
 ０

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．総  論 



 Ⅰ－１

１．手引書のあらまし 
 

人間の健康で文化的な生活にとって、生態系の保全が重要であるとの社会的認識

が高まっている。特に、下水道整備の拡大に伴い、身近な水辺の生態系における下

水道事業の影響、役割は益々大きくなっている。本手引書は、「生態系にやさしい

下水道」を整備するための基本的事項を紹介するものである。 

 

【解説】 

  

（１）目的 

都市化の進展による人工的・効率的土地利用の拡大や、大量生産・大量消費・

大量廃棄型の社会経済活動を進めてきた結果、都市域を中心に、身の回りの生物

の種類や生息数が減少してきている。これは将来的に人類の生存基盤をも脅かす

事態であるという認識がされつつあり、生態系を保全することが強く求められて

いる。 

下水道は都市化の進展を支える都市基盤施設である一方、生活排水を浄化して

公共用水域の水質保全を図るという面から人工的な水循環システムの一端を担っ

てきた。下水道整備によって、一度は汚濁が著しく進行した都市河川においても

水質が改善し、魚などの生物が再び見られるようになるなどの効果もみられる。

一方で、下水道が普及するにつれ、下水処理水が放流先水域に占める量的割合が

増加してきており、生態系に与える影響はその量、質ともに大きくなってきてい

ると考えられる。このため、今後の下水道事業においては汚濁負荷の削減だけで

なく、さらに進んで生態系の保全を重視し、住民及び研究者等と連携して、良好

な水環境創出について積極的に貢献していくことが期待されている。 

こうした背景を受け、平成 11 年度に国及び自治体等の下水道担当者の間で「生

態系との共生をはかる下水道のあり方検討会」が設置され、生態系に対する基本

的考え方、下水道における生態系に配慮した取り組み事例を『生態系にやさしい

下水道をめざして』（技報堂出版）として取りまとめた。更に、国土交通省では平

成 12 年より、生物の棲み場環境に配慮した水量・水質の確保、棲み場空間の整

備をとおして、生態系との共生・調和をめざす「ビオ・ハーモニー下水道」を推

進している。 

しかしながら、現在、生態系に配慮した下水道のあり方について、基本的な考

え方は明確化されておらず、また、目標の設定、目標達成のための計画手法など
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について未だ示されたものはない。このため、本手引書は、更に、生態系に配慮

した下水道の整備を促進するために、計画の策定、維持管理等を行う際の参考書

となることを目的としている。 

 

（２）手引書の構成 

 本手引書は、「Ⅰ．総論」と「Ⅱ．生態系にやさしい下水道の整備手法」、「Ⅲ．

資料編」の三部構成となっている。 

 Ⅰ編：生態系について簡単に説明した上で、生態系保全の動向、下水道における

生態系配慮の重要性を取りまとめ、最後に、生態系にやさしい下水道の具体

的施策について紹介する。 

 Ⅱ編：生態系にやさしい下水道の整備手法について取りまとめる。まず、現況特

性の把握方法についてとりまとめ、これを踏まえた、生態系にやさしい下水

道の目標設定、整備計画の策定方法について説明する。更に、事業を実施す

る上で、留意すべき維持管理方法、また事後評価方法について説明する。最

後に、各段階において、考慮すべき望ましい住民との連携方法について説明

する。 

 Ⅲ編：目標設定において活用する住民アンケートの事例や水環境改善レベルの設

定において用いる生物の棲み場要件など、Ⅰ編、Ⅱ編に関連した資料を掲載

する。また、実際行われている生態系にやさしい下水道の整備事例を紹介す

る。 
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図Ⅰ－１ 手引書の構成フロー 

2．生態系 

生態系の定義、生態系保全・創出の考え方 

3. 生態系保全の動き 
生態系保全の必要性に対する認識の高まり 
 

4. 下水道における生態系配慮の重要性 

「水」、「空間」及び「住民」の３つの視点から整理

5. 生態系にやさしい下水道 

上記３つの視点を踏まえて、具体的な施策を紹介 

2. 現況特性の把握 
放流先、生物相、下水道特性について調査
し、現況特性を取りまとめる 

3. 生態系にやさしい下水道の目標設定 
現状を踏まえて、目標としての生物群集を
設定する 

現況特性の調査 

現況特性の調査票の例 

生物の棲み場要件 

生物の棲み場要件のまとめ

4. 生態系にやさしい下水道の整備計画の策定
上記の目標を達成するために水環境改善レベ
ル（水質、流況、空間）を設定し、更に本レ
ベルを達成するために下水道が行うべきこと
を整備計画として策定する 
 

