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はじめに

アジアには世界の6割の人口が居住しており、今後も

さらなる人口増加が見込まれています。またGDPもすで

に世界の3割を占め、2050年にはこれが5割を超えると

の予測もあり、世界の中で最もダイナミックな成長を遂

げている地域です。これらを背景に、環境に対する負荷

がさらに増大し、深刻な問題になりつつあります。急激

な人口増加、都市部への極端な人口集中、無秩序な

産業開発、さらには食肉のように生産に多くの水を要

する食料へのシフトを含む消費パターンの変化等が水

資源に質と量の双方の側面から圧力を与え、持続可能

な発展の妨げになる危険性をはらんでいます。さらに、

気候変動がこれらに対して更なる悪影響を与えること

も懸念されています。

ミレニアム開発目標（MDGs）の成果なども踏まえ、

2015年には国連の場で「持続可能な開発目標（SDGs）」

が定められました。水環境に関してもSDG6の目標が

定められ、オンサイトの衛生施設の重要性だけでなく、

水、排水及び生物資源の管理を含む水サイクル全体

の重要性が強調されています。しかし、アジア各国がこ

のSDG6の目標を達成することは容易ではありません。

たとえば、2017年のUN-Waterの報告によれば、南ア

ジア・東南アジア地域では約6割から8割の排水が、依

然、無処理で放流されている状況であり、また、WEPA

の調査では、アジアの水環境の汚染源は、生活排水、

産業排水、農業排水など多岐にわたり、その状況も国

や流域によって大きく異なっていることがわかっていま

す。

一度排水等で汚染された水環境を回復するには、多

大な費用と長い時間を要します。そのため、回復が難し

くなる前に、適正な水環境管理を行うことが重要です。

水環境管理には、中央・地方政府担当者、水専門家、

民間セクター、非政府組織（NGO）や市民など、様々な

主体（アクター）が関わっています。そのなかで、中央政

府担当者は、各国の水環境管理政策の立案と実施に

一義的な責任を持つという重要な役割を果たしており、

彼らの能力向上が適正な水環境管理の実現には不可

欠です。各国の状況にふさわしい政策の立案のために

は、水環境管理制度や技術に関する適切な情報が求

められる一方で、アジアの発展途上国ではこれらの情

報が不足している状況です。

このような認識に立ち、2004年に日本国環境省はア

ジア地域の水環境管理強化を目的としたアジア水環境

パートナーシップ事業を提唱し、以降5年を1期とした

活動を継続してまいりました。WEPA事業第1期に構築

した人的ネットワークと知識基盤に基づき、第2期にお

いては、水環境問題の解決策を探るための知識共有

に注力してまいりました。さらに2014年から始まった第

3期においては、これまで行ってきた知識共有を継続す

るとともに、WEPAアクションプログラムという新しいス

キームを進めています。これは、WEPAパートナー国が

自ら自国の具体的な水環境課題を解決するためのアク

ションを策定・実施することを目的としたプログラムで、

WEPAは実施国が主体的に策定・実施するアクション

への支援を行っています。

WEPA事業第3期の終わりという節目にあたり、今ま

での活動を振り返り、その成果や経験、反省点を踏ま

えて、アジア地域の更なる水環境管理の強化改善に向

けて、WEPAが発展していくことを期待しております。

2019年3月

WEPAアドバイザー委員会座長

岡田 光正
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ごあいさつ

アジア地域の水環境問題を解決するためには、水環

境ガバナンスの改善が不可欠であるという認識に立ち、

日本国環境省がイニシアティブを取り、2004年にアジ

ア水環境パートナーシップ事業（WEPA）を開始しまし

た。WEPA第1期（2004年度～2008年度）では、水環

境ガバナンスの改善のためには関係者間の情報共有

が不可欠であると考え、アジア地域の水環境管理に携

わる行政官を中心とした人的ネットワークを構築すると

ともに、地域の水環境に関する情報基盤を構築しまし

た。WEPA第2期（2009年度～2013年度）では、ワー

クショップや二国間会合などを通じて、「生活排水処

理」、「気候変動と水環境」といった地域の優先課題の

解決策を探るための情報・知識共有を促すことでパー

トナー国の水環境ガバナンスの改善を図ることを目的

に活動を実施しました。そして、2014年度から開始し

たWEPA第3期では、第2期までに実施してきた情報・

知識の共有を基盤に、パートナー国による地域の水環

境に関する課題の解決に向けた具体的な行動について

も支援を実施してきました。

この報告書は、第3期で我々が行ってきた活動内容

や得られた成果等を紹介することを目的に作成したも

のです。まず、パートナー国における水環境管理の現状

と直面している課題について記載しています。次に、第

3期の活動、特に、特定の水環境に関する課題の解決

のためにパートナー国が自ら計画・実施するWEPAアク

ションプログラムという新たなスキームにおいて実施し

たベトナム（畜産排水）、スリランカ（地下水保全）、イン

ドネシア（河川負荷量規制）の取組について、その概要

や成果を整理しています。さらに、今後の活動を各々の

パートナー国のニーズに沿った内容とするために実施

したアンケート調査の結果を紹介するとともに、パート

ナー国からはWEPAの今後の活動に対するご提案もい

ただいております。

WEPA第3期の全ての活動に対するパートナーの方々

の多大なる貢献に感謝の意をここで表したいと思いま

す。この報告書を通じて、多くの皆様がWEPAの活動に

興味を持っていただければ幸いです。

2019年3月

環境省　水・大気環境局　水環境課長

熊谷 和哉
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WEPAとは？

アジア水環境パートナーシップ（WEPA）は、水環境ガバナンスの強化を通じた水環境の改善を目指した、

地域ネットワークである。水環境ガバナンスにかかる知識の共有と具体的アクションを介して、アジア地域の

人々の福祉の向上に貢献することを目指している。

WEPAの始まりは？

参加国は？

どのように運営されているのか？

WEPAは2003年に京都、滋賀、大阪で開催された第3回世界水フォーラムで
環境省より提唱され、翌2004年に正式に発足した。WEPAの活動は5年を
1期としており、2014年4月より第3期の活動が開始されている。

現在13ヵ国（カンボジア、中国、インドネシア、
日本、韓国、スリランカ、ラオス、マレーシア、
ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、ベト
ナム）がパートナー国としてWEPAに参加して
いる。それぞれの国がWEPAの活動の中心と
して指定したフォーカルポイントがその活動
を各国で促進している。

WEPAの活動計画は、毎年開催される年次会合において決定されて
いる。WEPA事務局は活動計画に従って、パートナー国と綿密に協力
し合いその活動を実施している。

インドネシア

韓　国 日　本

フィリピン

スリランカ

カンボジア

ラオス

中　国

ミャンマー

ネパール

タ　イ
ベトナム

マレーシア

アジア13ヵ国の
パートナーシップ
現在日本を含む
13ヵ国が
WEPAに参加

アジア水環境パートナーシップ（WEPA）1



アジア水環境パートナーシップ [WEPA]
第3期  報告書 5

アジアにおける水環境保全の政策実務者（フォーカルポイント）等を中心としたパートナーシップを基礎とし、
次の役割を担う。

水環境管理に関する相互の情報交換・対話を促進し、これを通じたフォーカルポイントのキャパシティビルディング
（実施能力の向上）を行う。

水環境及び水環境管理制度の重要課題を同定するとともに、その解決の実現を支援し、その教訓をパートナー国間
及び関連する国内外の関係者に共有する。

水環境及び水環境管理の重要課題の解決を進めるため、パートナー国間の関係者だけではなく、国際機関や援助
機関等との連携を促進する。

WEPAのミッションは？ 

パートナー国の協力のもと、WEPAデータ
ベースは以下の4種類から構成されている。

政府関連情報データベース
水環境保全技術データベース
NGOとCBOの活動情報データベース
情報源データベース（関連サイトへのリンク）

またWEPAデータベースには、WEPAが開催した
会議やワークショップなどでの発表資料やその他
出版物も含まれている。

WEPAデータベース
－水環境管理のための情報プラットフォーム 

WEPAアクションプログラム

各国において、水環境ガバナンスの改善に向けたより具体的な取組を進めていくため、第3期より、新たに「WEPAアク
ションプログラム」のスキームを導入している。WEPAアクションプログラムは、WEPAパートナー国の具体的な水環境ガ
バナンス上の課題について、その改善のための取り組みWEPAの支援を受けて実施するしくみである。あわせて、課題解
決に向けた実践的な取り組みとしてWEPAパートナー国間で共有することとしている。

WEPAアジア水環境管理アウトルック

アジア地域の水質に関する問題を解決するためには、関係者の間で共通認識を持つことが重要
であることを考慮し、アジア水環境パートナーシップ（WEPA）で蓄積された情報及び知識、並び
に人的ネットワークを活用して、「水環境管理に関するWEPAアウトルック」を3年ごとに作成して
いる。この報告書は、アジア地域の行政官、専門家及び水セクターのその他関係者を対象に、
水環境の現状及び管理の状況に関する最新かつ有益な情報を提供することを目的としている。

ム 

アジアで現在稼働
している排水処理

技術例

技術
データベース

www.wepa-db.net

水環境保全活動・
活動支援事例

NGO・市民活動
データベース

水環境に関連する
webリンク集

情報源
データベース

www.wepa-db.net

水環境の状況
水環境関連法の
枠組 等

政策
データベース



年

2014

月 会議・ワークショップ等の活動

ベトナムとの二国間会合（ベトナム・ハノイ）
第23回国連水と衛生に関する諮問委員会会合に参加（東京）

その他の活動

2015

10

2

11 第11回東南アジア水環境シンポジウム（SEAWE11）（タイ・バンコク）
 - アジアにおける水環境ガバナンスの向上に関するWEPAセッションを開催

第10回WEPA年次会合の開催（スリランカ・コロンボ）
排水管理に関するワークショップの開催（スリランカ・コロンボ）

WEPA第三期の概要に関するパンフレットを発行
養豚場における廃棄物と排水の管理に関するアクションプログラムの計画を作成（ベトナム）

年

2016

月 会議・ワークショップ等の活動

東南アジアにおける家庭排水管理のための水源管理についての会議に参加（名古屋）

その他の活動

2017

7

2

11
第12回東南アジア水環境国際シンポジウム（SEAWE 12）（ベトナム・ハノイ）
 - 地下水汚染管理に関するWEPAセッションの開催
第12回WEPA年次会合の開催（ベトナム・ハノイ）

アジアの養豚排水管理に関するWEPAワークショップの開催（タイ・チェンマイ）

養豚場の排水・廃棄物管理に関するフォローアップスタディーを実施（ベトナム）
産業排水管理のための地下水モニタリングに関するアクションプログラムの計画を作成
（スリランカ）

2015

その他の活動

2016

4

1

年 月 会議・ワークショップ等の活動

第7回世界水フォーラム（韓国・大邱＆慶北） 
 - 公式セッション「水質管理のための枠組強化」にて発表

養豚場の排水・廃棄物管理に関するWEPAアクションプログラムの実施（ベトナム） 

産業排水管理に関するWEPAワークショップ（ラオス・ビエンチャン）
第11回WEPA年次会合の開催（ラオス・ビエンチャン）
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年

