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環境水システムの構造化

一一排水の総量規制と開放型循環再利用一一

末石冨太郎

1. はしがき

水の再利用を研究対象にしているものにとっては，「開放循環系Jとい う言葉は｝

見奇異な感をいだかせるだろう。通常，循環といえば，大なり小なり閉鎖系を想定し

ているからである。しかし「開放循環系」の概念の検討が要請されるのは，「水質汚

濁防止→下水の高度処理→水資源の再生利用」とし、う展開によ って，現代社会の目標

として定着したと思われる水循環利用が，実は自然または半自然との関連の十分な配

慮を欠いたまま，一律 ・硬直的なシステムの実現に向かっていることへのアンチテー

ゼであるとともに， 重層化した環境年~:l請を構造化するためには欠く こ とのできない視

点でもある。

水資源の枯渇および公共用水域の汚濁という，水利用社会の両面から迫ってきた問

題は，水処理技術や水質化学の重要性を飛躍的に向上させ，また行政システムにとっ

ても，水利用目的からの接近，再利用水質基準設定への接近，財政的施策としての課

題など，種々の分野が指導原理の確立を競っていることも事実である。 水資源計画集

団は，都市の発展と水質汚濁防止に資するとい うふれこみで3 下水処理水を第三の資

源として位置づけることを目論み，汚濁防止集団は，同じく都市の発展と水資源保全

を合言葉に，下水道システムのいっそ うの普及を叫んでいる。この間，／nfJll・湖沼な

どの自然水系管理グループは，明治以来 100年間の治水の苦闘を脱し ょうやく利水

システムへの転換をはかりつつあった。しかしこの転換を完了しないうちに， 急激な

都市 ・工業 ・経済の発展によってみずからの中に自然、破壊的要因を含まざるをえなく

なり，早々にして利水システムの指導的地位を追われるばかりか，逆に自然破壊の元

凶として告訴の対象とさえなろうとしているのである。これは，水資源開発や水質汚
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濁防止についての的確な情勢判断を欠いたからだとはいうものの， 都市や文明の線源

がM川のほとりに発生したというゆるぎない歴史的事実に，みずからの技術的 ・思想

的 prest】geをかけてきた集団にとっては耐えられないことにちがいない。

筆者も，水資源の不足，水質汚濁の激化，都市問題解決の困難化など，進行中の社

会現象をよりどころと して， 都市，工場あるいは業務用ヒツレなどでの水循環を単純に

正当づける ことにはかなり批判的であるI),2),3〕し，また人工的水循環システムが自然

のもつ大きな調整能力に依存せずミ クロな水質技術や社会的立法措置なと’でーはたして

安定 ・成熟化できるのかということについても疑問をも っている。しかし，本文の目

的は， 下水処理水を再利用する場合の新たな論理的展開を行なって，「開放循環系」と

しう概念の定立をはかろうという ことではない。自然、と人工の併立共存をはかるこ と

はもちろんであるが，むしろ水資源計画や水質総量規制，さらには都市の制御や環境

アセスメント， 環境容量論などの概念によ って，部分化されこそすれなかなか総合的

な展開のしにくい環境計画的アプローチを進めるなかで，開放 ・閉鎖 ・循環 ・再利用

の定義にと どまらず，もっ と本質的な事実認識をふまえた新しい社会的目的関数の記

述ができれば．本文は一応の目的を達しうるものと考えている。以上のようなわけ

で，筆者は最近この骨子を一部に含んだ レポートや論文2〕，3），めを，重複して発表して

いる。特！こ『用水と廃水』誌に投稿した「研究ノート」めは， 本文の構成に種々の感

想、を交えたものであることを断っておく。

2. 都市制御問題におけるA規定とB規定4)

上述したような， 水問題に関する種 の々要因の相互関係の理解について，今日もっ

とも広く行なわれているのは，問題の原因をすべて都市活動または人間活動の高度化

と巨大化に求める方法である。しかし，「都市の命IJ御」という用語と水問題を認識する

立場の関係を整理してみると，

① 現状の都市活動を前提として，水資源、や水質汚濁を制御できる対策やシステム

を社会的に計画 ・設計 ・操作するこ と

② 水資源や水質汚濁の限度に立脚して， 都市活動の高度化 ・巨大化自身のfflllti却を

する こと

のこつの概念に分類することができる。前者には水資源開発や下水道計画が含まれ

後者では用水規制や水質総量規制が検討されていることはいうまでもない。

ところが現実の水問題においては，①と②を複合した方策が成功を収めたとい う実

測はまだ見当らない。その理由としては，①と②に関する社会的熟度の差異をあげる

ことがて’き，明らかに②が未熟である。本文の目的も当然②との関係が深い。しか

し，①と②の複合がうまくいかない理由をよりはっきりいえば，水政策上では①と②

が相補関係にあっても，社会目的からみたときには①と②が trade叩庄の関係にある
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からである。それは，経済発展をはかつて環境保全を犠牲にしてきた伝近までの事実