5. 維持管理 

留意すべき維持管理方法 

6. 事後評価 
評価により問題点を抽出し、調査、計画、
整備、維持管理面において改善を図る 

住民アンケート 

住民アンケート例 

望
ま
し
い
住
民
と
の
連
携
方
法 

 

住
民
協
働 

施設整備 

7. 
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（３）対象範囲 

下水処理水の放流先水域としては、河川・水路、湖沼、海域が挙げられるが、

淡水域と海水域、さらに流水域と止水域では生態系に与える影響要因が大きく

異なると考えられる。本手引書においても、本来これらの水域すべてを対象に

すべきであるが、第一段階として、放流先箇所数の約８割を占める「河川（汽

水域も含む）」を主として対象とする。 

  なお、下水道の当初の計画段階および工事中における生態系への影響は、

環境影響評価の実施などによって対応を図るものとし、本手引書では主とし

て供用中の下水道施設を対象とする。 

 

 また、生態系に対する取り組みの範囲として、保全（保護・復元・再生）、創出

があげられるが、本手引書においては「２－２．生態系にやさしい下水道整備の

考え方」で述べるように“創出”、“再生”及び“復元”を中心に扱うものとする。

“保護”については、影響の回避という観点からその一部分を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－２ 生態系に対する取り組みの範囲 

 

（４）手引書の位置づけ 

本書は、前述したように、生態系に配慮した下水道の整備計画の策定、維持管

理などを行う際の参考書となることを目的としている。しかしながら、生態系の

しくみは複雑であり、調査事例の少ない現時点において生態系と下水道に関する

知見が十分とは言えない状況の中で本書を作成した。このため、今後生態系にや

さしい下水道施設を積極的に整備し、放流先・周辺特性、生物相特性および下水

創 出 

保 護 

復 元 

再 生 

本手引書において扱っている範囲 

保 全 
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道特性、さらには事後評価に関するデータを追跡的に収集･蓄積し、それを解析し

て下水道による生態系に対する影響・効果をより明確にし、手引書を適宜見直し

ていく予定である。 

なお、生態系に対する基本的考え方、下水道における生態系に配慮した取り組

み事例については、『生態系にやさしい下水道をめざして』（技報堂出版）におい

て詳しく取りまとめているため、本書ではその概要のみを説明する。 
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図Ⅰ－３ 生態系にやさしい下水道の促進に向けた手引書（案）の位置づけ
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２．生態系 
 

２－１．生態系とは 

 生態系とは、一定の場所（空間）に生息する様々な生物と環境とが互いに複雑に

関連して成り立っているものであり、一つの生物だけでなく、周りの多くの生物や

非生物的な環境も含めて互いに動的な関係をもちながら存在する系のことである。 

 
【解説】 
 

 生態系とは、様々な生

物と非生物的な環境とが

相互に複雑な関連を持ち

ながら構成されるシステ

ムであり、食物連鎖など

による物質の循環やエネ

ルギーの流れを加味した

ダイナミックなものであ

る。 

 このシステムを食物連鎖

の観点から概観すると以下

のようになる。水辺におけ

る生態系においては、水質や河

床などの物理化学的環境だけで

なく、鳥の餌となる魚がいて、

魚の餌となる底生動物や動物プ

ランクトンの生息が必要である。

そのためには、底生動物や動物

プランクトンの餌となる植物プ

ランクトンや水生植物の生育が

必要であり、これらを生育させ

るためには太陽エネルギーや栄養塩類が必要である。この栄養塩類は、生物の死骸

をバクテリア等が分解することによっても補給される。 

図Ⅰ－４ 生態系の基本構成要素 
出典：生態系にやさしい下水道をめざして／生態系との共生をはかる下水道のあ

り方検討会編 

 
無機的環境       生産者 
太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ      植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 
CO2 H2O      水生植物 
栄養塩類       付着藻類 

 
 
 

分解者        消費者 
バクテリア      動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 

            底生動物 
菌類          魚類 
 

図Ⅰ－５ 水中の食物連鎖 
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 植物プランクトン、水生植物、付着藻類は、生態系の中で生産者と呼ばれ、光合