2017

月 会議・ワークショップ等の活動

その他の活動

2018

アジア汚水管理パートナーシップ（AWaP）準備会合に参加（ミャンマー・ヤンゴン）

9

12

11 多段型ハイブリッド人工湿地に関するワークショップの開催（ベトナム・ハノイ）

3
第8回世界水フォーラム（ブラジル・ブラジリア）
 - 公式セッション「山から海まで水質を理解する」にて発表
 - 地域プロセスワークショップ「衛生・排水管理の改善に向けて：
アジア太平洋地域における課題と好事例」にて発表

産業排水管理のための地下水モニタリングに関するWEPAアクションプログラムの実施
（スリランカ・ガンパハ地区）
チタルム川の汚染負荷管理に関するアクションプログラムの作成（インドネシア）
WEPAアクションプログラムの作成開始（カンボジア）
WEPAパートナー国におけるオンライン調査の実施

2018

その他の活動

2019

9

2

年 月 会議・ワークショップ等の活動

IWA世界会議・展示会（東京）
- 衛生と排水管理に関わるSDG6.2と6.3の達成に関するワークショップ

分散型排水管理に関するWEPA国際ワークショップの開催（東京）
第14回WEPA年次会合の開催（東京）

チタルム川の汚染負荷管理に関するWEPAアクションプログラムの実施（インドネシア）
産業排水管理のための地下水モニタリングに関するWEPAアクションプログラムの実施（継続中）
（スリランカ）
WEPAアクションプログラムの作成（継続中）
WEPAパートナー国におけるオンライン調査の実施 
水環境ガバナンスに関するアンケート調査の実施

産業排水管理に関するWEPA国際ワークショップの開催（インドネシア・ジャカルタ）
第13回WEPA年次会合の開催（インドネシア・ジャカルタ）

アジア水環境パートナーシップ [WEPA]
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水環境管理の状況分析3

3.1. 概況

水質悪化は、人の健康および健全な経済発展を脅

かす最も喫緊の環境問題の1つであり、多くのWEPA

パートナー国においても依然として深刻な問題となって

いる。WEPAパートナー国では、水質汚染が深刻化す

る地域における対策とその他の地域における今後のリ

スク対策のため、政策及び施策を策定している。

パートナー国の水環境管理の状況は、汚染の期間、

深刻度、原因、社会経済的な背景などの要因により異

なるものの、汚染源対策などについては、基本的かつ

共通した対策が存在する。従って、水環境管理の状況

をレビューし、各国の進捗状況ならびに共通の課題の

把握と、今後のWEPAの活動に向けた知識の共有を図

ることは有益なことである。そのため本要約では、パー

トナー各国の水環境管理の状況と各国に共通する課

題についてまとめる。

3.1.1. WEPAパートナー各国の環境基本法

政策の目的及び目標を明確に定めることが重要であ

る。明確な目標を設定することにより、政府や汚染物

質を排出する施設管理者の対応を検証することが可能

となる。ほとんどのWEPAパートナー国で、持続可能な

開発の基礎として、人の健康、安全な生活環境、環境

保全を定めた基本的な環境法が整備されており、これ

ら政策の目的は、水環境管理に関しても適用されてい

る。水質汚濁の管理に関する政令（カンボジア)、水質

汚濁防止法（日本）、水質浄化法（フィリピン）などのよ

うに、水環境の汚染防止のための個別法（水質汚濁法

や特定の公共水域を保全するための法律）を定めてい

る国の中には、水環境を保全する目的をさらに詳しく

規定している国もある。ミャンマーにはそのような基本

法はないものの、2012年には「環境保護法」が可決さ

れ、2015年には関連する法律・制度を整備する枠組み

を確立することを目的とした「ミャンマー国家水政策」

が採択された。

3.1.2. WEPAパートナー各国の水質環境基準

水質環境基準は、「守るべき水質」の程度を示した

行政目標である。表3.1.1は、パートナー各国の水質環

境基準の設定状況を整理したものである。表から確認

できるように、ミャンマーを除いた全パートナー国が表

層水質基準を設定している。ミャンマーはまだ水質環

境基準を策定していないが、2012年に可決された環境

保護法に基づき審議が行われているところであり、国家

環境基準の策定が進行中である。

3.1.3. WEPAパートナー各国における
水質モニタリング

ネパールとラオスを除くWEPAパートナー国で、定期

的な水質モニタリングが実施されている。ラオスでは、

水質環境のモニタリングがアドホックに実施されてい

る。一方ネパールでは、水質モニタリングが実施されて

いるが、異なる省庁や機関によって行われているため、

体系的な水質モニタリングを実施する体制になってい

ない。公共水域については、中央政府または地方政府

の機関が水質モニタリングを実施している。表3.1.2に、

パートナー国におけるモニタリングの地点数と水質の

評価方法を示す。

パートナー国で採用されている水質の評価方法は、

主に2種類に分類できる。1つは、環境基準と水域の類

型をあらかじめ決めて水質を評価する方法であり、日

本、韓国、フィリピン、タイおよびベトナムで採用されて

いる。この方法では、水質モニタリングの結果に基づ

き、各水域が類型の環境基準を満たしているかどうか

を政府が確認し、その結果を国全体の環境基準達成

率として表している。この評価方法では、用途を基準に
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国 表流水 地下水 海洋・沿岸 出典 

カンボジア 
公共用水域における
水質基準

公共用水域における
水質基準

公共用水域における
水質基準

水質汚濁の管理に関する政令
（第27号, 1999年）

中国 表流水環境基準 地下水質基準 海水質基準
表流水質基準（GB3838-2002）
地下水質基準（GB/T 14848-9）
海水質基（GB3097-1997）

インドネシア 水質基準 水質基準 海水水質基準
政令第82号（2001年）
環境大臣令第51号（2004年）

日本 
水質汚濁に係る
環境基準

地下水環境基準
水質汚濁に係る
環境基準

水質汚濁に係る環境基準
（1971年、 2016年に最新の改正）
地下水環境基（1998年、2012年に
最新の改正）

韓国 
水質及び
水生生態系の
環境基準

水質及び
水生生態系の
環境基準*

水質及び
水生生態系の
環境基準

環境政策基本法に基づく大統領令
（1990年）

ラオス 表流水質基準 地下水水質基準*
ラオスにおける環境国家基準に関する
合意（2009年）

マレーシア 国家水質基準 ** 海水質基準
マレーシア国家水質基準
海水質基準

ミャンマー 

ネパール *** *** ***
ネパール公報
（第10号、2008年6月16日）

フィリピン 水質ガイドライン 水質ガイドライン 水質ガイドライン
水質ガイドライン及び一般排水基準
（2016年）

スリランカ **** **** ****
飲用水基準（SLS614）（2013）
水質環境基準

タイ 表流水質基準 地下水水質基準* 海水水質基準

国家環境委員会告示第8号B.E. 2537
（1994年）
国家環境委員会告示第8号B.E. 2543
（2000年）

ベトナム 
表流水質に関する
国家技術基準

地下水質に関する
国家技術基準

沿岸水質に関する
国家技術基準

QCVN 第08（MT2015/BTNMT）
表流水質に関する国家技術基準
QCVN 第09（MT2015/BTNMT）
地下水質に関する国家技術基準
QCVN 第10（MT2015/BTNMT）
沿岸水質に関する国家技術基準

表3.1.1. パートナー各国の水質環境基準整備状況

* 飲料用の地下水については、飲料用地下水質基準が制定されている
**地下水の水質基準が制定されていないが、地下水の状況は保健省が定める飲料用水質国家ガイドライン（2000年12月改正）に基づき確認している。
***ネパールについては利水別の水質基準が制定されている（飲料用、灌漑用、畜産、工業等）。
****スリランカでは、対象カテゴリ（飲用水、簡易処理で問題の無い水源、一般処理が必要な水源、海水浴およびレクリエーション、魚および水生生物、灌漑および
農業、最低限の水質）に従って水質が評価される。2018年時点で、最初の水質環境基準と分類は既に承認されており、発行の手続き中である。
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国
モニタリング地点数

水質評価方法
河川 湖沼 地下水 沿岸

カンボジア 10 2 不明 5

中国 2,424 343 6,124

147,940km2
（春季）

135,420km2
（夏季）

モニタリング結果及び環境基準に基づく
モニタリング地点の類型化
（表流水、海域、地下水）

インドネシア 598 不明 不明 不明 公共用水域における環境基準達成率（表流水）

日本
3,934a

4,578b

1,783c

401a

477b

168c

3,196d

818e

4,313f

1,060a

2,054b

293c
公共用水域における環境基準達成率
（表流水、海域、地下水）

ラオス - - - - 不明

マレーシア 904 90 105
151（沿岸域）
  76 （汽水域）

モニタリング結果及び水質インデックス（WQI）に
基づくモニタリング地点の分類

ミャンマー - - - - 不明

ネパール - - - - 不明

フィリピン 172 42 - 28 公共用水域における環境基準達成率及び達成率
に基づく公共用水域の格付け（表流水、海域）

韓国 1,745 191 3,353 不明 公共用水域における環境基準達成率
（表流水、地下水）

スリランカ - - - - 不明

タイ 600 35 620 221
モニタリング結果及び水質インデックス（WQI）に
基づくモニタリング地点の分類

ベトナム 522 - - 145 公共用水域における環境基準達成率

表3.1.2. WEPAパートナー国におけるモニタリング地点の数と水質の評価方法

（a）は人の健康の保護に関する水質汚濁に係る環境基準（環境項目）、（b）は生活環境の保護に関する水質汚濁に係る環境基準
（生活環境項目）、（c）は水生生物保全の観点からの水質汚濁に係る環境基準（水生生物保全環境基準）、（d）は概況調査、
（e）は汚染井戸周辺地区調査、（f）は継続監視調査　（a-c: 2016, d-f: 2017）

（出典：参考文献参照）

した水域の類型化も行っている。

2つ目の評価方法は、水質モニタリングの結果と環

境基準の分類に基づいて水域の類型化を行うものであ

る。例えば中国では、河川の地点を環境基準で規定さ

れた6つの類型（I、II、III、IV、V及びV以下）に分類して

いる。マレーシアおよびタイでは、環境基準の類型の

代わりに、水質インデックス（WQI）を採用している。

3.1.4. 排出基準と遵守状況

ミャンマーを除いたWEPAパートナー各国では、国に

よって異なる産業排水基準を設けている。中国、ラオ

ス、ネパール、スリランカ、タイ、ベトナム等では産業別

に設定されているが、カンボジアでは汚染源の環境脆

弱区域又は生態系保全区域までの近さによって決めら

れている。日本や韓国では、汚染物質の濃度による排

水規制に加えて、特定の水域について汚染物質排出

の総量規制制度が導入されている。インドネシアでは、

水環境管理のさらなる強化に向けて、一日当り最大負

荷量規制制度（TMDL）の方法を策定中である。ミャン

マーには産業排水の基準はないが、ガイドラインは存

在する。WEPAパートナー13ヵ国のうち、8ヵ国は農産
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図3.1.1. 特定のWEPAパートナー国における産業排水に関する基準遵守状況 （出典：参考文献参照）