によ って実証される。

このような①と②の関係は，学問分野の構成や社会的分業の機構をも含めて．ほぼ

第1図のように，「社会」に投影される人間活動と「自然」に代表される環境とが対立

的にとらえられ， 中聞に介在する「技術」は，①では社会に，②では自然に．みずか

らの存在証明を求める形をとっているこ とに基づいている。しかし本質的に，t、って，

②型の技術はすべて①の亜流であろ う。つまり，それが可能かどうかはと もかく とし

て，本文の一つの目的は，排水の開放循環型再利用を②の類型に位置づけることであ

る。

ここに批判をしたような外部依存型の水政策がいますぐ無効であるとはし、わない。

現に，①の技術を発展させて②の水質総量規制lに移行しようとしているのが実際の姿

である。ただ，最近のように磁を援して次々と問題を派生する社会では， 時々刻々の

問題解決を最重要課題と して，制御や研究の incentiveとすることはきわめて容易で

あるが，それが結局問題の本質を見誤ま らせて，都市社会は踏みとどま るべき実存的

環境ーからはるかに逸脱し，片時も気を抜けない対策ばかりで成立している実例はきわ

めて多いのである。 したがって，①であれ②であれ，慣行的かつ問題追随型の都市の

制御を，本文では「A規定の都市の制御」と定義しておく。

これに対して本文の主要意図は，「B規定の都市の制御」を考え，その中で循環再利

用や総量規制jについての普遍妥当な姿を紺jl、てみることである。B規定の第 1条件は

①と②がつねに相補的なシステムを構成しうる ことである。そのためには3「水資源保

全」や 「水質保全」がかりに社会目的の sub-・goalにとどま っていると しても， これ

ら保全と 目的的に統一されうる（trade→off関係にはなし、）社会目的がシステム化さ

れねばならない。この社会目的が都市制御の目的と一致することが望ま しい。

このようなシステム構成を達成するには，①と②の対立関係を排し，①を②の基礎

として階層的に取り扱い，さらにこれらを基礎として，

③ 水や環境の制御を部分集合とする都市活動の構造制御を目的化し， 制御手法を

開発するこ とが必要となる。

B規定を達成するための研究の成否は，「システム概念」の正しい理解と運用にかか

っている。誤解を避けるために，第 1図の対照としての B規定のシステム図は猪iかな
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第2図 下水道計画のA規定と B規定

A－①m 

A－②型

B規定

いでおくが，少な くとも，ある単一目的の公害防止に関する現行技術または開発可能

技術を最適に集成することでもないしとクロな環境現象を地球規模の条件のもとで

トータ ルiこ記述しようという大それたものでもない。③の目的を実現できる場を様々

に想定して これを目的と一貫した要素へ分解（decomposition）し，その再結合に

際して新しい評価との matching が閃われるのがシステムの原理である。もし社会

目的が水制御目的と完全に一致するならば，システム再構成は水循環達成度によって

評価されうるのである。

B規定実現に関連して，さらに時間的プロセスにおける 「計画」の概念把握が重要

になるが， 7計画」についての統一的考察は本文の主目的ではないので省略する。な

お，第2図J土， 下水道技術を中心とした場合を例にして， A規定と B規定の比較を示

したものである。

3. B規定からみた環境アセスメントと水資源計画

以とでA規定と B規定の区別が明らかになり，かつ長期展望のもとでのA規定の欠

点も指摘されたっしかし現実に差迫った水不足や汚濁の対策として‘ A規定の②の循

環再利用や水質総量規制の段階を越えて，なぜあえてB規定をとるのかという決定的

理由を示す必要があるだろう 。それは，①と②の両極端に走りがちな日本的特質を排

して tradeoff関係のパランスを慎重に決定すれば， A規定の水制御で十分であると

いう議論はつねに優勢となるからである。
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アメリカにおいては， NEPA (National Environmental Policy Act）の施行に当

Tこって，環境保全に関するきわめて大規模な研究体制が敷かれ，しかもそのうち相当

な部分は土地利用計画に割かれている。このような研究を背景として環境アセスメン

ト（EA）の手法が提案されているのである。したがって，この場合，環境アセスメ

ントの意味することは，環境問題をも含めて，土地利用または水面利用の適性評価引

を行なうことにつきる。つまりある地域開発を行なうに当たって， これまで主要な目

的関数とされてきた経済効率の達成以外に，これと同等に環境保全の目的関数を並列

させて，地域計画を行なう手法が環境アセスメント手法なのである。このとき， 非常

に重要なことは，経済効率の最大化と環境保全などの目的関数を放列させたというこ

とが，具体的に何を指すのかということである。

これらの研究は，「multi-goaljまたは 「multi・-objective」の計画手法を表題にして

いる点が共通している。しかし，並列した多くの目的関数相互の関係をどのようにと

らえているかは，必ずしも explicitには表示されていない。計画手法が multi-levels

にたっている場合には，B鋭定的な取扱いをしているようにみえ，また trade-off 

analysisをうたっている場合にはA規定的な環境を取り扱っているようにみえるが，

multi levelsでかつ trade-o任 analysisを行なうような例もあり，実際の内容を理解

するには，研究の仔細な検討とアメ リカにおける自然的 ・地域的特性の十分な認識が

必要である。そしてこのよ うな環境アセスメント手法の一つが環境影響評価手法

(EI A）なのである。

これら multi-goalsまたは multiobjectives の計画手法に関する研究のうち，水

資源計画を取り扱ったものを概観すると，つぎの二つのタイ プにわ かれるようであ

る。

(1) multi ・goalsを複数個の水質目標値でおき換え，ついでこれらを制約条件とし

て，たとえば処理費用などの経済投資を最小化するもので，いわば計画研究の

古典的な方法論に基づくものへ

~ 2） 経済的尺度て籾l定で‘きるもの，できない ものすべてを non-commensura bl e

multi←objectivesとして位置づけ，それら相互が原則的に tradeoff関係にあ

るものとして取り扱 うものへ

(1）の方法に比べると，（2）の方法は画期的なものであって高く評価されている。特に

Haimesによる方法的は，手法的には特に新しいとはいえないけれども，次のよ うな

巧みな構造をもっている。まず任意の ・つの目的関数にある制約値εを与え，（1）の方

法によって最適化を行なう（これを十constraintformとよんて、いる）。こうすると制

約条件化した ~I 的に関する E の他と最適化された目標値との関数として，任意の 1 組

の objectives問の trade『 off関数が求められるので，厳後に decisionmakerのもつ評

価関数によ ってすべての tradeoff関数を決定する仕組みとなっている。この方法の
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特徴は，各目的関数問のウニイトづけを単に機械的に行なうのではないことである。

