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はじめに

アジアの成長が近年めざましく、過去20年間で、GDPは120%の増加を記録し、世界の総人口

の6割を占めるなど、年 そ々の存在感が拡大しています。また、2013年に出版された「国連ミレニア

ム開発目標報告」によれば、2000年に採択されたミレニアム開発目標（MDGs）もいくつかの課題

が残るものの、アジア地域は全体として、2015年の達成期限までにMDGsの多くを達成できるめ

どがたったとされています。その一方で、その発展の陰で隠れていた環境に対する負荷の問題が

顕在化し、深刻な問題になりつつあります。急激な人口増加、都市への極端な人口集中、無秩序

な産業開発等が水資源に量と質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。2004年の国連環境計画の報告によれば、南アジア・東アジア地域では

85％以上の排水が無処理で放流されている状況です。一度排水等で汚染された水環境を回復さ

せるには、多大なる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、適正に水環境

管理を実施することが重要です。

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ため、重要な役割を果たすことになり、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。特に、各国の状況にふさわしい水環境管理

制度や技術に関する適切な情報に基づく政策の立案と実施が、中央政府担当者には求められる

一方で、特に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、情報共有を通じてアジア地域の水環境管理を強化することを目的とし

たアジア水環境パートナーシップ事業が2004年に日本国環境省により提唱され、5年を1期とし

た活動を継続してまいりました。第1期で構築された人的ネットワークと知識基盤に基づき、第2

期WEPA事業では、水環境問題の解決策を探るための知識共有に特化してまいりました。第2期

事業の終わりという節目にあたり、今までの活動の中で得た知見から、今後の持続可能な発展に

寄与する「アジアの知恵」を浮かびあがらせることができればと期待しております。

2014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プを取り、2004年にアジア水環境パートナーシップ事

業を開始しました。2009年までに行われた第1期WEPAでは、よりよい水環境ガバナンスには関

係者間の情報共有が不可欠であるという認識に立ち、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。その後の第2期WEPAでは、ワークショップや二国間会合などを通じて水環境問題の解決

策を探るための知識共有を促すことで各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

実施してきました。

この報告書は、第2期WEPA事業で我々が行ってきた活動内容及び得られた成果を紹介する

ことを目的に書かれたものです。まず、第2期でアジア地域の共通の課題として私たちが取り組ん

だ「水環境管理に関する現状分析」、「生活排水処理」、「産業排水管理」及び「気候変動影響と水

環境」に関して、その活動の成果を整理しております。次に、本事業に関わっていただいたWEPA

パートナーの視点に立った本事業に対する評価を彼らのメッセージという形で取りまとめました。

アジアの各国がどのような水環境問題に直面していて、WEPAのようなパートナーシップがその解

決にどのように貢献できたのかについて整理させていただきました。特に、第2期WEPAの活動で

得た知見を、各国の水環境管理制度にどのように役立てたのかについて、具体的な事例を紹介

いただいております。さらに、今後の活動への期待についてもまとめております。

本報告書の執筆をはじめ、第2期WEPA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、多くの皆様がアジア水環境

パートナーシップ事業の活動に興味を持っていただければ幸いです。

2014年3月

環境省　水・大気環境局　局長
小林　正明
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健全な水環境は、安全な飲み水へのアクセスと健全な環境を確保するために不可欠である。
アジア水環境パートナーシップ（WEPA）は、情報・知識の共有を通してアジアにおける水環境
ガバナンスを強化することを目的とした、アジア各国間でのパートナーシップ事業である。 

アジア水環境パートナーシップ（WEPA）

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日本国環境省が提唱し、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、
11カ国が参加した第1期を経て、2009年4月から第2期
の活動を開始した（～ 2014年4月）。

第2期より新たにネパールとスリランカを加え、2014年3月
現在13カ国がパートナー国としてWEPAに参加している。
それぞれの国が指定したフォーカルポイント（担当者）が
WPEA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でのパートナー国間の協議と承認を
経て決定されている。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、その活動を実施している。

パートナー国の協力のもと、WEPAデータベースは政策、技術、
NGO・CBO活動、情報源情報（関連サイトへのリンク）の4種類
から構成されている。

また、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WEPAの出版物も、WEPAデータベースから入手が可能である。

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

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

水環境の状況
水環境関連法の
枠組 等

政策
データベース
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WEPA第1期に蓄積した情報と人材ネットワークをもとに、2009年よりWEPA第2期の活動を開始した。
第2期では、各WEPAパートナー国の水環境ガバナンスに貢献するために、ワークショップ及び日本と
パートナー国間で開催される二国間会合を推進し、さらなる情報共有を目指した。

パートナー国の水環境管理に関する情報の更新を強化
WEPA年次会合やアンケート及びインタビュー調査を通して得られたパートナー国の最新の
水環境管理の状況をまとめ、WEPAアジア水環境戦略アウトルックとして発行した。このアウト
ルックは、3年毎に、世界水フォーラムの機会を捉えて発表されているWEPAの主要レポート
であり、国ごとの水環境とその管理に関する進捗の情報が掲載されている。

よりテーマを絞った議論を実施
“生活排水処理”と“気候変動と水環境”を優先検討課題として、これらのテーマに対するより深い議論と情報共有の促進
を図った。また、これらのテーマに関するポリシーブリーフをWEPAのホームページを通して発表した。

さらに、同じような政策上の関心や課題を持つパートナー国間での情報共有を強化するため、生活排水処理に関するグ
ループワークショップをインドネシアで開催した。このワークショップでは政策、技術及びその実施に関する議論に加え現
地視察も行った。

産業排水管理を新たな検討課題として追加
パートナー国との緊密なコミュニケーションを通して、産業排水管理－特に汚染管理対策の執行と実施がパートナー国に
共通の水環境管理上の課題であることがわかった。そこでWEPAでは2012年からこの問題について議論を進めてきた。

他の組織やイニシアティブとの連携の推進
国際協力機構（JICA）のサポートを受け、2009年から2011年の3年間にわたり水環境ガバナンスに関する研修を日本で
実施した。研修は日本のみならず参加各国の経験の共有を目的として行われた。

アジア流域管理機構ネットワーク（NARBO）との連携活動の一部として、NARBOの職員がWEPA国際ワークショップと年
次会合に参加した。WEPAからは岡田WEPAアドバイザーとWEPA事務局のスタッフが2010年にインドネシアで開催され
た第4回NARBO総会に参加し、岡田WEPAアドバイザーが水質に関するセッションで基調講演を行った。

第4回国際水協会アジア太平洋会議（IWA-ASPIRE）において日本学術会議と共催で国際ワークショップを行った。

第2期における新しい取組

WEPA第2期



年

2009

月 会議・ワークショップ等の活動

インドネシアとの二国間会合を開催（インドネシア・ジャカルタ）

気候変動の水環境への影響に関するアンケート調査の実施その他の活動

JICA地域別研修「アジア水環境ガバナンス強化ワークショップ」を開催（日本・横浜）

2010
WEPA第1回国際ワークショップ
（テーマ：アジアにおける水環境に関する課題に対する戦略）及び
第5回WEPA年次会合を開催（ベトナム・ハノイ）

10

3

2010

生活排水処理に関するインタビュー、現地視察及びアンケート調査の実施
気候変動と水環境に関するアンケート調査の実施その他の活動

アジア河川流域機関ネットワーク（NARBO）総会に参加（インドネシア・マカッサル）

2011

9

10

12

2

11 12

8 9

2011

第4回国際水協会アジア太平洋会議（IWA-ASPIRE）で国際ワークショップ
（テーマ：アジアにおける持続可能な水資源管理に向けた水環境パートナシップ）を
日本学術会議と共催（日本・東京）

9

10

年 月 会議・ワークショップ等の活動

年 月 会議・ワークショップ等の活動

JICA地域別研修「アジア水環境ガバナンス強化ワークショップ」を実施（日本・横浜）

WEPA第3回国際ワークショップ（テーマ：水環境管理と生活排水処理の進展）及び
第7回WEPA年次会合の開催（フィリピン・マニラ）

JICA地域別研修「アジア水環境ガバナンス強化ワークショップ」
を実施（日本・横浜）

ネパールとの二国間会合（テーマ：ネパールにおける水環境の現状と課題）を開催

WEPA第2回国際ワークショップ（テーマ：気候変動と水環境）及び
第6回WEPA年次会合を開催（日本・東京）

アジア水環境パートナーシップ（WEPA）
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WEPA第2期のあゆみ



WEPAでは、毎年異なるWEPAパートナー国で年次会合と国際ワークショップ・セミナーを同時に開催した。定期的にこのよう
な会議を開催することで、WEPAパートナー国間のパートナーシップの促進と情報共有が進められた。また、これらの会合に
加えて、日本とWEPAパートナー国が相互理解を深めつつ、情報共有を促進するための場として二国間会合を開催した。
国際ワークショップや二国間会合には現地の専門家などのステークホルダーも招待され、情報共有のみならず、開催国に
おけるステークホルダー間の相互交流にも寄与した。

生活排水処理に関するインタビュー及び現地視察の実施
産業排水管理に関するインタビューと現地視察の実施その他の活動

2013

2012

WEPA第4回国際ワークショップ
（テーマ：アジアにおける分散型生活排水処理）及び
第8回WEPA年次会合を開催（カンボジア・シェムリアップ）　

スリランカとの二国間会合（テーマ：スリランカにおける産業排水管理）を開催
（スリランカ・コロンボ）8

2

2013

産業水管理に関するインタビューと現地視察の実施
WEPAポリシーブリーフの発行（オンライン版）その他の活動

2014

アジアにおける分散型生活排水処理に関するWEPAグループワークショップを開催
（インドネシア・ジャカルタ）

5

11

1

2012

第6回世界水フォーラムの「ソリューション」
としてWEPAを登録

第2回アジア太平洋水サミットにおける
技術ワークショップ
「より良い水質のためのアジアからの声：
水に関するポスト2015開発目標に向けた
議論」を開催（タイ・チェンマイ）

WEPA第9回年次会合（日本・葉山）及び
WEPA公開セミナー「アジア新興国における水環境ガバナンスの現状と課題」
（日本・東京）を開催

WEPA水環境管理アウトルック2012を
第6回世界水フォーラムでの主催セッションで発表
（フランス・マルセイユ）

生活排水処理に関するインタビュー及び現地視察の実施
水環境管理全体に関するインタビュー及び現地視察の実施その他の活動

3

年次会合とワークショップ・セミナー － WEPAによるパートナーシップの促進

年 月 会議・ワークショップ等の活動

年 月 会議・ワークショップ等の活動

アジア水環境パートナーシップ（WEPA）
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人の健康と健全な経済発展を脅かす、最も差し

迫った環境問題の一つが水質の悪化である。汚染の

軽減、水質改善の努力が払われてきたにも関わらず、

WEPAのパートナー国、特に都市部において、水質汚

濁は依然として深刻な問題である。パートナー国で

は、それぞれに政策・施策を立案し、増大する水質汚

濁の脅威に取り組むとともに、他の地域への将来的

な拡大を回避する努力をしてきた。

パートナー国の水環境管理の現状は、水質汚濁が

問題となった時期、深刻度、原因、社会経済的な背

景などの要因によって、異なる。他方、汚染源対策等

に関し、基本的で共通の対策も存在する。故に、水

環境管理の状況をレビューし、各国がどのように問題

解決を図ってきたか、また、パートナー国間でどのよう

な共通の課題があるのかを検討することは有益であ

る。ここでは、WEPA第2期期間中に実施した活動か

ら得られた、水環境管理の現状そしてパートナー国

が直面している共通課題を概観する。

水環境管理の目標とターゲット

明確な政策上の目的と目標の設定は重要である。

明確に目標を設定することで、政府や汚水を排出する

事業所の管理者がとった行動を後に適切に評価する

ことも可能となる。WEPAパートナー国の多くでは、持

水環境管理に関する現状分析

続可能な開発の基盤として、人間の健康、安全な生

活環境、環境保全を目的とした基本的な環境法が整

備されており、水環境管理にもその目的が適用されて

いる。これまで基本的な環境法を持たなかったミャン

マーでも、2012年に、基本法である環境保全法が採

択された。パートナー国の中には、カンボジアの水質

汚染防止に関する法令、日本の水質汚濁法、フィリピ

ンの水質浄化法など水質汚濁防止のための個別法

を持つものがある。これらの個別法で、より詳しい水

環境を守る目的が規定されることもある。

水質環境基準は、行政目標として「守るべき水質」

の程度を表したものである。右表は、各国の水質環

境基準の設定状況を示したものである。ほとんどの

パートナー国では、河川の水質環境基準が設定され

ているが、地下水に設定している国の数は少ない。ま

た、これらの基準は、各国の保全目標（健康、生活環

境、生態系保全など）に基づいて設定されており、水

質環境基準が設定されていない場合は、一般的に飲

料水質基準をもとに水質の評価が行われている。ミャ

ンマーには現在、水質環境基準はないが、2012年の

環境保全法のもと設置に向けた議論が進んでいる。

スリランカでは中央環境庁が暫定の水質環境基準を

設定しており、飲料水基準とともに水質の評価にこれ

を利用している。

* WEPAメッセージ2012＝「アジアの持続可能な未来に向けた水環境の課題：WEPAからのメッセージ」『WEPAアジア水環境管理アウトルック 2012』
（http://www.wepa-db.net/pdf/1203outlook/01_jp.pdf）pp.6-8.

“過去20年の間、アジアは世界の急成長の中心であり、GDPは120%増を記録し、世界の総人口の6割を
占めるまで発展した。しかし、人口急増と急激な都市化や経済成長、持続可能ではない開発等により、
アジアの水資源に水量・水質双方の観点から、大きな圧力が加わり、水系生態系は脅かされてきている。”
（WEPAメッセージ  2012*）
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水質環境基準

表流水 *1 地下水 海洋・沿岸

カンボジア

中国 *2

インドネシア

日本 *3

韓国 etc.

ラオス

マレーシア

ミャンマー

ネパール *6

フィリピン*7

スリランカ*8

タイ

ベトナム

人間の健康 生活環境 生態系/生物多様性 一種類 その他etc.

*3

*4

*1 表流水＝河川と湖沼
*2 飲料水源となっている河川については追加項目がある。
*3 生態系保全のための項目が生活環境基準に含まれている。
*4 生態系のための基準・生物学的特徴が定められている。
*5 地下水基準について、農業用利用、工業用利用に対して異なる基準が定められている。
*6 利水別に基準が定められている。レクリエーション、生態系保全のための基準がある。
*7 表流水に関しては、有害物質とその他のパラメータの2種類の環境基準が設定されている。
*8 現在、水質環境基準案の承認待ち。

*5
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実施と遵守を確保するための措置

水域の水質モニタリングは、水質環境基準が達成

されているかを知るためだけでなく、基準達成を図る

ために導入された政策や施策の評価をするためにも

必要である。WEPAパートナー国のうち、ネパール、

ミャンマー、スリランカでは、現在、灌漑や飲料水と

いった特定の目的のために、プロジェクトベースでの

水質モニタリングが実施されている。他の国では、特

に河川について定期的なモニタリングが実施されてい

るが、モニタリング地点数、水質項目、頻度に違いが

ある。この違いは、政策ニーズ、組織・財政的な能力

といった要件によって生じている。モニタリングを実

施し、水質データを保存し、維持するための能力と資

金が、しばしば実施上の課題として挙げられている。

“政策立案のための科学的根拠の強化・改善を進め
る。たとえば、限られた予算内で実施する効果的
な水質モニタリング、データ保管体制の改善などで
ある”  （WEPAメッセージ  2012*）

多くのパートナー国では、年に一度刊行される環

境報告書（環境白書）等で水質の状況が一般に公表

されている。中国、マレーシア、タイなどでは、公表時

に、モニタリングの結果を水質の状況を示す「水質イ

ンデックス（WQI）」で表している。このインデックスの

計算方法は、国によって異なる。日本、韓国、フィリピ

ン、ベトナムでは、有機汚濁に関して、生物化学的酸

素要求量（BOD）や化学的酸素要求量（COD）等の

特定のパラメータで水質を評価している。また、中国、

韓国、タイなどでは、ウェブサイトなどを通じて、常時

モニタリングが行われている地点のデータがリアルタ

イムで確認できるようになっている。

また、すべての国でなんらかの形の排水基準が設

定されている。業種別の産業排水基準を設定してい

るのは、中国、ラオス、ネパール、スリランカ、タイ、ベ

トナムである。カンボジアでは、環境・生態系保全に

重要な地域では、環境省が独自の排水基準を設定で

きるようになっている。中国、インドネシア、ラオス、マ

レーシア、スリランカは、2000年代後半に排水基準を

改訂し、規制強化、基準の明確化を図っている（スリ

中国、インドネシア、韓国、ベトナムでは、実施期間

のある政策目標を持っており、定期的にレビューが行

われている。スリランカやタイでは、具体的な目標年

度を定めた国家水環境計画／戦略を定めているが、

そこには具体的な達成すべき数値目標は必ずしも定

められていない。日本は、水環境管理に関する特定の

1970年代：日本、マレーシア、フィリピン
1980年代：中国、インドネシア、韓国
1990年代:カンボジア、ネパール、スリランカ、タイ、ベトナム
2000年代：ラオス