業の排水基準を設けている。

排水のモニタリングは基準の遵守度合を確認する上

で必要である。汚染源や排水処理施設の所有者又は

管理者が排水の水質をモニタリングする義務を負って

いるが、すべての国で包括的になされているわけではな

く、さらに、モニタリング結果が所定の機関に提出され

ていないこともある。カンボジアやスリランカでは、高

濃度の排水を排出している疑いがある事業者に対して

中央政府がモニタリングを実施している。一方韓国で

は、一定流量を超えて排出する汚染源（工場および生

活排水処理施設を含む）に対しては、テレメーターシス

テムによる排水の一括監視が進められている。マレー

シアでは、事業者がウェブサイトを通して自主的に排水

のモニタリング結果を報告するオンラインシステムが導

入されている。日本では、2010年の水質汚濁防止法の

改正により、排水モニタリング結果の記録保持が義務

付けられた。WEPA事務局が実施した最近の調査によ

れば、産業排水基準の遵守率は国によってばらつきが

あり、日本および韓国は100%、カンボジアは90%、イン

ドネシアは87%、スリランカは82%、マレーシアは99%、

フィリピンは75%であった（図3.1.1）。

全WEPAパートナー国が、未処理または部分的にし

か処理されていない産業排水による汚染を防止または

軽減する法律を整備している。それら現行法の実施に

は、立ち入り検査、行政指導、罰則等の様々な施策が

導入され、産業排水が排水基準を満たすようにしてい

る。例えば、ベトナムで導入されている産業排水への

環境保護税といった経済的な手法は、汚染者が汚染

物質または発生量によって課税されることになっている

（MoEJ, 2018）。遵守違反対策において、立ち入り検

査と罰則は重要な役割を担っている。

一部のWEPAパートナー国では、別の施策により各

産業に規制遵守を奨励している。例えば日本では、法

令で定められている排水基準を満たすことが難しい一

部の業種に対して、一定期間の間に排水基準を満たす

ための技術的な改善を促すため、排水基準より低い暫

定的な基準を設けている。マレーシアでも、建設中又

は改善中の処理施設に対して、排水基準の遵守をある

一定期間免除する緩やかな政策を導入している。イン

ドネシアでは、水質汚濁管理評価及び格付（PROPER）

制度を立ち上げ、事業者の環境パフォーマンスを公表

することで、事業者が排水基準や環境法令を遵守する

ように促している。

3.1.5. 制度的措置

一般的には環境関連の省庁が環境汚染管理を担っ

ているが、水質管理における中央政府と地方自治体の

役割分担のあり方は、WEPAパートナー国によって異な

る。通常、国が法律および政策を策定したり、全体目

標やルールを設定し、自治体がこれを実行する。自治

体がその地域の水環境管理を所管している国が多い。

さらに、WEPAパートナー各国で流域管理の考え方が

水環境管理において徐々に広まっている。例えばベト
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ナムでは、3つの大きな河川の流域において、水質も対

象とした流域レベルの管理計画が進行中である。フィリ

ピンでは、（水質浄化法の下）「水質管理地域」が形成

され、行政区域単位毎ではなく、水文単位毎に指定さ

れている。流域管理の考え方を導入して水域の水質改

善をさらに図るためには、ステークホルダーの参加と意

識の向上が必要である。管理の重複と制度的調整は、

WEPAパートナー各国における水環境管理上の主要課

題の一つである。中国は2018年、生態環境部を新設

して生態系と環境の保護における管理の重複の解消と

制度的調整の強化を図った。

3.1.6. 排水管理に関するデータの整備状況

排水量と排水処理に関するタイムリーで信頼できる

データは、良い水ガバナンスを保証するために、根拠

に基づく意思決定を行う上で重要な役割を果たし、水

と衛生に関するSDGの目標を効率的にモニタリングす

ることにつながる。しかしながら、日本、韓国、フィリピ

ンを除くWEPAパートナー各国では、水の包括的な評

価が実施されてきていない。WEPA事務局が2019年に

実施した調査によると、日本、韓国、フィリピンを除く

10ヵ国においては、排水量と処理状況に関するデータ

は整備されていないか、整備されていても一般に公開

されていないことが判明した。

WEPAパートナー国の大半は、水質環境基準のモニ

タリング情報を開示する方針を有している。中国、日

本、韓国、マレーシア、タイ、ベトナムなどの多くのパー

トナー国では、水質環境基準モニタリングの結果を環

境報告書によって公表している。中国、韓国、タイ、ベ

トナムなど一部の国では、モニタリング地点から自動的

に送られるリアルタイムの水質の状況がウェブサイトで

公開されている。

3.1.7. 最近の動きと今後の課題

過去10年にわたり、WEPAパートナー各国において

水環境管理システムを強化する試みがなされてきた。

『アジア水環境管理アウトルック2018』（WEPAアウト
ルック2018）（http://wepa-db.net/3rd/jp/publication/2018_