(1）の方法は，多くの水質目擦を制約条件化したとき， ff,IJ約条件をきびしくすれば投

資効率の最大値は低下するので，制約条件と投資効率とは trade-off関係になるのは

当然で、ある。したがって，明らかに（1）はA規定に属する。ところが（2）の方法は，それ

ら trade-offと再調整しつつ，しだいに問題を decomposeして multi-level化してい

るので，ある程度B規定に近づいているようにもとれる。

(2）の手法が数学的に成立するためのきわめて有利な前提条叫がアメリカの白然条件

であろう。たとえば，水資源計画において，河川流域がきわめて大きいので，通常流

域は 1,000くらいのオーダーの地域に分割され，それぞれについて目的関数値をどの

ように選ぶかという decisionがなされる。つまり decisionspace の数 nは一般に

非常に大きい。これに対して，それぞれの decisionspace がいかなる機能を発揮す

べきかという数，つまり目的関数の数は，いかに multipleiこするといっても，水資

源開発コスト以外に自然生態の保全，数項目にわたる水質の保全，農業への恋影響の

削減， レクリエーション用地の確保，水産に対する影響の削減，洪水防御効果など，

20にも及ばないであろ う。したがって，問題が数学的に単純化される わけで，まず

functional spaceで decisionをし， その情報を各 decisionspaceへ transfer する

ことが実際的であると考えられている。つまり，目的関数相互間は tradeoff関係に

あっても， decisionspaceの数が非常に大きいので trade-offの調整がきわめてスム

ーズにできるのである。自然条件が意志決定の自由度の増大lこ貢献しているのであ

る。端的にいえば，当然，投資効惑と環境保全を足して 2で割ったよ うな地域もあり

うるが，徹底的に投資効率を達成する地域や，徹底的に環境保全をはかる地域などが

きわめて高い自由度で選ばれるのである。したがって， もしアメリカ型の環境アセス

メント手法を，その正しい意味において適用するためには， （2）の方法が成立するよう

な地域条件を見出すことが必須である。つまり A規定の立場を離れて，できるだけB

規定のほうへ近づくための配慮を払う必要性が指摘されるのである。

反対に，わが国の東京や大阪（海域をも含む）を地域開発対象として考えてみる

と，空間を機械的に分割して decisionspaceの数をふやすことはたしかに可能であ

る。けれども，実はそのすべての空間に人間の生活が関与しており，しかもそれらの

空間はきわめて homogeneousである。つまり理論的な decision space の数はそう

大きくはない。むしろ，われわれが小さな住宅を建ててあらゆる欲求を満たそう とす

るように，わが国の現状の社会構造では trade-off関係にある目的関数の数 m が

decision space の数 n より，相対的に多いといわなけれ：歪ならない。この点から必

然的な帰結として，都市ff,IJ御，環境命u街l，水資源制御などの施策は，対象地域全域に

homogeneousに適用するのではなく，当初想定した区域よりも，ある程度広い対象

区域から狭い対象区域lこ至る多様な空間規模を変数としながら，人工的特質を加えた
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状態をも含めて decisionspace を増加するような方法論を考えなくてはならない。

つま りすべての空間にすでに人聞の生活が関与していたので，すべての空間が純自然

的な地域特性をそなえているとは必ずしもいえないのである。

水の循環再利用は，当然以上のような観点で考慮されなければならず，特に開放循

環系は，変数となる地域空間の最大限に対する規範としてきわめて有意義なものとな

るであろう。しかし，やはり，現状からの移行を考える上では，ただちにn>mとな

るような地域計画を完了することは至難のわざであり，わが国の場合には，地域空間

的ではなく，時間軸上の decisionspace を多くとることが必然的に求められるとい

うことを指摘しておきたい。これを敷街すると，下水処理水が発生しているからとい

って，待時間なしにぞのまま循環再利用にまわす必要はまったくなく，どの程度将来

の水資源にあてるかという decisionを多様に選ぶということが，とりもなおさず時

間軸上での decisionspace を多くとることなのである。 この意味においても，水循

環をいったん河川や湖沼などの亜開放系にもちこんで，ローカルな循環系に対するス

トック系とすることの必要性が理解できるであろう。

4. 環境影響評価手法と水質総量規制の関係

3.で述べたような正しい意味の環境アセスメントを行なったとき，はじめてB規定。

に近い都市制御計画が策定できるのである。下水処理水の再循環についてやや詳細に

いえば，河川 ・湖 ・海域の機能を加味した地域特性に基づいて，地域区分の分解 ・統

合を反復する過程で，水利用の効果，処理場の立地および既設の上下水道施設の評価

を行なうことによって，導入すべき水循環システムの時空間規模が定まるはずであ

る。ただしこの解は，現状では唯一無二のものが得られるとは限らず，地域水質代謝

の研究引 によって水循環規模を定める方式を開発しなければならない。本文；では5.に

おいて総量規制の立場からみた水質代謝の取扱いについて部分的にふれることにした

L、。

このよ うにして水循環規模が定まると， ある特定の地域における特定時期の水循環

システムの施設計画の条件が定まり，それにしたがって， Aー①型またはAー②型な

いしはその混合型の計画制御を検討することが可能になる。広義の環境アセスメント

をすでに行なってあるとはいえ， この段階において狭義の環境アセスメ ントつまり環

境影響評価（EIA）をより詳細に行なう必要が生じる。検討の対象となる施設が水

循環システムであるかどうかを問わず，特定地域に導入する施設が細部の環境にどの

ような影響を与えるか，したがって，どのような環境汚濁除去設備を導入する必要が

あるかという Aー①型のプロセスが環境影響評価手法と関連する。これに対し， Aー

②型では，上記の流れを逆転させ，細部の環境基準を達成できるように対応設備を配

置しながら導入システム（水循環システム）の規模や操作を規制しようとするのが総
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-;&t規制lの考え方である。

