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【環境】 

 
試験的研究：都市廃水処理政策の実施で学んだこと(EU) 

 
 
本研究では EU 加盟 6 ヵ国（デンマーク、エストニア、フランス、オランダ、ポー

ランドおよびスペイン）における都市廃水政策の有効性について調査している。(1) 欧
州では 30年にもわたって地表水の浄化に取り組んできたにもかかわらず、依然として
廃水により発生する水質汚染が続いている。EU 加盟数ヵ国では都市廃水処理指令

（Urban Waste Water Treatment Directive：UWWTD (91/271/EEC)）の要求を未だ
完全には満たしていない。一部の国では、この分野における経済措置の有効性に関す

る情報がある程度明らかになっており、この研究を始めるにあたり有益な基盤を提供

している。(2) 
 
 
都市廃水処理指令（UWWTD）の実施が十分でないところがまだ残されている。2004

年に発表された欧州委員会（European Commission: EC）の報告書では、情報焦点地
域 (sensitive area) を指定できなかった国々が数ヵ国存在し、指令で定められた 1998
年および 2000 年の期日までに要求されただけの下水処理容量を達成できていないと述
べている。次の期日の 2005 年末が近づいており、人口 2,000 名以上の都市部で下水処
理を拡張することが求められているので、この指令を実施するにあたりこれまでに経験

してきた問題への理解を深めることは時期的にもちょうどよく、有意義なことである。 
 
この試験的研究では EU 加盟 6 ヵ国における廃水政策および施策の有効性について

調査し、実施時に成功したことと十分でなかったことの理由を特定し、理解すること

が目的とされている。6 ヵ国のうち 2 ヵ国（デンマーク、オランダ）は指令をほぼ完
全に実施しているが、他の 2ヵ国（フランス、スペイン）では未だ改善の余地があり、
目標からはほど遠いところにある。残りの 2 ヵ国（エストニア、ポーランド）は、ご
く最近 EU に加盟したため、環境に関する EU 法体系のこの部分に準拠するまでには
もう少し時間的猶予を与えられている。それにも関わらず、これら 2 ヵ国はこの分野
において比較的良好な進捗状況を示している。特にエストニアでは人口の 70%に対し
て廃水処理が普及している。 
 
 報告書では、効率的な実施を確実に行うにあたり地方公共団体、政策手段および財

                                                  
(1) EEA, 2005: Effectiveness of urban wastewater treatment policies in selected countries: 

an EEA pilot study. EEA Report No 2/2005. 
(2) Andersen, M. S., 1999: Governance by green taxes: implementing clean water policies 

in Europe 1970–1990. Environmental Economics and Policy Studies, 2: 39–63. 
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政機構の役割を明確にしようとすると同時に費用対効果の課題に取り組んでいる。そ

の際、適切な処理方法（生物処理または高度処理）を持つ下水処理場の増設および地

表水への排出についての傾向に焦点をあてている。 
 
 有効性の分析結果によると、デンマークおよびオランダでの実施達成にあたり、組

織の責任を明確に線引きしたことが役立ったとされている。スペインおよびフランス

では巨額の投資の必要性および資金調達における障害に加えて地方自治体、地域自治

体および国家機関の間で責任が重複していることが結果的に期日までに指令を満たし

きれなかった大きな原因となったようだ。特にスペインおよびフランスの地方自治体

は下水処理対策に責任がある一方で、必要とされる資金調達に関する交渉を長引かせ

て、合意された施策の適時実施につながらなかった。 
 
6ヵ国について順番に取り上げる 
 
• デンマークはUWWTDの要求に全面的に従っており、地表水への排出は90%以上
減った。しかし、デンマークの実施手法は比較的費用が高くついているようであ

る。下水処理容量の拡大とそれに関わる投資額を国民一人あたりで比較すると、

オランダより明らかに高い。 
 
• フランスでは、下水処理場からの放流が情報焦点地域（sensitive area）では58%、
非情報焦点地域(non-sensitive area)では37%であり、ECの基準値(EC, 2004a)よ
り低く、UWWTDの要求を完全に満たしていない。フランスは河川流域管理、フ
ルコスト制度および水質汚濁規制税などによる進歩的な管理制度の恩恵を完全に