成により二酸化炭素や栄養塩類を摂取して有機物を合成し、生物体をつくり出す。

これを利用して動物プランクトン、底生動物、魚類へと順次高次の生物による食物

連鎖関係を築いている生物群が消費者と呼ばれる。生産者と消費者は死後分解され、

生態系のなかで再利用される。これを担うのがバクテリアなどで分解者と呼ばれる。 

 また、生態系を構成する諸要素の相互関係は、食物連鎖だけでなく、棲み場との

関係も重要である。棲み場は、生物の生長、産卵、採餌、休息、避難などの場所で

あり、水質、河床などの物理化学的環境と共に、生物そのものによっても形成され

ている。例えば、底生動物の多くの種類は、岩石や護岸に固着したり、砂泥底を這

い回ったり、水草の茎につかまって生活している。貝類の一部は水生植物を食べて

生長し、葉などに卵を産みつける。トンボの多くの種類は水生の幼虫（ヤゴ）から

陸生の成虫になる（羽化する）時に、水生植物の茎や葉を利用する。魚類の多くも、

水生植物に卵を産みつけると共に、群落の中で餌を摂ったり、捕食者からの隠れ場

所などとして利用する。 

このように、生態系とは、太陽エネルギー、無機物､有機物、生産者、消費者、分

解者のそれぞれが、存在する「場」を含めて成り立っているシステムであり、“生物

と非生物を含めた環境全体”のことを指すものである。 



 Ⅰ－９

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水生生物の分類 
 

 水辺の動植物といっても多種多様であるが、分類の仕方として大きく分けて次の２つの

方法がある。 

①系統による分類：門、綱、目、科、属、種という順序で分ける方法である。 

②生態による分類：棲み場や生活様式を目安にして分類する方法であり、水中の生物は

以下のように分類される。 

・プランクトン：浮遊生物。自分の力では大きい移動はできず、水中に浮いている生物。 

・ネクトン：遊泳生物。水中を遊泳し、移動能力のある生物。 

・ベントス：底生生物。水底に生息する生物。 

 水中を浮遊して生活している浮遊生物には、植物プランクトン（藻類など）と動物プラ

ンクトン（ゾウリムシ（原生動物）、ミジンコ（節足動物）など）がある。底生生物は広義

には動物・植物を含むが、一般的な環境調査では動物のみを対象とする。底生動物とは、

全くあるいはほとんど水底で生活する生物のことで、水生昆虫、ウズムシ、貝、ミミズ、

エビ、カニなどが含まれる。付着藻類とは、水中植物、底泥、礫、岩石等の表面に付着し

ている藻類の総称である。大型水生植物とは、一般的に水草といわれるものであり、水中

または水辺に生育している。 

以上を勘案した上で、本手引書では下表のように分類して水生生物をあつかう。 

 

分類 本手引書での使用用語 
◆プランクトン（浮遊生物） 
・植物プランクトン（藻類等） 
・動物プランクトン（原生動物、 

多くの水生生物の幼生等） 
 
◆ネクトン（遊泳生物） 
 ・魚類（脊椎動物） 
 
◆ベントス（底生生物） 
・甲殻類（節足動物） 
・貝類（軟体動物） 
・水生昆虫類 
・多毛類等（環形動物） 
・その他 

 
◆水生及び水辺植物 
・付着藻類（藻類） 
・大型水生植物（維管束植物） 

 
 
   ・浮遊生物 
 
 
 
   ・魚類 
 
 
 
 
   ・底生動物 
 
 
 
 
   ・付着藻類 
   ・水生植物 

参考文献：水辺の環境調査／(財)ダム水源地環境整備センター 監修・編集 
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２－２．生態系にやさしい下水道整備の考え方 

 生態系にやさしい下水道を整備する際には、様々な生物が関わってともに生息す

る棲み場を確保することが重要である。 

 

【解説】 

 

 生態系の保全・創出の考え方は、以下のように整理できる。 
保護 

          現存する生態系を外的干渉・破壊から守り、その機能

を維持し、良好な状態に保つこと。 
 

保全      復元 
          主に自然の回復力に期待して初期条件を整備し、また

必要に応じて元の状態に近づけるように管理を行い、

かつてその場所に存在した生態系を回復し、その機能

が存続できるようにすること。 
 

再生 
  生態系が人為や自然災害などによる改変で失われた場

合に、元の状態にできるだけ近い棲み場を回復させる

こと。 
 
 