典型的な環境影響評価を数学的に表現することを考えてみると，種々の開発行為ま

たは施設導入を原因とし，かつ種々の環境影響指擦を結果とする多元連立方程式の構

成となっている。その係数行列を environmentalimpact matrix とよび， impact 

matrix の各因子は，ある開発行為または施設建設の 1単位によってある環境指標に

及ぼされる影響量によ って定められる。

勿る I 

Zj=:EAiixi I 
｝ ・ ・・（1)

1.=1,2, ・ ,m, J=l,2，ー・・・・，n J 

は z番目の開発行為または施設建設によって，第 1番目の環環指標に及ぼされる影響

を表わしたもので， Aー①のパターンでは impactmatrixの因子 Aiiの中に必要な

除去技術とその効率を含んでいる。また除去技術が数種ある場合には，除去技術ごと

に開発行為または施設建設の数を独立に数える（耐を増す）ことによ って，つねに式

(1）の定型的な matrix表現が可能である。

A－①型では， Xi として何をとるべきかは与えられるけれども， L として何を

とるべきかという問題，さらに式（1）の関係は実際に線型であるかといった問題も重要

な諜題になる。ここではとりあえず zjの因子の選択ができ，かつ式（1）は概念的に線

型であるという前提で考えることにする。もし環境影響 matrixA の各因子 Aiiが

定まっておれば，式（1）の演算をすることによ って，ベク トノレ Z の値を求め，これを

環境基準値 Z。と比較することによって，もし Z<Z。となれば環境影響評価に合格

し，Aー①の目的が達せられたといえる。

ところが，現行の活性汚泥処理を A の因子とした場合には，放流水の燐や窒素の

濃度は富栄養化を起こさないための水質基準をみたすことができないように，最近で

は多くの環境指標について Z>Zoとなるのが常である。この Z-Z。の差をし、かに

して X にフィー ドハ γ クするかが Aー②型の総量規制の中心課題となる。もしも

環境評価の因子の数刊がさほど多くない場合には，たとえば下水の第三次処理技術の

ような新しい処理技術をもっ社会を想定し， Z-Z。の差額分を全部この新技術社会

Iに投入するようにはからい，この社会は最低の費用と最大の努力をもって Z-Zoを

除去しようとするのである。しかし，新たな処理技術をもっ社会が万能て‘ない限り，

nが少ない未成熟な社会をあふれだして未知の環境評価指標に悪影響を及ぼすことが

どうしても避けられない。

しかるに最近のように，刊の増加にもましてさらに X の凶子の数mが増してくる

と，X に対していろいろの段階ごとに数多くの数値を代入して，結果論的に Z<Zの

になるかどうかを検討する以外に，環境影響評価手法の原理は成立しないといえる。

もし A の構造が変化しないという前提があれば，原理的には Zοを与えて，
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X。＝Zo・A-1.. ・・・ ・ ・（2)

dこよって， X の規制値 Xoを求めることができるはずである。 A ＇は A の逆マ ト

リッグスである。未知数の数mと連立方程式の数nの大小関係は，この場合nとmで

なければならないのに，現在の社会のように開発・経済・技術主導の社会では， 刊を採1

加する速度よりもmが増加する速度が大きく，明らかにm＇；；＞ 刊で，式（2）は解けない。

一式（2）を解くために Zの因子数nを増すことは， B規定の multi-objectivesplanninιに

おいて decision space の数刊を増すことに相当していることがわかるであろう。

以上の考案から，Aー②型の総量規制を行なうために，最低限必要な条件はつぎの

ように表現できる。

(1) X のある要素についてX=Oとするような絶対的規制条件を設定してmを減ら

し，m＝河に近づける。

.(2) Xの表示を， BODや TOCの発生主主など Z の因子に関係の近い指標で統括

し，開発なと’の行為を代表する直接的な指標の数mを減らす。

げ3) 環境評価指標の数nをなるべく 増加しm=nに近づける。ただしこの場合，指

標の選び方が非常に重要であって， わが国の環境の特質のように，多くの環境m
擦が homogeneousに分布する場合とか，

4-£L ~ const., jキk,i=l, 2, , m・ ・・（3)
.n tk 

の関係によって相似的に分布するよ うな環境影響指標を選択した場合には，その

分だけ刊をふやした意義はなくなる。

以下に，現行の濃度規制の欠点を補な うものと して導入が実行ないしは検討されて

巴いる水質総量規制10）について， m=nとする観点に従って簡単な説明を加えておこ

う。

水質濃度規fjjljには，

1) 排水の稀釈放流がなされる。

2) 環境に影響を与えるのは濃度以外にその持続時間も問題になる。

3) 水質監視点の数および場所によ って効果が変化する。

などの欠点が存在するので，

1) 濃度規制！の欠点を補完し，

2) 環境基準を達成できる水域汚濁負荷の行政上の許容限度量を求め，

3) 負荷量の変動をできるだけ一定におさえ，

4) 水域でカットすべき負荷量を各地域に配分し，

5) 新規工場立地は許可制lをとる。

ことなどをねらって，全体として汚濁負荷量を削減する方向に導くための施策であ

る。しかし上述のようにm'.;3-nの関係がつねに存在しているので，環償基準が定まり，
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また許容負荷限度量が与えられたとしても，それを各汚濁発生iiiftに適切に割りふるこ