outlook/wepa_outlook_report_2018_ja.pdf）では、WEPAパー

トナー各国の主な動向を次のように整理している。

i. 排水基準の設定や改正などの排水管理が強化され

ている。

ii. 中国、日本、韓国では濃度規制を通じた排水管理に

加えて、全国もしくは特定流域を対象とした総量規

制制度（TPLC）を適用している。

iii. インドネシア、タイなど一部の国では、水環境管理の

強化に向けてTMDLの導入に取り組んでいる。

iv. 制度の再構築による調整の強化と管理の重複の解

消。例えば、中国は汚染防止と生態系保護を幅広く

所管する生態環境部を新設した。所管事務は、土壌

と地表下、沿岸と水、陸地と海、都市部と非都市部、

一酸化炭素と二酸化炭素などを含んでいる1。

v.  生態系保全への配慮。

WEPAアウトルック2018では、アジア地域の水環境

管理の課題を次のように整理している。

i. 法令の不備、実施の手続きに係る細則の欠如：規則

やガイドラインが整備されていないことにより、事業

者によって排水モニタリング手順や分析手法が異な

るため、水質データの評価の信頼性と比較可能性

が低下する。そのため、遵守違反を証明する上で障

害となっている。

ii. 関係省庁間の調整不足：（環境や産業を所管する）

複数の省庁が水環境管理を所管しているため、責

務の重複、不十分な調整、および利害の衝突が生

じている。

iii. 信頼性の高い情報・データの整備とアクセス：産

業別排水に関する情報（業種の数と種類だけでな

く、排水量と水質データも含む）が不十分である。

WEPAパートナー国の大半は、分析機関の能力や、

サンプリングおよび分析の標準的な方法が欠如して

いるため、排水の水質データの信頼性も課題となる。

iv. 人材不足：WEPAパートナー国の大半で、水環境管

理を所管する国及び自治体の機関で人材（人材数

と実施能力）が不足しており、規則施行上の障害と

なっている。

v. 予算不足：法令遵守状況を確認するための水質モ

ニタリングの実施、またデータベースやインベントリ

の構築に予算が必要とされている。

1 生態環境部（The Ministry of Ecology and Environment, 2015-2016）の情報から一部更新（参考文献参照）



アジア水環境パートナーシップ [WEPA]
第3期  報告書 1313

図3.2.1. 「投棄地点」に廃棄される回収済み腐敗槽汚泥
（インドネシアのバンドンにて） （出典：Bao, 2018）

3.2. 生活排水と腐敗槽汚泥管理

アジア太平洋地域では、人口増加、都市化、工業化、

さらに食肉のように生産に多くの水を要する食料への

シフトを含む消費行動の変化が急速に進行している。

それにより水需要が急増し、多くの国で水インフラに大

きな負荷がかかっている。そのため、排水の量および汚

染負荷量が継続的に増加している。さらに本地域では

相当な量の排水が適切に処理されることなく排出され

ている。推定によると、当該地域で発生する排水量の

85%から89%が未処理のまま、あるいは腐敗槽などの

簡易的なオンサイト衛生施設による部分的な処理のみ

で水域へ排出されており（Kuyama, 2017）、内陸およ

び沿岸の生態系ならびに飲料水源に相当な悪影響を

もたらしている。

3.2.1. パフォーマンスの悪い腐敗槽が
都市部で大きく普及

アジア地域の途上国は、排水管理の効果的な実施

において、特に農村部の衛生施設の改善率の低さや、

不十分な下水道網、不十分な下水・汚泥処理施設と

いった、共通の課題を有している。とりわけ東南アジア

のWEPAパートナー国は、腐敗槽およびその他の安価

なオンサイト衛生施設（通気改良型ピット式トイレ、二

槽式掘り込みトイレ、バイオトイレ、二槽式注水水洗ト

イレ等）に依然として大きく依存している。報告による

と、都市部で腐敗槽を使用している世帯の割合は、ベ

トナムで88%、タイで83%、フィリピンで72%、ラオスで

58%、インドネシアで63%、カンボジアで44%となってい

る（WHO and UNICEF, 2017）。

腐敗槽の設置数は今後増加すると予測される。衛

生施設として腐敗槽を設置することは、何も設置しない

場合と比較して改善となるものの、腐敗槽の設計や組

み立て、維持管理の面で改良の余地が多くある。また、

腐敗槽は水質保全に対する貢献度が低いことが問題

視されている。これは、大半の地域において腐敗槽は

汚水しか処理せず、家庭雑排水は未処理のまま直接環

境に排出されるため、近隣の水環境に極めて大きな悪

影響を及ぼしているからである。複数の研究結果による

と、こうした国においては、処理効率が30%から60%と、

曝気を伴う集中型下水処理よりも低いことが確認された

（MOEJ, 2015）。WEPAパートナー各国において腐敗

槽は広く普及しているものの、設計、組み立て、運転及

び維持管理を適切に行うための政策や法的・制度的

な枠組みが不備な国がほとんどである。例えば世界銀

行（2015）の推計によれば、汲み取り清掃を一度も実

施していない腐敗槽の割合は、ベトナムで75%、インド

ネシアで66%だった。

3.2.2. 腐敗槽汚泥管理の欠如

オンサイト施設である腐敗槽に発生する汚泥（以下

「腐敗槽汚泥」という）が回収されることはまれであり、

回収されても不法に投棄されたり、処理が不適切また

は不十分なまま環境中に排出されることが多い。腐敗

槽汚泥が安全な方法で処分または処理される割合は、

国・地域によって大きく異なり、インドネシアで4%、（マ

ニラ首都圏を中心に）フィリピンで10%、ベトナムで4%

（World Bank, 2013）、スリランカのヌワラ・エリヤで1%

未満、タイで30%（AECOM & SANDEC, 2010）となっ

ている。多くの場合、腐敗槽汚泥は中央政府や地方自

治体にとって優先順位が低く、インドネシア、フィリピン、

タイ、ベトナムなどのように民間業者によって管理され

ていることが多い。例えばインドネシアでは、1990年代

以降、150以上の腐敗槽汚泥処理施設が建設された

が、効果的に汚泥の汲み取りがなされないため、処理

施設の多くは稼働を停止しており、さらに現在稼働して

いる10%の処理施設においても十分な機能を果たして

いない（World Bank, 2016）。



アジア水環境パートナーシップ [WEPA]
第3期  報告書1414

都市下水道設備
集中型排水処理

複雑さ増大

屋外排泄

オンサイト
処理施設

分散型

集中型

通気改良型ピット式トイレ、汲み取り式便所

分散型排水処理（例：嫌気性バッフル反応槽）

簡易下水道
集落分散型システム（例：インドネシアSANIMAS）

コ
ス
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大

図3.2.2. オンサイト施設と集中型施設のギャップを
埋める分散型排水処理施設 （出典：（WSP, 2013）より改変）

3.2.3. 生活排水と腐敗槽汚泥の管理不足

生活排水と腐敗槽汚泥の管理不足により、WEPA

パートナー各国の多くの主要な河川および湖沼が、主

に有機性の汚染物質や栄養塩（窒素、リン）などで汚

染されている。例えばインドネシアでは、全国の河川か

ら採取した試料で実施した分析において、大半の分析

項目で国の水質基準を上回っており、生活排水と腐敗

槽汚泥の管理不足が河川の深刻な汚染を招いている

ことが判明した。インドネシアの都市部では、半数が

日常生活に地下水を利用しているが、その地下水の約

70%が腐敗槽からの漏出を原因とする細菌によって深

刻な汚染を受けていると推測されている（World Bank, 

2013）。

不十分な下水設備による水質汚濁は、環境と人の

健康に影響を与えるだけでなく、極めて大きな経済的

インパクトも伴う。インドネシア、フィリピン、ベトナム等

の東アジア太平洋地域を対象に世界銀行が実施した

研究によれば、不十分な下水設備による水質汚濁が

社会経済、生態系および環境に対して大きな悪影響を

及ぼしていることが判明した。上記3カ国の経済的イン

パクトでいえば、損失総額は推定85億米ドルとされて

おり、現在も増加している。その内訳を見てみると、イ

ンドネシアが63億米ドル（対GDP 2.3%）、フィリピンが

14億米ドル（対GDP1.5%）、ベトナムが7億8,000万米ド

ル（対GDP1.3%）となっている（World Bank, 2008）。

3.2.4. 集中型排水処理の限界

ラオス、カンボジア、ミャンマー、ネパール、ベトナム、

スリランカ、およびインドネシアの都市排水は、主に従

来の集中型排水処理に依存しており、処理率は35％と

未満と依然として低い。その一方で、中国、マレーシア、

タイなどの新興国の都市下水処理率は60～80%となっ

ている。韓国と日本ではさらに高く、90%を超えている

（Bao and Kuyama, 2013）。農村部の排水処理率に

関しては、日本、マレーシア、韓国を除く大半の国で都

市部より大幅に低い。途上国が生活排水処理率を先

進国並に高めようとすると、集中型排水システムの建

設・運営・維持を要し、時間、継続的な投資、キャパ

シティビルディング、および巨額のインフラ建築が必要

となる。これが必ずしも経済的または環境的に実現可

能な選択ではないことから、従来の集合排水管理に代

わる解決策が検討されている。その有望なアプローチ

として、分散型排水処理施設（DEWATS）がWEPAパー

トナー各国の注目を集めている。

分散型排水管理の推進派は、先進国から輸入され

ることの多い先進技術を活用した従来の大規模な集中

型排水処理施設は、アジアの多くの途上国の実現可

能性と費用対効果を考慮しないため、成功しないケー

スが多い、と主張する。急速な人口増加と都市化が進

んでいる国で、適切な排水処理施設の不備に直面して

いる東南アジアの途上国にとって、分散型排水管理が

実行可能な代案となっている（図3.2.2）。

分散型排水処理施設（DEWATS）に対する関心が高

まっているのは、長期的に処理費用を減少させ、環境

への影響を抑制し、排水の再利用を促進する可能性

があるからである（Daigger, 2009; Nhapi, 2004）。日本

では、集中型の下水道網の整備は、下水処理場その

ものの建設の5倍のコストがかかることがある。他方、

分散型排水処理施設は下水道のコストが大幅に低下

し（図3.2.3）、さらに嫌気性処理技術を活用した場合、

処理装置のコスト削減も可能である。分散型排水処理

施設の可能性を最大に発揮できるのが、低所得者層

が居住する郊外および農村部であり、インドネシア、マ
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図3.2.2. インドネシアのバンドンでコミュニティ組織が設置・管理する嫌気性分散型排水処理施設の例

3.3. 産業排水管理

WEPAパートナー国で進行している急速な人口増加

と経済成長によって、産業排水の排出量とこれを処理

するインフラの利用可能性に大きなギャップが生じてい

る。この状況は、水質汚濁の大きな原因の1つとして、

環境と人の健康に深刻な脅威となるだけではなく、ガバ

ナンスにとっても大きな課題となっている。特に途上国

における排水の処理と管理における主な課題は、モニ

タリングデータの不足（特に中小規模産業）、処理イン

フラの不足、そして厳格な施行の欠如である。WEPA

パートナー国の大半が、ここ10年で排水・腐敗槽汚泥

の処理および管理を大きく進歩させたが、日本、韓国、

中国を除き、依然として相当量の産業排水が「行方不

明」となっており、適切な処理を経ずに周囲環境に排出

されている（MoEJ, 2018）。また、産業排水とその処理

の市場規模は、東南アジアだけでも2020年には40億

米ドルを超えると見られており、その中でも市場の規模

が最大なのがインドネシアで、市場の成長率が最大な

のがフィリピンである（ADB, 2016）。WEPAパートナー

国の産業にとって、汚泥と排水の管理は、インフラの不

足、脆弱なガバナンス、国民の意識の低さ、ならびに

人材不足によって、依然として課題となっている。

国別（WEPA全13ヵ国）の産業排水管理状況と今後

の課題・展望を以下にまとめる（WEPA Website）。

1 カンボジア：所管の省庁が調査を実施した

1,144の事業者のうち、約10%が排水基準を満

たしていなかった。調査後、99の事業者の事業所にお

いては軽微な不備の改善が見られたが、10の事業者は

環境省の排水基準の遵守を怠ったために法に基づく命

令が発出され、処罰を受けた。政府は、排水の処理・

管理に関するガイドラインを整理することで水質汚濁

管理における規制の改訂努力を強化したり、能力強化

に取り組んでいる。

レーシアおよびフィリピンのマニラ市での事例研究がこ

のことをよく示している。さらに日本でも広く活用されて

おり、排水の処理と再利用を住宅区域で実施する近

代的な処理技術を活用した分散型排水処理施設が約

2,500存在している（Yamagata et al., 2012）。分散型

排水処理施設は、腐敗槽などのオンサイト施設と集中

型処理施設のギャップを埋めるものとする見方が強い。

嫌気性の分散型排水処理施設はあらゆる地域の問題

を解決する普遍的な解決策ではなく、未だに汚泥管理

や排水の水質の問題を残すが、多くのアジア諸国にお

いて効果的な生活排水管理を実現する有望な解決策

と見られている。

万能薬的な解決策はないため、どのような技術を選

択するにしてもその地域の実情を考慮する必要がある。

特に途上国においては、技術的要因、社会文化的要

因、消費者の負担能力や支払い意欲などの制度的・経

済的要因だけでなく、費用対効果、エコ、社会的・技

術的な受け入れ易さ、高い信頼性、維持管理が容易な

技術等を考慮すべきである。
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2 中国：政府は、2015年に水質汚濁防止管理行
動計画を発出し、それに伴い、一日あたり10

百万m3の処理能力を有する産業排水処理施設を工業

地域にいくつか建設した。一日あたり100m3以上の排

水量がある事業者から環境に排出された総COD量は、

一年あたり172,414トンであった（MEE, 2017）。

3 インドネシア：2017年から2018年にかけて、

1,872事業者を水質汚濁管理評価及び格付

（PROPER）制度で評価したところ、13%の事業者で環

境規制が遵守されていないことが判明した。小規模の

事業者・企業を対象にした汚染防止政策が整備され

ていないことと、排水処理施設の処理能力が不十分な

ことが、河川水域の深刻な汚染の原因となっている。イ

ンドネシア政府はこの問題を優先課題として取り組んで

おり、様々な規則・政策の実施・改訂を行っている。例

えば、排水処理の改善のため、排水の水質基準に関す

る5ヵ年命令を環境省が2014年に出した。

4 日本：政府の水質汚濁防止法の施行と、地方

自治体が制定する上乗せ基準により、大部分の

ステークホルダーが、水域へ排出する排水への責任を

自覚している。毎年のべ約4万の立ち入り検査が実施

されており、これまで既存の処理施設に対して10件の

改善命令が発出され、排水基準違反が確認されたの

は数件のみであった。現在重要性が高まっているもの

は、a）閉鎖性水域の水質改善、b）臨海地区の改善、c）

排水管理における気候変動の影響の考慮である

（MoEJ, 2019）。

5 ラオス：62もの流域があるものの、未処理の産

業排水の定期的な流出、および脆弱な法令とガ

バナンスにより、ほとんどの地表水の水質が急激に悪化

している。主な課題としては、定期的なモニタリングの

欠如、粗末な政策執行、排水処理インフラに対する予

算不足が挙げられる。

6  マレーシア：ここ10年間の大きな進歩により、

2014年に検査を受けた11,410の事業者の約

99%が、産業排水の排出に関する環境規制を遵守して

いた。しかし、河川で特定された主な汚染物質は、

BOD、アンモニア性窒素および浮遊物質であり、工業

セクターからの排出割合はそれぞれ11%、5.7%、12%で

あった。政府は、オンラインのモニタリングと報告により

自主規制を促す産業排水処理システム（IETS）を活用

し、パフォーマンス・モニタリングを導入している。

7 ミャンマー：ミャンマーの悪い水環境の主な要因

は、急速な工業発展に追いつかないモニタリン

グ能力、インフラ整備、ステークホルダー間の調整であ

る。したがって、政府は重点課題として行政およびガバ

ナンスの能力強化に取り組んでいる。

8 ネパール：産業の成長率は極めて低いにもかか

わらず、排水管理施設や政策・規制の不備によ

り、水域の汚染が深刻である。カトマンズのバグマティ

川の汚染が最も進んでいることから、政府はカトマンズ

渓谷の排水管理を優先することを検討している。

9 フィリピン：DENR-EMBの年次報告書（DENR, 

2016）によれば、調査を受けた全事業者のわず

か半数ほど（マニラ湾で45.4%、全国で50%）しか、

DENRの排水ガイドラインを遵守しておらず、不十分な

排水処理施設と脆弱なガバナンスがその主な要因で

あった。政府としては、処理施設の処理能力の強化を

通じてこれに対処している。また、一般排水基準違反

は、公害裁定委員会が所管し、遵守していない場合の

罰則と最悪の場合は工場閉鎖を科す操業中止命令を

発出する。

10 韓国：92%の事業者が環境排水規則を遵守し

ている（MoEJ, 2018）が、さらなる表流水の水

質の向上と水生生態系の保全のため、韓国政府は、

水質項目の数を現在の20（2012年）から2025年まで

に35に増やす計画である。計画されている新しい水質

項目には、PPCPs、農薬、マイクロプラスチック、ナノ物

質、POPs、その他の微小汚染物質が含まれる。

11 スリランカ：2018年現在、調査を受けた23,495
の大中の事業者で、国の排水ガイドラインを遵

守している割合は85%であった。他方、小規模事業者

の大半において、財政的な制約から排水の処理および

排出に関する定期的なモニタリングデータが得られて

いない。主な水域を対象としたモニタリング計画の実

施、所管当局による適切な行政指導、調整の向上に向

けた官民パートナーシップの整備などが現在検討され

ている。
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国名 産業排水管理を所管する規制機関 産業排水管理関連の法令・政策・ガイドラインを巡る最近の動向