 
         創出 
         生態系を復元あるいは再生することが難しい場所に、自然的条件に照ら

して手を加えることにより、地域に応じた新たな生態系を創り出すこと。 

 

生態系とは、前述したとおり、“生物と非生物を含めた環境全体”のことである

ため、生態系を保全するためには、生物とそれらの生物が生息・生育していくこ

とのできる環境を全体として保全していくことが必要である。そのためには、あ

る特定の生物だけの棲み場を保全・創出するのではなく、様々な生物がかかわり

あって共に生息・生育できるような多様な棲み場と環境を形成することが重要で

ある。 

  また、棲み場を形成するにあたって、人為的に早急に棲み場を再生することは

箱庭づくりに似た人間本位のものにもつながる可能性もあることから、時間をか

けた生態系の復元を目指していくことが重要である。  

生態系保全・ 
創出の方法 
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２－３．生態系にやさしい下水道を整備する際に対象とする生態系 

本手引書では、「原生自然」ではなく、人間生活との関わりの中で形成されてい

る「二次的自然」を対象とする。二次的自然の中でも、特に都市および近隣の田園

地帯に形成される生態系を主な対象とする。 

対象とする生物には、付着藻類、底生動物、浮遊生物、魚類、植物、鳥類等が挙

げられるが、棲み場として水との関わりが直接的である生物に重点を置く。 

 

【解説】 

 

（１）原生自然と二次的自然 

 原生自然とは、原生林など、人為的影響を受けていない自然のことである。こ

れに対し二次的自然とは、人為的影響を受けている自然のことであり、何らかの

形で人が介在し、人工的な制御を受けている自然のことである。なお、二次的自

然は、人手が加わって維持されている雑木林から人工的な芝生まで幅広い概念を

含んでいる。 

原生自然  原生林、自然河川、自然湖沼 など 

自 然 

二次的自然  雑木林、農耕地、都市河川、水路、ため池、 

公園・緑地 など 

 

（２）都市および近郊農山村における生態系 

 都市内に形成されている自然は二次的自然であるが、特に、都市では人間活動

による影響を色濃く反映した生態系として都市生態系が形成されている。 

 都市生態系としては、以下のような生態系がある。 

・都市内に残されている二次的自然（雑木林、ため池など）を拠りどころとす

る生態系 

・都市内に人為的に創出した二次的自然(水路、公園、緑地など)を拠りどころ

とする生態系 

 

下水道も水量、水質の面で放流先水域に影響を与えているが、多くの場合、下

水道の整備によって影響を受ける環境は、すでに人の介在する二次的自然となっ

ている。 
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 本手引書では、都市基盤施設の一つである下水道と生態系との関係について述

べるものであることから、都市および近郊農山村に形成される生態系を主な対象

とする。以降で生態系と言う場合は、「都市および近郊農山村に形成される生態

系」を指す。 
 
 

（３）対象とする生物 

 本手引書で対象とする生物は、都市をはじめとして、その周辺の近郊農山村、

河川の中・下流域、水路、池などに生息する生物を主な対象とする。 

 対象生物としては、棲み場が水に関わるものとして付着藻類、底生動物、浮遊

生物、魚類、湿生及び水生植物、鳥類等が挙げられる。これらは、水域の様々な

環境を棲み場として利用するが、鳥類のように食物連鎖の上位に位置し、広い行

動圏を持つ生物は、水域以外の棲み場環境とも深く関わっている。 

 本手引書では、棲み場として水との関わりが直接的である生物に重点を置くこ

ととするが、生態系の上位に位置づけられ、住民の関心が高い鳥類なども、地域

の生態系特性から必要と判断される場合には対象に加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ―６ 対象とする生物の考えかた 
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３．生態系保全の動き 
 生態系に関する諸問題は地球規模で緊急の課題となっており、生態系保全の必要

性に対する社会的認識が高まっている。 

 下水道においても、生態系に対する影響や効果について把握し、生態系保全の推

進に向けた施策を行うことが必要である。 

 

【解説】 

 

（１）国際的な動向 

 主として人間の生産活動に伴う都市化や自然破壊等の影響を受け、生態系を構

成する生物の棲み場が脅かされていることが問題視されるようになった。生態系

の変化は都市化された地域のみならず、地球規模で危惧されるようになり、世界

自然保護基金(ＷＷＦ)の設立(1961 年)に象徴される自然保護に対する活動が世界

各地で活発になってきた。 

 生態系の保護への重要性が国際的に認知されるきっかけとなったのは 1992 年

にリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議(地球サミット)である。この会

議において「生物の多様性に関する条約」が制定され、このなかで、生物の多様

性の保全が人類の共通の関心事であることが確認された。 

 