とは必ずしも容易でない。そこで排水排出跡、に対して絶対規制lを行なう考え方とし

て，汚濁物質を有機性汚濁負荷と有害物質にわけ，有害物質については最初除害施設

設置を義務づけ，つぎの段階として排出を規制する方向をとっている。これはm＝悼

とするための（1）の方策と考えてよし、。

濃度規制の場合でも総量規制の場合でも，個々 の汚濁発生源での汚濁物質排出量の

決定が基礎調査としてもっとも重視されている。この調査が社会的に定着すれば， ・各

種開発行為や工業分類をこの汚濁因子で1J｝編成すること も不可能ではない。そこで，

現実に総量規制lを実施するための第－方策として，排水量の変動を減らし 排水路の

質的分流をはかり，排水量および質の測定方法の開発などを推進している。下水道の

普及もこれと同義の役割を果たす。これらはm=nとするための（2）の方策の範隠に入

るが， X と Z との関係が接近するかわりに前提となる汚潟負荷発生の構造調査を半

永久的に継続しなくてはならないという負担があらたに発生する。

つぎにm=nとする（3）の方策はもっと も有望で、ある。しかし， Z に対する押をど

の程度にまで，そしていかなる項目について増加していくかということが， きわめて

重要な問題となる。現在，総量規制の対象となっているのは内海や湾などの海域が多

く，海域の環境基準が CODによっているところから COD の総量規制lを行な う場

合がもっとも多い。しかし海域に流入する河川では BODの水質基準が通用している

ので， 河川に対する BODの総量規制も重要となる。 その上，何らかの方法によ る

BODと CODとの関連づけが必要になる。現実には調査データの完備している水質

指標によらざるをえないが，BOD, TOD, COD, TOC の相互関係から判断すれ

ば，単独の水質指標のみによる規制が相互矛盾をきたすよ うなこともおこりかねな

い。しかし一方では，対象とする水域の大きさと特性によ っては，式（3）の関係が生じ

て多くの水質指標を選ぶことの意味がない場合のほうがわが国の現実には多いのでは

ないかと思う。その理由の一部をすでに 3で述べたし，また 5.でもふれるように，

燐や窒素を水質指標とした湖や海域の富栄養化に対して総量規制の具体的方策が未若

手であることとも無縁ではない。

以上のことからわかるよ うに，現在の総監規制lは，まだほんの緒についたばかりの

段階にあり，総量規制jを確立するために今後さ らに必要な検討事項として，

1) 排出源の汚濁負荷量の定量化

2) システム境界の設定

3) 空間スケールの設定

4) 時間スケールの設定

5) 自然のもつ汚濁浄化能の評価

6) 汚濁許容上限の設定
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7) 評価関数の設定とそれによる削減根拠の理論化

などの問題が残されることが指摘されている 10)0 これらの問題のうち， 5）と6）はZoを

いかに与えるかという問題であり， 1）と7）はやや狭い意味ではあるがmultiobjectives 

をどのように選ぶかとし、う問題に関係し，しかも2〕，3),4）は，結局，本文で述べて

きたよ うな広義の環境アセスメントが前もって必要であるということに行きつくので

ある。

5. 水域の水質構造と総量規制

以上の説明から明らかなように，複数個の水質指標をとって環境影響を評価する空

間を構造化するとともに，式（1）における環境影響マトリッグスAのシステム的 ・計画

的な再評価を行なってし、かなければならない。このような目的のために用いられるの

が水質濃度算定式で， これは一般に汚濁負荷の物質収支式を基礎としている。そして

汚濁濃度を基準値以下にするような排出源の総量規制策を求めるためにも，この物質

収支式を中心にして説明されている場合が多い11）。

ここでは，上に述べてきたような環境影響評価の構造化は従来からの物質収支式の

取扱い方によって果たして可能になるのかどうかを再検討し，また排水再利用サイク

ルが必ず通過する都市の水利用系を含めて，物質収支のシステムをアナロジカノレに拡

大検討するための予備的考察をしておきたい。

，般に河川，湖沼または海域における物質収支式は，

a(cu） 白（cv) a ac 百日C
τt＋一長一＋ーす ＝-axEx---a;・+-3--y-EYay-kc+ f(x,y, t）・－…（4)

という拡散方程式を指している。ここに cはある指標水質の濃度， u,vはそれぞれz

執方向， Y軸方向の流速， Ex,Eyはそれぞれz軸方向， Y軸方向の拡散係数，hは

自然、浄化係数， f(x, y, t）は当該水質負荷の負荷量で， t t土時間である。説明を簡

単にするために式（4）をつぎのように簡略化する。

, a(cu) 
す T寸 子 ＝-axE号－kc÷f(x, t) ・ ・(5) 

つまり z執方向だけの考察を行なう。

式（5）を用いるにあたっては，種々の活動 X の結果として，任意の場所と時間につ

いて定まる水質負荷量 f(x, t）を定め，河川や海域の自然同化能力の研究調査によ

ってkがわかっているものとする。水域の汚濁調査をすることは，任意の :x;> tにつ

いて cとuを測定することである。しかし現実問題としては，なるべく短期間にすべ

ての Zについての濃度や流速を測定して，周期的な水量；変動や海象変動を捨象しよう

とすることが多い。その結果，式（5）において，左辺第1項 ac/atつまり濃度の時間的
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変化を捕捉しえない場合が多く，結局，定常状態として解析を行なわざるをえない。