カンボジア 汚染管理局
水質土壌質管理課 排水処理施設の管理と及び国と地方レベルの調整の向上

中国 生態環境部（MEE） 排水排出基準の厳格化と遵守違反の罰則を重視した
新しい環境保護法

インドネシア 環境省 産業排水の水質ガイドラインの厳格な実施
水質環境モニタリング及び遵守違反の罰則の執行

日本
国土交通省
環境省
政令指定都市

環境基準の厳格化
排水基準の厳格化
民間企業規制

ラオス
商工省
県通信運輸郵便建設局
県知事が管轄する市特別委員会

国家環境基準の改訂
水・排水資源管理法の改正
厳格な産業排水排出規則
産業処理法の導入

マレーシア 環境局 国家水質環境基準の改訂
産業排水の河川・陸地への排出に関する基準の改訂

ミャンマー 市開発委員会
工業省

国家環境ガイドラインの採択
国家水政策の採択

ネパール
エネルギー水資源灌漑省
環境局
水エネルギー委員会事務局

きれいな環境への権利に関する厳格な施行（排水基準遵守と
遵守違反の場合に被害者への補償を事業者に義務づけ）

フィリピン 地方自治体、内務地方自治省
環境天然資源省

産業別の水質基準および排水基準の改訂
排水基準遵守違反の罰則と賠償責任の導入

韓国 環境省 水質・排水基準項目の増加
水質モニタリングの強化

スリランカ
水エネルギー委員会事務局
水資源委員会
国家給水排水公団

排水排出基準の改善を目的としたEIA、EPL、WML等の
規制手段の導入

タイ 科学技術環境省
工場局

皮革加工、パルプ・紙関連の特定事業者を対象にした
排水規制基準の策定
産業排水規制の法的・経済的施策の計画策定

ベトナム 科学技術環境省
都市環境公社

厳格なモニタリング、排水基準遵守違反に対する罰則と賠償責任の導入
排出規制を目的とした環境保護法の強化

表3.3.1. 産業排水管理に関する主要な規制機関と、排水の処理・管理の向上に向けた
政策・枠組みに関する最近の動向

12 タイ：水域を汚染する固定発生源の約33%が
産業排水であると報告されている。また、排水

の処理と管理に関する法律を遵守している事業者の割

合は約48%に過ぎない。現在の主な課題は、工業地帯

の排水基準の欠如である。

13
ベトナム：2016年から2017年の間に、ベトナム

の三大流域に位置する3,225の産業施設で、排

水の処理と管理に関して検査を行った。939の施設が、

環境排水規制を遵守しておらず、違反の程度に準じて

罰金が科せられた。また、事業者の排水基準遵守違反

を抑制するため、いくつかのモニタリング地点でのモニ

タリング頻度の増加を図っている。

主要な規制機関とその政策・ガイドラインに関する

最近の動向を表3.3.1にまとめた。

まとめと今後の展望

多くのWEPAパートナー国が抱える排水管理に関す

る共通課題は、a）排水や腐敗槽汚泥の処理と管理に

関する先進的なインフラ不足、b）インベントリデータ

と情報の不足、c）排水管理の主な担い手間の調整不

足、d）適切な法執行メカニズムの不足、である。

この文脈において、WEPAがこれらの国に提供する知

識・経験共有プラットフォームは、排水管理システムの
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改善に必要な措置をタイムリーに実現する上で中心的

な役割を果たしており、最終的には水環境の再生に貢

献する。本報告書のセクション5で言及しているように、

WEPAは、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向け

た進捗状況を把握する上で、重要な役割を担うことが

ますます期待されている。

3.4. 地下水の汚染防止

3.4.1. 地下水汚染の状況 

地下水は、給水における依存度が高いWEPAパート

ナー各国や多くの都市にとって重要な水源である。例

えば、タイでは、生活用水や工業用水の30%以上を地

下水で賄っており、中国では、都市の60%以上が地下

水を飲料水として利用している。地下水汚染の主な原

因は、生活排水や産業排水の未処理のままの排出、農

地からの農薬および有機廃棄物の浸出、廃棄物の不

法投棄、並びに不衛生な衛生習慣である。また、地質

由来ヒ素、鉄、フッ化物、および塩水の浸入も、WEPA

パートナー各国における地下水質管理の課題となって

いる。さらに、地下水汚染は、鉱業活動や特定工業環

境からの浸出とも関連している。中国では、2017年に

おいて、地下水で基準値超過が見られた主な指標は、

全硬度、全溶解固形分、鉄、マンガン、窒素、フッ化物、

硫酸塩および塩化物であり、いくつかのモニタリング地

点では、ヒ素、六価クロム、鉛、水銀といった重金属類

の基準値超過があった（MEE, 2017）。日本では、硝酸

塩/亜硝酸塩、ヒ素、フッ化物、ホウ素、トリクロロエチ

レン、クロロエチレン、鉛、テトラクロロエチレン、および

カドミウムが地下水から検出された（MoEJ, 2017）。カ

ンボジアとフィリピンで共通の問題は糞便大腸菌群で

ある。環境管理局のタップウォッチプログラムを通して

評価されたフィリピンの地下水質は、糞便大腸菌群の

値が、88か所の浅井戸のうち27か所で飲料水基準を

超えて検出された（MoEJ, 2018）。

中国、日本、ラオス、ネパールの一部の地域では、ヒ

素の限度超過が確認され、ミャンマーとベトナムの一

部の地域では、塩分や塩水侵入への懸念が高まってい

る（MoEJ, 2018）。ベトナムの南中部、ドンナイ省、メ

コンデルタ等の沿岸域では、地下水の塩水化の問題

が顕在化している。汚染された地下水の処理には多大

な時間と資金が必要になることから、地下水汚染は多

くのWEPAパートナー国にとって深刻な問題となってい

る。帯水層と汚染の経路は肉眼では見えないという性

質から、地下水のモニタリングや評価には相当な困難

が伴う。

3.4.2. 法的枠組み

WEPAパートナー国の大半では、地下水の汚染防止

に対して単数又は複数の法的枠組みで対処している。

中国では、地下水汚染防止のための主な法令として水

質汚濁防止管理法が設けてあり、水質汚濁防止管理

アクションプランで汚染管理に関する具体的な方策を

示している。インドネシアの地下水の保全を規定する

法的枠組としては、憲法（2009年第32号）、個別の政

令（2008年第43号、2014年第69号、2015年第121
号）およびエネルギー鉱物資源省令（2000年第1451
号）がある。日本では、水質汚濁防止法と土壌汚染対

策法に加え、廃棄物、化学物質、大気汚染等に関わる

他の法律が地下水汚染と関連している。韓国では、地

下水汚染防止として地下水法を定めており、水質汚染

度の測定、水質の検査方法、および措置を概説した施

行令を定め、地下水汚染防止を呼び掛けている。

3.4.3. 制度的取り決め

WEPAパートナー各国では、様々な省庁等が地下水

汚染を所管している。インドネシアでは、複数の省庁・

機関が地下水汚染防止を所管しており、組織間の調整

が大きな課題となっている。日本で地下水汚染を扱う

主な省庁は環境省である。韓国では、国土交通省と環

境省が地下水法の執行を命令することができる。タイ

で地下水汚染を主に所管しているのは、地下水資源汚

染防止局である。

WEPAパートナー各国は、地下水汚染の防止に対し

て様々な戦略を採用している。中国では、主な事業者

に対する地下水環境の監視と管理の強化を通じて、地

下水汚染の防止および管理が重視されている。これに

は、関連企業とその周辺における地下水環境の安全性

リスクを定期的に評価することが含まれている。具体的
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には、石油精製業者、コーク生成業者、鉄金属の製

