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　人口が集中するアジア大都市圏では、安全な都市用水を安定的に供給することが求
められています。しかし、現在依存している水資源は脆

ぜい

弱
じゃく

であり、気候変動の影響
を受けてさらに水資源の局在化が進行すると、水資源の安定的確保がますます困難に
なることが懸念されます。水資源の局在化に対応し、安全で安定な都市用水を確保す
るためには、河川水やダム水などの「表流水」に加えて、都市に存在する貴重な水資
源である「雨水」、「地下水」、下水処理水を高度処理した「再生水」の利用可能性を
議論することが必要です。ところが、都市の自己水源ともいえるこれらの “ ユビキタ
ス型水資源 ” については、水量・水質の情報が不足しています。また、気候変動によっ
て流域の水資源がどのような影響を受けるのか、そして、その水資源と都市の自己水
源とをどのように調和させて活用すべきなのか、などが課題となってきます。
　そこで本研究では、従来の都市水利用システムを見直し、気候変動に適応可能な新
たな「都市圏水利用システム」を提示するための研究を行いました。この新しいシス
テムでは、多様な水資源の量・質と都市内における利用用途とのベストマッチを図る
ことで、需要と供給の調和がとれた水資源の適正配置を達成します。日本の荒川流域
とベトナムのホン川流域という、モンスーンアジア圏にあって経済や人口の成長段階
が異なる二つの都市圏流域を対象フィールドとして選定し、それぞれに適した水利用
戦略を検討しました。
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都市水資源の利活用のための
新たな水質評価方法の開発

　再生水の利活用に資する新たな微生物学的な水質評価方法や、ウイルス
に着目して糞

ふん
便
べん

汚染を高感度に検出する方法を開発しました。

　再生水を水資源として広く普及させていく

ためには、水質上の課題を解決しておく必要

があります。病原微生物への懸念はもちろん

ですが、非病原性の微生物であっても、消毒

後の微生物再増殖は給配水上の障害になり

え、また美観上の問題を引き起こします。再

生水の給配水過程による微生物の再増殖を調

べたところ、残留塩素が十分に残っている間

は、微生物再増殖が起こらず水質は保たれて

いましたが、貯留などにより残留塩素が低下

した時に再増殖が起こることが分かりまし

た。再増殖を抑制するためには、使用時まで

残留塩素が保たれているように、塩素注入量

を上げることが考えられます。しかし、非飲

用目的に限る再生水とはいえ、最終的に水循

環に戻ることを考えると、塩素注入量を増や

して有害な消毒副生成物を多量に生成させて

しまうことは環境への影響が懸念されます。

　微生物再増殖を抑制するもう 1 つの手段と

して、微生物再増殖に用いられる生分解性有

図2　微生物再増殖と同化性有機炭素（AOC）との関係
微生物の再増殖とともに、AOC 濃度が低下する傾向が確認された。
各プロットの色・形の違いは、異なる採水日を示す。