（２）日本での動向 

①新環境基本計画 

 日本においても、上記の地球サミットや、環境への社会的関心の高まり等を背

景として、従来の公害対策基本法を改め「環境基本法」を制定(平成 5 年)すると

共に、「環境基本計画」の策定(平成 6 年策定、平成 12 年改定)が行われており、

生態系保全の重要性について明らかにされてきた。 

  環境基本計画では、持続可能な社会を実現するための長期的目標として「循環」、

「共生」、「参加」、「国際的取組」を掲げている。平成 12 年の改定では、「21 世紀

初頭における環境政策の基本的考え方」の１つとして、「生態系の価値を踏まえた

環境政策」が挙げられており、すべての社会経済活動は、生態系の構造と機能を

維持できるような範囲内で、また、その価値を将来にわたって、減ずることのな

いように行われる必要があるとの考え方が示されている。また、「水環境」と「自

然環境」の面からは、以下の施策について記述されている。 

・流域の視点から見た水環境の保全 
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・水利用の各段階における負荷の低減 

・閉鎖性水域などにおける水環境の保全 

・水環境の監視 等 

・原生的な自然及びすぐれた自然の保全 

・二次的自然環境の維持・形成 

・湿地の保全 

・自然の減少が顕著な地域における自然的環境の回復 

・自然とのふれあいの推進 等 

 

表Ⅰ－1 「新環境基本計画」に示された我が国の環境政策の長期目標 

目 標 内  容 

循 環 大気環境、水環境、土壌環境などへの負荷が自然の物質循環を損なうことによっ
て環境が悪化することを防止する。このため、資源採取、生産、流通、消費、廃

棄などの社会経済活動の全段階を通じて、資源やエネルギーの利用の面でより一

層の効率化を図り、再生可能な資源の利用の推進、廃棄物等の発生抑制や循環資
源の循環的な利用及び適正処分を図るなど、物質循環をできる限り確保すること

によって、環境への負荷をできる限り少なくし、循環を基調とする社会経済シス

テムを実現する。 

共 生 大気、水、土壌及び多様な生物などと人間の営みとの相互作用により形成される

環境の特性に応じて、かけがえのない貴重な自然の保全、二次的自然環境の維持

管理、自然的環境の回復及び野生生物の保護管理など、保護あるいは整備などの
形で環境に適切に働きかけ、社会経済活動を自然環境に調和したものとしながら、

その賢明な利用を図るとともに、様々な自然とのふれあいの場や機会の確保を図

るなど自然と人との間に豊かな交流を保つ。これらによって、健全な生態系を維
持、回復し、自然と人間との共生を確保する。 

参 加 「循環」と「共生」を実現するため、各主体が、人間と環境との関わりについて
理解し、汚染者負担の原則などを踏まえつつ、環境へ与える負荷、環境から得る

恵み及び環境保全に寄与しうる能力などに照らしてそれぞれの立場に応じた公平

な役割分担を図りながら、社会の高度情報化に伴い形成されつつある各主体間の
情報ネットワークも積極的に活用して相互に協力、連携し、長期的視野に立って

総合的かつ計画的に環境保全のための取組を進める。特に、浪費的な使い捨ての

生活様式を見直すなど日常生活や事業活動における価値観と行動様式を変革し、
あらゆる主体の社会経済活動に環境への配慮を組み込んでいく。これらによって、

あらゆる主体が環境への負荷の低減や環境の特性に応じた賢明な利用などに自主

的積極的に取り組み、環境保全に関する行動に主体的に参加する社会を実現する。 

国際的取り組み 地球環境の保全は、一人やわが国のみでは解決ができない人類共通の課題であり、

各国が協力して取り組むべき問題である。わが国の社会経済活動は、世界と密接
な相互依存関係にあるとともに世界の中で大きな位置を占めており、地球環境か

ら様々な恵沢を享受する一方、大きな影響を及ぼしている。わが国の取組の成果

や深刻な公害問題の克服に向けた努力の結果得られた経験や技術などを活用し、
地球環境を共有する各国との国際的協調の下に、わが国が国際社会に占める地位

にふさわしい国際的イニシアティブを発揮して、国際的取組を推進する。そのた

め、あらゆる主体が積極的に行動する。 
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②生物多様性国家戦略 