錬・圧延加工業者など、重金属などの有毒・有害汚染

物質を排出する事業者を対象に、地下水を汚染した事

業者を公表するとともに、深刻な地下水汚染の事故を

引き起こした事業者については、操業を停止している。

地下水汚染防止国家計画（2011～2020年）によると、

中国は石油化学事業者による地下水汚染の防止につ

いても特別な施策を実施している。施策の内容は、各

施設の廃棄物の回収・保管・処理・処分の漏出防止

対策や、飲料水源保護区域周辺の石油・ガスパイプラ

インの敷設禁止などである。同様に、2012年以降に新

設、改修または増築された地下油槽については、二層

式構造にするか、漏出防止タンクを併せて設置するこ

とが義務づけられている。日本では、水質汚濁防止法

に基づき、地下水汚染を抑制するため、防止・修復・

自己管理アプローチを取っている。防止については、有

害廃棄物の取り扱いや保管を規定し、地下への漏出を

防止している。修復については、偶発的な漏出が発生

した際に取るべき対策、並びに汚染者に対して地方自

治が発出する修復命令について規定している。タイで

は、リスク管理、規制、及び汚染箇所の浄化を採用し

ている。リスク管理については、地下水汚染の通知を

行い、井戸の清掃を推奨し、代替的な水供給を整備し

ている。規制については、地下水や土壌の汚染に関す

る基準を設定しており、汚染や修復後の定期的なモニ

タリングが含まれている。リスク評価、被害評価および

修復に関するマニュアルやガイドラインも存在する。

3.4.4. モニタリングおよび検査

WEPAパートナー各国では、地下水モニタリングの体

制を整備している。日本の場合、観測井でのベースライ

ン・モニタリングが実施されており、もし、ある観測井

で汚染が発見された場合、その周辺地域で詳細なモニ

タリングが実施される。汚染された観測井では、経時

的な汚染の変化を把握するため、事後モニタリングを

実施する。マレーシアで地下水のモニタリングを実施し

ているのは、鉱物・地球科学局（JMG）、環境局（DOE）、

地方議会、水関連機関、大学（特別事業）、天然資源

環境省水文研究所（NAHRIM）（研究とモデリング）な

どである。JMGによる地下水モニタリングの目的は、環

境（バックグランド）の水質と地域の水質の動向の把

握、規制条件の遵守、地下水への排出を行う施設によ

る汚濁・汚染の影響の把握、特定の活動が地下水環

境に与える影響の検討、並びに汚染の兆候に関する早

期警戒情報の提供である。環境局（DOE）による地下

水質モニタリングの目的は、国内の地下水質の状況の

把握、地下水質基準の策定、対策を必要とする箇所

の特定、並びに汚染地域に指定された場所における浄

化措置の始動である。タイでは、土壌地下水汚染防止

に関する工業省令（B.E. 2559年［2016年］）において、

事業主に対して土壌及び地下水のサンプルを採取し、

汚染（特にVOC、重金属、農薬・殺虫剤）を基準値以

下で管理することを求めている。初回のサンプル採取

は本省令の施行後180日以内に実施し、そのモニタリ

ングから180日以内に報告書を作成しなければならな

い。その後の180日以内に2回目のサンプル採取を実施

し、120日以内にその結果をまとめた報告書を提出す

る。基準値を超えた汚染が検知された場合、当該の事

業者は180日以内に浄化対策を策定・実施しなければ

ならないとされている。

3.4.5. 課題と今後の展望

WEPAパートナー各国は、地下水汚染の防止につい

て課題を抱えている。スリランカでは、産業活動による

地下水汚染が大きな問題となっており（MoEJ, 2018）、

中央環境庁（CEA）がWEPAアクションプログラムで取

り組むまでになっている（セクション4.3参照）。ベトナム

では、計画の立案、許可の付与、制限区域の指定が

大きな課題である。地下水質モニタリングの改善、省

庁等やステークホルダー間の連携向上、そして規制強

化は、地下水汚染の防止と管理の問題と同様に、イン

ドネシア、ベトナムをはじめとする一部のWEPAパート

ナー国が抱える共通課題である。これには、能力構築

の強化ならびに汚染のモニタリングと汚染区域の浄化

を行うための施策の導入が求められる。

WEPAパートナー各国は、地下水管理におけるモニタ

リング並びに規制遵守において程度が異なる。モニタ

リングのアプローチや規制ツールなどに関して、グッド

プラクティスや教訓の共有が有効となるため、さらなる

情報交換が求められる。



アジア水環境パートナーシップ [WEPA]
第3期  報告書2020

WEPAアクションプログラム4 

4.1. アクションプログラムの紹介

WEPAアクションプログラムは、水環境の特定の問題

解決に向けて、WEPAパートナー各国から寄せられた

要望に対処するため、第3期で新たに策定されたもので

ある。プログラムの実施から得られたの実践的な教訓

や実施国における優れた取り組みは、WEPA国際ワー

クショップ、WEPA年次会合等の機会に他のWEPAパー

トナー国と共有するとともに、WEPAデータベース上で

公開される。さらには、世界水フォーラム、アジア太平

洋サミット等の国際的な場においても他国に向けて発

信される。

第3期においては、3つのWEPAアクションプログラム

がWEPAパートナー国から正式に提案され、日本の環

境省から資金提供を受けて、WEPA事務局と日本の環

境省との協議により策定された。表4.1.1でプログラム

の概要を記す。カンボジアに関しては、2019年3月時点

で、WEPAフォーカルポイントがアクションプログラムを

作成しており、詳細は検討中である。

実施国 実施期間 アクションプログラムの名称 目的 成果

ベトナム
2014年 ‒ 
2017年

ベトナムの養豚場における
廃棄物と排水の管理

養豚場から排出される排水の
汚濁負荷量の特定

畜産排水基準の制定
（QVCN62-2016/BTNMT）
（2016）   

スリランカ
2015年 ‒ 
2019年

スリランカ国ガンパハ県に
おける産業廃棄物・排水の
管理の向上

地下水汚染の防止に向けた、
廃棄物・排水処理と工業立地
に関連する、政策及び
ガイダンスの策定と改善

国内環境法の改正案として、
工業立地手続きを法律化する
ための規定
No.47 of 1980（予定）

カンボジア
2017年 ‒ 
継続中  

（アクションプログラム開発中）

インド
ネシア

2018年 ‒ 
継続中 

インドネシアにおける一日最大
負荷量（TMDL）の排水排出
許可への適用と自治体関係者
のTMDL実施能力の構築

チタルム川の水質の改善
一日当たり最大負荷量に関する
新規制の制定（予定）

表4.1.1. 第3期におけるWEPAアクションプログラムの概要

4.1.1. 選定基準

提案案件の選定において以下の点を考慮した。

a）当該国のニーズ

WEPAパートナー国の政府が当該の課題を水環境管

理における喫緊の重点課題として認識していること

当該の課題が、国の政策における重点分野であるこ

と（例えば、国の中長期開発計画が当該課題を行

動計画に位置づけている、政策コミットメントに当該

課題が含まれている等）

アクションプログラムを実施する地域において当該

課題に対する社会的ニーズが高いこと

b）持続可能性

当該課題への取り組みについて、WEPAの支援が終

了しても、政府による資金提供が可能、あるいは期

待できること
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c）他の地域や国への影響度

当該課題への取り組みが、国内の他地域に好影響

を及ぼすことが期待できること

当該課題に対するプログラムが、他のWEPAパート

ナー国にも適用可能、あるいは教訓となり得ること

d）実現可能性

当該課題に対するプログラムが、特定期間内（アク

ションプログラムの期間内）で実現可能かつ一定の

成果を上げられること

4.1.2. 実施体制

実施機関

- 実施機関は、WEPAのフォーカルポイント（政策

実務者）又はアクションプログラムが指定した自

治体レベルの機関を基本とする。

支援チーム

- プログラムの実施を確実にするため、支援チーム

を組織する。

- 支援チームは5名で構成する。メンバーは、フォー

カルポイント（実施機関として指定されない場

合）、当該及び近隣のWEPAパートナー国の専

門家（研究者）、WEPA事務局及び日本の専門家

（研究者、民間企業、地方自治体）とする。

- 支援チームの責務は実務上の問題に関する助

言・指導とモニタリングの実施である。WEPAは

基本的に、支援チームの活動費用を支援する。

他のWEPAパートナー国

- WEPA事務局から要請があった場合、他のWEPA

パートナー国は会合や専門家の紹介などを通じ

てアクションプログラムに関する手法や経験を提

供する。

- WEPA年次会合では、パートナー国は経験や条件

に照らして、自国や他国におけるアクションプログ

ラムの実現可能性について助言を提供する。アク

ションプログラムが自国で実施可能と考えられる

場合は、そのことを国内の関係者に伝える。

WEPA事務局

- WEPA事務局は、アクションプログラムの実施国

と同プログラムに関わる支援チームや他のWEPA

パートナー国等との連絡を調整する。　
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4.2. ベトナムの養豚場における

廃棄物と排水の管理

4.2.1. 概要

アクションプログラムの
名称

ベトナムの養豚場における廃棄物と
排水の管理

アクションプログラムの
期間 2014年～2017年

アクションプログラムの
実施地域

ハノイ、フンイエン省、タイビン省、
タインホア省、バクザン省（ベトナム）

プログラムを担当する
WEPAフォーカル
ポイント

Dinh Thi Hai Van博士
環境管理局
環境管理課次長
ベトナム国立農業大学環境学部

4.2.2. 背景と目的

養豚業はベトナムの経済発展の重要な一角を担って

おり、雇用の創出や数百万世帯の所得の増加をもたら

している。しかしながら、養豚場から大量に排出される

未処理または処理が不適切な排水や糞尿によって、養

豚業の急速な成長が、近年環境に悪影響を及ぼしてい

る。この状況をもたらした要因の中でも特に問題なの

が、地方・地域別の養豚場からの排出汚染物質負荷

量に関する正確なデータがないことである。そのため、

排水・廃棄物の量が正確に予測できず、処理施設の処

理能力といった設計も不適切なものになっている。本ア

クションプログラムは、ベトナム国紅河デルタに位置す

る5つ（ハノイ市、フンイエン省、タイビン省、タインホ

ア省、バクザン省）の省・市から40の養豚農家と25の

大規模養豚場を選定し、排水および糞尿管理に対す

る既存の取り組みと技術について包括的かつ綿密な調

査を実施することにより、この課題に対処しようとする

ものである。豚種別の豚1頭当たりの排出による汚染負

荷量を正確に推定するため、先進的な方法が提案され

た。一次データ及び二次テータ（文献調査、アンケー

ト調査を含む現地調査、サンプリング・水質分析、臨

床検査等で得られたデータを含む）を収集し、得られ

たデータを中心に推計を行った。その結果、ベトナムに

おける養豚場からの排出負荷量に関する包括的かつ信

頼性の高いデータセットが得られ、これを今後活用して

いくことが提案された。

4.2.3. 内容

本研究は、ベトナム国紅河デルタに位置する5つの

省・市にある40の養豚農家と25の大規模養豚場を対

象に実施したものである。養豚農家については、タイビ

ン省、バクザン省、タインホア省、ハノイ市の４地域で

調査を実施した。省・市ごとに養豚場のリストから10
の養豚場を無作為に抽出し、アンケート用紙をもとに

聞き取り調査を行った。大規模養豚場については、ハ

ノイ市（ウンホア県、ソンタイ町、ザーラム県）、フンイ

エン省（ヴァンラム県）、タインホア省（ヴァンスオン県）

で調査を行った。県・町ごとに5つの大規模養豚場を

無作為に抽出し、聞き取り調査とアンケート調査を実

施した。

4.2.4. 結果
調査の結果、（尿、糞、排水といった）排水・廃棄物

の混合により、処理を難しくしていることが判明した。

この調査により、調査対象世帯の約50%が、それぞれ

の養豚場において処理・処分前に排水と廃棄物を混合

していたことが分かった。その割合は大規模養豚場で

は65%に上った。豚種ごとのライフサイクルを反映した

マテリアルフローを図4.2.2に示した。

図4.2.1. 糞尿サンプリング
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 図4.2.2. 大規模養豚場における水・汚染物質フローの推計

妊娠期間
（120日間）

飼料（Bran）: 
276 kg/head 

飼料: 57.5 kg/head
糞: 55 kg/head
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洗浄排水: 2,628 L/head 雌豚出産サイクル: 
145日間（5か月間）

飼料: 333.5 kg/head

飲料水: 1,130 L/head

洗浄水: 3,175.5 L/head
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尿: 523 L/head

飲料水: 
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洗浄水: 
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授乳期間
（25日間） 洗浄排水: 547.5 L/head
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洗浄水: 547.5 L/head
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子豚

豚体重
< 15kg
（30日）飲料水: 21 L/head

洗浄水: 966 L/head
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尿: 
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洗浄排水: 
966 L/head

糞: 
12 kg/head

尿: 
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糞: 
30 kg/head

尿: 
95 L/head
洗浄排水: 
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糞: 
90 kg/head

尿: 
144 L/headd
洗浄排水: 
927 L/head

販売

飼料: 
24 kg/head

飲料水: 
69 L/head
洗浄水: 
495 L/head

飼料: 
50 kg/head

飲料水: 
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洗浄水: 
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飼料: 
117 kg/head

飲料水: 
202.5 L/head
洗浄水: 
927 L/head

食用豚育成期間: 
165日間

飼料: 
233 kg/head

飲料水: 
477.5 L/head

糞: 
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尿: 
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洗浄水: 
3,503 L/head

豚体重
15 ‒ 30kg
（30日）

豚体重
30 ‒ 60kg
（60日）

豚体重
>60kg
（45日）

ライフサイクルにおける豚1頭当たりの平均排出汚染

負荷量（尿、糞、排水）を正確に推計することは、環境

保護や政策決定者の意思決定にとって極めて重要であ

る。またこのデータは、廃棄物処理施設の設計におけ

る廃棄物の流れ（フロー）の算定や、省庁が実施する

検査、汚染防止および廃棄物の監査にとっても、不可

欠なものである。今回推計した排出汚染負荷量は、ベ

トナムの養豚業が排出する温室効果ガスインベントリー

にも活用できる。本研究結果は、家畜排水の排水基準

（QVCN62-2016/BTNMT）の策定に利用されている。

4.2.5. まとめと提案

現在、ベトナム国紅河デルタ地域の養豚場の大半は

家畜排水に関する国家技術基準（QCVN 62-MT: 

2016/BTNMT）を満たしておらず、早急な対策が求

められている。

異なる排水・廃棄物（尿、糞、排水）の混合は処理

を複雑にしており、建築および手順の改善が必要と

なる。

廃棄物と排水を分離すれば、排水中の汚染物質は

大幅に減少する。

大規模養豚場で清掃・洗浄に使う水の量を減らすこ

とも、排水中の汚染物質の減少につながる。

複数の効果的な処理方法の組合せや調整について

も、養豚農家と大規模養豚場の両方で検討すべき

である。
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査を実施した。このほかにも、日本から地下水の専門