享受しているわけではなさそうだ。フランスの水質汚濁規制税は欧州基準と比べ

て低いままであり、実施格差を埋めるためにも管理制度を微調整する余地がある。 
 
• オランダはUWWTDの要求にほぼ従っている。地表水への排出は90%以上減った。
しかし、一部の大都市では脱窒のための高度処理が十分に設置されていない。オ

ランダは調査された他の加盟国と比べ、水質汚濁規制にかける費用の国内総生産

に対する割合が低い。経済措置は、公共下水処理という費用のかかるend-of-pipe
方式による解決を選ぶ代わりに、汚染源における汚染を減らすための奨励策とし

て使われている。 
 
• スペインはまだUWWTDの要求を達成していない。指令実施のために、多額のEU
補助金が充てられたにも関わらず、未だにスペインでは実施格差がある。たとえ

ば、1993年から2002年にかけて38億ユーロ以上の補助金が結束基金（Cohesion 
Fund）から援助され、スペインの下水管理への投資額の約半分および個々の下水
処理場への投資額の85%までが補助された。 
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• エストニアは新たな加盟国であり、2010年までにUWWTDの要求に従う必要があ
る。廃水処理への投資および産業の衰退の結果、僅か10年で地表水への排出は90%
以上削減された。しかし、エストニアの水質汚濁規制税は低いので、期日までに

UWWTDの要求を実施するのであれば、国内の環境保護のための資金が不足する
危険性がある。 

 
• ポーランドも同様に2010年までに産業および大都市に関してUWWTDに従う必要
がある。1990年代の間で地表水への排出は約24%削減された。ポーランドの産業界
は多額の投資を水質汚濁管理に使っており、毎年0.5%までが増額されている。現在、
結束および構造基金を適用することでEUの補助を受けることが出来るが、これら基
金の配分方式を新たに検討することで実施および費用対効果の向上が期待できる。 

 
この試験的研究では廃水管理における環境効率を更に強調する必要性があると述べ

ている。これはオランダで適用された手法を入念に見直した結果、明確になった。排

出源からの排出を削減するためにオランダの経済措置として産業界に与えられた奨励

策は、公共下水道処理必要容量を減らし、公共投資も他の国より大幅に削減させた。 
 
 一方、フランス、スペインおよびエストニアでは水質汚濁税がかなり低く、ポーラ

ンド、スペインおよびエストニアでは下水処理にフルコスト制度が定着していない。

環境効率を促進するための経済奨励策が不在なので、加盟国が高い費用対効果を伴っ

てUWWTDの要求を満たすことが出来るかどうか疑問になる。UWWTD実施遅延の主
な理由に依然として費用が挙げられるため、投資額を最小限に抑える環境効率の高い

手法が一層の注目を集めるのは当然である。環境効率を更に強調することおよび発生

源からの廃水削減を推進する経済奨励策は、加盟国がUWWTDをより高い費用対効果
を伴って期限内に実施する際の鍵となるであろう。 
 
 オランダの手法は、水質汚濁規制税および汚染の発生源を管理するための奨励金を

早い段階で活用すれば多額の投資費用が節約可能になることを実証している。奨励金

適用効果は、UWWTDの要求を高い率で遵守しているオランダの水質汚濁規制税
（GDPの僅か0.6%）が、フランス（GDPの0.8%）より20%も低いという事実に反映さ
れているようだ。 
 
 オランダとデンマークの実情を比較すると、水質汚濁規制税が低いまたは不十分な

加盟国（スペイン、フランスおよびエストニア）や下水処理にフルコスト制度を適用

していない加盟国（スペイン、エストニアおよびポーランド）は、産業からの排出を

削減する可能性に注意を向けなければ、度を超えた処理容量に対して過剰投資する危

険性があることを示唆している。 
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図 1．公共下水処理の普及率(対人口)と処理方法 