さらに，水域をメッシュにわけで式（5）を数値計算すれば，各メッシュごと拡散係数E'

を決定できる。このような取扱いの当然、の帰結としてつぎの二つの重大な問題が発生ー

する。

まず第ーに，式（5）の拡散項は，濃度の変動値 c＇と流速の変動値 がの積のある空間

的 ・時間的平均値を代表させたものであるから， cおよびuの観測にあたっても同じ

平均操作が加えられていなければならない。水深方向に平均値をとったり，ある時間

間隔の平均値をと った り，あるいはまた各季節ごとに観測を行なったりしても，これ

らがはたして所期の目的を達しているかどうかの評価は困難である。つまりも っとも

単純にいって， 種々の水域条件の変化に対応して拡散係数を予測する方法は必ずしも

確立されているとはいいがたい。

第二の問題として，拡散係数の実際的な決定を可能にするには，どうしても水域の

汚濁化の傾向を前提とした上で，その汚濁指標によって評価がなされねばならなかっ

た。にもかかわらず式（5）を定常状態として扱うことによって，非定常項 ac/atは長期

的な汚濁濃度の上昇として結果的に表われるだけであった。もし ac/atキ0 であるな

らば，その値は拡散項に含めて見積られることになり，汚i萄負荷の稀釈拡散限度を求

める際に拡散を過大評価することになる。しかし実際には期待しただけの鉱散が行な

われずに水域の境界付近や死水域における高濃度の汚濁蓄積となって現われるのであ

る。このことは，いかに汚濁鉱散をはかつても水威内の生物学的構造によって長期的

には汚濁が蓄積してい くことと結びつく。

以上の三つの問題点を総合していえることは，従米と同じような拡散型の汚渇予測

をすることは， いかに多く の水質指標を用いても，かつまた濃度規制を総量規制に切

り換えても，ほとんど原理的な改善がなされていないという ことである。そ して結

局，式（5）の ac/atにプラスの値を許容し，汚濁濃度の現状からの増加を何パーセント

まで認めるかとい う Jc/cを与えて，その限度内で‘許容放流汚濁負荷量を長大にする

ための X を定める戦略しか存在しないのである。

上記の二つの問題は，もちろん，観測や解析の方法によってはまだ克服可能であ

る。しかし，開放循環型の排水再利用を，単に水資源としての再利用にとどまらず，

郎市内の水利用と開放系自身の内部における水利用一 一つま りレク リエー ション用，

水産用，その他ーーの価値論的な循環の槻念2),3）にまで高めて考えれば，これは観測！

や解析法を越していることにも気づく。もっともわかりやすい例として，汚濁物質がー

いかなる機序で魚類に影響するか，さらに魚類を経由する循環システムがどの ように

都市にフィ ードパッ クされるかを評価するために必要な水質観視1111ほとんど行なわれ

ていないといわねばならない。たとえば海域の富栄養化に関連して， COD以外に燐，

窒素やクロロフィ ルなどの濃度測定結果も蓄積されつつあるが，問題はそれら汚濁濃
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度が海域内に発生するまでのプロセスと魚類にとりこまれるまでのプロセス一一 いわ

ば時間的なプロセスーーがほとんど考慮されていないのである。つまり式（5）の意味

は，微小な controlvolumeにおける微少時間内の水質物質の収支が，そのままの符ι

造で地域的 ・時間的に総量積分が可能であると考えているのであって，水域内におけ

る物質循環を式（5）のような日で、みた場合にいかなる現象が見残されているのかを，よ

り長期的 ・広域的な条件変化と対応させて見通すことができなければならぬ。

上の説明で，「魚類」は，総量的に規制lされた汚濁物の放流をうけた開放水系におけ

る水質構造の長期的な変化の指標のーっとして象徴的に用いたにすぎない。開放型循

環再利用を行なう場合，開放水域の水質変化を単に水利用にかかわる水質障害因子だ

けでみていてよいか，将来どのような水質で表示すべきか，ということの検討の必要

性を指摘しているのである。小規模の水循環サイクノレのス トック系として開放系を位

置づける場合には，このよ うな配慮が特に重要となってくるであろう。

現在のところ，式（5）の表現を修正して汚濁濃度から魚類にいたる物質収支 ・交換を

表わす方法としては，物質収支式を生態選移の各段階ごとに記述する方法が検討され

ている。たとえば浄化能を，

kc=k1c k2c2・・・0・・・・ ・0・・（6)

として，水質 cの次のレベルに存在する らからのフィー ドパックを含めて表現する

ことである。らをプランクトン濃度にとれば んらは CODの再生産量に相当する。

しかし，このような遷移は，必ずしも自浄項のみを通じて行なわれるのではないので，

なお未解決の問題は多いと考えねばならない。

物質収支式の取扱いについて以上に述べたことは，開放循環系における長期的な水

質遷移を必ず数式で表わさねばならないことを強調したものではない。逆に式（4）や（5）。

て‘水質をシミュレートすることの困難さを重視すべきであろう。むしろ透視度のよう

な積分型の水質指擦を丹h、ることのほうが，水再利用系としての評価も容易になるの

ではないかという指摘は傾聴するに足るのである。

6. 水循環再利用系における水需要総量の評価に関する考察

5.においては，従来われわれが河川や海域における汚濁の変動現象を比較的レスポ

ンスの早いものとして定常的に取り扱ってきたことにかなりの問題があり，相遷移を

含んだ長期変化のとらえ方が重要であることを示した。

このことを開放型排水循環再利用の問題におきかえてみよ う。当面の水資i像、不足や
水質汚濁のみの問題にとらわれて，短期的な水質障害因子だけを指標として循環再利

用系を設計すると，たしかに循環サイクルの加速によって一応安定した水循環が達成

されるけれども， 長期的な立場では循環系自身の｜村音j）ないしはこれを支持すべき開放
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型水系の中に，予期しえない長期的な障害が蓄積をして，システムの成立が破綻する