家の派遣を受け、現地においてプログラム実施に関す

る専門的な提言を受けた。調査対象となった13の事

業者の排水処理と汚泥管理を精査し、事業者の大半

が排水処理施設を屋内に設置していることが明らかに

なった。処理装置は主に沈澱槽、砂濾過器、曝気槽、

仕上槽などで構成されており、基礎的な一次処理レベ

ルにとどまっていた。一部の事業者は、イオン交換処

理、オゾン処理、または三次処理を導入するなど、処

理設備の高度化を進めている。汚泥については、継続

して外部の管理施設に依頼する事業者（精密機器製

造業者等）がいる一方、環境にやさしく経済的な効率

よい解決策として、汚泥を副産生産原料として利用す

る方法を模索している事業者も存在する。

4.3.4. 結果

図4.3.3は、13の高汚染事業者の位置と、事業者周

辺の地下水井戸までの距離とCODの濃度を示したもの

である。季節ごとに地下水井戸で実施した調査では、

   
4.3. スリランカにおける産業廃棄物・

排水管理

4.3.1. 概要

アクションプログラムの
名称

スリランカ国ガンパハ県における産業
廃棄物・排水の管理の向上

アクションプログラムの
期間 2015年～2019年

アクションプログラムの
実施地域 ガンパハ県（スリランカ）

プログラムを担当する
WEPAフォーカル
ポイント

R.M.S.K. Ratnayake
中央環境庁 環境汚染防止課長

4.3.2. 背景と目的

スリランカでは、事業者はその潜在的な汚染の深刻

度とそれら工場の立地に基づき、中央環境庁（CEA）に

よってタイプA、タイプB、タイプCの3つのグループに分

類される。現在スリランカ国内には、高汚染事業者（タ

イプA）が11,449、中汚染事業者（タイプB）が10,711
存在している。事業者は排水処理を実施し、指定の国

家排水基準を満たした上で域外に排出することが法律

で義務づけられている。しかしながら、工場の増加、事

業者の責任の欠如、規制の抜け穴等の要因により、産

業による数々の汚染問題が近年顕在化している。その

中でもとりわけ問題なのが地下水汚染である。スリラン

カのガンパハ県でのWEPAアクションプログラムは、地

下水汚染を防止するため、産業排水による汚染防止の

方策と汚泥の処分方法を評価することを目的として開

始された。

4.3.3. 内容

本アクションプログラムでは、13の高汚染事業者に

おける排水管理を評価するとともに、その事業者周辺

の排水処理施設（図4.3.1）と96箇所の地下水井戸に

おいて水質調査を実施した。また、13の基準井戸に

データロガーを設置して水位と水温のモニタリングを

実施した（図4.3.2）。2017年から2018年の間に、四季

を網羅するかたちで、全96井戸において合計5回の調

図4.3.1. 調査対象事業者の排水処理施設の視察

図4.3.2. 地下水データロガーの設置



アジア水環境パートナーシップ [WEPA]
第3期  報告書 2525

図4.3.3. 調査対象事業者の位置および各事業者周辺井戸における産業からの距離とCODの関係2 （出典：参考文献参照)
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4.3.5. まとめと提案

汚染経路特定のため、特に事業者AおよびB付近の

井戸において、潜在的汚染源も含めて産業排水の

追加分析を行うことが強く推奨される。特定された

汚染経路をもとに、可能性のある解決策を調査す

る。

水質項目の観測値は、同地域における地下水の水

質の変化または悪化を評価する際の基準値として活

用できる。本アクションプログラム及び事後モニタリ

ングから得られたデータは、現在のところ規制が整

備されていない中小企業を含む産業活動の増加が

地下水に与える影響を把握する上で、貴重なデータ

となる。

一部の事業者、とりわけ排水量の多い大規模事業

者では、まだそれほど影響を受けていない地下水お

よび表層水が汚染されるのを防ぐため、三次処理や

適切な汚泥管理方法の導入によって排水処理を改

善することが検討される。

効果的なゾーニングの政策や規制は、地下水利用

が一般的な地域に配慮した上で有効とされるべきで

ある。また、高汚染事業者の立地と処分方法につい

ても、徹底的に精査すべきである。

産業特区の一般的な水文学と水文地質学の特定

と、それに基づく適切な排水設計を行う。

ほとんどのサンプルで、中央環境庁（CEA）が設定する

水質項目の許容限度を超えていなかった。COD濃度に

ついては、調査対象工場AとBから63m離れた場所に

位置する地下水井戸一地点で、沿岸水域への流出に

対して設定された許容限度である50mg/Lの濃度を超

過して確認された。濃度と井戸の距離との間に強い相

関は見られないものの、事業者AやBなどの特定の事

業者に近い井戸では、他の井戸と比較して、著しく高

いCOD濃度が確認された。

EC、TDS、アンモニア、硝酸塩、およびClなどの水質

項目についても分析を行い、傾向を分析している。Pb、

Cr、Cu、Fe、リン酸塩など一部の水質項目は計測機器

の検出限界以下であった。分析データに影響を与えう

る地下水井戸または帯水層の深度、基準水質、高汚

染事業者以外の汚染源、産業排水の実際の水質、お

よび地下水位変化の統計分析といった水質項目を考

慮したデータ解析が今後必要である。

2 本報告書の便宜上、高汚染事業者をAからMまでラベリングした。散布図で示された点は、それぞれの井戸で実施された5回の平均COD濃度を示している。 
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4.4. インドネシアチタルム川の

汚染負荷管理

4.4.1. 概要

アクションプログラムの
名称

インドネシアにおける一日最大負荷量
（TMDL）の排水許可への適用と自治
体関係者のTMDL実施能力の構築

アクションプログラムの
期間 2018年～（継続中）

アクションプログラムの
実施地域 チタルム川流域

プログラムを担当する
WEPAフォーカル
ポイント

Budi Kurniawan
インドネシア国環境森林保護省
インベントリ・汚濁負荷割当課次長 

4.4.2. 目的

チタルム川は、流路延長350km、集水域6,600km2

の西ジャワ州最大の河川で、ジャカルタで使われる家

庭用水の80％はチタルム川流域から供給されている。

ここ数十年間で、都市部の生活排水および産業排水

と、上流域に位置する田畑からの農業排水の流入によ

り、沈殿物の堆積や下流の貯水池での富栄養化など

の深刻な環境汚染が顕著化してきている（Yoshida et 

al. 2017）。インドネシア政府はこの問題を優先課題と

位置づけ、2025年までにチタルム川の清浄化を図るた

め、「チタルム川流域における汚染防止と被害対策の

加速化に関する大統領規則（2018年第15号）」を発出

した（Government of Indonesia, 2018）。インドネシア

はこの目標の達成に向けて、水質汚濁防止に関する新

たな規則に一日最大負荷量（TMDL）の概念を導入し、

さらに繊維事業者を対象にした新たな排水基準を導入

した。図4.4.1にチタルム川流域の工場から排出される

BODの汚染負荷推定量を示す。

インドネシアでは、2001年にTMDLに関する規制が

策定されたが、キャパシティビルディングの取り組みを

通してこの規則の実施アプローチを向上させる必要が

あると判断された。インドネシアにおける本WEPAアク

ションプログラムは、キャパシティビルディングの提供

と、チタルム川の水質改善のためのTMDL及び濃度に

基づく規則についての政府・自治体の関係者の理解促

進を目的として、2018年に開始された。

4.4.3. 内容

本WEPAアクションプログラムは、新しい規則および

基準についての政府・自治体関係者の能力向上に重点

を置いていることから、第一段階としていくつかの学び

の機会が提供された。水質管理、とりわけTMDL規制

制度に関する政府・自治体の関係者の知識と理解を

強化するため、以下の取り組みが実施された。
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図4.4.1. チタルム川流域と産業から排出される年間BOD負荷量
（出典： Government of Indonesia）
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チタルム川

ジャカルタ・ワークショップ

バンドン・ワークショップ

i）ジャカルタ・ワークショップ

日程：2018年1月19日　場所：ジャカルタ

岡田光正教授（WEPAアドバイザー委員会座長）が、イ

ンドネシア側の招待者にTMDLの適用と実施における

日本の経験について講義を行った。

ii）フォローアップ調査

WEPA事務局は2018年2月、チタルム川流域を訪れて

実地調査を実施した。この調査結果がインドネシア側

とWEPA事務局で検討され、アクションプログラムの提

案が策定された。

iii）二者間会合

WEPA事務局とインドネシア国環境森林保護省（MOEF）

は2018年11月に二者間会合を開き、本アクションプロ

グラムの一環として、政府・自治体の関係者の能力強

化を目的としたワークショップをバンドンで開催するこ

とに合意した。 

iv）バンドン・ワークショップ

日程：2019年1月23～24日　場所：バンドン

日本国環境省（MOEJ）とMOEFの共同主催により、イ

ンドネシアにおけるWEPAアクションプログラムに関す

るワークショップが開催された。この２日間のワーク

ショップでは、MOEFが選定したインドネシア側の政府・

自治体関係者に座学研修と実技研修を行った。TMDL

の適用に関する知識を深めることを中心として、水質管

理の能力向上を図る機会となった。

4.4.4. 結果

チタルム川の水質について、インドネシア側が中短期

的に実現することを強く望んだ「目に見える改善」を達

成するには、政府・自治体の関係者が、新規に導入し

たTMDL規制制度を実施する上での適切なアプローチ

と、各役割について共通の理解を持つことが必要であ

る。インドネシア側の関係者は、インドネシアにおける

本WEPAアクションプログラムの様々な取り組みを通じ

て、チタルム川の水質改善に向けたそれぞれの取り組

みを強化する上で重要となる知識を得ることができた。

具体的には、各セクターや事業者への汚染物質の負

荷量や量・質の配分の決定、規制制度と規則を適切

に実施する日本の経験、インドネシアの新しい規則・基

準の詳細などを学んだ。

4.4.5. 今後の取り組み

本アクションプログラムにおいてこれまでに実施した

取り組みの結果と影響を検証し、今後の取り組みを検

討して適宜実施していく。
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5.1. アンケート調査の結果

2017年度と2018年度、WEPAのプログラムをより

WEPAパートナー国のニーズに沿った形に改善するた

め、アンケート調査を行いパートナー国からのフィード

バックを得た。

5.1.1. 2017年度アンケート

オンラインアンケートを作成し、年次会合の参加者

全員に配信したところ、13件の有効回答が得られた。

国際ワークショップに関しては11名が非常に参考に

なった、2名が参考になったと答え、回答者全員から肯

定的な意見が寄せられた（図5.1.1）。また、さらに意見

交換の時間をより多くしてほしいという意見が寄せられ

た。これを踏まえ2018年度のワークショップではディス

カッションの時間が設けられた。

年次会合に関しては、民間企業からのプレゼンが参

考になったと答えた参加者は10名（77%）、WEPAの活

動の進捗や今後の計画について参考になったと答えた

参加者は9名（69%）だった。

年次会合はより正式な形式を踏み、プレゼンテー

ションよりもWEPAのレビューや改善について話し合う

場にするべきという意見も寄せられた。また、報告書を

共有してほしいとの意見があったため、2018年度の年

次会合にはWEPAアウトルックを持参し参加者が自由

に持ち帰ることができるようにした。

翌年の年次会合・ワークショップのテーマとしては産業

排水処理や基準の施行について扱ってほしいという意

見が5名から寄せられた。

WEPAパートナー国からのフィードバック5

2

10

0

2

4

6

8

10

12

全く役に立たない 役に立たない 普通 役に立った 大変役に立った

0 0 0

回
答
数

図5.1.1. 国際ワークショップが参考になったか

5.1.2. 2018年度アンケート

2018年度は年次会合・国際ワークショップの前にア

ンケートを行い、結果を国際ワークショップで紹介し

た。本アンケート調査は第三期の結果を振り返り、さら

に第四期へ向けてWEPAの活動を強化して行くために

インプットをWEPA参加国から求めたものである。調査

はウェブ上で行い、日本以外の全WEPA参加国12ヵ国
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図5.1.2. WEPAの機能に関する満足度調査