環境影響評価制度の導入時期

計画を持たないが、汚濁負荷の総量規制制度のもと

で、特定の対象水域に対する時限付きの特定の目標

を定めている。

汚染の事前防止の観点から、環境影響評価制度

（EIA）は、環境に大きな影響を与えるであろう産業や

開発行為に対して全ての国で導入されている。 
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ランカは現在、新たな排水基準の承認待ち）。日本、

韓国では、汚染物質の濃度による規制に加えて、特

定の水域に関し総量規制制度が導入されている。ミャ

ンマーについては、産業に対して排水のガイドライン

があるものの、生活排水や農業排水に関しては、国レ

ベルの基準設定を現状では定めていない。

“法、規則、社会・経済状態や水環境の現状に見
合った基準設定（産業構造や実際の排水水質に
基づく排水基準など）の見直しを図る。” 
 （WEPAメッセージ  2012*）

施策の実施段階において、様々な遵守を確保する

ための手法が導入されているが、ベトナムの排水課徴

金のような経済的手法に対するパートナー国の関心

が高まりつつある。

“水質管理への「汚染者負担原則」の導入、法令
遵守のインセンティブとして市場メカニズムの活用を
図っていくことが必要である。”  

（WEPAメッセージ  2012*）

立ち入り検査や罰則は、重要な不遵守への対応の

ひとつである。これらの制度は、排水基準が設定され

ている国において導入されている。また、排水モニタ

リングは排水基準が守られているかどうかをチェック

するために必要とされている。排水のモニタリング義

務は、汚染源となるような施設や排水処理施設の所

有者又は管理者に課されているが、必ずしもすべての

国でモニタリングがきちんと実施されているわけでは

なく、また、モニタリングデータが行政に報告されない

ケースもある。カンボジア、スリランカ等では、違反の

疑いがある事業者に対して中央政府が排水のモニタ

リングを実施している。 韓国では、大規模事業者（下

水道を含む）に対し、排水のテレメーターシステムが

導入され、一括的なデータ管理が進められている。マ

レーシアでは、事業者がオンラインで排水水質を報

告するシステムが導入され、事業者主体の排水モニタ

リングの推進を促進している。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。

組織的な事項

水環境管理における国と地方政府の役割は、各国

によって異なっているが、一般的には、国が全体の管

理の目的、目標、ルールなどを設定して、地方政府が

実施を担っている。セクターの異なる関連省庁間の調

整の重複と調整不足が問題であると指摘されている。

また、地方政府の能力強化も課題のひとつである。

“水環境管理に従事する、国・地域レベルの組織の
組織的・技術的な能力開発を促進する。水環境管
理戦略、アクションプランを流域レベルで策定するこ
とを通じた、地域の水環境管理の強化も必要とされ
る取り組みである。”  （WEPAメッセージ  2012*）

流域管理の考え方を取り入れるとともに、水域の

水質を向上させるために、すべての国がステークホル

ダーの参加と意識の向上が必要だとしている。パー

トナー国の中には、すでに政策過程にステークホル

ダーの参加を取り入れている国もある。

“民間企業、市民、コミュニティの水環境保全への
参加促進と環境意識の啓発を図る”  
（WEPAメッセージ  2012*）

* WEPAメッセージ2012＝「アジアの持続可能な未来に向けた水環境の課題：WEPAからのメッセージ」『WEPAアジア水環境管理アウトルック 2012』
（http://www.wepa-db.net/pdf/1203outlook/01_jp.pdf）pp.6-8.
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最近の動向と今後の課題

過去数十年にわたり、パートナー国すべてで水環境

管理システムの強化が試みられてきている。『WEPA水

環境管理アウトルック2012（WEPAアウトルック2012）』

（http://www.wepa-db.net/pdf/1203outlook/01_

jp.pdf）では、次の3つを最近の主要な動向として挙げ

ている。

1） 排水基準の設定・改訂、排水への課金の導入など

を含む、排水管理の強化

2） 水質保全を進めるための流域管理の枠組みの導

入の試み

3） 生態系保全への関心の盛り込み

すべての国が、各国の水環境管理の問題に取り組

んできており、いわば水管理の枠組みはすでにほとん

どのWEPAパートナー国で構築されていると言える。

しかし、課題として残っているのは、いかに実施を確

保するかということである。最後に、WEPAアウトルッ

ク2012で、今後さらなる情報と知識の共有が必要で

あるとされた実施上の課題を以下に掲げる。

（1）法規制・組織：規制を実施に移すための詳細な制

度設計や能力開発が求められている。

（2）データと情報：適切な環境モニタリングの実施と

データ管理が共通の課題である。担当者の能力

不足に加え、これらを改善するための資金不足が

問題である。異なる機関でモニタリングしたデー

タの共有メカニズムも課題である。

（3）組織：水に関連する組織（省庁）間の調整と地方

政府の能力強化が効果的な管理の鍵となってい

る。

（4）流域単位での水環境管理：従来の行政単位の水

環境管理から、水管理政策や戦略に流域単位で

の管理を導入しようとする動きが出てきている。

流域単位での水環境管理にどう取り組むかが将

来的な課題であり、参加型の視点も主要な論点

となっている。

“ひとたび汚染された水や破壊された水系生態系を回復するには、多大な時間とリソースが必要となる。
したがって、水環境が悪化している地域の水質管理を強化し、人為活動が水環境に与える影響を最小限に
食い止めるよう、地方、地域、国レベルで水環境保全政策を迅速に立案・実施することが最重要視される。
健全な水環境はアジア地域の持続的な発展の鍵である。”  （WEPAメッセージ  2012*）

* WEPAメッセージ2012＝「アジアの持続可能な未来に向けた水環境の課題：WEPAからのメッセージ」『WEPAアジア水環境管理アウトルック 2012』
（http://www.wepa-db.net/pdf/1203outlook/01_jp.pdf）pp.6-8.
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何故、生活排水処理なのか？

WEPAパートナー国では、人口増加及び生活の質

の向上に伴い、生活用水の取水量の増加も顕著に

なってきている。特に都市部では、生活排水が未処理

または適切に処理されないまま公共用水域に放流さ

れ、深刻な水質汚濁を引き起こしている事例が多く報

告されている。多くの国や流域では、BOD負荷の大半

が生活系で占められており、生活排水の処理を通じ

た水質汚濁の防止がアジア地域で求められている。

生活排水のBOD負荷

図1に、日本における生活排水中の汚濁負荷の割

合を示す。日本では一人一日当りに排出する生活排

水に含まれる総BOD負荷量のうち、70％は洗濯や台

アジアにおける生活排水処理

所から排出される雑排水からの汚濁負荷であること

が明らかになっている。このことから、し尿だけでなく

雑排水による水環境への影響も無視すべきものでは

ないと考えられ、し尿だけでなく雑排水も含めた生活

排水の処理を通じた水質汚濁防止が、アジア地域で

必要となっているといえる。

アジアにおける生活排水処理の現状

アジアの国々、特に都市部では、下水処理場での

好気的条件下での集合処理、あるいは腐敗槽（Septic 

Tank）による嫌気的な条件下での個別処理が主流で

ある。下水処理場が必要であるが、処理場の普及率

が低い国では、具体的な目標値を設けた国レベルの

生活排水処理場建設計画が立案されている。

その他 23%

台所 45%

し尿 32%

総BOD
負荷量
40g /人/日

図 1. 日本における生活排水中のBOD汚濁負荷排出の割合
（出典：参考文献参照）
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集合処理的アプローチ

アジア地域の特に都市部では、下水処理場での好

気的条件下で生活排水を集合処理する方法が一般

的である。図2はWEPA各国の最新の生活排水集合

処理普及率を示している。下水処理場の建設投資に

注力した結果、現在では日本と韓国では全国の生活

排水集合処理普及率が75％を超えている。また、

マレーシア（マレー半島及び直轄市のみ）と中国都市

部では60～ 70％台、タイでは20％代の普及率となっ

ている。これに対し、その他のWEPAパートナー国で

は、普及率が未だ5％を下回っている状況である。 

オンサイト処理（腐敗槽）

下水処理場等による集合処理が普及していない地

域では、都市部を中心に腐敗槽による個別処理が一

般的となっている。表1にその普及状況を示す。腐敗

槽の設置状況についての定量的なデータが整備され

ていない国が多いが、下水処理場の普及が進んでい

ない国では、特に都市部において腐敗槽の普及率が

高い状況であることが推測される。

腐敗槽による処理は水質汚濁防止の観点から課題

を抱えている。まず、腐敗槽によるBODの削減効果

については、複数の研究成果があるが、おおむね30

～ 60%の除去率である。下水処理場で行われている

好気的な処理に比較すると、その削減効果は低いと

言える。さらに、し尿だけが腐敗槽で処理され、BOD

負荷の高い雑排水が未処理のまま放流されている地

域もアジアの国では見受けられる。

0
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80

100

国（年） 

生活排水集合処理普及率
（し尿及び雑排水)

* 中国のデータは都市部のみである
**サバ州とサワラク州は除く 

日本
（2
010
）

中国
（2
010
）*

マレ
ーシ
ア（
201
0）*
*

タイ
（2
008
）

ベト
ナム
（2
010
）

フィ
リピ
ン（
201
0）

ミャ
ンマ
ー（
201
0）

ネパ
ール
（2
010
）

イン
ドネ
シア
（2
010
）

カン
ボジ
ア（
201
0）

ラオ
ス（
201
0）

スリ
ラン
カ（
201
0）

韓国
（2
009
）

生
活
排
水
集
合
処
理
普
及
率（
％
）

図2. WEPAパートナー国における生活排水集合処理普及率 

国 年 地域 普及率 (%)

ベトナム 2008

国平均 41

都市部 79

地方部 26

マレーシア 2010 国平均 21

フィリピン 2010 マニラ 71

スリランカ (-) キャンディ 87

表 1．腐敗槽の普及率

（出典：参考文献参照）

（出典：参考文献参照）
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アジアにおける生活排水への
集合処理型アプローチの適用に
関する課題

建設コスト  

水質汚濁を軽減もしくは防止するためには、特に、

生活排水の集合処理が普及していない地域において、

し尿及び雑排水を含む生活排水全体を汚濁負荷除

去効率の高い処理プロセスで適切に処理することが

必要である。しかし、国連のデータ（UNDP 2006）によ

ると、生活排水集合処理施設の建設には、腐敗槽の

設置に比べて2～3倍のコストがかかると指摘されてい

る。WEPA各国の生活排水集合処理普及率と一人当

りGDPの関係をみると（図3）、その間にある程度の正の

相関がある。生活排水集合処理普及率の低いアジア

のほとんどの国では、一人当りGDPが4,000米ドル以

下の状況であるため、腐敗槽に比べてコストがかかる

生活排水集合処理施設の建設という政策オプション

が経済的に大きな負担になる可能性が高い。

生活排水処理施設運営に関する課題

すでに建設され、運転の段階に入っている生活排

水集合処理施設についても、運営面での課題を抱え

ているケースが多く確認されている。下水道料金の支

払いを嫌い、生活排水集合処理普及地域でありなが

ら住民が下水道に接続しないため、処理能力よりも

少ない流入量しかないケースが報告されている。

さらに、下水道料金の回収も運営上の課題の一つ

である。タイではほとんどの処理場で利用者から下水

道料金を回収できておらず、地方自治体の資金で運

営費を賄っている状況である。下水道運営が地方自

治体の財政に負担になっているという理由から、近年

図3. WEPAパートナー国における生活排水集合処理普及率と1人当たりGDPの関係
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（出典：参考文献参照）
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ウトソーシングシステムの構築が含まれる。この支援

システムによって、個人による合併浄化槽の適切な管

理が実現できているといえる。  

コミュニティーによる管理

アジア地域の多くの地域では、低い家計レベルと

低い住民意識のような社会条件下にあるため、生活

排水集合処理施設を受け入れるために必要な環境

が整っていないのが現状である。そのため、前述した

ような低い接続率、低い下水道料金回収率といった

課題が顕在化している。このような課題を解決するた

めに、生活排水集合処理施設を普及する予定の地

域に、計画段階から地域の住民に参加してもらうこと

で、住民の意識を向上させる試みをインドネシアでは

行っている。SANIMASというプログラムで2006年か

ら実施されている。住民はプロジェクトサイト及び技

術の選定など計画段階から参画し、コミュニティーア

クションプランを策定する。そのプランに基づき建設、

運転管理を行うことで、住民の自主的な生活排水管

理への参加を促すことを目的としている。プロジェク

トが実施されている地域は着実に増加しており、2006 

年～2009年の4年間で22の県で395カ所の生活排

水集合処理施設が建設され、住民によって運転管理

されている。

では下水道料金徴収を求める地方政府が多く、下水

道料金設定の手続きに関する規則を中央政府で定め

ているが、実際の徴収についてはまだ困難が多い。

集合処理の代替案としての
分散型アプローチの可能性

WEPAパートナー国で社会・経済的な制約を克服

する手段として、分散型アプローチを積極的に採用し

ていることは特筆すべき点である。日本や中国農村部

のように、人口密度が低い地域に小規模の処理場を

分散させて建設することは一般的であるが、マレーシ

アやフィリピンのマニラでは都市部においても、分散

型アプローチが採用されている。アジア地域における

分散型生活排水管理については、政府以外にも、個

人、コミュニティー、民間セクターと様々な主体（アク

ター）が関与している状況である。 

個人によるオンサイト処理（合併浄化槽）

日本では、合併浄化槽と呼ばれるオンサイト処理シ

ステムが、特に人口非密集地で、生活排水処理の手

法として広く導入されている。日本全体では、人口の

約10%がこのシステムを利用している。現在、雑排水

による環境への負荷を考慮して、し尿のみを処理する

単独浄化槽を新設することは法律で禁止されている。

ほとんどの個人用合併浄化槽では嫌気ろ床接触曝

気方式が採用されており、90%のBOD除去率と処理

水20mg/l以下が達成できるよう設計されている。原

則として、このシステムの設置と管理は各世帯（個人）

が責任を持つこととされている。しかしながら、各世

帯の技術的及び財政的な制約を考慮して、日本では

政府による支援システムを構築している。この支援シ

ステムには、構造基準や技術ガイドラインの策定、設

置に関する補助金の助成及び設置と管理に対するア
写真：インドネシアにおける小規模生活排水集合処理施設建設
にコミュニティーが参加した事例（SANIMAS）（出典：BORDA）
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分散型生活排水管理への民間セクターの参加

生活排水集合処理施設の効率的な運営を目的と

して、フィリピンとマレーシアでは民間企業による生

活排水集合処理施設運営が行われている。フィリピ

ンについては、1997年にマニラ首都圏の上下水道事

業を行うために、マニラ首都圏の上下水道事業を管

轄する首都圏水道及び下水道システム公社（MWSS）

が民間企業であるマニラウォーター及びマニラッドと、

それぞれマニラ首都圏の東地区及び西地区における

生活排水集合処理建設及び管理に関するコンセッ

ション協定を締結している。また、マレーシアでは、そ

れまで州政府が管理していた下水道事業を中央政府

が管轄することを目的として、1993年に下水道サービ

ス法が制定された。同時に下水道事業を運営する民

間会社Indah Water Konsoritum SdnBhd（IWK）が

設立され、同年政府とIWKとの間で生活排水集合処

理施設運営に関する委託契約が結ばれた。これによ

り、マレー半島のほとんどの公共の生活排水集合処

理施設の運営がIWKによって行われることとなった。

さらに、2009年にはマレー半島のKulite州の生活排

水集合処理施設を運営するために、Majaariという民

間企業が設立され生活排水集合処理施設運営が行

われている。現時点ではマニラ及びマレーシアにおけ

るこれらの民間企業による下水処理場運営は順調に

行われていると言える。但し、IWKについては1993年

の設立当初は独立採算の民間企業であったが、経営

に十分な下水道料金が回収できなかったこともあり、

7年後の2000年に国有化され、現在では財務省から

の資金投入を受けながら経営が行われている状況で

ある。2009年のIWKの収支報告書を見ると、年間7

億2300 万RMの歳入のうち、下水道料金からの歳

入は約60％の4億3400万RMにとどまり、約35％の

2億5000万RMを財務省からの資金投入で占めてい

る。このように、民間企業による生活排水集合処理

施設運営はアジアの他の地域でも大きな可能性を秘

めているオプションではあるが、維持管理をすべて賄

うことのできる下水道料金の設定と住民の経済レベ

ルに配慮した下水道料金の設定との間には、民間企

業には対応できないジレンマが生じる可能性もあり、

マレーシアの事例のように、公的機関による補助金も

確保しながら、十分な運転費用を担保することが、持

続可能な生活排水集合処理施設経営には不可欠で

あるといえる。

アジアにおける生活排水処理に関する
事例からの教訓

 適切な技術は自然・社会経済条件や開発レベルと

いった現地の状況に応じて選択されなければなら

ない。

 適切な処理施設の設置や管理を可能にするために

は、規制だけでは不十分である。技術に関する標

準化、財政、アウトソーシングや教育に対する政府

の支援が必要である。

 持続可能な生活排水処理システムの実現のために

は、料金徴収や定期モニタリングといった適切な維

持管理が不可欠である。
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Q1.  あなたの職責について

簡単に説明してください。

私の主な直接任務は、政策計画、行動
計画及びモニタリング計画を策定し、適
切な技術を模索し、新たな汚染防止技術
に関する調査を実施または提案すること
です。私は、生活排水から生じる環境問
題の防止及び解決策など、水質を向上さ
せ維持するための適切な方法及び手段を
開発し、生活排水を管理するための排水
基準を策定する任務に携わっています。

Q2.  生活排水が水環境に及ぼす影響や

タイの生活排水処理状況をどのように

見ていますか。

タイにおける水汚染は、経済成長に伴
う人口及び工場の増加によって深刻にな
りつつある主要な公害問題です。チャオ
プラヤ川など主要河川の水質低下は依然
として続いています。水質を示す重要パラ
メータに基づけば、水質悪化の主要原因
は生物化学的酸素要求量（BOD）の増大
であり、その原因は、地方の下水及び産
業・農業活動などからの排水でした。それ
らの活動からの排水が、未処理のまま水
資源に放出されていました。

水質悪化の主要な原因の1つには、十
分に処理されない地方からの排水が挙げ
られます。十分に処理されていない理由
は、タイ国内に下水処理場が100カ所し
かないからです。タイの生活排水管理にお
いて下水処理場の普及が依然として難問
の1つとなっています。下水処理施設の建
設、運営及び維持に対する財政的支援に
は、下水処理料金の回収など多くの問題
があります。現在の政府方針は、汚水及

び雑排水を処理する効果的な現地システ
ムの設置を推進することによる分散型シス
テムの推進、ならびに建設費用が安く管
理が容易なクラスター排水処理システム
の建設の普及です。

Q3.  あなた又はタイにとってWEPAの

パートナー国であることの利点は何ですか?