機物の制御が挙げられます。微生物再増殖が

起こっているケースでは、生分解性有機物の

指標である同化性有機炭素（AOC）濃度も低

下していることが分かり（図2）、生分解性有

機物濃度を低く保てれば、微生物再増殖も低

減できると推測できます。また我々は、再生

水中の生分解性有機物の中身を評価する手法

として、Bacterial Growth Fingerprint 法※1

を開発し、処理プロセスごとに除去、もしく

は生成される生分解性有機物の種類の違いを

表現することができました。

　再生水を造る水処理の過程では、色や臭い

を分解するためにオゾン処理がよく用いられ

ていますが、一方で、オゾン処理により生分

解性有機物が増加し、微生物再増殖を促進し

てしまっているという側面があります。そこ

で、オゾン処理の後に生分解性有機物を除去

するプロセスを入れることにより、微生物再

増殖を抑制できると考えられます。再生水の

造水プロセスを見直すことで消毒剤を減らす

ヒト糞便汚染を高感度に検知する方法の開発

にも取り組みました。ここでは、アイチウイル

ス（AiV）をヒト糞便汚染起源を推定する指標

に、トウガラシ微斑ウイルス（PMMoV）を

ヒト糞便汚染の有無を推定する指標とし、荒

川流域におけるAiV、PMMoVの定量および

起源推定の調査を行いました。その結果、AiV

は他の腸管系ウイルスと同様に下流地点から

検出されたことから、ヒト腸管系ウイルスを

代表する指標として有力な候補であることが

分かってきました。一方、PMMoVはヒト腸

管系ウイルスに比べ高濃度で存在しており、

AiV と同様に人のほとんどいない上流域地点

では、PMMoV は検出されませんでした（図
3）。さらに、雑排水中での測定では検出され

ない（あるいはごく低濃度である）ことが多

いという結果が得られたことからも、PMMoV

の検出はヒト糞便に由来する汚染を示してい

る、と解釈することができます。また、荒

川流域において測定したウイルスの中では

PMMoVが最も高濃度であるということから、

最も感度よくヒト糞便汚染を示す指標であ

る、ということが分かってきました。
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研究成果

表紙：左写真：荒川水系浦山ダム（埼玉県秩父市）。右写真：ベトナム・ハノイ市の水辺風景。

図3　荒川における PMMoVとヒト腸管系ウイルスとの関係
腸管系ウイルスを検出した試料において、PMMoV濃度が高いことが確認された。

ヒト腸管系ウイルス濃度中の最大値

ことができ、より効率的で、余

計な副生成物の生成を抑えた処

理法にできます。

　一方、我々はウイルスに着目

することで、水道水源における

図1　研究の全体像

※1 Bacterial Growth Fingerprint 法…基質利用性の異な
る細菌単離株の増殖量の違いに着目した生分解性有機物
の特性評価手法。
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気候変動に伴う
流域水資源の変化は？

　流域の水資源をどのように活用していくのかを考える上で、将来的な水
量・水質の予測を立てることは非常に重要です。最新の温暖化実験結果に
基づき、降水量や河川流量などの変化に関する将来予測を行いました。

