可能性もあるが、モニタリング装置の入れ替えが必須

となる工場・事業場が多いと予想され、産業界にとって負担の少ない対応が望ましい。そ

の他、透明度が指標に加わることにより、濁度計の設置を求められる可能性はある。 

産業界ではその他に水質総量規制等において定期的な排水の濃度管理のみならず、24時

間を通した排水流量等の監視が要求されるため、計器を複数箇所に設置している場合など

では、メンテナンスなどの管理やランニングコストで大きな負担になると考えられる。長

期間の測定においても項目によっては不検出のものもあることから、これらの項目につい
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ては測定義務の免除、分析頻度の縮小などの緩和策が求められる。 

 

2.2 欧米における水質環境への対応について 

2.2.1 米国の水質環境への対応について 

米国の水域における水質対策は、1972年に米国環境保護庁(U.S. EPA)により制定された

CWA(Clean Water Act)をベースとしておこなわれており、水質に関する基準については、

人あるいは水生生物への毒性影響等環境リスクを考慮して定められる環境基準と汚染物質

を処理しうる技術の開発動向を考慮して定められる技術基準がある。 

環境基準をもとに州ごとに規制等の処置がなされるが、それらの支援策としては連邦汚

染物質排出削減制度(NPDES)や日最大負荷総量(TMDL)がある。また、NPDES 制度をも

とに水生生物の保護を目的に制定された WET(全影響有害物質)手法はあらゆる施設から

の排水中の汚染物質について、水生生物に有害な影響を与えうる化学物質を総合的に把

握・管理し、環境への影響を効率的に低減させていくものである。 

米国の具体的な水域における環境対策については、五大湖では五大湖政策計画(LaMP: 

Lakewide Management Program)が活動の基本にあり、湖別のプロジェクトが実施されて

いる。LaMP では９つの生態蓄積性汚染物質(PCB 類、水銀、ダイオキシン、ジエルドリ

ン、クロルダン、DDT、トキサフェン、ヘキサクロロベンゼン、オクタクロロスチレン)

の排出ゼロ計画や外来種生物からの原産種保護、地域の土地利用計画の改善などの取組が

特徴的である。 

一方、米国の閉鎖性海域での富栄養化や貧酸素水塊への対応については、U.S. EPAや米

国大気海洋機構(NOAA)がその調査、政策の決定を担っているが、富栄養化の指標につい

ては NOAA 所属のナショナル・オーシャン・サービスで、河口付近における栄養塩の潜

在汚染量を考慮した計算手法として潜在溶存濃度(DCP)および河口部潜在輸送(EXP)が開

発された。 

米国国家河口部富栄養化評価機構(NEEA)では、富栄養化対策の一環として 16種類の評

価因子を設け、そのうちクロロフィル a、大型の着生植物、害虫および毒性植物、底層 DO、

底生水生植物(SAV)の５つについては州が評価・NEEA への報告をおこなうよう義務づけ

ている。米国ナショナル・リサーチ・センターなどにおける富栄養化への対策の考え方は、

非点源からの汚濁負荷削減を重点的におこなうのが特徴的である。その取組には農業分野

では浸食作用を制御すること、汚染の広がりを抑えることにより、窒素化合物あるいは溶

解性リン等を地下水へ浸透させないことがあり、作物への肥料や家畜へのえさを最小限に

抑えるような最善管理措置(BMP: Best Management Practice)が取られている。 
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2.2.2 ＥＵの水質環境への対応について 