WEPAは、パートナー国がワークショッ
プや現場視察を通じて自国の技術的経
験や排水管理の状況を共有し会える優
れた機会であり、例えばアジア諸国の生
活排水管理を改善するための潜在的な
解決法の特定などを可能にしています。ま
たWEPAは、各WEPAパートナー国におけ
る生活排水状況及び管理方法に関する
データベースを提供する最良の情報源と
なっており、水環境問題に対して意欲的
な人々に知識を提供しています。

Q4.  タイの生活排水処理問題の改善に

WEPAはどのような貢献をしたと思いますか。 

生活排水処理に関する一連のWEPA
ワークショップは、他国の経験を共有し合
うことにより、排水処理施設の設置など

生活排水管理及び運営に関する知識を
高めました。管理の枠組み、技術、法的な
対処戦略、経済的手段（インセンティブ）
など生活排水管理計画は現在、タイの水
環境管理の改善に向けて策定中です。

Q5.  WEPAに何を期待していますか。

私はWEPAに対して、パートナー国の
間で経験や解決策を共有し、生活排水管
理やその他の環境問題における協力を広
げるために大いに役立つことを期待してい
ます。また私はWEPAに対して、実現可能
なアプローチや、各国の管理上の活動及
び意思決定の手引きとなる枠組みやガイ
ドラインを策定・使用することによって生
活排水管理をどのように改善できるかを、
パートナー国が徹底的に議論し合う最良
の場となることを期待します。WEPAの下
で類似する問題を抱える国々の間で問題
ごとのグループ会議を開催して、解決のた
めの知識共有をさらに推進すべきです。ま
た私は、技術及び管理戦略の分野への洞
察力を高めるために自身の知識を高め、そ
れによってタイの生活排水管理計画の策
定に貢献できればよいと考えています。

Wilasinee Saktaywin
天然資源環境省　汚染管理局　環境問題専門家 

タイ

パートナーからのメッセージ
アジアにおける生活排水処理
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Q1.  あなたの職責を

簡単に説明してください。

我々の部署は、あらゆるプロジェクトや
我が社（子会社も含む）の施設の環境法
令遵守を担当しており、ビジネス目標と整
合する目標を掲げる環境持続可能性イニ
シアティブの計画及び実施において活発
な役割を果たし、我々の内部及び外部の
ステークホルダー間で環境保全を推進し
ています。

Q2.  WEPAに参加する利点は何ですか。

我々の現在の実績をアジア地域全体の
同業者の実績と比較して評価し、同業者
のベストプラクティスと教訓を得ることを
WEPAは可能にしており、またWEPAは水
質改善及び排水管理プログラムの実施に
おける教訓と成功事例を共有し合う機会
をもたらしています。

Q3.  生活排水が環境に及ぼす影響や

フィリピンの生活排水処理状況を

どのように見ていますか。

フィリピン国内の有機性汚濁物質調査
の多くが、総負荷量の50%以上が家庭か
ら発生しているということを示しています。
現在フィリピンの大半の都市及び地方で
下水処理サービスのレベルは極めて低く、
公衆衛生への投資は上水道への投資と
比較して不釣り合いなまでに低い状態で
す。フィリピンの世帯における一般的な衛
生方式はセプティックタンクであり、家庭
雑排水の収集及び処理は事実上全く行
われていません。必然的に、都市部ばかり
ではなく、それ以外の地域でも多くの水路
が高濃度の有機汚濁及び大腸菌によって
汚染されています。2004年の水質浄化法
は、地方自治体及び水道施設が下水及
び汚水管理計画を策定することを要件と
していますが、現在ごくわずかの都市が実
際に進行中のプロジェクトを伴う基本計
画を持っているに過ぎません。

Q4.  WEPAはフィリピンの生活排水処理

改善にどのように貢献しましたか。

我々がWEPAに関与することによって、

アジア地域全体のパートナーにとっての排
水サービス拡大における問題の詳細を知
り、メトロ首都圏（メトロ・マニラ）で我々
が直面した同様の問題について理解を深
めることができました。例えばタイは、下
水処理施設での低い生化学的酸素要求
量（BOD）に直面し、下水処理施設の運営
の早い時期において活用されない状態に
至りましたが、これはマニラも直面した重
要問題であり、規制当局にそのことを説明
するのは困難でした。その結果我々は、同
じ計画の問題を二度と繰り返さないため
に、あるいは西洋諸国と異なる東南アジ
アの排水状況における局地的な基本原則
を少なくとも理解するために、これらの現
象を十分に調査すべく本格的な研究を開
始しました。WEPAパートナーとの話し合
いの中で、公益企業に対する規制方法が
民間産業に対する規制方法とほとんど同
じであるということも明白になりました。特
に業績への期待と技術規制に関して言え
ば、公益水道施設の特有の性質を考慮す
る必要があります。

Q4.  WEPAに何を期待していますか

WEPAを通じて構築されたパートナー
シップが今後も長年にわたって維持される
ことが我々の願いであり、近い将来より戦
略的なパートナーが参入することを歓迎
します。またWEPAがプログラムを拡大し、
公共水道施設部門に特に重点を置いて、
問題に素早く対処した優れた政策につな
がるための能力強化及びベストプラクティ
スの共有をさらに主導すること、さらに、
我々がサービスを提供する地域社会にお
いて目に見えるような改善をもたらす革新
的なアプローチが講じられることを我々は
願っています。

Mark Tom Mulingbayan
Manila Water Company（民間水道事業会社）
環境部　部長

フィリピン  

＊Mark Tom Mulingbayan氏は、生活排水
の専門家としてWEPA会議に出席し、生活
排水管理におけるManila Water Company
の経験を共有しました。
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Q1.  あなたはWEPAの活動に

どのようにかかわってきましたか。

私は、タイの分散型生活排水処理シス
テムの管理枠組みを調査しました。この
調査の目的は、タイで採用されている分
散型生活排水処理システムの現状を評
価することです。この調査には3つの主要
課題がありました。すなわち、ベースライ
ンとなる情報の収集、住民へのアンケー
ト調査などの現地調査、及び分散型生活
排水管理を担当する政府機関、地方自治
体、NGOなどステークホルダーへのインタ
ビューです。その後、2013年にカンボジア
で開催されたWEPA国際ワークショップ
で調査の成果を発表しました。

Q2.  生活排水が水環境に及ぼす影響や

タイの生活排水処理状況をどのように

見ていますか。

タイの運河及び河川には、産業排水、
農業排水及び生活排水が流入していま
す。排水量及びBOD負荷の大半が家庭
から生じています。都市部の運河を自分
自身で観察した結果、未だに運河に直接
排水されており、水質は過去数年間よりも
悪化していることがわかりました。この傾
向はタイ天然資源環境省の汚染管理課
の報告が裏付けています。集約型排水処
理システムの建設費用は高いことや土地
の可用性が限られていることを考えると、
タイの今後の水環境問題を解決するには
分散型家庭排水処理が最も手頃な方法
だと考えています。

Q3.  あなた又はタイにとって

WEPAの優れた点は何ですか。

WEPAは、私に今までと違った視点を与
えてくれました。私自身を含む技術を研究
している研究員は常に、どのようにして先
進的処理技術を開発できるかに重点を置
いています。しかし管理的側面も極めて重
要です。たとえ先進技術を開発し、水環
境管理に利用したとしても、優れたガバナ
ンスがなければ最大の利益を得ることは
できないでしょう。タイにとって、WEPAの
パートナー国であることは、データベース
を通じて地域全体で知識を共有できると
いう点で有益です。

Q4.  WEPAから得た知識、情報または

ネットワークを、タイの水環境管理改善の

ためにどのように活用しましたか。

WEPAのデータベースは、アジア地域で
採用されている政策及び技術に関する有
益な情報を提供してくれます。政府職員
は、自らの戦略の改善のために情報共有
をし、そこから教訓を学ぶことができます。
私にとってもWEPAの活動を通して、日本
の分散型生活排水管理システムに関する

情報を得られたことは有益でした。各国
に適切な技術及び管理の双方を構築する
ことが可能となり、その情報を集約した形
で公開することができれば、さらに優れた
水環境を実現できるでしょう。これらの問
題を成功に導くためには、問題に対する
市民の意識及び関心を高めることが不可
欠です。

Q5.  WEPAの今後の活動に

何を期待していますか。

データベースが提供しているデータまた
は情報は、コミュニケーションの1つの形
態に過ぎません。ユーザーは望んでいる情
報により迅速にアクセスしたいと考えてい
るため、情報を選別または選抜できるシス
テムが必要です。情報を知識に変えるシス
テムも重要です。政府が前向きに取り組
み水環境を速やかに改善する対策を講じ
るために、WEPAは最も重要な原動力の1
つになり得ると思います。これは、WEPAの
ミッションがデータベースを通じた情報及
び知識共有の段階から次の段階へ進ん
だときに実現できると考えています。

Suwanna Kitpati Boontanon
マヒドン大学工学部　土木・環境工学　准教授

タイ
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我々の組織の任務は、約1，500万の人
口を擁するマニラ首都圏（メトロ・マニラ）
全域、リサール州及びカビテ州の一部に
飲料用水及び下水道設備ならびに衛生
サービスを、手頃な価格で平等に提供す
ることです。1997年に下水道システム公
社（MWSS）は、これらのサービスの提供
を支援する民間部門を募りました。私の
主な職責は、MWSSと事業権契約をした
2つの民間水道事業会社、すなわち東地
区のManila Water Companyと西地区の
Maynilad Water Services、によるMWSS
基本計画の実施を監督することです。ま
た私は、評議員会の承認を受ける前の政
策方針の策定にも責務を負っています。

報告によると、家庭排水が、特に都市

部の水域の最大の汚染源となっています。
フィリピンでは、過去数年間にわたり飲料
水の提供に重点が置かれてきました。排
水については、衛生法によって、各世帯は
セプティックタンクを備えることが要件と
なっています。しかし、この要件は十分に
実施されておらず、一部の世帯がそのまま
排水するという事態につながっています。
さらに、ほとんどのセプティックタンクが不
適切な設計を施されており、定期的に汚
泥が汲み取られることがないため、処理
効率が低下しています。しっかりと組み立
てられ、維持管理が行き届いたセプティッ

クタンクでさえ、規制当局である環境天然
資源省が課している排水基準を満たして
いないため、追加的な処理が必要です。マ
ニラ首都圏（メトロ・マニラ）及びその隣接
地域では、遮集管を設置し、セプティック
タンクからの排水を収集する排水管から
その遮集管によって排水を下水処理場に
移送し、河川、湖沼や海に放出するという
戦略があります。供給区域全体に下水処
理場を行き渡らせるという基本計画が実
施される予定です。さらに、下水処理場が
まだ存在しない区域では特に、セプティッ
クタンクからのヘドロや固形物の除去が、
汚水管理プログラムを通じて継続的に実
施されています。汚水（セプティックタンク
から取り除かれた高レベル汚染水）は次に
汚水処理場で処理されます。
マニラ首都圏（メトロ・マニラ）以外の区

域では、それぞれの水道事業者または地

Leonor C. Cleofas
首都圏水道及び下水道システム公社（MWSS）
エンジニアリング及びオペレーション局
エンジニアリング及びオペレーション担当次長

フィリピン  
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方自治体が家庭排水管理プログラム／プ
ロジェクトを実施するよう義務づけられて
います。国内基本計画は既に起草されて
おり、優先地区に対する国庫補助が可能
となっています。プロジェクトを実施するた
めの能力強化や地方自治体資金源の決
定は、実施の第一段階です。

 マニラ首都圏（メトロ・マニラ）の水質
維持を担当する各機関はその機能を遂行
することを義務づける2004年水質浄化法
の施行及び2008年のフィリピン最高裁判
所命令により、現在の焦点は、家庭汚染
源ばかりでなくその他の汚染源にも対処
することに置かれています。

WEPAの一員であることによって、水汚
染防止への取り組みが強化されています。
WEPAは、パートナー国が集い、政策、ベ
ストプラクティス及び技術を共有し会う場
となっています。環境保護において他国
に後れを取るまいとする傾向がみられ、規
制や政策の共有がドミノ効果につながっ
ています。WEPAは、次世代のために水汚
染のための戦略を推進することができるよ
うパートナー国を結びつけ、一体化させる
役割を果たしています。

私は、水汚染防止に対する加盟国の取
り組みを推進することをWEPAに期待して

います。WEPAは、加盟国が規制枠組みを
実施し、解決策や戦略を特定及び実施す
る技術能力を開発できるよう支援すること
ができます。欧州連合と同様に、WEPAは
アジアのパートナー国の環境政策、規制
及び基準を調和させる又は標準化する触
媒となり得ます。プロジェクト開発やパイ
ロット・プロジェクト実施を財政的及び技
術的に支援するために、WEPAが援助国
からの出資金を運用していくことが期待さ
れます。
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国により影響の程度に差があるものの、産業排水

は、WEPAパートナー国における水質汚染の主要原

因の一つである。水質汚染を防止または軽減するた

めに、WEPAパートナー国は産業部門からの排水を

管理するための制度を構築してきたが、未だ多くの

国々では、構築した制度の実施と法・規制の遵守に

課題を抱えている。第2期WEPA活動の中で実施さ

れた水環境に関する政策と管理についての調査で

は、産業セクターからの排水の水質を管理するため

には、政策の実施を促進し、法令や規則などの確実

な遵守に関する情報交換が必要とされていることが

明らかになった。これを受け、WEPA事務局は、WEPA

パートナー国における産業排水管理について調査す

るために、2011年より文献調査、各フォーカルポイン

トを通しての質問票調査に加えて、政策立案者及び

専門家に対するインタビュー調査（ラオス、カンボジ

ア、ミャンマー、タイ）を実施し、WEPAの会合を通して

調査結果の情報共有を図った。

産業排水管理の状況

アジア地域における産業排水－中国、フィリピン、マ

レーシアやタイといったWEPAパートナー国では、全

国的に見れば、産業セクターが必ずしも有機汚染物

質の最大の排出源とは限らない（WEPAアジア水環境

管理アウトルック2012（WEPAアウトルック2012）参

照：http://www.wepa-db.net/pdf/1203outlook/01_

jp.pdf）。これは、これらの国々が、1970年代後半か

ら80年にかけ、産業排水に対する取り組み始め、工

場排水、特に大規模な工場や工業地帯からの排水に

産業排水管理

対する汚染管理規制を実施してきたことも関係してい

る。他方、産業排水が適切な処理をされないまま河

川などに放流されている流域では、産業排水は水質

汚染の主要原因のひとつであるとともに、有機汚染

物質に加え、有害物質も政策立案者の大きな懸念と

なっている。

中国の第11次国家5カ年計画（2006～ 2010年）では、
COD排出量を2005 年比で10％削減する義務的達成
目標を定めた。2006年以来、環境影響評価（EIA）の
結果、水質汚濁防止規制を満たさないために中止また
は延期となった建設事業は822件にのぼっている。また、
排水の放流で環境保護法の要件を満たさなかったため
に閉鎖された企業は2万社余りに達する。
（WEPAアウトルック 2012）