 生物多様性の保全については、生物多様性国家戦略（平成７年）において、「生

物多様性は、人類の生存基盤である自然生態系を健全に保持し、生物資源の持続

可能な利用を図っていくための基本的な要素であり、遺伝、科学、社会、経済、

教育、文化、芸術、レクリエーションなどあらゆる面に対しての恩恵がある」と

の認識を示している。 

 

③環境影響評価法  

平成 12 年に施行された環境影響評価法では、評価項目に「生態系」が加えら

れた。ここで対象とする生態系は、「主な動物、植物の生息または生育の状況およ

び植生の状況からみた地域を特徴づける生態系」であり、これまでの「特定の貴

重な生物を保護する」という観点を進めて、「生物の多様性の確保および自然環境

の体系的保全」を意図している。 

 

表Ⅰ－２ 生態系保全に関わる主な動き 

西暦 動き 
1961 「世界自然保護基金(WWF)」の設立 
1972 「成長の限界」報告書，ローマクラブ 
1972 「かけがえのない地球(Only One Earth)」をキャッチフレーズとした

国連人間環境会議の開催，ストックホルム 
1980 「西暦 2000 年の地球」報告書，アメリカ 
1990 「多自然型川づくり実施要領」の施行，日本 
1992 「地球サミット」の開催，「生物多様性条約」への署名開始，「アジェ

ンダ 21」の合意，リオデジャネイロ 
1993 「環境基本法」の制定，日本 
1994 「環境基本計画」の策定，日本 
1994 「環境政策大綱」の策定，日本 
1995 「生物多様性国家戦略」の策定，日本 
1997 「河川法」の改正，河川の環境保全が河川管理の目的の一つとして法

的に位置づけられた，日本 
1997 「環境影響評価法」の制定，日本 
1998 「生物多様性センター」の設置，日本 
1999 「海岸法」の改正，日本 

 

④国土交通行政における対応 

 建設省（現国土交通省）では、平成６年に「環境政策大綱」を策定し、「保全と

創造の融和」をテーマとして豊かで質の高い社会資本の整備を推進している。水

環境での生態系保護の動きに関連するものとして、平成９年の河川法の改正では、
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河川管理の目的として「治水」、「利水」に加え、「河川環境（水質・景観・生態系

など）」の整備と保全が位置づけられた。これにより、「事業化に際して生態系に

“配慮”する」にとどまらず、さらに積極的に環境へ取組むことにしている。ま

た、平成 11 年の海岸法の改正でも、法目的に「海岸環境の整備と保全」及び「公

衆の海岸の適正な利用」を加え、新たに防護・環境・利用の調和のとれた海岸の

保全を推進することとしている。 

 

（３）水環境に対する住民の意識 

 近年の環境面への社会的な関心の高まりから、各種の施策展開に向けて住民の

意見・要望を取り入れることが重要となってきている。水環境の世論調査が総理

府（現内閣府）により実施されており、以下のような結果が得られている。 

＜水環境に関する世論調査／平成 11 年 8 月調査＞ 

①水環境の現状について、川、湖などの水質や水量、水中や水辺の生き物、水

辺の景観などの水環境に「非常に関心がある」または「ある程度関心がある」

とする人の割合は約８割となっている。 

②水環境の施策ついて、水環境を維持、回復するために、流域の住民、行政、

有識者などによる協議会を設けて対応することが「必要である」または「あ

る程度必要である」とする人の割合は８割以上となっている。また、街づく

りや地域づくりを行っていく上で、水や水辺に期待する役割として「貴重な

自然環境」、「美しい景観」、「防災、防火」をあげた人が５割以上、「心のやす

らぎ」をあげた人が４割以上、「住民のふれあいの場」をあげた人が３割以上

となっている。 

③水環境を維持・回復するための国民自らの取組みとして、「水を汚さないよう

生活排水に注意する」をあげた人が約９割、「節水」をあげた人が約６割、「森

林を整備する活動への参加」、「川や湖の美化活動など水環境保全活動への参

加」、「水環境についての学習」をあげた人が３割以上となっている。 

④水環境施策に対する要望として、「工場からの排水規制の強化」をあげた人が

６割以上、「森林の保全や整備」、「環境に配慮した川や水路の整備の推進」、

「農薬や肥料を過剰に使わないよう指導」、「下水道の整備」をあげた人の割

合が約半数程度となっている。 

 