可能性につながるのである。もっ ともわかりやすい例をいえば，ヒール用水の循環再利

用をはかれば局所的に多量の汚泥が発生し， 一つのピルだけならばその汚泥の処理は

いかようにも達せられるが，類似のシステムが都市系に充満をすれば， この汚泥は都

市系の内部か開放系を含めた循環系の中で， 長期的な自然、還元をはかる以外に解決の

方法はなし、。したがって，都市の水利用を起点とし開放循環系をへてふたたび都市に

フィ ードパッ クされる循環サイクノレの総量的フラックスを規制する原理はs 水域環境

基準を総量的に満たせばよいという安易なものでは必ずしもなく， 循環速度としては

もう少し遅い，より潜在的な汚泥系の総量が問題になるのである。このことがとりも

なおさず，開放循環系羽｜水再利用における水需要の潜在的な評価につながってくる。

いま式（5）の左辺について，汚濁フラックスの流過断面積aをかけたもの，

互主空2-＋型旦空1…一…・・…（7)
at ax 

を考える。cua=Qとおけば， Q はいわゆる総量規制の対象になる負荷量に相当す

る。もしわれわれの社会が汚濁状態を水質濃度 cで評価することをいっさいやめてし

まい，つねに総量を主指標とすることを達成したならば一一濃度規制がいっさい不要

という意味ではなく，社会の発展する歴史的フロセスのL、かんによ っては，総量表示

状態につづいて濃度表示の部分的な必要性が必然、的に現われるであろう一－，式（7）の

表示はつぎのように変化する。

託宣血2-＋~ ... … ・・ ・（8)
at ax 

この状態でふたたびQとuの変動を考えると， Qと l/11 のそれぞれの変動値の積

の平均値で規定される，いわば時間的拡散項ともいうべき ものが表われるはずである。

式（8）のような表現で代表される現象は，速度 uの identification の仕方し、かんによ

って，式（5）でとらえた現象とは必ずしも同じでないこと も十分に推察がつく。時間的

拡散とは，たとえば，下水発生量の将来予測を行なったときに，最頻値の発生する時

点の前後に予測値が分布するこ とと関係がある。式（8）のような取扱いが，下水発生量

の予測ないしは水域水質解析や水質規制の問題にいまただちに必要であるといってい

るのではなしむしろ，都市内の水利用の評価，水需要の原動力となる社会的環境

一一それが種々の環境評価指標で代表されるーーの遷移の問題として，長期間の時間

プロセスを考える場合の流速uの取扱い方，さらにいえば， 一見静止しているもので

も別の概念の速度で移動していると考えることの必要性を示唆しているのである。

排水を発生する建築物が同じ場所に建っていてもその建物の排水量は増加しなくて

も，類似の排水を発生する建物が周辺に拡がっていけば．そこにスプロ ール的な速度
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概念を含めた排水量の増加が観測されることになる。この場合すべての建物がみずか

ら排水処理を内生化し，隣接する建物でカスケード的に再利用可能な水を発生するの

ならば，当該地域全体としては排水発生量の時間的増加を認める必要はないし， また

速度の概念も水の流速そのものに近い。

このよ うな見方によって，開放循環型を含む排水の循環再利用システムにおいて都

市と水系を統ーした物質循環系を考えるにあたっ て，速度uを重要な判断指標として，

循環の規模を定め，対象排水の質および処理の程度を選択することが可能になるだろ

う。すなわち，都市における循環速度の比較的早いもの，つまり家庭用排水系の少量

の水量について小さな循環サイクルを造り，そこから発生する少量の汚泥を大規模開

放系循環、ノステムに持ち込む方法と，逆に用水が汚水に変化する循環的速度が比較的

おそい環境用水系を自然、水系を通じて造 り上げながら，都市全体の長期的な代謝をは

かる方法とが両極となるだろう。 これらの中聞にい くつかの糠準類型を基準化する こ

とができるであろう。

しかし上述のように，この速度は単に物質代謝の速度ばかりでなく ，社会的代謝の’