　日本の荒川流域とベトナムのホン川流域を対

象として、温暖化による気候条件の変化とそれ

に伴う河川流量などの変化の予測を行いました。

　まず、気候変動に伴う荒川流域の降水量

の変化について、「気候モデルによる温暖化

実験の結果」、「擬似温暖化手法」、「領域気

象モデルによる力学的ダウンスケーリング」

を用いて検討しました（5 つの気候モデル／

CNRM-CM5、GFDL-CM3、MRI-CGCM3、

GISS-E2-R、MIROC5による温暖化実験結果

を使用し、温暖化シナリオとして RCP4.5 を

使用）。その結果、使用する気候モデルによっ

て将来の降水量予測は大きく異なりました。

図4　荒川流域における年降水量の年々変動の変化
流域降水量の年々変動の幅が拡大され、極端に降水量が多い／少ない年が発生する可能性が示唆される。

しかし、多くの気候モデルで、荒川流域での

年間降水量の標準偏差は拡大することが予測

され、降水量が極端に多い年、極端に少ない

年、というように、年ごとに変動の幅が大き

くなることを想定する必要があることが明ら

かとなりました（図4）。

　また、流域内の降雨分布や地形・地質など

の不均一性を考慮できる「分布型水
すい

文
もん

モデ

ル」に降水量の将来予測結果を与えることに

より、2060 ～ 2070 年頃の河川流量がどの

ようになるのかを予測しました。さらに、こ

の分布型水文モデルと土砂発生・輸送モデル

を組み合わせることで、水道水源としての適

性（使いやすさ）を考える上で一つの基準と

なる「水の濁り」の変化についても将来予測

を行いました。「生活環境の保全に関する環

境基準」に照らし合わせ、水道水源として

の適性別（浮遊物質濃度 SS が 25mg/L を超

える／超えない）に水量変化を検討した結

果、現在気候と比較して、秋ヶ瀬取水堰
ぜき

地点

においては温暖化時には高濃度 SS（懸濁物

質、浮遊物質）の継続日数が増える可能性が

あることが明らかとなりました（図5）。ま

た、年総流出量は適用する将来気候モデルに

よって増えるケースと減るケースが見られま

したが、水道水に適した河川水量については、

5 つの将来気候モデルのうち 1 つのケースを

除き、減少傾向を示しました。これは、年総

流出量が増えたとしても、必ずしも水道水源

に適した水が増えるわけではないことを示し

ています。これらの検討に加え、三次元貯水

池モデルを用いたダム湖の水温や水質（SS

やクロロフィル a ）に関する温暖化影響評価、

表流水の汚染要因解析とそれに基づく河川水

質の予測や水利用者の感染リスク評価を行う

ことで、荒川流域における水量・水質の将来

的な変化傾向を示すことができました。

　ベトナムのホン川においても、荒川と同様

の方法により、気候変動に伴う降水量・河川

流量の変化について検討を行いました。温暖

化予測結果に基づくホン川流域周辺での降水

量の変化 （現在気候と将来気候の差）は、春・

夏の変化が顕著で、変化の傾向は季節ごとに

異なり、秋・冬の変化は小さいと推測されま

した。この予測に基づいたハノイ地点の河川

流量の将来予測は、雨季前半（5 ～ 7 月）で

ホン川の流量が減少し、それに伴い河川水位

が低下するというもので、ハノイ地下水帯へ

の影響が懸念されます。河川水位の変化によ

り、河川と周辺地下水の水交換量が変化し、

河川から地下水帯への補給量が減少する可能

性があると考えられます。
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研究成果

図5　SS濃度別の年流出量
（荒川流域、秋ヶ瀬取水堰地点）
年総流出量（緑の棒グラフ）につい
ては、温暖化実験（使用する気候
モデル）によって増えるケース／
減るケースが見られる。一方、SS
濃度が低く水道利用に適した河川
水量（水色の棒グラフ）は、CNRM
のケースを除き、5～20％の減少
傾向を示している。

都市水資源としての
雨水の利用可能性は？

　都市に降った雨水を、ただ排除するのではなく、ゆっくりと流出させな
がらユビキタス型水資源として積極的に活用する必要があります。そのた
めに、現在の利用状況も含め、水量・水質の観点から雨水の利用ポテンシャ
ルについて調査・研究を行いました。

　雨水利用、再生水利用等の事例を収集し、

グーグルマップを活用した「雨水・再生水

利用施設等データマップ」としてウェブ上

（http://usui.strata.jp/rainwatermap/） に 公

開しました（図6）。施設の概要や雨水・再生

水の利活用状況を視覚的に分かりやすく把握

できるため、自治体等が雨水・再生水利用を

検討する際や雨水・再生水利用の推進のため

の意識啓発を行う場合の参考資料として活用

できます。また、都市自己水源としての雨水

と再生水の利用を促進させるため、データベー

スの充実化が図れるように、ユーザー自らが

データを追加できる機能もあります。

　雨水は、水資源として 1 年間にどれぐらい

の量が利用可能でしょうか。年間の日降水量

データや、集水面積当たりの貯留量および日

需要量（それぞれを集水面積で除して貯留高

および需要高ともいいます）が分かれば、簡

単なシミュレーションで年間の雨水利用率（年

間降水量に対する年間雨水利用可能量の割

合）が一目で把握できます（図7）。図より、

図6　グーグルマップを利用した雨水・再生水利用施設等データマップ
雨水・再生水利用施設や再生水供給施設の位置をアイコンで表示している。アカウント登録により自由に事例データ追加が可能である。