法規制－全てのWEPAパートナー国において、未処

理又は一部しか処理されていない産業排水による汚

染の防止又は軽減のための法制度を整備しており、

そのほとんどの国では産業セクターが遵守しなければ

ならない排水基準を設けている。業種により主要汚

染物質が異なることもあり、排水基準を業種によって

分類している国もある。また、一般的には環境関連の

省庁（環境省等）が環境汚染管理を担当しているが、

産業排水管理では、関連する産業・経済開発分野の

省庁もその責務を負うことがある。これにより、責務

の重複を招き、法規制の実施における課題のひとつ

となっているケースもある。工場が密集している工業

団地や経済特区では、異なる法・規制が適用されてい

ることが多く、集合排水処理施設の設置が義務付け

られている。このような特別な地域では、工業団地に

対する許認可省庁などの異なる省庁が水質汚染を管
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理している国が多い。

ほとんどの国では、事業者に対し、排水を伴う操業

を開始する前に、担当省庁（国又は地方レベル）に届

出を提出するか、承認又は許可の申請をするよう求め

ているが、その内容は産業の種類や規模等によって

様 で々ある。環境影響評価（EIA）は事業が開始される

前に汚染を防止する手段であり、ラオスでは、全ての

事業者は環境影響評価に関する政令（No112/PM）の

もとで環境適合証明書（Environmental Compliance 

Certificate: ECC）を取得することが求められている。

また、カンボジアの環境影響評価に関する政令にお

いても、カンボジア開発評議会からの許可が必要な

全ての開発行為・投資及び、EIAの対象となっている

事業者は、EIAに関するガイドラインに従ってモニタリ

ングとそのレポートを行わなければならない。

法令や規則の違反に対しては、WEPAパートナー

国全てがすでに立ち入り検査制度、政府の指導や罰

則を導入しているが、必ずしも効果的に実施されてい

るとは言えない。理由は様々あるが、例えば、手続き

の長さ、企業の非協力、軽すぎる罰則などが挙げられ

る。日本とベトナムは近年、これらの問題に対処し、

遵守を促すために、関連する法令を改正している。

インドネシアの新法（環境保護管理法2009年第32）で
は、不遵守に対する行政及び刑事罰則の強化を定め
ており、条項は環境基準及び排出基準を含む関連法で
規定される。 （WEPAアウトルック 2012）

排水モニタリング－排水のモニタリングは工場が排

水基準を達成しているかをチェックする上で重要であ

る。原則として、全てのWEPAパートナー国で、汚染

物質を排出する汚染者が排水の水質モニタリングを

行う義務がある。韓国とタイでは、ある一定の排水を

伴う汚染物質排出源に対してオンラインモニタリング

が導入されている。他方、事業者（汚染者）がモニタリ

ングを自ら実施するとは限らないケースや、モニタリン

グ結果へのアクセスが容易な形で保持されていない

ケースなど、関係省庁がモニタリングの結果を必ずし

も入手できるとは限らない。このため、許認可官庁が

遵守の状況を確認することも、対策の効果を評価す

ることもできない状況が起きることがある。日本では、

2010年に水質汚濁防止法の改正によって、排水の

水質モニタリングとその記録の保存を事業者の責務

とし、違反した場合には罰則が科せられることとなっ

た。

BOX.  産業排水のインベントリーについての
アンケート調査

　WEPAでの議論を通して、効果的な汚染管理対策の
計画と実施における最も大きな障害の一つとして、製造
過程における水利用の状況、排水の特徴、含まれる化
学物質、排水の量、変動、排水頻度、汚染防止策、法
令遵守の情報などを含むインベントリーが十分整備さ
れていないことが挙げられている。このようなインベント
リーデータは効果的な管理だけでなく、適切な処理技
術を選択するためにも必要不可欠である。さらに、製造
過程における変化の影響、水資源の保全や規制の効果
の評価のベースラインとして利用できるだけでなく、国家
レベルの温室効果ガスインベントリーの構築のための
ベースラインとしても活用可能である。このようなインベ
ントリーが各国で、どの程度整備されているかを調査す
るために、W E P Aではアンケート調査及びインタビュー
を実施した。アンケート調査では、10カ国（カンボジ
ア、中国、ラオス、インドネシア、韓国、ネパール、フィリピ
ン、スリランカ、タイ、ベトナム）から回答があった。インタ
ビューは、インドネシアとタイの二か国で実施した。その
結果、多くの国が、特定の流域やプロジェクトで整備し
たインベントリーを有しているが、国レベルでのインベン
トリーを持っていないことが分かった。中国や韓国の調
査結果からは詳細な情報が得られたが、ネパールとスリ
ランカでは産業排水に関するインベントリー自体が構築
されていなかった。但し、スリランカでは、中央環境局が
事業者の種類、所在地、廃棄物の種類を特定するため
のインベントリー調査を実施し、44,351の事業者を汚染
物質の量によって高、中、低の3レベルに分類していた。  
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法令遵守の促進－罰則制度以外の対策が、事業者

の法令遵守をより効率的に促す場合がある。例えば、

インドネシアのPROPERプログラム（環境管理におけ

る企業の評価格付けプログラム）は、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。

また日本では、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、一定の期

間の間に排水基準を満たすための改善を求めるため

に排水基準より低い暫定的な基準を設けている。マ

レーシアも同様に、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規

則を定めている。

共通の課題－パートナー国間での
情報共有が必要な分野

文献及び質問調査やインタビューを通して明らか

になったWEPAパートナー国における法令実施に関

わる共通課題を以下にまとめた。次ページは一般的

な規制フローに基づいて、課題として指摘された項目

の例を示したものである。

法令の不備、実施の手続きに係る細則の欠如：産

業排水に関連する異なる法律がそれぞれに義務を

規定し、現場に混乱をもたらすことがあるが、関連

省庁における調整、法・規則の改正は、長いプロセ

スを必要とする。また、法令を確実に実施するため

に必要な細則やガイドラインを整備する必要のある

国もある。例えば、従うべきガイドラインがなく、事

業者が異なる排水モニタリングの手順や分析法を

使っていた場合、排水水質のデータの信頼性や比

較が難しくなるなど、不遵守を証明する上で問題を

生じさせる可能性が出てくる。

関連省庁間の調整不足：少なくとも産業排水管理

に関連する省庁が（通例、環境分野と産業分野）が

国家レベルで2つ以上存在し、省庁間の職務の重

複や調整不足さらには利害の衝突（「産業の発

展」対「環境の保全」等）を生み、法・規制の実施に

悪影響を与える場合もある。

情報入手の可能性：WEPAパートナー国では、事

業者数や事業の種類だけでなく、排水量や水質の

データといった事業者及び排水に関する情報が不

十分である。特に、汚染管理に関する制度が近年

整備されたばかりの国や産業活動がまだ活発でな

い国においてこの問題が顕著である。また、中小企

業による地元の河川の汚染が疑われているが、大

規模事業者に比べると中小規模の事業者に関する

情報を集めることは難しい。さらに、整理されたイン

ベントリーの欠如は効果的または戦略的な汚染管

理対策の計画と実施の妨げになる可能性がある。

情報へのアクセス: 情報の欠如そのものに加えて、

産業排水に関する情報内容がセンシティブなため、

事業者が情報共有に消極的であり、計画・実施の

妨げとなっているということが産業セクターへの聞

き取りで垣間見れた。この背景には、機密事項が

公表されるかもしれないといったデータの使用に関

しての事業者の不信がある。また、省庁間での情報

共有のための調整の仕組みも問題で、WEPAが実

施した質問調査では、産業排水に関する情報を手

に入れるために、各国担当者がいくつもの異なる省

庁を訪れる必要があった。

人材不足：規制官庁（国家及び地方レベル）におけ

る担当官の能力及び数の不足がしばしば指摘され

た。

予算不足：法令遵守状況を確認するための排水及

び水質モニタリング の実施、特にデータベースやイ

ンベントリー構築には予算が必要不可欠であるとさ

れた。
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企業が
非協力

担当者不足

受理
審査
許可

データ保持
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違反行為に
対する指導

罰則
措置

環境部局ではない部署が担当するケースで
能力不足や環境部局との調整の問題ある場合がある

企業側の
アクション

行政側の
アクション

規制官庁（政府）

権限の重複、調整不足

法・規制の重複/
詳細規定の欠如/
弱い罰則規定

すべての事業所の
登録ができていない/
把握が難しい
（特に中小）

システマティックな記録の
保持ができていない、

データベース化されていない

異なる分野の
組織間調整が弱い

モニタリングの
手順や方法が
規定されていない

行政による
排水モニタリング
実施能力不足

（人材、知識、機材）
人材不足

モニタリング・
報告がない事例

罰則が緩い

産業や住民の環境意識の低さ

届出／申請 排水監視・報告

データの
保持・蓄積

改善計画
体系的に
蓄積できて
いない

立ち入り

住民の苦情

法令・規則

報告
内容
検証

データ
保持
蓄積

図．インタビュ―及び文献調査から明らかになった産業排水管理における課題
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気候変動は世界の水資源の将来を左右する重要

な要素のひとつであり、将来的な気候変動の影響に

どう対応するかが水環境管理上の課題となっている

（Connor 2009）。気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）第2作業部会の第4次評価報告書「水温上

昇、降水強度の増大及び低水期の長期化が、生態

系、人間の健康、水システムの信頼性や運営コストに

影響を及ぼし、様々な形の水質汚染を悪化させる（確

信度が高い）」（Kundzenicz et al. 2007）と結論づけて

いる。

アジア太平地域においても、気候変動の影響では

ないかと考えられる事象が見られたこと、気候変動の

水環境への影響が重大で多岐にわたるものであるに

もかかわらず、政策的な議論が必ずしも十分ではない

との現状分析から、WEPA第2期では「気候変動と水

環境、適応オプション」を優先討議課題の1つに設定

した。具体的には、ワークショップ等を通じて、水環境

（水質と水系生態系）への気候変動の潜在的な影響

についての情報共有を図るとともに、文献調査を含め

パートナー国におけるこのトピックに関する調査を実

施した。また、誰もがこれらの議論や調査結果にアク

セスできるようにするため、WEPAデータベースの中に

「気候変動と水環境」に関する情報を一括管理する

アーカイブサイトを設けるなどの活動を行った。

気候変動がWEPA諸国の水質及び
水系生態系に及ぼす影響

気候変動によって水温が高くなると、溶存酸素

量（DO）が減少し、河川・湖沼の自浄能力に影響が

気候変動と水環境

及ぶ可能性がある。気温が高くなることで、エネル

ギー部門が冷却目的で使用する水の量が増える

ことも、水温上昇の間接的要因だと考えられている

（Kundzenicz et al. 2007）。水温の他に、降水パター

ンの変化も水質に影響を与える。豪雨が短時間に起

こると、河川・湖沼に流入する堆積物や栄養素、その

他有害物質量が増加することになる。また降水パター

ンの変化によって表流水の供給が不安定になること

で、飲料用水源としての地下水への依存度が高くな

り、地下水の過剰くみ上げや、地下水に含まれるヒ素

やフッ素による健康リスクの増大を招く恐れがある。

気候変動に起因する海面上昇も、地表・地下淡水系

への塩水侵入という脅威をもたらす。さらに、汚染水

の氾濫により人への健康被害や水質悪化を引き起こ

す可能性もある。水系生態系も、高い気温と水温、降

雨変化、海面上昇等の影響を受ける。気温上昇は、

多くの生物種の住処である湿地への脅威となる。ま

た、水温上昇は、在来の水生生物種よりも外来種に

好ましい環境を作り出している可能性がある。

下図は、既存文献や報道などで、気候変動の影響

によって発生、悪化していると考えられたり、または疑

われている事例をピックアップしたものである。これら

の事例は、必ずしも科学的に証明されたものではな

いが、すでに水環境における変化が起こっていること

を示しているといえる。

琵琶湖（日本）や撫仙湖（中国）では、冬季気温の

上昇で冬季混合の程度が小さくなり、河川・湖沼底層

の溶存酸素量（DO）を枯渇させていると報告されてい

る（Kumagai et al. 2003）。底層のDOが減少すると嫌

気状態になり、底層堆積物からの汚染物質放出が加
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水環境に関する
気候変動影響の研究・報道例

（WEPA文献調査から）

ベトナム

日本

中国

韓国

ミャンマー

ネパール

フィリピン

インドネシア

マレーシア

タイ

ラオス

スリランカ

カンボジア

1999~2001年にかけて頻発し
た干ばつにより、松嫩平原の
Momoge湿地が干上がった。
（Cruz. et al. 2007）

これまで見られなかった翼幅のあるアカ
エイなどの外来熱帯種が確認される一
方で、タラなどの在来の冬季魚種の減少
が見られている。（Jung, 2005）

琵琶湖では、水温上昇によって冬
季混合が妨げられ、底層の溶存
酸素（DO）が減少している。また、
それに伴い、在来魚のイサザが減
少している。（Kumagai et al. 2003）

九州西部沿岸では、特に秋・冬
季の海水温度の上昇により、草食
魚の摂食活動期間が延び、藻場
に深刻な影響が見られている 。
（Yamaguchi et al. 2010）

ベトナムのメコンデルタ南部で実
施されたナマズ養殖業者への調
査では、水位上昇や降雨パターン
の変化によって、ナマズ養殖場や
ナマズの成長などに悪影響が見
られた。（Minh et al. 2009）

人為的及び気候変動影
響によって、中国北部で
243の湖が消失した。
（Ma et al. 2010）

ブランタス川では、短い雨季に
大量の雨が降るようになり、TSS
（全浮遊物質）が高くなっている。
（Sarjiya and Nurleili, 2009）

北東タイに位置するポン
川の水温が気温同様の
上昇傾向を示している。
（Wirojanagud et al. 2007）

アンダマン海では海水温度
が上昇し続け、サンゴの大規
模な白化現象が起きている。
（Wapatayotin, 2010）

エルニーニョ現象の影響で、
ジャワ海の水温が上昇し、ジャ
カルタ付近の浅瀬に生息してい
たサンゴのほぼ90%が死滅した。
（Hoeksema and Cleary, undated）
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速し、水系生態系を変化させると考えられる。メコン

川やブランタス川（インドネシア）では雨季の全浮遊物

質（TSS）が高いことが報告されており、降水強度の増

大により、雨季の土壌浸食率が高まっている。豪雨に

なると土壌から河川へ有機物質が流出し、好気性微

生物がDOを消費して生分解性有機物質を吸収する。

アジア諸国では、人々の活動が拡大し、水系生態

系に大きな影響を与えており、気候変動がその影響

をより深刻にしている。ダイナミック気候モデルでは、

熱帯又は半閉鎖性水域において2050年までに多くの

種が消失しまうと予測している（McMullen 2009）。

気候変動影響に適応するために－
科学的な知見の蓄積の必要性

WEPAが開催したワークショップでは、気候変動

への影響を水環境政策に反映するにあたり、検討

する際のデータ、特に水質に関連する時系列デー

タがないことが大きな問題の一つであるとの指摘が

多くあった。これらの議論を受けて、WEPAでは、水

環境の気候変動影響の検討をする際に必要となる

長期的な気温・水温及び水質に関するデータの蓄

積状況についての調査を2010年に実施した。この

調査では、過去10年に渡って同一地点において気

温、水温、水質に関するデータを蓄積しているとこ

ろがどれだけあるか、また、どのような水質項目をモ

ニタリングしているかについてWEPAフォーカルポ

イントを窓口に調査を行った（詳細結果は、WEPA

アウトルック2012（http://www.wepa-db.net/jp/

activities_201203outlook2012.htm）を参照）。その結

果、多くのWEPAパートナー国で、水温や水質の傾向

ならびに変化の相関性を調べるのに必要な長期（10

年以上）の水温・水質データが十分蓄積されておら

ず、特に湖沼・貯水池及び河口域・沿岸域のデータが

少なかったことが明らかになった。

また、本調査では、一部の国では定期的な水温・水

質モニタリングが実施されていないこと、多くの国で基

本的な水質監視項目（DO、BOD、COD等）の定期的

な水質モニタリングが行われていないことが確認され

た。これに加え、異なる省庁・機関によってデータが管

理されていた国があり、関連情報を収集・整理する上

での組織の管轄が課題となっていることもわかった。

気候変動影響への対策を考えるだけでなく、現在

及び将来的な水質保全対策を推進するためにもデー

タ蓄積は重要である。データ蓄積に関する調査から、

近年WEPAパートナー国が水質モニタリングの強化

が図られつつあることが垣間見えたが、気候変動が

水温及び水質に与える影響を評価するための長期的

なデータ蓄積は、まだ不十分であることがわかる。ま

た、水質改善を図る上での水質モニタリングの実施と

データの蓄積・整理が不十分なところもあり、水質改

善そして気候変動への適応に関する政策決定の根拠

となるデータを入手することが重要であることが改め

て確認された。

なお、日本では、環境省のもと気候変動が水質と

水系生態系に及ぼす影響を調査プロジェクトが実施

され、気温と水温、並びに水質に関する30年間の累

積モニタリングデータをベースに、水温や有機汚濁を

含む水環境への直接的影響について検討が実施され

ていた。水環境（水質・生態系）の変化には、人口増

加、都市化、経済成長など他要因による水環境への

影響も大きいことが、気候変動の影響と水環境の変

化を考える際のむずかしさのひとつである。WEPAパー

トナーの間でも、人為的な影響と気候変動の影響の

寄与を明確にすることが難しいことが、多く指摘され

ている。
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政策対応－WEPAパートナー国の
適応策・戦略