概念を含むこともある。もし後者に重点をおけば，家庭下水の発生はほぼ永久に存続

しうるし，ある段低条件を達したのちはその概念的普及速度はほとんどゼロに近いと

も考えられる一方，環境の保持は完全に水と縁を断った （ウェット システムをドライ

システムに変える）場合のように，社会的な背景によって急速度に概念代謝がなされ

る場合もあるので，類型化の方法が逆転することも十分に考えられる。つま り， 水需

要＝汚水発生需要をし、かなる潜在的・社会的概念を背景として評価するか，いし、かえ

れば水循環再利用と都市社会との関係は， つねに目的と手段とを相互におき換えたも

のになることに注意しなくてはならない。

このような基準をいまただちに演緯的に求めることは困難なので，やは り種々のレ

ベノレで特性づけられた排水が都市循環ないしは開放型循環またはその中間の種々の規

模の循環になじむかどうかを帰納論的に評仰iしていかねばならないであろう。

結局，本文の主目的に照らしてくり返せば，水の循環は，公共水域の水質汚濁を阪f

ぐために排水の高度処理をして汚濁負荷を総量規制的に抑制するために再利用をはか

る，または水資源が不足しているから新規水源として下水処理水を用いるといった，

単純な必然性によるものではない。 水利用の地域構造論的意義，水利用目的の社会的l

変化，水の地域代謝，さらに関連する大気系 ・土壌系を含めた総合的な物質代謝を築

き上げていくことは，水利用の抑制I策または水質総量規制jなどの総合化によって達成

されるのでもない。いわんや，水利用の抑制lと循環再利用および総量規制をA規定論

的に調整をはかることで、はないのである。
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7. むすび

一一ミクロ コズム ・活性汚泥処理 ・循環型都市社会計画のアナロジーの提案一一

活性汚泥法は家庭下水を主とする有機性排水の処理のため広く用いられ，人間生活

がつづく限りまず永続的に利用されるべきものである。したがって，衛生工学分野で

の教育上にも欠かすことのできない disciplineを提供するとともに多様な性質を含ん

だ広範囲な下水に対する安定した処理性を求めて，なお究明しつくされていない興味

ある研究が残されているのも事実である。またより分析主義的な研究を指向すると，

工場排水に伴って混入する銅やカドミウムなどの重金属によって活性汚泥がし、かなる

挙動をするか，浄化機能を阻害する重金属の限度濃度はどの程度かという研究の重要

性もいまさらいうまでもない。もしこのような研究が完成すれば，活性汚泥の機能を

阻害しない限度で，または活性汚泥内の重金属の蓄積が飽和してそれ以上，下水中の

重金属が除去できずに自然環境中に放出されることのない限度で，下水中に受け入れ

可能な重金属濃度が求められる。つまり都市活動の残澄中に重金属をいくら含んでも

よいかとしづ排出可能強度が規定される。もし活性汚泥処理槽内の生態現象を自然、生

態系の縮図と考えれば，この sphereを破壊しない限度内において都市的活動が定め

られるとし、う総量規制，つまり Aー②型に対する回答がえられることになる。

しかしこのような考え方の危険な面は数多く考えられる。まず第一に，活性汚泥の

阻害基準値を求める立場，さらに活性汚泥の機構を究明する立場は，いずれも阻害要

因を含んだ下水を下水処理場に受け入れることを前提にしている。も しこの前提が崩

れると，すべての研究は無意味となり，さらにこの排水をいったん受け入れた以上，

さいわいに限度一杯の処理結果がえられたとしても，阻害因子の除去はすべて活性汚

泥微生物の働きのみに依存している。その機構がいかに詳細に究明されていても，長

期間にわたって装置の大きさや管理条件を変えること以外に，われわれ人間の手は浄

化の内部機構に立入ることは許されていない。

これに対し筆者は，都市問題を総合的に把握する B規定の立場で，活性汚泥法の理

解がきわめて有用であると考えている。それは活性汚泥法が生物活動を利用したもの

であり p エコロジカルな世界を濃縮して水槽の中に技術的に実現しているので，都市

活動がどのように自然生態構造を破壊しているか，または都市活動がいかに生態的仕

組みのない単純なものになりつつあるかを判断 ・認識するのに役立つのである。さら

に第3図のように活性汚泥曝気僧と都市問題を相対的にアナロジーすることが，公害

要因を含んだ都市の挙動やそれに対する人聞の関与の仕方，廃棄物またはその直前状

態にある物質の再利用の方法，完全廃棄物の処分と自然との関係をどのように定めれ

ば，自然、の中に人聞社会の全貌を客観的に成立させうるか，さらには過密の意義や阻

害要因の意義の考察上にも活性汚泥法はきわめて重要となるであろ う。
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第3図 Miniaturesof Natural and Social Ecology 

(1) Miniatme of Natural Ecology 

t CO, H20 

• Biological Growth 

Air 
Return SI udge 

(2) Miniature of Social Ecology 

l Heat 

Growth of Man 

System City 

活性汚泥法の再評価をこのように行なうと，下水を処理するということは，処理場

とはおよそかけはなれた別世界都市の活動の残澄を受け入れる専業的な施設ではな

く，当然都市活動の一部であり，さらに都市活動そのものを凝縮したものとなる。重

金属などの阻害物質を受け入れるかどうかは前提でも何でもなく，単に計画変数とな

る。曝気槽の水処理的境界や酸素の供給，下水流入量なと’の制御に相当する要因，さ

らにそれをとりまく開放型水系などの要素が，第3図の socialecologyのどの部分に

存在するかを見出すための，地理的 ・時間的条件が多ければ多いほど， B規定の都市

制御は多様かつ弾力的となる。また同時にわれわれ人聞は，下水処理槽の中で下水を

栄養分として成長する活性汚泥微生物の立場に立つことに成功するであろう。つまり

下水発生につながる行為ないしはそれを再利用する行為を通じて，種々の decision

makingを行なうことによって多元多重な制御を行なうことができ，そしてこの制御

は，微生物反応の力にのみ依存することよりもはるかに強力かつ効果的なのである。

ちょうど生態学の分野からは，フラスコの中で遷移 ・成熟化してし、くノミクテリア，

原生動物，クロレラ，叢藻，輸虫…－の相互物質循環が，液相と沈泥をストック系と

して安定な社会を形成していくことに基づき，これを都市社会の再設計にむけてアナ

ロジーしていくことの研究が提唱されている 12九フ ラスコ中のミクロコズムは共存共
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貧の社会であるが，これを共存共栄の社会に転化するための重要な手段のひとつが排

水の開放系循環再利用なのである。
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