貯留槽の規模を大きくすればするほど、

また 1 日にたくさん使えば使うほど年

間に利用できる雨水量（雨水利用率）は

大きくなりますが、任意の需要高におい

て、貯留高をいくら大きくしても雨水利

用率がそれほど伸びない限界点が存在す

ることが分かります。つまり、需要高に

対する合理的な貯留槽の規模を設定し

て、後は上水、井水や再生水等の補給水

で対応する必要があります。

　雨水は腐りません。それは、もともと

雑菌や不純物をほとんど含んでいないか

らです。雨の源は、海や湖、池、沼、地

表などから蒸発した水分であり、それが

雲となって、雨や雪を降らせます。従っ

て、雨の成分は蒸留水と同じです。雨水

は、通過する大気、屋根、貯
た

める水槽な

どの汚れがどの程度あるかによって、水

を行うことにより、濁度は 2 度未満に、色

度および TOC（全有機炭素）は、水道水質

基準に概
おおむ

ね適合できるまで維持することも可
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研究成果

図7　荒川流域における年間雨水利用率の試算
（JRA25で算定した2000年～2010年の間の
少雨年に基づく結果）
流域の住宅系、非住宅系を含むすべての建物において、雨水
の貯留高や需要高が増えれば雨水利用率も上昇する。例えば、
貯留高 20mm、需要高 4mm/ 日の場合、年間雨水利用率
は約 0.5 であるのに対して、貯留高 50mm、需要高 9mm/
日の場合は雨水利用率は 0.7 となる。JRA25：全球大気再
解析に基づく現在気候モデル。

利用目的の適応性　　基準値

質が変わります。それらの汚れがほとんどな

ければ、良好な水質を維持することができま

す。特に屋根雨水については、初期雨水排除

能です。また、一般細菌

数は TOCで示される増

殖に必要な有機物濃度が

低く、滞留時間が長いと

菌数が少なくなる傾向に

あります。一方、道路排

水についても、初期雨水

排除を行うことにより、

重金属濃度も問題のない

水質レベルで貯留雨水の

水質を維持できることが

分かりました。
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関係者の選好を水利用システムの
デザインにどのように反映していくか?

　地域住民の様々な選好や関係者の多様な意見に対応した水利用システム
のシナリオを作成するツールを開発し、地域の様々な関係者間の合意形成
プロセスにおける有効性を検証しました。

　水利用システムなど様々な公共的なイ

ンフラの計画や整備は、地域住民や関係

者とのコミュニケーションのもとにその

選好や意見に配慮して行われています。

そのプロセスにおいて、多様な選好の存

在を把握し、その情報を共有しながら、

特定の意見に左右されることなく議論を

進めることが望ましいと考えられます。

つまり、多様なシナリオ（代替案）が設計

され、それをもとに議論を進めていくこ

とが、円滑な合意形成へと導くために必

要なプロセスであるといえます。

図9　シナリオ生成ツールの開発　 
様々な重み付けをした評価指標と水利用システムの要素の関係をモデル化する。そして、多目的最適化の計算を行
うことで、多様な水利用システムの将来シナリオ（代替案）を生成することができる。

施設間の送水量など、対象とする水利用シス

テムの「要素」（＝ポテンシャル）を定義する

必要があります（図9）。そして、各種の原単

位を用いて、水利用システムの事業費用や環

境影響、資源消費などの「評価指標」と、上

記の要素の関係をモデル化します（多目的評

価）。さらに、水源ごとの取水可能量や対象

地域の水需要量といった、水利用システムが

満たすべき条件を「制約条件」として設定し、

最後に、評価指標を重み付けした関数を「目

的関数」として、多目的最適化の計算を実行

します。このとき、関係者の意見・選好の多

様性を反映したパターンの重み付けを加える

ことで、多様なシナリオが自動的に生成され

るという仕組みです。

　開発したツールを用いて、行政との意見交

換、地域住民へのアンケートによる選好調査

をもとに、様々な水利用のシナリオを作成し

ます。そのシナリオを用いて、ランダムに選

ばれた市民による討議会を行い、将来の水利

用システムの方向性について議論をしていき

ます（図10）。議論の結果が一般的な市民の

選好を代表しているかどうかは、大規模なオ

ンラインアンケート調査によって検証されま

す。こうした一連のプロセスを特定の自治体

において実践することで、このツールがどの

ように機能するかを確認しました。
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図10　シナリオ生成
ツールの活用
多様な選好や視点に対応
したシナリオを用いて、
流域における水利用シス
テムの将来像や方向性を
議論する。

地下水の汚染を「見える化」し
安全に利用する

　地下水の汚染状況を明らかにし、汚染源（自然の地層から由来する汚染
か、人間活動に由来する汚染か）を「見える化」するとともに、安全な地
下水利用のための浄水技術の評価を行いました。