気候変動の潜在的影響への対応は国によって異

なっている。WEPA事務局は、2010年に、気候変動

適応策と水資源・管理政策の両方において、各パー

トナー国が水環境に与える潜在的影響にどう備えて

いるかを調査し、水環境に関わる側面（生物多様性

など）が盛り込まれている気候変動適応策関連の政

策文書に関する調査も行った。また、気候変動適応

に関する政策、戦略その他政府文書の中で、水資源

や沿岸・海洋生態系を含む自然生態系が多くみられ

たが、気候変動が水質に与える影響や適応オプショ

ンに言及するものが必ずしも多くなかった。水資源

開発・水環境保全に関連した水セクター関連文書で

は、気候変動への言及はあっても、潜在的な影響へ

の適応行動が必ずしも検討されていなかった。

水環境分野における適応対策が進まない理由のひ

とつとして、WEPAが開催したワークショップでは、気

候変動が水環境に与える影響に関する知識や科学

的データの不足が挙げられた。気候変動の水環境－

特に水質への影響については科学的に証明されてお

らず、洪水や渇水といった事象に比べ緊急性も高くな

いが、今後の水環境政策においては、気候変動影響

も考慮されていくことが望まれる。

今後に向けて

WEPAの議論や調査を通して、気候変動が水環境

－水質及び水系生態系－に与える影響に関する科

学的知見が非常に限られていることが明らかになっ

た。アジアの途上国では水量・水温・水質などに関す

る時系列データや科学研究に必要な施設・人材が不

足していることから、データの収集・蓄積のシステムが

必要となる。各国が水質モニタリングの実施とデータ

蓄積システムの強化を図ることが重要である。将来的

には、データを関係者及び関係国の中で共有・活用

していく方法やスキームについても考えていく必要が

ある。

全地球レベルでいえば、気候変動による水資源へ

の負の影響は、正の影響を上回ると予測されており、

そのような水資源への負の影響は食糧の安全保障や

貧困といった持続可能な開発に向けたアジェンダに

も影響する（Bates et al (ed) 2008）。それゆえに、科

学界だけでなく、政策立案者もこの問題に関する調

査と検討を進める必要がある。

さらに、2011年にタイのバンコクの洪水被害、2013

年にフィリピンを襲った台風など、近年頻発する深刻

な自然災害被害を考えると、いかにして異常気象への

「備え」を強化し、洪水など災害時に起きる土砂流

出増加による水質の汚染や未処理水の流出や排水

処理施設の一時的な機能不全などがもたらす健康リ

スクを最小限に抑えられるか等を検討する必要性を

再確認する必要がある。
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Q1.  あなたの職責を

簡単に説明してください。

私は、水・エネルギー委員会事務局
（WECS）水資源部門で流域調査課の上
級水文担当官です。現在私は、バグマティ
川流域改良プロジェクトの実施ユニット長
を務めています。私が担当する主要業務
は、バグマティ川流域において統合的水
資源管理（IWRM）の原則を実施するにあ
たり指導及び調整を行い、統合的河川流
域開発基本計画を策定することです。ま
た私は、バグマティ川流域における既存の
洪水予測及び早期警報システムの改良も
担当しています。私の任務には、意思決定
支援システムを含む水資源情報システム
センターの設立、IWRMの法的かつ制度
的な強化、及び河川流域組織の設立が含
まれます。

Q2.  ネパールの水環境状況を

どのように見ていますか。

人口増加及び移住、都市化、産業化、
森林伐採、近代化、農薬の使用ならびに
市民の認識欠如がもたらす悪影響により、
自然環境が変化してきました。これらの
人的活動の結果、ネパールの農村地域及
び都市域の双方で水汚染が悪化していま
す。表流水は、固形廃棄物、未処理の都
市排水及び産業排水の廃棄場所として
一般的に使用されています。急激に成長
する都市域からの未処理の下水、未処理
の工業排水、ならびに開墾・耕作における
化学肥料の過剰な使用が水質汚染の主
な寄与因子となっており、この傾向は全
国的に拡大しつつあります。水生生物や
生態系、農業生産性、人の健康、河川水
の使用、下流で水を使用する人たちにとっ
ての水の可用性に対して、水汚染は広範

な悪影響を及ぼします。同様に、Chure地
区及びその南部の麓にあるBhabar地区
は、テライ・ベルト（ネパール低地）におけ
る地下水帯水層の地下水賦存域です。し
かし、この極めて重要な地下水賦存域が、
森林伐採、人々の定住、工業化、川底から
の砂や岩石の採取などによって破壊され
つつあり、その結果、地下水汚染や環境
の全般的な劣化につながっています。タラ
イ地域は、河川や地下水によって運ばれ
た砂及び砂利の氾濫原堆積物の層を含
んでおり、ヒ素汚染に対して極めて脆弱に
なっています。

Q3.  WPEAはネパールにおける水環境管理

の改善にどのように貢献していますか。

あいにく我々は、他国のように定期的
にWEPA活動に参加することができず、
WEPAが持っている知識を十分に利用す

Q1.  あなたの職責を

簡単に説明してください。

中央環境庁（CEA）は国家環境行動計
画（NEA）の唯一の実施機関です。NEAは、
スリランカの環境部門における保護、管
理、教育及び認識の向上を担当していま
す。私は、スリランカの環境保護に責任を
負う環境汚染防止（EPC）部門に所属して
います。その責任に基づいて、我々は産業
部門が我が国の汚染の要因になっている
こと、また我が国の急速な産業発展を考

慮して、主に産業汚染防止分野に重点を
置いています。汚染防止にあたり、規制メ
カニズムとして産業活動及び規制遵守状
況を監視するための環境保護認可（EPL）

システムの実施や産業を汚染防止におい
て支援することにより規制遵守を推進す
るなどの戦略を採用しています。また我々
は、企業経営者が汚染防止の認識を高め
るためのプログラムを実施しています。法
令や規制の改正及びさまざまな産業部門
に対する汚染防止ガイドラインの策定も、
EPC部門の主要任務です。

Q2.  スリランカの水環境状況を

どのように見ていますか。

スリランカの産業部門は、1980年代以
来急速な発展を遂げ、その結果、水汚染
レベルの悪化をまねきました。NEAは1980
年に施行され、NEAを効果的に実施する
ためにCEAが1981年に設立されました。
スリランカの主な水汚染源は産業部門で
す。大規模な産業のほとんどが規制を遵
守していますが、小規模及び中規模企業
の場合、そうではありません。我が国の中
小企業（SME）部門の企業数は極めて多

R.M.S.K. Ratnayake
中央環境庁　課長（環境汚染防止） 

スリランカ  
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ることができませんでした。しかし我々は、
この極めて重要かつ必要な情報をより良
く活用していきたいと考えています。なぜ
ならばWEPAがこれまで実施してきたこと
は、ネパールのような国々が水資源管理
を持続可能な方法で環境的なバランスを
とりながら達成するために最も重要である
からです。

Q4.  WEPAに何を期待していますか。

WEPAはアジア諸国における水質管理
改善パートナーシップ・プログラムであり、
その目的は情報基盤を開発し、類似す
る自然条件及び社会経済的状況を持つ
国々の間でデータ、知識及び経験を共有
できるようにすることです。水環境保全を
担当する政府職員を中心に、パートナー
国の能力強化に貢献することを我々は
WEPAに期待しています。

水資源に関連するネパール政府のさ
まざまな省、部門及び機関が水・エネル
ギー資源分野の政策を立案しプロジェク
ト計画を練るにあたって、水・エネルギー
委員会事務局（WECS）は中心的な水計
画機関としてそれらを支援するという第一
義的な責任を負っています。したがって、 
WECS及びWEPAが協力し合って政策レ
ベルでの介入が必要な分野を特定し、ネ

パール及びアジア全体の水環境を改善す
ることを期待しています。そのような分野と
して、水資源を利用した開発プロジェクト
に関する環境調査での分析で得られた結
果及び知見に基づいた実施、生態系を基
本とした水資源管理へのアプローチ、気
候変動が水環境に及ぼす問題及び影響、
気候変動に対する水環境分野の適応など
が挙げられるでしょう。

いため、 累積的影響が大きいのです。一
方、家庭及び農業活動も水汚染の主な原
因となっています。農業部門及び家庭活
動におけるノンポイント・ソースは規制が
困難であるため、それらの分野からの水汚
染の拡大につながっています。

Q3.  WEPAのパートナー国であることの

最大の利点は何ですか?

スリランカは2009年にWEPAに加盟し
ました。ほとんどのアジア諸国が、類似す
る環境問題を抱えており、さまざまな戦略
や対策を講じてそれらの問題を克服しよう
としています。ある分野において他分野よ
りも成功を収める国々もあります。WEPA
は、環境分野、とりわけ水に関する成功事
例を加盟国が議論及び共有する場となっ
ています。このシステムが各国において改
良され、他のパートナー国に適用しうるベ
ストプラクティスがもたらされることが期待
されます。

Q4.  WEPAはスリランカの水環境管理改善

にどのように貢献しましたか。

WEPAを通して得られた他国の法的枠
組みに関する情報は、我が国の水環境管
理に著しく貢献しており、WEPAは、他のア
ジア加盟国で採用されているより良いシス
テムを共有できるようにすることによって、
排水基準の策定及び見直しに貢献してい
ます。スリランカはそのようなプロセスにお
いて素晴らしい成功を収めている状況で
す。

小規模及び中規模企業がスリランカの

水汚染の主要原因となっています。 CEA
は、それらの企業の財政状態及び既存の
汚染防止技術を考慮しつつ、低コストの
処理システムを模索しています。そのよう
なプロセスにおいて、我々はWEPAプログ
ラムから非常に多くのことを学びました。

2012年に、スリランカでWEPA二国間
会合が開催され、関係部門のすべてのス
テークホルダーが参加しました。その結
果、水分野の関係組織の間で連携が高ま
り、他の関係組織の水汚染防止及び管理
に貢献しました。

Kamal Ram Joshi
水エネルギー委員会事務局　上級水文担当官

ネパール 
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Q1.  あなた方の職責を

簡単に説明してください。 

Tuddao: 私は現在、フィリピンのケソンシ
ティーにある天然資源環境省（DENR）中
央事務所でDENRの現地業務におけるガ
バナンス・執行担当官を務めています。私
は現在の任務に則って、環境及び天然資
源（ENR）に関する政策やプログラムの検
討、実施及び監視を主導・推進し、現場
業務がENR計画及びプログラムに関する
現行の法律、規則及び規制を遵守してい
るかを監視しています。水の分野において
は、DENR現地事務所における水資源管
理及び河川流域管理・保全に関連するガ
バナンス政策、法律及びプログラムについ
て検討、勧告及び実施する責任を負って
います。

私はENRの現地業務ガバナンス・執行
担当官として、2014年に予定されている
フィリピン第2回国際河川サミットの開催
準備をDENR現地業務代表として行って
おり、さまざまな国内シンポジウム及びセ
ミナーにおいて水及び河川流域・分水嶺
の環境について講演しています。また私
は、世界水パートナーシップ ‒ フィリピン

Vicente B. Tuddao, Jr.
環境天然資源省（DENR）
ガバナンス・執行担当局長

フィリピン

Erlinda A. Gonzales
環境天然資源省（DENR）　環境管理局
環境顧問技術員

フィリピン

水パートナーシップにおける中央政府公
式代表者でもあります。

Gonzales: 私は過去20年間、環境品質
部門の環境管理チーフ・スペシャリストを
務め、また環境管理局のIV-A地域局長も
務めました。私は、環境管理と汚染防止
に関する政策、計画及びプログラムの策
定に携わってきました。現在私は、マニラ
湾の再生及び管理に関する環境コンサル
タントを務めています。環境管理局は、水
汚染防止及び一般有害廃棄物管理に対
処するためのマニラ湾沿岸戦略業務計画
（OPMBCS）の下で設定されている10の
優先目標を達成するために主導的な役割
を果たしています。我々は、当該戦略の実

施にあたって他の機関と協力し合う必要
があります。それらの戦略に基づく活動に
ついてですが、私は、既存の方針を見直
し、マニラ湾の効果的な管理及び保護を
確保するための包括的な行動計画を練
るために、関連機関と共に業務調整を行
いました。その行動計画には、地方自治
体（LGUs）及び中央政府機関が実施すべ
き重要点が盛り込まれました。地方自治
体のために下水及び衛生管理に関する訓
練やワークショップが実施され、工業及び
商業施設の汚染防止担当役員のために
環境法関連の訓練やワークショップが実
施されました。マニラ湾の環境保護のため
のその他の活動として、工業施設での水
質モニタリングに関する監督及び技術支
援、工業施設の地図作製、工業及び商業
施設からの汚染負荷量の特定などが挙げ
られます。

Q2.  フィリピンの水環境状況を

どのように見ていますか。

水環境の状況を簡単に説明してください。

Gonzales: フィリピンの水環境は、高度に
都市化した中心部での高レベル汚染、地
方またはあまり都市化が進んでいない都
市での比較的低いレベルの汚染、及び上
流分水界もしくは河川上流域での比較的
良好な水質環境など、多様性があります。

全排水量に対して、平均で、生活排水
の汚濁負荷が33%を占め、次いで家畜廃
水が29%、産業排水が27%となっています。
また、ノンポイント・ソースは、水域に対す
る有機的負荷要因の11%を占めています。
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こうしたデータは、生活排水がフィリピン
の水域汚染の主な原因になっていること
を示しています。

Tuddao: メトロ・マニラ、セブ、ダバオと
いった都心部における河川、湖及び湾の
主な汚染源は生活排水であり、大腸菌、
有機物、栄養塩及びシルト／堆積物が
主な汚染物質として特定されています。ま
た、無差別な投棄、不適切な固形廃棄物
管理、及び廃棄物処理場や衛生廃棄物
廃棄場の不足によって、固形廃棄物も水
資源の劣化につながる大きな脅威となっ
ています。微量重金属も検出されており、
特にフラカン州のMarilao-Meycauayan-
Obando（MMO）河川系などの区域で著し
く見受けられ、これは、ミサミスオリエンタ
ル州のイポナン川及びミンダナオのカンポ
ステラ河川系における革・宝石の製造及
び小規模な採掘活動（水力採掘）が原因
となっています。多くの河川系における堆
積土砂も主要な問題として考えられてお
り、この問題の原因は、土壌浸食や土壌
の移動・流出を抑制するための適切な対
策を顧みない広範な土地開発、農業及び
森林伐採です。一方、地下水資源の枯渇
が、マニラ首都圏（メトロ・マニラ）、セブ都
市圏（メトロ・セブ）、イロイロ、カガヤンデ
オロ及びダバオ都市圏（メトロ・ダバオ）で
顕著に見られます。

家庭からの排水による汚染がパッシグ
川とその河川系及び河口における汚染負
荷量の70％～ 80％を占めていることから、
フィリピンでは、生活排水への対応を優
先しています。

Q3.  WEPAのパートナー国であることの

最大の利点は何ですか。

Tuddao: 我が国におけるWEPAのパート
ナー国であることの最大の利点は、我が
国の水環境の状況を特定し、評価する際
のWEPAの制度的なサポート促進の役割
と、現在フィリピン国内で実施されている
イニシアティブ及びその他のアジア諸国で

実施されているイニシアティブと連動した、
水環境問題の対処方法に関する手引きを
示してくれることです。

WEPAは、強いパートナーシップの要と
なっており、水環境問題及び懸念に対処
するためのプロセス、アプローチ及び戦略
を提示してくれることや、制度的な統合を
目指して水環境の共通のプラットホーム
及び基準の枠組みを構築している点は極
めて称賛に値します。

Q4.  WEPAはフィリピン国内の水環境管理

改善にどのように貢献していますか。

Tuddao: WEPAはパートナーとして、効果
的な水管理の推進という点で我が国に最
も貢献しています。計画立案、プログラム
実施及び政策の検討・方向付けという点
で、水環境管理を改善するための我々の
教育及び情報キャンペーンをサポートして
くれています。またWEPAは、アジア諸国
における水資源管理へのアプローチと戦
略に関するネットワーク（定期的なワーク
ショップ、年次会合及び訓練サポートプロ
グラム）を通じて、水環境問題及び懸念に
対する認識を確立することにも役立ちまし
た。WEPAの公式ウェブサイトや公開デー
タベースは容易にアクセスすることができ
る上とても有益です。これらのデータベー
スは、社会・文化、経済発展及び制度レ
ベルの差異にかかわることなくパートナー
国間における基準と能力の調和を目指し、
フィリピン国内ばかりでなくアジア諸国内
の水環境状況も含んでいます。

特に、高価で高い維持費を要すると考
えられている集中型の排水処理施設では
なく、家庭からの汚染物質を 局地的また
は小規模な排水処理施設によって封じ
込め、効果的な排水管理を行うことの利
点を、WEPAは教えてくれました。さらに
WEPAは、流域アプローチを通じた水資
源管理の利点を継続的に唱え、フィリピ
ンは18の優先河川流域の持続可能な管
理及びガバナンスにおける中核的な枠組
みまたはプラットフォームとして流域アプ