出展：欧州環境機構(EEA)、経済協力開発機構(OECD)および EC 統計局(Eurostat) 

 
 

報告書からも分かるように、各国の廃水処理管理概要を比較すると、デンマーク、

オランダとフランスはほとんど目標を達成しており、スペインとポーランドが大幅に

遅れをとっており、エストニアがその中間に位置している。大部分の国では単純な機

械処理は徐々に廃止されているが、高度処理はフランス、オランダ、ポーランドおよ

びエストニアではまだ十分に普及されていなく、スペインではほとんど適用されてい

ない。 

 
EU基金の効果を最大限に引き出すためには、排水処理場の処理容量を最適化しなけ

ればならない。そうすることで、これらの国々が自分たちで拠出しなければならない

運用費を必要以上に多額に負担してしまう危険性を回避することも出来る。 

結束および構造基金の一環として、結束政策により2007年から2013年の予算案より
EUの新たな加盟10ヵ国に対して引き続き下水処理場の補助をしてゆくことが予定さ
れている。このような補助の必要性は非常に高い。なぜなら、ポーランドおよびエス

トニアの現行の投資は一人あたり5～10ユーロ（汚染者負担の原則は未適用）といった
水準であり、これら国々が合意された期日までに要求を遵守するためには、この水準

を一人あたり40～50ユーロまで引き上げることが必要だと予測されているからである。 
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図２．1970～2002年における地表水への純負荷：下水処理場と産業から 

排出される有機汚濁物質(BOD)（その他の直接排出も含む） 

注記：スペインでは産業からの排出データが無いか不完全のため、排出量の計算ができなかった。 

入手可能なデータは、総排出量が減っていることを示唆している。 

出展：OECD、国連欧州経済委員会(UNECE)、デンマーク国立環境研究機関および国家統計局 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

特定の加盟国における地表水へ直接および間接に排出されるBOD(有機汚濁物
質)の総排出量の推移が示されている。純負荷の概念はオランダ中央統計局(Dutch 
Central Bureau of Statistics)で開発され、毎年オランダにおける排出量の数値を
発表している。デンマークとフランスでは純負荷は入手可能な統計情報源をもと

に計算された。ポーランドとエストニアについては、Helcom(ヘルシンキ委員会)

の研究が純負荷の計算に貢献している。ポーランドでは1980年代後半から1990年
代半ばの間で排出量が24%削減された。エストニアでは水浄化政策ならびに経済
改革の結果、1990年代前半から約95%の著しい減少が見られる。実際に、産業と
家庭から排出される一人あたりのBODは、今やオランダとデンマークと同じレベ
ルにある。純負荷を表す指数は国全体の結果であり、上図に見られる純負荷の減

少は地域ごとの格差やある地域における好ましくない結果を覆い隠してしまうこ

ともある。しかし、劇的な地表水への純負荷の減少は、産業における前処理と下

水処理容量拡充の組み合わせが有機汚濁物排出量に及ぼす影響をはっきりと示し

ている。政策の有効性から見ると、純負荷の指数は、「有機汚濁物排出量は削減

されている」という政策の一次的成果を明らかに示している。 
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結束および構造基金を利用することによって汚染者負担の原則にもっと体系的に取り

組むことも可能である。産業が環境効率を向上させるための奨励策および発生源からの排

出削減をするための経済措置がなければ、EU 補助金が下水処理場容量の拡大に対して過

剰投資される危険性がある。汚染阻止と適切な下水処理場容量との正しいバランスを見極

める必要がある。特に、下水処理は環境対策の中でも最も大きな資本を必要とするものの

一つであるからである。 
 
水質汚濁規制のための費用は、加盟数ヵ国では GDPの約 0.8%を占めており、ここ数十

年の環境関連投資 50%以上を占めている。値段と競争力について考慮することは必要だが、
汚染者負担の原則は費用を抑制することに繋がり、その結果廃水処理を円滑に実施できる

ことも多い。 
以上 
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