　地下水の持続的な利用のためには、地下水

の起源（雨水か河川水か、どの地域から涵
かん

養
よう

されているか）や、平均滞留時間（地表から

浸透して井戸に到達するまでの時間）の把握

が重要です。そこで、地下水の水分子を構成

する酸素・水素原子の安定同位体を利用し、

周辺地域の雨や地表水と比較することで、地

下水の主要な涵養源や涵養域を調べました。

その結果、荒川流域の地下水の主な起源は周

辺の台地（埼玉県の入間台地や大宮台地）上

に降った雨や、入間台地上を流れる河川に由

来するものであることが分かりました。さら

に、地下水中に含まれる放射性同位体や、ほ

ぼ 100％人工合成物である化学物質（フロ

ン類など）の濃度を把握することにより、平

均的な滞留時間を概算しました。その結果、

平均的な滞留時間は地下 20 ～ 50m の地下

水 で 20 ～ 50 年 程 度、 地 下 150m 付 近 で

50 ～ 70 年以上と推測されます。滞留時間

図8　荒川流域の地下水中の臭化物（Br）イオン
赤い部分が高濃度の Br。埼玉県南部、北東部、北部に高濃度の Br を含む地下水が分布。

の短い＝若い地下水（数年～ 10 年程度）と、

滞留時間の長い＝古い地下水（数十年以上）

が混合され、加えて長期にわたる地下水揚水

により、地下水の流れが変化してきたと考え

られます。

　また、地下水汚染の状況を把握するため、

埼玉県内の荒川中流域にある複数の地下水観

測井戸や使用中の井戸から採水し、臭化物

（Br）イオンの濃度を調査しました（図8）。自

然由来（海水由来）の Br は、同時に分析した

塩化物（Cl）イオンとの濃度の比が一定であ

るため、人為的な汚染との区別が可能です。

水質調査の結果とともに、地下の地層や、地

表の土地利用の状況、都市、工場など人間活

動の状況をGIS（地理情報システム）上に表

示することにより、地下水の汚染源を推定し、

分かりやすく表示することが可能となりまし

た。

　ベトナムの首都であるハノイはホン川流域

の低地にあり、荒川低地に位置する東京と似

た地形にあります。そのため、東京の水利用、

水源開発、水マネジメントの経験が活かせる

可能性があります。ハノイの地下水の流れ、

ため池からの地下水涵養量、地下水水質の特

徴などについて現地調査するとともに、170

カ所以上の家庭を訪問し、現地で広く普及し

ている家庭用浄水装置の効果を検証しまし

た。ハノイのため池からの浸透は地下水涵養

にとって重要である一方、その浸透水や土壌

中に多く含まれるヒ素と有機物が地下水のヒ

素汚染に寄与している可能性を示しました。

そして、飲料水中のヒ素濃度を低減するため、

逆浸透膜ろ過を備えた家庭用浄水器が有効で

あることを示しました。

　地下水資源を保全し安全な利用を促進する

ため、本研究で用いた各種の方法が有効であ

ることを示しました。これにより、安全な水

の供給が行われることが期待できます。
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進むことが期待されます。そのためには、シ

ナリオを生成するためのツールが必要です。

そこで多目的最適化のアルゴリズムを応用し

て、こうした複数のシナリオを生成するため

の枠組みを構築し、実際にそれをソフトウエ

ア（ツール）として実装することを試みました。

　シナリオ生成ツールでは、まず、雨水利用

を含む水源別の取水量、処理施設ごとの浄水・

下水処理方式、再生水利用量、市町村－処理

　その実現に向けて我々が目指したのは、「住

民や関係者の様々な選好に対応した網羅的な

水利用システムのシナリオを生成できるツー

ルを開発し、その有効性を示すこと」です。

アンケートによって計測された地域住民の選

好、水分野における政策目標など行政側の意

見など関係者がもつ多様な意見に対応した水

利用システムのシナリオを生成することに

よって、関係者間の合意形成に向けた議論が
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