EUの水質環境対策の基本法には 2000年に発行された水枠組み指令(Water Framework 

Directive)がある。EUの国土内には湖沼のような閉鎖性水域よりも河川が大半を占めてお

り、法律においても河川ベースの取組を重点的におこなうことが示されている。 

EUの代表的な閉鎖性海域には地中海、黒海、バルト海、北海などがある。EUの閉鎖性

海域の特徴としては、複数の国に面していること、流入する河川の数が多いことがある。 

閉鎖性海域ごとの施策については、海域環境の改善・維持に対しいくつかのアプローチ

がなされていることが分かった。その手法には、①海域に負荷影響を与える諸国(条約など

の締約国)に対し、個別にもしくは協同して汚染を削減するための適切な処置をとるように

する、②海域に面する諸国等に対し国別の環境基準を設け、国ごとの環境状態を量的に把

握した上で、対策していくなどがある。これらの取組は今後日本においても、中国からの

汚染移入等の影響が懸念される中で国家間の役割が参考になる。 

一方、EUの閉鎖性海域においても富栄養化は深刻な状況にあるが、特にバルト海全域、

北海沿岸で汚染は深刻である。原因となる窒素、リンは大半(５～８割)が農業から国際河

川を経由して排出されたものとされ、ここでも国家間で協定を結ぶことで整合性を得る手

法がとられている。 

EEAのナショナル・レファレンス・センター(NRC)では各国、地域に対して富栄養化を

表す指標である栄養関連物質、底層 DO、透明度、水生生物の生息状況について測定し、

データを報告するよう定めており、膨大なデータを元に富栄養化現象を総合的に評価する。 

また EUにおいて富栄養化の状態を表すのに広く用いられる指標に TRIXがあるが、こ

れは海域中のクロロフィル a、窒素、リン濃度および酸素飽和状態から計算され、富栄養

状態の判別も可能である。同様に EU本部附属のリサーチセンターでは富栄養化に関する

リスク指標として Eutriskが開発されたが、本指標は遠隔センサーにより海域上層部のク

ロロフィル値を測定し、物理的に影響を受けやすい水域に関する情報と組み合わせて、富

栄養化および貧酸素化の状態を調べることができる。 

 

2.3 新たな水質環境目標および対策について 

2.3.1 閉鎖性海域の汚濁負荷に関するメカニズム 

新たな水質環境目標を設定するには、そもそも閉鎖性海域の汚濁負荷に関するメカニズ

ムを把握することが肝要であると考えられるが、これについては気象学的条件に加え、生

物学的、化学的条件が複雑に絡み合っている。 

富栄養化に多大に寄与していると考えられる窒素・リンに関しては、海域では海水中以
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外にも植物の体内に存在している量も無視できず、汚染の分布、海域の温度、密度、溶存

物質等の条件が日によって変化することは同一条件での測定が困難であることを意味して

いる。その課題を踏まえた上で、若干の改良が望める手法としては、海面から海底に至る

まで多くの地点での観測をおこないデータを統合させるといったことが考えられる。 

またクロロフィル aや藻類の量などでも表面的な富栄養化の状態を調べるには有効であ

ると考えられる。しかし植物類が繁殖していない部分の栄養分の量を把握できないという

難点がある。 

 

2.3.2 閉鎖性海域における新たな水質環境目標について 

現在、環境省において、制御指標については、従来通り COD、総窒素、総リンが検討さ

れているが、特に COD については、排水中と海域における濃度とで評価が連動しない可

能性や、酸化分解の度合いが物質によって異なることから、工場等間での単純な比較の有

効性に関する指摘がある。CODに代わる指標には TOCや TOD等が議論に上っており、

これらは COD の課題の一部を解決するが、海域にあまり影響を与えないような難分解性

有機化合物も測定に含めることは海域の有効な評価につながらない可能性がある。それ以

外にも COD 指標自体の改良あるいは COD に係る評価方針の変更などについて検討する

ことは、CODについての課題の解決を図る方策と考え得る。 

一方状態指標には底層 DO、透明度が候補に挙がっている。それぞれ貧酸素水塊、富栄

養化の評価に有用であると考えられている。測定の際の注意点としては、海水中の DOは

水域の条件(水温、水流、周辺の化学物質成分など)にも依存している可能性があるため、

なるべくそれらの影響がない地点での観測が望ましいと考えられる。透明度については汚

染の状況は場所によって急変することがある(近辺の測定でまったく測定値が異なること

がありうる)ので、測定場所を一つのポイントでも場所を少し変えて測定するなどの配慮が

必要となると考えられる。 

欧米の閉鎖性海域における指標の考え方として特徴的であったのは、複数の要因を総合

的に把握するということであり、米国 NOAA の DCPや EXP、あるいは EUの TRIXと

いう指標は閉鎖性海域の潜在的な汚染も把握するため、富栄養化の度合いを評価できると

考えられる。日本においても検証した上で同様に使用可能な指標であると考えられる。 

 

2.3.3 今後の水質環境に関する取組について 

日本では人の健康の保護に関する環境基準について、最近では水生生物を摂取すること

などで人への毒性が懸念される物質が検討事項に加えられている。化学物質関連毒性デー
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タについては WHO や米国 EPA が先行しており、引き続き化学物質に関するリスク評価