ローチを維持してきました。その目的は、
良質な水の持続的供給を確保するばかり
でなく、気候変動により急増している洪水
問題に対処するという同様に重要な問題
にも対処することです。

Q5.  WEPAに何を期待していますか。

Tuddao: WEPAがフィリピンとのパート
ナーシップをさらに強化することを期待し
ています。例えば、能力強化及び技術移
転、効率的かつ効果的な水資源の管理に
関する適切な情報及び方法論の提供、水
環境の懸念及び問題に対処するアプロー
チや戦略を調和させるための共通基準の
策定、プラットフォーム、枠組み、方針及
びプログラム支援の提供、水質、水の供
給及び環境品質を改善するという目標を
達成するための実施ガイドラインの提供な
どが期待されます。

フィリピンのような一部のアジア諸国で
は水環境を改善すべく断片的なアプロー
チや時代遅れの技術を使用している現状
において、WEPAは、今までの取り組みを
改善し、水資源管理の技術的な能力やガ
バナンス戦略を向上させるための方法を
設定する主導的な制度・組織として役立
つでしょう。

ASEAN諸国の水環境状況に関する
データベースの統合において先導的役割
を果たし、フィリピンが経済及び社会発展
を遂げる中で水質改善を進められるよう
に能力開発プログラムの策定に着手する
こともWEPAに期待しています。

さらに、アジアの水環境問題に関する
協力・連携した活動及び世界規模でのそ
の活動を推進するための枠組みに向けた
キャンペーンを推進すること、また、それに
よって水環境及び水資源管理に関する
問題及び懸念に対処するための現在の
WEPAパートナー国のイニシアティブを活
性化させ、汚染の越境移動問題に対する
世界規模の行動への国際支援を求めてい
くことを期待しています。
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Q1.  あなたの職責を

簡単に説明してください。

環境省から私に与えられている任務
は、広範な政策領域にわたっており、例
えば環境汚染評価に関する方針、ガイド
ライン及びプログラムの検討・策定や、我
が国の環境戦略計画を反映する環境品
質を実現するための提言などが含まれま
す。各担当部門が実施する活動に対する
確認及びフォローアップも私の任務です。
私は環境省メコン・ユニット次長として、
メコン川に関連する文書、戦略、行動計
画（MRCS/CNMC）に関する検討や勧告
を行い、関連する会議への出席や交渉な
どを行っています。私は、開発投資家（民
間及び公共プロジェクトの投資家）が提
出する環境影響評価（EIA）報告書や環
境管理計画（EMP）を審査するワーキング
グループの一員でもあります。また私は、
WEPAなどの国際プログラムや韓国環境
省との環境関連協力において中心的な役
割を担っています。

Q2.  カンボジアの水環境の状況を

どのように見ていますか。

公共用水エリアの水質モニタリングや
分析については1、環境省と水資源及び気

象省（MoWRAM）の担当者が毎月実施し
ており2、ほとんどの管理所において水質
は今のところ良好な状態に保たれている
3と我々は結論づけていますが、乾期に幾
つかの管理所でいくつかの項目で基準を
上回りました。メコン川、バサック川、トン
レサップ川及びトンレサップ湖の指定され
た地点で水質サンプリングが定期的に行
われています。水質モニタリングの一般的
な項目、すなわちpH、温度、TSS、BOD、
DO、電導度、TN、TPなどや、幾つかの重
金属の項目を観測しています。

主な観測エリアの水質は良好ですが、
人口の急増、都市化、産業開発、その他
の開発が進む中で管理を怠るようなこと
があれば、地表水及び地下水の双方の水
質が低下する可能性を我々は懸念してい
ます。

観測結果として、産業及び農業部門
（屠畜場や家畜を含む）、都市の下水シ
ステム、不法占拠、水上ハウス、水上レス
トラン、水上ビジネスエリア、宝石用原石
採掘活動、淡水及び海水を利用した水産
養殖などから、水質低下及び汚染が発生
する可能性があります。

産業、住宅地域、その他の開発プロ

ジェクトといった汚染源は、水環境と人の
健康にとって深刻な悪影響の原因になる
と考えられているため、既存の法律に則っ
てこれらの汚染源を定期的に管理及び監
視しています。産業部門は国内基準を満
たすべく適切に排水処理を行うことが求
められており、環境省は受水域に排出さ
れる排水の質をモニタリングすることが求
められています。都市の排水処理システム
を改善するか、または住宅地域からの排
水を適切に処理するための施設を主要な
都市や地方に建設すべきです。最後に、
EIAとEMPの実施を通じてすべての投資
プロジェクトを入念に評価及び監視する
必要があります。

Q3.  アジア水環境パートナーシップ（WEPA）

のパートナーであることの最大の利点は

何ですか?

カンボジアは2004年以来WEPAのパー
トナーであり、特に日本の環境省及び
IGES など、他のWEPAパートナー国との
間で密接なネットワーク作りを行ってきた
と思います。カンボジアは、WEPAの国際
会議や年次会合及び国内での対話を通

1 水質汚濁防止に関する下位規定（河川、湖、小川、海及び地下水に関する規定）を参照。  
2 MRCSの水質モニタリングプログラムに基づく実施。
3 水質汚濁防止に関する下位規定の水質基準と比較した場合。

Q1.  あなたの職責について

簡単に説明してください。

私は、韓国における水環境情報の管理

と水質モニタリング・ネットワークプログラ
ムの運営に携わっています。2014年以来
私は、特に地表水中の環境放射能の調査
に取り組んできました。

Q2.  韓国の水環境状況を

どのように見ていますか。

1996年の包括的水質管理策及び水環
境管理基本計画（2006～ 2015年）の実
施により、地表水及び貯水池の水質が大
幅に改善されました。ただし、ノンポイント・
ソースからの非分解性有機汚染物質によ
り、化学的酸素要求量（COD）レベルの改
善はあまり見られませんでした。

Q3.  WEPAのパートナーであることの

最大の利点は何ですか?

Taegu Kang
国立環境研究院（NIER）  水質管理センター
上級研究員

韓国
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じて、環境管理、排水・屎尿処理、気候変
動、政策・戦略の実施などについて他の
WEPAパートナー国と教訓や経験を交換
し合うことができました。実際に、WEPA
活動から学んだ教訓は、水環境及び気候
変動への対策・適応ならびにそれらの実
施に関する政策、戦略及び計画を策定す
る国内能力を向上させる上で最も有益で
した。

既に簡単に述べたように、カンボジアと
WEPA／日本の環境省との国同士の対話
は、カンボジアの機関（政府当局者及び
NGO）が法的及び制度的な教訓、特に環
境管理に関する技術的知識を学ぶ機会
をもたらしました。WEPA及び成功を収め
ているWEPAパートナー国と共に、現場
視察なども含めた対話を更に促進するこ
とが望まれます。

Q4.  あなたがWEPAから得た知識、情報

及びネットワークを、カンボジアの環境管理改

善においてどのように活用しましたか。

既に述べたように、WEPAは水環境管
理に関する知識と認識をもたらしました。
私は、自身の業務と地域的な会議やセミ
ナーにおいてそれらを活用してきました。

私は、汚染を予防するために、さまざま
な公共及び民間の開発プロジェクトから

提出されたEIA及びEMPに関する報告書
を検討し、水環境と排水処理の適切な管
理に向けた勧告を行う際にも、WEPAから
得た知識と認識を活用しました。ほとんど
の場合、メコン川下流域（メコン川委員会
事務局〈MRCS〉）における国レベル及び地
域レベルの会議やセミナーでの議論にお
いて、私はそれらの知識や認識の共有を
しました。人の健康と水生生物を保護す
るためのMRCS水質手順書（PWQ）（PWQ
を実施するための技術指針を含む）を策
定するプロセスの中で、人の健康と水生
生物を保護するための水質項目や水質モ
ニタリングなどWEPAでの経験に基づく
意見やコメントを私は提示しました。私が
カンボジア国内メコン委員会（CNMC）と
MRCSの幾つかのワーキンググループの
メンバーを務める間、そのような認識及び

知識が活用されるでしょう。私は今後も、
EIA報告書とEMPの審査を行っていくつも
りです。

Q5.  今後のWEPAに何を期待しますか。

国ごとに特有の必要性に基づいて提言
を行うなど、諸問題に対処し解決方法を
模索する上でWEPAでの対話は極めて有
益であると思います。WEPAや経験豊富
なWEPAパートナー国を視察訪問するこ
とも、経験や教訓を交換し合う上で極め
て重要です。「問題解決」「汚染の予防」及
び「汚染評価・リスク管理」に向けて、第3
期WEPAでは国及び地方レベルの当局者
に対する技術伝達及び能力強化を推進し
ていくことを、私は期待しています。

Sokha Chrin
環境省　技術局　副局長

カンボジア

WEPAは、我々の水環境問題及びそれ
らの解決方法への対処、特に国内の産業
排水や水環境管理政策に関連する問題
及び解決策に対処する上で堅固な基盤と
なっています。WEPAは、パートナー国が
抱えている水関連問題や解決方法に対処
する機会ももたらしています。

Q4.  WEPAから得た知識やネットワークを

あなたはどのように活用しましたか。

最近の政府活動、水質問題及びそれ
らの管理に関する情報を入手し共有する

上でWEPAは役立っています。過去5年
間WEPAは、韓国の環境省との二国間及
び多国間環境協力など、国際社会に対し
て情報やノウハウを提供してきました。ま
たWEPAは、水環境を改善するための持
続的な共同の取り組みを推進するという
重要な役割も担ってきました。その良い例
が日中韓三カ国大臣会合（TEMM）です。
WEPAの情報は、特に水の利用及び気候
変動への適応など、水環境を改善するた
めの協力手段をもたらす有力なデータバ
ンクであると我々は考えています。

Q5.  WEPAに何を期待していますか。

アジアの基本的な水管理インフラに関
する問題をさらに特定し、環境技術や、経
験及び情報を高めるための訓練（教育）に
おける国際協力を推進することを、我々は
WEPAに期待しています。

Dr. Young Hun JIN博士撮影
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Q1.  あなたの職責について
簡単に説明してください。

マレーシア国立水文研究所（NAHRIM）
の所長としての私の職務は、NAHRIMで
の水及び環境調査を主導することです。
2030年までに水及び環境分野における国
内の中核を担うというNAHRIMの展望を
達成するために、私の調査チームの指導
と調査結果の質に対して私は責任を負っ
ています。私はNAHRIMの全般的な管理
を監督しています。このような立場である
ため、マレーシア天然資源環境省の政策
の方向性及びその他の国々の政策に応じ
てNAHRIMを運営する必要があります。さ
らに、私は同僚の研究員らと共に、我が国
の健全かつ持続可能な水質管理を確保
するために、関係部門及び機関に対して
技術的な助言を行っています。また私は、
運営及び機能のあらゆるレベルにおける
透明性と説明責任を確保することによっ
てNAHRIMを確固たる研究所とするため
に、模範となるリーダーシップを発揮して
取り組んでいます。

Q2.  マレーシアの水環境状況を
あなたはどのように見ていますか。

マレーシア環境省の2012年環境品
質報告書によると、監視下の473河川
のうち、278河川（59%）が清浄、161河川

（34%）が若干の汚染、34河川（7%）が汚
染していることが判明しました。汚染源は、
ポイント・ソース（水域に流入する特定の
排出源）と、ノンポイント・ソース（拡散源）
に区分されています。

マレーシアの河川の主な汚染因子は、
生物化学的酸素要求量（BOD）、アンモ
ニア性窒素（NH3-N）及び浮遊物質（懸
濁物質：SS）です。BODが高い原因は、農
業及び製造業がもたらす下水または排水
の処理が不十分であることです。NH3-N 
の主な発生源は、畜産業と生活排水でし
た。SSの発生源は、不適切な土木工事
や開墾活動でした。これら3つの汚濁負
荷は、河川の質にも著しい影響を及ぼし
ています。2012年にクラン川流域（クアラ
ルンプールの連邦地域）は、BOD、SS及び
NH3-Nによる最大負荷量を記録しました。

地下水質については、西マレーシアに地
下水監視用井戸が79、サラワク州に13、サ
バ州に15設置されています。2012年に、こ
れらの監視用井戸から361の水のサンプル
が採取され、揮発性有機化合物（VOC）、
農薬、重金属、陰イオン（アニオン）、バク
テリア（大腸菌）、フェノール化合物、総硬
度、溶解性蒸発残留物（TDS）、pH、温度、
電導度及び溶存酸素（DO）について分析
が行われました。その結果と飲料原水に
関する国内ガイドライン（NGRDWQ）（衛
生省。2000年12月に改正）との比較が行
われました。全大腸菌群数及びフェノー

ルを除いて、すべてのモニタリング結果が
NGRDWQの基準内でした。

海洋水質モニタリングの目的は、海洋
水の水質の状態を特定し、陸及び海の双
方からの汚染の度合いを見極めることで
す。2012年に約168箇所の沿岸域モニタ
リングステーション、78箇所の河口域モニ
タリングステーション、及び76箇所の島
のモニタリングステーションで海洋水の
水質モニタリングが実施されました。沿岸
域モニタリングステーションで合計579サ
ンプル、河口域モニタリングステーション
で325サンプル、島のモニタリングステー
ションで190サンプルが採取され、新た
な海洋水質指標に基づいて分析されまし
た。この指標は、7つの主要項目、すなわ
ち溶存酸素（DO）、硝酸塩（NO3）、リン酸
塩（PO4）、アンモニア（NH3）、糞便性大腸
菌、油・グリース及び全浮遊物質（TSS）に
基づいて設定されました。
マレーシアの湖及び貯水池の管理は、

さまざまな機関や部門のさまざまな管轄
権の下にあり、モニタリングは湖及び貯水
池の所有者または運営者によって実施さ
れています。マレーシアには湖沼資源の包
括的な調査記録がありませんが、予備的
な評価リストによると、国内には90の湖が
あり、少なくとも100,000haを占め、約310
億立方メートルの水を保有しています。56
の湖（62%）が富栄養化状態にあり、その
他の湖は中栄養の状態であることが判明

Q1.  あなたの職責について

簡単に説明してください。

私の任務は、国の統合的水資源管理

（IWRM）に沿って、ナムグム流域委員会
事務局（NNRBCS）の技術的問題を監督
し、ナムグム川流域（NNRB）に技術を適
用することです。主な任務として、国内水

部門政策の実施、NNRB計画を策定する
ための戦略及び法案の策定、国内レベル
でのNNRB関連データ、情報及びデータ
ベースの管理及び取りまとめ、NNRBにお
ける紛争解決及び災害管理、技術能力開
発の推進、これらの任務に関する国際・地
域・国内組織との調整などが挙げられま
す。

Q2.  ラオスの水環境の状況を

どのように見ていますか。

水環境については、公共機関及び地方
機関のグループが開発業者及び地域の

Souphasay Komany
天然資源環境省　水資源局
ナムグム流域委員会事務局　技術課長

ラオス
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しました（マレーシアの湖の富栄養化状況
に関する2004年の調査）。

Q3.  あなた又はマレーシアにとってWEPA
の良い点または最も優れた点は何ですか。

WEPAは知識及び情報の共有や、意見
の交換を可能にする大きな基盤となって
います。加盟国は、水質管理、政策対応
及びガバナンス、気候変動、生活及び産
業排水処理・管理といったさまざまな排水
管理に関する経験を共有し合うことがで
きます。こうしたパートナーシップは、国内
及び国際的に水環境管理ネットワークを
強化することにも役立っています。

Q4.  マレーシアの水環境管理改善のために、
WEPAから得られた知識、情報またはネット
ワークをあなたはどのように活用しましたか。

WEPAが取り組んでいる有益なトピック
が3つあります。
a）モニタリング ‒ 流域から小流域（サブ流
域）の水質（汚染物質の濃度）のモニタリ
ングから汚染物質負荷量のモニタリング
へのパラダイムシフトは、河川の健全性
に関するより効果的かつ洞察力のあるモ
ニタリング活動に役立っています。

b）生活及び産業排水管理のガバナンス及
び強化 ‒ 水汚染問題に対処するため
のより良い実施体制。他の国の政策に

関する参考文献は、マレーシア国内の
規制及び活動が最新のものとなること
を確保し、現在の水環境にふさわしい
ものとなるために役立っています。

c）気候変動及び水質環境 ‒ 気候変動が
水質及び水環境に及ぼす影響への適
応策
WEPAのデータベースは、マレーシアの

行政機関、大学及び実施機関の研究員
にとって、パートナー国のイニシアチブを
把握または探る上で役立つ優れた基盤で
もあります。こうしたイニシアチブは、調査
設計、あるいはより良い効率性や高いパ
フォーマンス及び環境保全の実現をする
うえで適用することができます。