図5.1.3. WEPA成果物に対する満足度

16名から有効回答が得られた。なお、16名の回答者の

うち、9名がWEPA担当者、7名は非担当者であった。

WEPAの（a）プラットフォームとして、（b）水環境ガバ

ナンスに対する寄与、（c）能力構築、（d）国際的アウト

リーチ、それぞれの機能に対するフィードバックを求め

たところ、評価が大変高い・高いと答えた回答者はそ

れぞれ94%、75%、75%、81%であった。概ね評価は良

好だが、このうち比較的改善の余地があるのは水環境

ガバナンスに関する機能、また能力構築に関する機能

であった。（図5.1.2）
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（a）WEPAデータベース （b）会議とイベント （c）ナレッジプロダクツ

水環境ガバナンスに関してはアクションプログラムの

拡大やより技術的な内容のワークショップを求める意

見が寄せられた。能力構築に関しては、WEPA担当者だ

けでなく各国の省庁横断的な水環境ガバナンス担当者

に対する実践的な能力構築を望む声が上がった。アク

ションプログラムを実践した国からは参加者の大幅な

能力構築が図られたという肯定的な意見が述べられた

ため、引き続き実践的な能力構築を練りこんだWEPAア

クションプログラムを予定したい。

WEPAの成果物に関しては、（a）WEPAデータベース、

（b）会議やイベント、（c）ナレッジプロダクツそれぞれに

関してフィードバックを求めたところ、大変有用であると

回答した人がそれぞれ81%、75%、56%だった。報告書

等の紙ベースのナレッジプロダクツへの満足度は比較

的低く、ウェブベースの情報は重宝されている裏付けと

なったため、第四期以降は環境負荷を減らすためにも、

より印刷物を減らしていく方向で検討したい。

水環境に関連した持続可能な開発目標（SDGs）の

ターゲットを達成するために、WEPAプラットフォームが

果たす役割について聞いた。「最重要」と答えた参加者

が多いものから順に並べると、次の通りになった。

① 関連するSDGターゲットの導入を促進するための新

しい技術、ツール、対策等の共有・紹介を行う。

② 水環境に関わるSDGターゲットの監視・報告ガイド

ラインを確立する
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③ WEPAプラットフォームを通じて参加国における関連

SDGターゲットの進捗をアップデートする。

④ SDGsを対象としたアクションプログラムを共同で進

める。

他にも寄せられた意見の一部として、下記のようなも

のがあった。

 参加国を増やしてほしい。

 年次会合等のイベントの合間に参加国同士が情報・

知見共有を行えるようにしてほしい。

 法制度等、他国の情報を知るためにWEPAデータ

ベースを大変活用している。更新頻度を増やしてほ

しい。

 省庁横断的な情報共有が難しいため、ワークショッ

プやアクションプログラム等を行いWEPAの活動を通

じて風穴を開けてほしい。

 地域的なゴールやSDGsの大枠の中で、WEPAのプ

ラットフォームは各国の水環境ガバナンスに関する

情報源としても役割を果たすべきであり、政策の

ギャップやボトルネックに対するアドバイスを提供す

ることによって水環境の改善をはかるべきである。

 イベントを民間企業に共催してもらってはどうか。

5.2.  WEPAパートナー国からの提案

2019年2月に東京で行われた年次会合・国際ワー

クショップの際に、第4期の方向性を含め今後のWEPA

における活動に関してWEPA パートナー国によるディス

カッションが行われた。以下はそのディスカッション内

容の概要である。

5.2.1. 今後のテーマについて 

 持続可能な開発目標（SDG）6の達成、モニタリング

と評価に着目したい。

 WEPAパートナー国はそれぞれ発展において様々な

過程におり、ひとえに排水管理と言っても多様なニー

ズを持っている。よって、排水も一タイプに集中して

扱うのではなく、家庭排水、産業排水、農業排水す

べてを扱うべきだと思う。

 多くの国から、汚染源、特に非点源汚染の特定の

ニーズが挙げられた。

 数ヵ国より、法律、計画、ガイドライン、遵守制度等、

水環境ガバナンスにおける制度面のサポートへのリ

クエストがあった。

 特に全窒素、全りんを含む水環境汚濁物質の低減。

 特に地方自治体におけるデータ収集・データ管理。

 水環境ガバナンスの関係者へ対する能力構築につ

いて。

5.2.2. その他の提案

WEPAパートナー国から寄せられた他の提案としては

以下の通りであった。

 WEPAパートナー国同士、また事務局とパートナー

国間の情報交換がさらに活発になるよう改善してほ

しい。

 共同調査や水環境ガバナンスに関する研究を行い、

WEPAデータベースのさらなる活用をはかってほし

い。

 WEPA事務局に対し、毎年始めにアウトリーチイベン

トも含む予定表を知らせてほしいと要請があった。

一例として、世界水フォーラムなどは事前に連絡が

あれば各国の自己負担でも参加したい場合もあると

の意見が数ヵ国から寄せられた。

 WEPA事務局に対し、WEPAパートナー国が議論・

情報共有するためのウェブ会議を開いてほしいとい

う提案がされた。

5.2.3. 提案を受けて

環境省およびWEPA事務局はこれらの提案を受け、

第4期の計画策定の際に適宜考慮する。
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付録



WEPAフォーカルポイント

カンボジア

Sokha Chrin

環境省 財政総局 副局長

中国

Liping Li

生態環境部 環境経済政策研究センター 

ディヴィジョン・ディレクター

インドネシア

Budi Kurniawan

環境林業省 インベントリ・汚濁負荷割当課 課長補佐

日本

熊谷　和哉

環境省 水・大気環境局 水環境課長

渡邊　康正（2016年6月～2018年7月）

環境省 水・大気環境局 水環境課長
（所属・役職は当時）

二村　英介（2015年1月～2016年6月）

環境省 水・大気環境局 水環境課長
（所属・役職は当時）

大村　卓（2014年7月～12月）

環境省 水・大気環境局 水環境課長
（所属・役職は当時）

宮崎　正信（～2014年6月）

環境省 水・大気環境局 水環境課長
（所属・役職は当時）

長谷川　広樹

環境省 水・大気環境局 水環境課 課長補佐

末久　正樹（2015年4月～2017年3月）

環境省 水・大気環境局 水環境課 課長補佐
（所属・役職は当時）

安田　将広（～2015年3月）

環境省 水・大気環境局 水環境課 課長補佐
（所属・役職は当時）

ラオス

Phengkhamla Phonvisai

天然資源環境省 汚染管理局 副局長

マレーシア

Ahmad Jamalluddin bin Shaaban（～2016年4月）

天然資源環境省 国立水文研究所 所長

Hin Lee Lee（フォーカルポイント代理）

天然資源環境省 国立水文研究所

水質環境研究センター センター長

Shin Ying Ang（フォーカルポイント代理）

天然資源環境省 国立水文研究所

水質環境研究センター 

水処理技術研究部 上席研究官

ミャンマー

Kyaw Lin Oo

農業畜産灌漑省 灌漑・水利用管理局 水文課長

国名アルファベット順
所属・役職は記載がない限り2019年3月時点のもの
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Khon Ra（2016年2月～2019年2月）

農業畜産灌漑省 灌漑・水利用管理局 水文課長
（所属・役職は当時）

Tint Zaw（～2016年1月）

農業灌漑省 灌漑局 副局長
（所属・役職は当時）

ネパール

Madhav Dev Acharya

水・エネルギー委員会事務局 水資源部

上席工業地質担当官

フィリピン

Vicente, Jr. Bassig Tuddao

環境天然資源省 ミマロパ地方第4地域事務所

技術担当所長補佐

Erlinda Atienza Gonzales

環境天然資源省 マニラ湾回復事業技術アドバイザー

（コンサルタント）

韓国

Tae Jin Park

国立環境研究院 水環境研究局 水環境工学研究科 

上席研究官

Kyunghyun Kim（2016年11月～2019年1月）

国立環境研究院 栄山江環境研究センター所長

Taegu Kang（～2016年11月）

国立環境研究院 水環境研究局 水質評価研究課長

スリランカ

R.M.S.K. Ratnayake

中央環境庁 環境汚染防止課長

タイ

Chao Nokyoo

天然資源環境省 水質管理局 汚染防止課

内陸水域課長

Wijarn Simachaya（～2017年9月）

天然資源環境省 事務次官

Thiparpa Yolthantham（～2017年9月）

天然資源環境省 水質管理局 汚染防止課 計画課長
（所属・役職は当時）

ベトナム

Nguyen Minh Cuong

天然資源環境省 ベトナム環境総局

国際協力・科学技術課 課長補佐

Thang Nam Do（～2016年11月）

天然資源環境省 国際協力局 副局長
（所属・役職は当時）

Dong The Nguyen（～2016年11月）

天然資源環境省 ベトナム環境総局 副局長
（所属・役職は当時）
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WEPAアドバイザー会議委員

活動および出版物（WEPA第3期）

顧問

鈴木　基之

東京大学名誉教授

座長

岡田　光正

放送大学副学長 

委員

藤江　幸一

横浜国立大学 先端科学高等研究院 客員教授

（研究戦略企画マネージャー）

福士　謙介

東京大学国際高等研究所

サステイナビリティ学連携研究機構教授

風間　聡

東北大学大学院 工学研究科土木工学専攻 教授

蛯江　美孝

国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター

主任研究員

春日　郁朗

東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻 准教授

（2018年9月より、日越大学 環境工学プログラム JICA

長期派遣専門家）

年次会合 
開催年、月 開催国、市 参加者数（参加国数）

第10回 2015年2月 スリランカ、コロンボ 37（11）

第11回 2016年1月 ラオス、ヴィエンチャン 40（12）

第12回 2016年11月 ベトナム、ハノイ 39（13）

第13回 2017年9月 インドネシア、ジャカルタ 40（13）

第14回 2019年2月 日本、東京 42（13）

国際的なワークショップ、セミナー、および 研修プログラム
名称 開催年、月 開催国、市  参加者数（参加国数）

排水管理に関するWEPAワークショップ 2015年2月 スリランカ、コロンボ 46（11）

産業排水管理に関するWEPAワークショップ 2016年1月 ラオス、ヴィエンチャン 42 (12）

東南アジアにおける家庭排水管理のための
水源管理についての会議 2016年7月 日本、名古屋 156（5）
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出版物

その他の国際イベントでのWEPA関連活動
名称 開催年、月 開催国、市 参加者数（参加国数）

第7回世界水フォーラムの公式セッション
「水質管理のための枠組強化」での発表 2015年4月 韓国、大邱および慶北  （13）

第11回東南アジア水環境国際シンポジウム
（SEAWE11）において、アジアにおける水環境
ガバナンスの向上に関するWEPAセッションを開催

2014年11月 タイ、バンコク 約100

第12回東南アジア水環境国際シンポジウム
（SEAWE12）において、地下水汚染管理に関する
WEPAセッションを開催 

2016年7月 日本、名古屋 約50 （13）

「Sharing Water」をテーマとした第8回世界水フォーラ
ムにおいて、テーマ別セッションとして「分水嶺から礁
までの水質の理解」を開催

地域のプロセスワークショップとして「衛生と排水管理
の改善に向けて：アジア太平洋地域における課題と
グッドプラクティス」を開催

2018年3月 ブラジリア、ブラジル

約100

約50

国際水協会（IWA）世界会議・展示会において、
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