 以上のように、水環境に対する国民意識が高まっている中、ＮＰＯをはじめと

した住民協働の動きが盛んになってきている。例えば河川分野においては、（社）

日本河川協会のホームページで紹介されている「川や水の活動団体の一覧」

（http://www.japanriver.or.jp/r_wchosa/kensaku/kensaku_Frame.htm）による
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と、北海道から沖縄までの全国の各種活動団体として２０００もの団体が紹介さ

れている。 

 このように、水環境の整備は生物の保護という観点のみならず住民にとっての

精神的な安らぎの場や環境学習の場としても必要となってきている。実際に下水

道の整備を行う際にも生物への配慮が求められており、住民や研究者などの要望

や意見へ適切に対応すること、更には住民等との協働が不可欠なものとなってい

る。 

 

（４）下水道における動向 

 上記のような動きを受け、都市計画中央審議会答申「今後の下水道整備と管理

は、いかにあるべきか（平成 7 年 7 月）」がなされた。ここでは、今後の下水道

整備の基本的な考え方として、「循環の視点から広域的・総合的な水管理」が挙げ

られており、その中で、「下水道は水を基軸とした生態系や自然の循環システムを

健全に保つための重要な構成要素であり、下水道行政として積極的な取り組みが

必要」としている。そのための取り組みとしては、下水処理水の有効利用や下水

道施設空間の積極的な活用などが示されている。 

 また、下水道懇談会の報告「水循環における下水道はいかにあるべきか（平成

10 年 3 月）」においては、下水道の役割のうち、「良好な水循環の維持・回復がま

すます重要になる」としたうえで、次の３つの観点が提言されている。まず、「①

良好な水循環とはどのように考えるべきか」という観点からは、「人間の手による

自然の水循環への回帰」、「多様な生物との共生」を挙げている。「②良好な水循環

を維持・回復するために、流域の水管理はいかにあるべきか」の観点からは、流

域全体を捉えた水管理の考え方や、水量、水質、生態系を育み親水機能を果たす

場を一体として考えることが必要であるとしている。そのために河川水路の用排

水データベースの構築や、流域単位のマスタープラン策定が必要としている。「③

良好な水循環を維持・回復するために、下水道はいかにあるべきか」の観点から

は、処理水による河川維持用水の確保、水と緑のネットワーク形成など、下水処

理水の有効利用について示している。 

さらに、平成 14 年 5 月には下水道政策研究委員会から「中長期的視点におけ

る下水道整備・管理の在り方について」の報告が出された。この報告では、下水

道が有すべき機能として 8 つの機能があげられており、その中では「生態系を保

全する」機能が 8 つの機能のひとつとして位置づけられている。 

このような状況のもと、国土交通省では平成 12 年より「ビオ・ハーモニー下

水道」を推進している。この中では、下水道と生態系との関わりを重要視し、「地

域における生態系の健全性を維持・回復することによって、自然と人間との豊か
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なふれあい・共生を確保するため、棲み場の保全や創出、環境教育の拠点づくり

として活用する下水道」を目指している。 
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◆ビオハーモニー下水道の３つの視点 

 
ａ 棲み場環境を保全する下水道とは 
   既存の良好な棲み場環境に配慮した施設整備や放流形態の工夫（なじみ放流など）あるいは高度処

理水を活用した水量・水深の確保などを図るもの。 
 
ｂ 棲み場空間を創出する下水道とは 
   新たに棲み場空間を創出（処理場内における棲み場、雨水渠のせせらぎ水路化等の空間整備など）

するもの、他事業（都市公園、河川など）と連携することにより、都市内にエコロジカルネットワ
ークを形成し、広域かつ多様な棲み場空間の確保を図るもの。 

 
ｃ 環境学習の拠点となる下水道とは 
   下水道施設を、都市の中における自然に親しむ貴重な空間として、地域住民やＮＰＯと連携して環

境学習や自然体験に活用し、下水道や水環境健全化への理解・ＰＲの場づくりとするもの。 
 
 
 
 

 
出典：建設省（現国土交通省）資料／平成 11 年 8 月に加筆

棲み場の創出 
(環境学習の場) 
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４．下水道における生態系配慮の重要性 
 