Q5.  WEPAに何を期待していますか。

私がWEPAに期待することは、アジアの
技術及び水質管理の枠組みに関する出
版物、文書、論文などをとりまとめ、WEPA

データベース上で水質データを整備し、ア
ジアのさまざまな水処理及び排水処理技
術を共有できるようにすることです。WEPA
がさまざまな種類の訓練プログラムを策定
し、さらに知識集約型の人材を開発するた
めに加盟国における能力強化を推進するこ
とを望んでいます。また、汚染負荷量の管
理及びモニタリング、水及び生活排水処理
の分散化、ならびに水質環境における気候
変動適応に関する詳細な情報や論文など、
アジアにおける環境管理のより具体的な
話題や事例を共有できるようにすることを
私はWEPAに望んでいます。また、技術の
移転や知識の共有を可能にし、パートナー
国のリソース・パーソン（中心的人物）の連
絡先、電子メールアドレス、住所、技能など
のリストをデータベース化することもWEPA
は期待されています。そうすることによって、
パートナー国同士のネットワーク作りが促
進され、パートナー国の間でさらなる協力
が推進されるでしょう。

Ahmad Jamalluddin
bin Shaaban
天然資源環境省　水文研究所（NAHRIM）　所長

マレーシア

人 と々連携して監視しています。主な役割
を果たしているのが、国内水環境戦略開
発を担当する水資源部門と、水質基準な
ど水環境管理手段の策定及び実施を担
当する汚染管理部門です。また、特に水
質モニタリングなど水環境を担当する天
然資源・環境研究所もあります。これらの
機関は、農業・産業・サービス部門などを
含む地方機関や国内及び地方レベルの
関係機関と密接に連携して取り組んでい
ます。水環境に関する最近の観測では、
民間セクターによる投資が増加傾向にあ
ることに伴い水質が悪化していることを示
しており、一方で管理能力レベルがさらに

後れを取っています。大半の汚染源は農
業、採鉱、産業及び一般家庭からの排水
です。

Q3.  WEPAはラオスの水環境管理の

改善においてどのように貢献しましたか。

WEPAは、ラオスの国内状況に適用及
び採用しうる、水環境管理に関する情報
及びグッドプラクティスを共有し合える場
です。ラオス人民民主共和国はアジアに
おける後進国であり、WEPAの成果は、他
のアジア諸国などにおける水環境管理状
況との比較を可能にしてくれます。WEPA

は、今後どのようにすれば水環境を効果
的かつ効率的に管理できるかの指針を与
えてくれます。

Q4.  WEPAに何を期待していますか。

WEPAが今後も長期的にラオス、その
他のアジア諸国にとって優れた基盤であり
続け、我々地域の相互利益となる水環境
管理の知識及び経験を共有し会えること
を我々は期待しています。
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Q1.  あなたの職責を

簡単に説明してください。

計画課は、水汚染防止のための基本計
画と行動計画を含む水質管理の構築に
責任を負っています。また計画課は、汚染
問題の防止及び緩和と、「タイの汚染にお
ける水質の状況」と題する年次報告書の
作成を担当しています。この課は、水汚染
防止区域を構築するためのコーディネー
ターであり、水質管理局及びそのさまざま
な小委員会の事務局でもあり、水質監視
及び管理のための年度予算も作成してい
ます。計画部門は、水汚染問題の解決策
を考えるためにその他の組織と共に取り
組み、また、他の国々の環境計画及び評
価において利用されている適切な方法や
良好事例を学ぶために国際協力も行って
います。

Q2.  タイの水環境状況を

どのように見ていますか。

汚染管理局の水質管理部は、48の主
要河川で水質モニタリングを実施してい
ます。その結果、ほとんどの河川、すなわ
ち74%の河川の水質は良好であり、23％
の河川の水質は劣化または著しく劣化し
ていることが判明しました。主要河川流
域における排水量及び汚泥量の分析から
得られた総合的な情報は、1日当たり約
134,800,000 m2の排水と1日当たり約6,190
トンの汚泥（BOD換算）がさまざまな汚染
源から放出されたことを示しています。主
な汚染源は、生活系、特に一次排水処理
システムが備わっていない又は排水基準
を満たす十分な排水処理能力がない家
庭や建物からの排水です。未処理の排水
を放出することによってBOD、COD、糞便
性大腸菌群、重金属など多くのパラメー
タが未だに水質基準を上回っています。

Q3.  WEPAのパートナー国であることの

最大の利点は何ですか?

WEPAは、多くの国々を結びつけ、極め
て豊富な情報の共有を可能にする国際プ
ログラムの1つです。また我々は、WEPA
加盟国の多くの事例から多くの知識、
データ及び教訓を得ました。汚染管理局
はWEPAウェブサイトを通じて情報とデー
タベースにアクセスし、水質に重点を置い
た統合的水資源管理を実施するためのガ
イドラインの策定に役立てています。

Q4.  タイの水環境管理改善のために、

WEPAから得た情報やネットワークを

どのように活用しましたか。

まず我々は、WEPA加盟国から教訓を
学び、その教訓に基づいて水質管理にお
ける我々の問題を特定しようとしています。
タイは未だに水質管理政策及び計画の

Q1.  あなたの職責について

簡単に説明してください。

私の職務は省令No. 18に基づいて定め
られており、私は汚染防止のための製造
インフラサービス及び国内廃棄物に関す
る任務及び役割を担当しています。それら
の任務及び役割には、政策審議用の参考
資料作成、政策実施の調整、技術的業務
の実施、諸問題及び諸活動に関するモニ
タリング、報告、評価、分析などが含まれ
ます。

Q2.  インドネシアでの水環境管理において、

どのような新たな展開が期待されますか。

水は経済成長を促進させるための資源
であると考えられています。したがって、水
の質と量を保全することが極めて重要で
す。インドネシアでは、環境を主流化する
（中心に据える）取り組みが進行中です。
現在の大統領の任期が来年末に終了す
るため、インドネシアは新たな内閣を迎え
ることになります。また、5カ年の国家開
発計画も現在策定されつつあります。した
がって、新たに選出される大統領の作業

プログラムに環境質改善を取り入れるこ
とが大きな課題となっています。水汚染問
題を2015～ 2019年の戦略計画に取り入
れることが、環境省にとって最優先事項と
なる見込みです。

Q3.  WEPAのパートナーであることの

最大の利点は何ですか。

インドネシアは他のASEAN加盟国と同
様に、東南アジア地域の安定維持の責務
を負っており、環境品質の管理において
我々がどの程度の成功を収めることがで
きているか、特にインドネシアの河川の水
質が他のASEAN加盟国と比較してどの
程度であるかを、WEPAへの参加によって
我々は知ることができます。先進国や他の
東南アジア発展途上国で利用されている
排水処理技術に関するデータや情報の交
換も我々にとって有益です。規制策定の
基盤、特に水汚染防止に関する政策改善
の基盤として、産業界または家庭や小規

Yun Insiani
環境省　インフラ・サービス課　課長

インドネシア
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策定に対する取り組みが不十分であり、
現実的な対策を十分に実施できていない
ことがわかりました。国の展望及び解決
方針が定められてはいますが、妥当かつ
効率的な、国または河川流域レベルの戦
略や実施計画がありません。水質管理に
向けた現在の制度は過去数年の間進歩
しておらず、基準のない非効率的な運営
につながっています。水質を担当している
政府機関は断片化しており、時代遅れの
法律を含むさまざまな水質規制や委員会
がさまざまな省の下に存在しています。水
質管理に関するデータベースや知識基盤
については、既存の情報やデータがさまざ
まな機関に分散しており、情報参照におい
て矛盾をきたす場合があるということが判
明しました。必然的に、包括的な情報の
つながりや連動の欠落につながっていま
す。最後に、公共及び民間部門、地方自
治体及び市民におけるステークホルダー
を水質管理に総合的に参加させる試みが

行われています。水質管理部はWEPAの
部分的な知見を利用して、またステークホ
ルダーを関与させつつ、河川のみに重点
を置くのではなく河川流域を開発するな
ど持続可能な水資源管理に向けた新た
な目標を設定しようと試みています。また
水質管理部は、河川流域管理への参加を
総合的に推進するためのメカニズムを開
発しようとしています。

Q5.  WEPAに何を期待していますか。

WEPAには、加盟国の間で水関連の
情報及びデータを共有するための中心と
して機能し続けることを期待しています。
また、水資源管理を支援するためのGIS
データベースの開発も期待しています。
我々はWEPAに対して、すべての加盟国の
ために研修コースを実施することも要請す
る予定です。

Thiparpa Yolthantham
天然資源環境省　汚染管理局（PCD）計画課　課長

タイ  

模活動がもたらす汚染源に関するデータ
を管理することの重要性を、インドネシア
はWEPA活動を通じて認識しました。水
質を維持することの重要性、すなわち良
好な水質の維持によって清浄な水へのア
クセスが次第に容易かつ安価になり、市
民の生活費に直接的な影響を及ぼすとい
うことも、我々はWEPAパートナー国から
学ぶことができました。原水を飲料水用
に処理する費用は政府が負担すべきです。
そのような費用は次第に下がりつつあり、
地域社会への清浄な水の提供がさらに普
及しつつあります。

WEPAは、アジア諸国における水質改

善の拠点となっています。各国は、水汚染
に対処するためのそれぞれの戦略を持っ
ています。ただし、水汚染問題を克服した
国々から得られた基本原則は、国の指導
者の強い政治的意思が重要であるという
ことです。経済的改善を達成するための
産業成長に環境が適応できるようにする
ためには、国の指導者の献身的な取り組
みが不可欠です。

Q4.  WEPAに何を期待していますか。

コミュニケーションを図るためのフォー
ラムとして、WEPAがインドネシアの水環
境保護を推進するために5つの役割を果
たすことを私は期待しています。第一に、
インドネシアの既存の政策枠組みに対す
る評価を推進し、インドネシア政府が現
在直面している水汚染に応じた法律・規
則を強化するための情報源となることを
WEPAに期待しています。地方自治体を巻
き込むことで、地方における対策に関する

情報交換が推進されることも我々は期待
しています。また、パートナー諸国と、水質
改善への投資に意欲的な民間関係者と
の橋渡しの役割を果たすこともWEPAに
期待されています。その一例が、特に下水
処理基本計画を既に有している地方自治
体の都市排水処理インフラの確保です。
大都市圏、その他の都市における下水シ
ステム運営のために、公共・民間パート
ナーシップの制度・形態を構築することが
期待されています。排水処理技術に関す
る情報交換や技術移転協力の機会をもた
らすために、WEPA加盟国の起業家とイン
ドネシアの起業家との会合を推進してい
きたいと我々は考えています。
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Q1.  あなたの職務について

簡単に説明してください。

私の任務は、環境戦略及び行動計画
の策定、汚染管理、緑の成長戦略（green 
growth strategy）の策定及び環境問題に
関する国際協力です。水汚染はタイの主
要環境問題の1つです。したがって、天然
資源環境省の新たな戦略は、排水処理
施設の設置など水汚染問題に配慮し、さ
まざまな分野における水の再利用及びリ
サイクルを推進し、水管理に対する市民
の参加を喚起することです。また、私は
2011年以来、タイ下水道公社の運営を監
督する下水道公社理事会のメンバー（責
任者）を務め、コーポレート・ガバナンス小
委員会の委員長を務めてきました。

Q2.  タイの水環境状況を

どのように見ていますか。 

タイでは、天然資源環境省（MNRE）の
汚染管理局（PCD）が48の主要河川をモ
ニタリングしています。MNRE-PCDは、3
カ月ごとに600の水質サンプリング・ステー
ションを監視し、国内主要河川流域で70

のサンプリング・ステーションを運営して
きました。水質モニタリングシステムの結
果は、ほとんどの自然水が清浄であること
を示しました。チャオプラヤ川下流、ター
チン川、中央盆地に位置するパンパコン
川、北部盆地に位置するラムタコン川及
び南部盆地に位置するソンクラ―湖など
幾つかの流域が汚染しており、特に環境
収容力を超える汚染物質が、産業地帯、
農業地帯及びコミュニティエリアなどさま
ざまな汚染源から排出されていました。同
様に、タイの内湾の沿岸水域及び外湾の
人口密集地域、特に4つの主要河川（メ
コン川、ターチン川、チャオプラヤ川及び
バーンパコン川）が流れる地域で、水質悪
化がみられました。沿岸水域の水質が現
在良好な状態にあるにもかかわらず、多く
の人口密集地域やアンダマン海の観光エ
リアで汚染物質が高濃度で観測されてい
ます。主な水質汚濁の要因は、過剰な有
機汚濁負荷及び微生物汚染であり、この
ことはタイ国内の排水処理施設が不十分
であることを反映しています。生活排水は
未だにタイの水汚染問題の主要汚染源で
す。既存の排水処理施設は、合計家庭排
水量のわずか22%（15 million m3/日）を

処理しているに過ぎません。

Q3.  WEPAのパートナー国であることの

最大の利点は何ですか?

WEPAの主な目標は、加盟国間の協力
を推進し、一連のデータベースを通じて必
要かつ重要な情報を提供することによっ
て水環境管理の良好なガバナンスを推進
することです。毎年行われるワークショッ
プやその他の活動を通じて集積された情
報は、ウェブサイトにあるWEPAデータベー
スを通じて、もしくはワークショップを通じ
て共有されています。このデータベースは、
水環境に関する政策、環境保全技術、市
民参加、及びNGOやCBO（地域社会に
拠点を置く組織）の活動の観点から、優れ
た情報源となっています。WEPAはパート
ナー国にとって、特にアジアの地域及び13

Q1.  あなたの職責について

簡単に説明してください。

私の職務は、中央政府として汚染防止
活動に関する法令を策定及び改正し、ま
た、ラオスのデータベース及び情報システ
ムを開発することです。現在私は、これか
ら2015年までに汚染防止規制に関する

4つの主な規則を策定するために、技術
ワーキンググループを組織化しています。

それら4つの規制規則とは、汚染防止
規制（大気、騒音及び土壌・水汚染の管
理）、有害廃棄物管理規制（産業、採鉱
及び病院活動から排出される有害廃棄物
の管理）及び有害廃棄物の越境移送の管
理、有害化学物質管理規制（輸入、使用、

処分及び輸出の管理）、ならびに国内環
境基準（環境基準及び排出基準）の改正
です。

Q2.  あなたはラオスの水環境状況を

どのように見ていますか。

私の組織は、全国の環境管理の中核
を担っています。ラオスの水環境は未だに
劣悪な状態にあり、その主な原因は、住
宅地における排水管理の不十分な実施
や、都市部の産業からの廃棄物排出及
び未処理の農薬使用であると考えられて
います。ラオスの地下水質は全般的に良
好であり、飲料水品質基準に照らして飲
料に適していると考えられています。地下
水は、農業用及び産業用としてラオスの

Phengkhamla Phonvisai
天然資源環境省　汚染管理局
法律・情報課　課長

ラオス 
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のパートナー国における水質管理のベス
トプラクティスなどの情報を交換し合う良
い機会となっています。

既に述べたとおり、WEPAは水ガバナ
ンス管理の技術支援によって加盟国をサ
ポートしています。WEPAは加盟国が水環
境問題における経験とベストプラクティス
を共有し合うことができる優れた場となっ
ています。同時にWEPAは、タイのような
発展途上国に対して、日本や韓国のよう
な先進国の経験から学ぶ機会を提供して
います。

Q4.  あなたはWEPAから得た

知識や情報をタイの水環境管理改善に

どのように活用しましたか。

我々は、すべてのステークホルダーの参
加をもとに水質管理計画を策定しました。
さまざまな加盟国で実施されてきた水環
境におけるステークホルダーの参加に対
する活動は、国内水質管理計画に基づく
プロジェクト活動としてタイでも適用され
てきました。また、先進国の排水技術も、
タイの状況に適応するように活用及び採
用されてきました。

Q5.  WEPAに何を期待していますか。

私は、2004年にWEPAが設立されて
以来その活動に関与してきました。水環
境の明確な政策はもとより、特に現場で
の政策実施などの活動が進展することを
望んでいます。WEPAデータベースはかな
り長い間にわたり構築及び使用されてき
ました。それをさらに有用なものとするた
めに、現段階での評価が必要です。加盟
国から学んだ教訓は、極めて重要な情報
及び知識として役立っています。したがっ
て、提供される情報は、国が学び活用で
きるほど十分なものであるべきです。デー
タベースを定期的に更新し、加盟国の中

心的人物が現在のデータを変更・入力で
きるようにすべきです。VDOやE-ラーニン
グなど、さまざまな媒体を開発すべきです。
毎年のワークショップの成果をまとめ、そ
れらの種類の形式に入力すべきです。今
後の協力のために、WEPAが実験規模で
取り組み、加盟国が互いに共有し合い、
学び会うことができる分野に重点を置くこ
とを私は提言します。各ワークショップの
テーマは、パートナー国に共通する水環
境問題であるべきです。パートナー国が先
進国から学ぶことができるように、ワーク
ショップに引き続いて研修会を実施しても
よいでしょう。そうすれば技術移転の目的
に適うでしょう。