を進めていく必要性がある。 

環境基準については、日本では基準が実質上の規制目標として機能している側面がある。

一方で、欧米の環境基準はそのまま規制目標として利用されず、米国で環境基準を満たさ

ない場合に適用される TMDLについても、規制よりは努力目標の意味合いで用いられる。 

水域における有害物質への対処についても、欧米の施策で参考になる部分があると考え

られる。米国の LaMPや欧州の閉鎖性海域に係る条約等では排出禁止物質、削減物質とし

て、有害金属、PCB類、農薬、殺虫剤、有機化合物などが指定されている。これらの有害

物質に関する環境中の対応策としては、濃度モニタリング、回収システムの構築・普及、

成分データマップの作成、代替物質の普及などが広範囲で進められている。 

米国の一部で活用されている WET 手法は、化学物質を毒性というものさしでカテゴリ

分けし、毒性基準濃度を上回る場合には海域等のモニタリング強化によって基準濃度以下

にすることを目指し、再度区分調査をおこなうという手法であるが、環境省でも本手法に

ついて 2009年度以降に詳細の調査が実施される予定である。 

 
第３章  今後の水質環境対策のための課題とニーズ 
 
3.1 水質環境目標等の検討動向について 

3.1.1 有害物質に関する水質環境基準の見直し動向 

水質環境基準は、人や水生生物への暴露量、WHO や環境省等による化学物質のリスク

評価値を参照しながら導出されている。現状では、要監視項目や要調査項目については、

環境中の濃度あるいは化学物質の有害性に関するデータの集積を継続していくことで、新

たに環境基準に設定される項目が出てくる可能性がある。 

 

3.1.2 閉鎖性海域における水質環境目標等の見直し動向 

環境省では、2008(平成 20)年に「閉鎖性海域中長期ビジョン」が提唱された。本ビジョ

ンでは、目標とすべき水質環境を具体化し、適切な制御指標・状態指標を選定し、それら

に沿って中長期的に対策を遂行していくという流れが設定されている。閉鎖性海域の状態

を表す指標には、底層 DOや透明度が検討されている。指標等の観測を通して、富栄養化、

貧酸素水塊の状態の詳細を把握すると同時に、海域内部のメカニズムについて新たな知見

が得られることが期待される。制御指標には、引き続き COD、窒素およびリンが検討さ

れている。 
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3.2 水質に関する対策技術の課題とニーズ 

3.2.1 水質環境目標等に関する産業界への対応 

水質環境目標等の見直しがなされるに伴い、産業界からの排水中の有害物質への規制は

今後も厳しくなっていく可能性が高い。このような状況を考慮した場合、工場・事業場等

における生産工程もしくは排水処理工程の対策技術について、引き続き効果的・効率的な

排水対策技術・手法の適用が求められるところである。 

特に、環境基準へ適用される可能性がある化学物質が、工場・事業場等から排出される

ものである場合、規制対象となる可能性を考慮して、既存の技術では対応できないような

化学物質、抽出あるいは存在量の分析が困難である化学物質についてはその対策手法をあ

らかじめ検討していく必要がある。 
一方産業界の水質モニタリングについても、環境基準等の見直しにより、技術の導入・

変更が要求される可能性がある。国や行政には、現状の設置導入・開発状況について実態

を把握し、なるべく負担を軽減する配慮が求められる。排水総量規制に伴うモニタリング

関連制度については、滅多に基準超過が観測されない項目については、測定条件の変更、

分析頻度の縮小などの緩和策が求められるところである。 

 

3.2.2 水質環境対策技術に関する課題およびニーズ 

水質対策に関する全般的な技術に関しては、業種を問わず、凝集沈殿と活性汚泥は高濃

度汚染に対して多用される技術であるが、処理時間、処理効率の面で未だ改善の余地があ

る。凝集沈殿についてはフロックの沈降速度の増大、生物処理については嫌気性処理(メタ

ン発酵菌など)の改良、また効果的に汚染物質を分解できる微生物や効率的に分離できる凝

集剤等の開発、発生する汚泥の削減を目指した開発が進んでいくことが予想される。 

排水処理対策に要するコストの削減も依然として大きな課題である。技術や設備の導入

といった初期投資はもとより、ランニングコストや人的コストなど、事業者にとって大き

な負担となっている。例えば水質総量規制が適用される事業場では、常時水質を監視する

必要があり、機器・システムの設置コスト、メンテナンスのランニングコスト、設備管理・

監視などの人的コストの負担は非常に大きい。また、地球温暖化対策の重要性が高まる中、

処理に伴うエネルギー利用（焼却や電気使用など）の更なる効率化が求められている。 
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