Wijarn Simachaya
天然資源環境省　事務次官補

タイ

あらゆる地域で利用されています。汚染
源はポイント・ソース（生活排水、商業排
水、産業排水、鉱業排水及び家畜排水）
からノンポイント・ソース（水田、野菜畑及
び森林地域からの農業排水）にまで多岐
にわたっています。これらの汚染源の中で
も、鉱業活動からの廃液や産業排水及び
都市部の排水がラオスの深刻な汚染源と
なっています。

Q3.  ラオスの水環境管理の改善にWPEAは

どのように貢献していると思いますか。

ラオスは開発途上国であり、水環境に
取り組むための能力をさらに必要としてい
ます。WEPAは、調査や分析を実施し、そ
の上で水環境管理の情報を共有できるよ

うにすることによって、ラオスの水環境管
理改善に貢献しています。 

近い将来、WEPAの政策立案関連情報
を基本データとして利用し、ラオスの水環
境汚染防止の基本計画策定に役立てた
いと考えています。現在必要な重要情報
は、私が現在担当している環境水質基準
及び排水基準の改正に役立つ、表流水
の水質及び地下水の水質に関するWEPA
データベースです。

Q4.    WEPAに何を期待していますか。

ラオス、その他のWEPA加盟国におけ
る水環境保全の取り組みを強化するため
の優れた情報プラットフォームとなること
をWEPAに期待しています。WEPAは、今

後の水環境管理・保全を改善するための
ラオス政府職員の能力向上にも貢献でき
るでしょう。
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Q1.  あなたの職責を短く説明してください。

国際環境政策研究所における私の役
職は、国際環境管理政策に関する研究の
シニアエンジニアです。我々は二国間環境
協力に対して技術的支援を提供していま
す。これに基づいて我々は、飲料水及び地
下水に関する法律、規制及び管理戦略に
関する多くの調査を行い、中国の水環境
管理状況ばかりでなく、先進国や他の地
域の経験も調査してきました。調査を通じ
て我々は、政策に関する推奨事項や国際
的経験を提示することによって、環境保護
部の意思決定に貢献しています。

Q2.  中国の水管理状況をどのように

見ていますか。 

水質は人の健康にとって極めて重要で
す。水資源及び水環境は、開発の質に影
響する主要因となっているため、中国政府

はこの問題を極めて重要視しています。中
国の環境保護部（MEP）は、中国の水資
源及び水環境を保護するために多くの取
り組みを行い、我々は水関連の法律、経
済政策、水処理技術などを大いに発展さ
せました。

私は研究員として、学術誌、学術会議、
メディア及び関連ウェブサイトを通じて水

環境状況に関する情報を得ています。さら
に私は国際環境管理政策研究員として、
国際的な学術情報交換の場を通じて得
た米国、欧州、その他の国々の経験や教
訓を比較しつつ、中国の水に関する中心
的話題や主要問題にさらに着目していき
たいと思います。我々は、MEPに関連政策
を提案し、中国の水環境管理における良

Q1.  あなたの職責を

簡単に説明してください。

私は国際協力及び科学技術部門、生
物多様性機関、環境技術コンサルティン
グ・センター及び環境管理科学研究所の
責任者を務めています。

Q2.  ベトナムの環境管理状況を

 どのように見ていますか。

産業施設や工業地帯からの排水は内

陸の地表水の環境を圧迫する主な原因と
なっています。機械産業及び金属産業が
もたらす排水は重金属、オイル及びガスを
含んでおり、繊維工業及び製紙工業から
の排水は浮遊物質（懸濁物質）、有機物
及び残留性着色料を含んでおり、また食
品産業からの排水は高濃度の有機物や、
窒素、リンなどの栄養素を含んでいます。
また、居住地域や観光地域からの未処理
の下水も水汚染の主な原因となっていま
す。河川流域への未処理排水による地表
水汚染問題が深刻化しつつあります。

Q3.  ベトナムがWEPAのパートナー国である

ことの最大の利点は何ですか?

WEPAパートナー国になることによって、
特にベトナム環境庁とベトナム全体が多く
の利益を得ました。最大の利点の1つは、
WEPAを通じて他のパートナー国の水環
境管理の成功事例や水処理の技術及び
手段をベトナムが学ぶことができたという
点です。そしてそのような知識は、ベトナム
の水環境改善にとって有益でした。さらに

Nguyen The Dong
天然資源環境省　ベトナム環境庁　副長官

ベトナム
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好なガバナンスを推進しています。

Q3.  中国の水環境管理改善にとって

WEPAの利点は何であると思いますか。

WEPAは水環境管理のための優れた情
報交換の場であり、近隣諸国に自国の経
験と教訓を共有できる機会も提供してい
ます。アジア諸国はこの分野で協力し合え
る十分な潜在性を持っていると思います。
今後は、WEPAのもとで学術的な意見交
換や協力活動への専門家の参加を積極
的に推進して行きたいと考えています。

Q4.  WEPAは中国の水環境管理改善に

どのように貢献していますか。

WEPAの会議及びセミナーから得た情
報及び知識は、他のアジア諸国の水環境
管理に関する経験や知識を実践するため
に役立つと思います。こうした情報は、中

国の水環境管理にとって参考になります。
また同時に、知識・情報交換及びネット
ワーク作りは、水問題に関するアジア諸
国の国際交流や協力を強化することがで
きます。

Q5.  WEPAに何を期待していますか。

既に述べたように、私の専門は国際環
境政策の調査、特に飲料水や地下水管
理に関する国際的政策の調査です。我々

は、飲料水と地下水に関する政策、規制、
汚染防止策、先進技術及び管理コンセプ
トを交換・伝達していきたいと考えていま
す。今後WEPAが、これらの重要課題に
対処するために意見交換のセミナーや研
修プログラムなどをさらに多く実施するこ
とを望みます。

＊上記のコメントはすべて、私の個人的な意見及
び結論であり、他の個人や組織を代表するもので
はありません。

Chen Gang
環境保護部　環境経済政策研究センター（PRCEE）
国際環境政策研究所　シニアエンジニア

中国  

ベトナムは、WEPAのワークショップや対
話を通じて他の国 と々水環境改善に関す
る情報を共有し合い、協力を深めることが
できました。

Q4.  WEPAはベトナムの水環境改善に

どのように貢献していますか。

我々は水問題に関する極めて多くの情
報や知識を得ました。例えば、持続可能
な都市における水管理、都市部での排水
管理、水質管理、分散型の生活排水処
理、気候変動が水環境に及ぼす影響と適

応策などに関する情報や知識です。ベトナ
ムは気候変動に対して最も脆弱な国の1
つです。気候変動が水の利用可能性及び
水質に及ぼす影響は、エネルギー生産、
インフラ、人の健康、農業、生態系など多
くの分野に影響をもたらすでしょう。気候
変動が水の供給及び水質に及ぼす影響
は、観光やレクリエーションにも影響を与
えるでしょう。水泳や釣りなどのレクリエー
ション活動で利用する湖、小川、砂浜など
の水域の質が、降水の変動、温度上昇及
び海水位上昇によって影響を受ける可能
性があります。ベトナムは、気候変動が水
環境に及ぼす影響に適応するために政策

及び対策に関する知識や教訓を他国から
学なければなりません。そしてそれによっ
て、水供給の確保と水リサイクルの改善及
び水管理の代替戦略の策定に向けたさま
ざまな対応策やよりよい方法を生み出すこ
とができるようになるでしょう。

Q3.  WEPAに何を期待していますか。

今後の数年間で、水環境は世界中で
主要懸念材料の1つになるでしょう。特に
気候変動の影響が懸念されます。水環境
を保全するためには、地域規模及び世界
規模で取り組み、協力し合うことが必要で
す。WEPA設立に向けたイニシアチブを支
援した日本政府、環境省及び地球環境戦
略研究機関に対して、我々は非常に感謝
しています。WEPAがベトナム、日本、その
他の国々の間で水環境管理における協力
を推進し続けることを我々は期待していま
す。
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Q1.  あなたの役職の責務を

簡潔に説明してください

日本の水環境管理全般を担当してお
り、その責任範囲は多岐にわたります。水
質環境基準や排水基準の設定・改定、全
国の公共用水域の水質測定結果のとりま
とめと公表から、生活排水対策や湖沼環
境対策に関する検討を担っています。さら
に、今まで日本が行ってきた水環境管理
に基づく経験や技術をアジア地域の方々
と共有することを目的として、アジア水環
境パートナーシップ事業(WEPA)の他に
も、アジア水環境改善モデル事業、日中
水環境協力のような海外における水環境
改善を支援する事業を行っています。

Q2.  第2期WEPAを振り返って

第2期WEPAでは、第1期WEPAで蓄
積した情報及び人的ネットワークを活用
し、水環境問題の解決策を見出すことを
目的に、水環境管理に関する現状分析、
優先課題（①生活排水処理、②気候変動
と水環境）に関する知識共有に取り組ん
できました。国際ワークショップ、シンポジ
ウムや二国間会合などを通じて、グットプ
ラクティスの共有や、今後取るべき行動に
関するパートナー国間の討議を行ってき
ました。これらの活動を通して、例えばコ
ミュニティによる維持管理と組み合わせた

生活排水処理施設の整備などのアジア地
域の多様性を反映した様々なグットプラク
ティスを共有することができ、解決策に向
けた今後の行動について各国が考えるこ
とができたと考えております。これらの情
報については、WEPAアウトルック2012の
形として取りまとめ、アジアの知見として、
世界水フォーラム等の機会を利用して発
信してきました。その一方で、各国がそれ
ぞれ直面している課題は、国によって異な
るレベルにあることも指摘されました。生
活排水処理の問題を取り上げても、排水
処理施設の建設段階で問題を抱えている
国もあれば、その後の維持管理の段階で
課題を抱えている国もあり、国ごとの具体
的な内容が活動を通じて明らかになって
きました。全ての国の課題に対処できる
万能な処方箋は存在せず、各国固有の課
題に対して、それぞれ異なったアプローチ
をとっていくことが求められています。今後
のWEPAではこういったことをよく意識し
て取り組んでいきたいと思います。

Q3.  今後のWEPAに向けた期待

アジア地域の水環境問題を解決するた
めに、WEPAのようなネットワーク型プロ
ジェクトは解決策に関するアジアの多様
な知見を共有できるなどの点から非常に
有益であると考えており、日本としてこの
パートナーシップを強く支援していきたい

と考えています。第3期からは、アジアの
パートナーの皆さんからのご意見も十分
に反映させ、今までのパートナーシップを
より発展させる形で、各国の水環境ガバ
ナンスにおいてネックとなっている課題を
発見し、それに対して解決策を考え具体
的に取り組んでいけるような形で進めて
いければと思っております。そのためにも、
パートナーであるアジア各国の担当者の
方々には、今まで以上に積極的に今後も
このパートナーシップに参加していただく
ことを期待しています。今後のWEPAの活
動を通じて、パートナーシップがより強化
されるとともに、水環境ガバナンスの改善
を通じたアジア地域の水環境問題の解決
に貢献できるよう取り組んでいきたいと考
えています。

宮崎  正信
環境省　水・大気環境局　水環境課　課長

日本 
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WEPA国内検討委員会

マレーシア
Baba Bin Hassan
天然資源環境省排水水文局水源部　事務部長

Ahmad Jamalluddin bin Shaaban*
天然資源環境省水文研究所（NAHRIM）　所長

Hoo Huey Ching
天然資源環境省水文研究所（NAHRIM）
水資源環境研究センター

ネパール
Gautam Rajkarnikar(*)

水エネルギー委員会事務局コシ流域管理部　部長 
（2009～ 2012）

Sunil Malla
水エネルギー委員会事務局　次官補

Kamal Ram Joshi*
水エネルギー委員会事務局　上級水文担当官

フィリピン
Vicente B. Tuddao Jr.
環境天然資源省地方業務運営担当次官室
ガバナンス・執行担当局長

Erlinda A. Gonzales*
環境天然資源省環境管理局　環境顧問技術員

Leonor C. Cleofas
首都圏水道及び下水道システム公社（MWSS）
エンジニアリング及びオペレーション局
エンジニアリング及びオペレーション担当次長

鈴木　基之
東京大学　名誉教授

岡田　光正
放送大学　教授

寶　馨
京都大学防災研究所（DPRI）　教授

Mark Tom Mulingbayan
Manila Water Company（民間水道事業会社）
環境部　部長

スリランカ
R.M.S.K. Ratnayake*
中央環境庁　課長（環境汚染防止）

タイ
Wijarn Simachaya
天然資源環境省　事務次官補 

Thiparpa Yolthantham*
天然資源環境省汚染管理局計画課　課長

Wilasinee Saktaywin
天然資源環境省　汚染管理局　環境問題専門家

Suwanna Kitpati Boontanon
マヒドン大学工学部　土木・環境工学　准教授

ベトナム
Nguyen The Dong*
天然資源環境省ベトナム環境庁　副長官

Do Nam Thang
天然資源環境省ベトナム環境庁環境管理科学院（ISEM）
副院長

福士　謙介
東京大学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）
教授

風間　聡
東北大学大学院工学研究科　教授
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年次会合 年月 開催国・都市 参加者数（参加国数） 

第5回年次会合 2010年3月 ベトナム・ハノイ 29名（12カ国）

第6回年次会合 2011年2月 日本・東京 39名（14カ国）

第7回年次会合 2011年9月 フィリピン・マニラ 35名（13カ国）

第8回年次会合 2013年2月 カンボジア・シェムリアップ 35名（12カ国）

第9回年次会合 2014年1月 日本・葉山 34名（11カ国）

国際ワークショップ／セミナー／研修 年月 開催国・都市 参加者数（参加国数）

JICA地域別研修
「アジア水環境ガバナンス強化ワークショップ」 2009年11-12月 日本・横浜 8名（4カ国）

WEPA第1回国際ワークショップ
テーマ：アジアにおける水環境に関する課題に対する戦略 2010年3月 ベトナム・ハノイ 56名（12カ国）

JICA地域別研修
「アジア水環境ガバナンス強化ワークショップ」 2010年9月 日本・横浜 7名（4カ国）

WEPA第2回国際ワークショップ
テーマ：気候変動と水環境 2011年2月 日本・東京 47名（14カ国）

JICA地域別研修
「アジア水環境ガバナンス強化ワークショップ」 2011年8-9月 日本・横浜 7名（4カ国）

WEPA第3回国際ワークショップ
テーマ：水環境管理と生活排水処理の進展 2011年9月 フィリピン・マニラ 74名（13カ国）

第4回国際水協会アジア太平洋会議（ASPIRE）における
国際ワークショップ（日本学術会議と共催）
テーマ：アジアにおける持続可能な水資源管理に向けた
水環境パートナシップ

2011年10月 日本・東京 約40名

WEPA第4回国際ワークショップ
テーマ：アジアにおける分散型生活排水処理 2013年2月 カンボジア・シェムリアップ 約60名（12カ国）

WEPA グループワークショップ
テーマ：アジアにおける分散型生活排水処理 2013年11月 インドネシア・ジャカルタ 約30名（4カ国）

WEPA公開セミナー
「アジア新興国における水環境ガバナンスの現状と課題」 2014年1月 日本・東京 約170名

WEPA年次会合

国際ワークショップ／セミナー／研修

WEPA第2期活動及び出版物リスト
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二国間会合 年月 開催国・都市 参加者数（参加国数）

インドネシアとの二国間会合 2009年10月 インドネシア・ジャカルタ 49名

ネパールとの二国間会合
テーマ：ネパールにおける水環境の現状と課題 2010年12月 ネパール・カトマンズ 38名

スリランカとの二国間会合
テーマ：スリランカにおける産業排水管理 2012年8月 スリランカ・コロンボ 40名

国際イベント 年月 開催国・都市

第6回世界水フォーラム公式セッション
「持続可能な未来のための水環境パートナシップ」 2012年3月 フランス・マルセイユ

第2回アジア太平洋水サミットにおける技術ワークショップ
「より良い水質のためのアジアからの声：水に関するポスト2015開発目標に向けた議論」 2013年5月 タイ・チェンマイ

タイトル 発行年 備考

報告書

WEPAアウトルック　アジアの水環境管理2012 （英語） 2012

WEPAアウトルック　アジアの水環境管理2012 （日本語） 2013

ポリシーブリーフ

アジアにおける分散型排水処理管理－課題とチャンス－

2014 オンラインでのみ
閲覧可

コミュニティー管理型の公衆衛生－インドネシアにおけるSANIMASプログラムからの教訓－

タイにおける生活排水のオンサイト管理

衛生施設と下水道処理事業の民営化－フィリピンからの教訓－

ベトナムの都市における生活排水管理

より良い水質に向けて－WEPAパートナー国における水質管理の状況－

水環境と気候変動－政策課題－

WEPA 二国間会合

その他国際イベントにおけるWEPAの活動 

出版物



www.wepa-db.net

水・大気環境局水環境課
〒100-8975  東京都千代田区霞が関1-2-2
Tel: 03-3581-3351  FAX: 03-3593-1438
http://www.env.go.jp/

環境省

自然資源・生態系サービス領域
〒240-0115  神奈川県三浦郡葉山町上山口2108-11
Tel: 046-855-3700  FAX: 046-855-3709
http://www.iges.or.jp/

公益財団法人  地球環境戦略研究機関（IGES）
WEPA事務局
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