 下水道において生態系保全・創出のために配慮すべき重要な観点としては、主に

次の３つがあげられる。 

 ①水循環・水環境と下水道 

 ②都市における下水道施設のもつ空間 

 ③住民との関わり 

 生態系の保全についてはこれらの要素が密接に関連していることに留意する必

要がある。 

 

【解説】 

 

 下水道において生態系保全・創出のために配慮すべき観点として、主に「水」、「空

間」及び「住民」の３つがあげられる。 

 

（１）水循環・水環境と下水道 

 水は、人間ばかりではなく、あらゆる生物の生命の源である。地表に降った雨の

一部は表流水として、また一部は地下水となって河川や海などの水域へ集まり、そ

れらの水域から水蒸気として蒸発し、再び雨となって地上に降るというように自然

界における水は循環している。この自然系の水循環に対し、河川水および地下水を

上水道用に取水し、人間の生活活動において利用した後に下水道を経由して河川な

どに戻すという人工系の水循環ができている（図Ⅰ－７参照）。 
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出典；都市の水循環再生に向けて／平成 10 年 11 月 
(社) 雨水貯留浸透技術協会に加筆 

図Ⅰ－７ 水循環系の模式図 

 

下水道はこうした人工系の水循環において、公共用水域の水質保全ひいては生態

系の保全に大きく貢献している。しかしながら、依然として水質環境基準の達成率

が低い閉鎖性水域などにおける水質改善のためには、通常の二次処理のみでなく、

高度処理、合流改善、ノンポイント対策が求められている。なお、窒素、りんにつ

いては、下水中の濃度が河川水に比較して著しく高いため、必要に応じて高度処理

が実施されているが、それでも処理水は河川水と比較すると窒素及びりんの濃度が

高く、十分な希釈効果がない場合には、富栄養化現象が見られる場合がある等、生

態系へ少なからず影響を与えている。 

一方、都市化の進展により、不浸透域面積が拡大し、雨水の地下浸透量、湧水な
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どが減少することから、都市河川の平常時の自然流量は減少している。また、下水

道普及の拡大に伴い、下水処理水は年々増加し、全国の生活用水量の３／４に相当

するまでに至っており、都市における貴重な水資源としても位置づけられると共に、

放流先における生態系を維持するために重要な水資源である。このため、雨水浸透

を積極的に進めたり、下水処理水の有効利用を図ることが求められている。 

なお、下水処理により発生する汚泥の有効利用も、「物質」の循環という観点から

重要である。下水汚泥は例えばコンポスト化を図ることにより有効な有機肥料とな

り、農地のみでなく、下水道施設における緑地形成に役立てることなどにより、生

態系の保全に寄与することも可能である。 

 

近年においては、多様な都市活動、社会活動の結果、水とともに様々な物質（内

分泌撹乱化学物質（環境ホルモン）、微量化学物質など）が排出されており、これら

の水域へ与える影響が懸念されている。下水道に流入する環境ホルモン等は、下水

処理場において下水から除去・低減されることが既往の実態調査から明らかとなっ

ているが、ある程度は下水処理水に残存し、結果的に下水処理場をとおして公共用

水域に放流されることとなる。その残存レベルによっては放流先水域の生態系に影

響を与えることが懸念されるため、実態を把握することが生態系保全の観点から重

要となってきている。 

下水処理水の放流先水域における生態系への影響は、水域の状況によっても異な

ってくるものであり、この影響を総合的に検討し、できるだけ生態系に配慮をする

ことが、水域の生物にとってばかりでなく、水域の生物に依存する我々人間にとっ

ても重要なことである。 
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栄養塩と有機物の循環経路と下水道 
 

 生態系の中では、炭素や窒素、りんなどの多くの有機物や栄養塩がさまざまな経路を

通じて移動し続けている。移動の経路は、水の流れのような非生物的な動きのほか、生

物によって摂取・蓄積され、その生物をほかの生物が摂取するという生物的な動きなど

がある。 

 河川では、栄養塩が藻類などによって利用・蓄積され、それが水生昆虫や魚によって

食べられ、さらに別の生物によって食べられることで、次々と移動している。また、外

部からの物質供給（落ち葉や流下してくる有機物など）も加わることで、その経路は下

図に示すように複雑なものとなる。このような複雑な経路の中で、豊かな生態系が形成

されていると考えられる。 

 

 
出典：生態系にやさしい下水道をめざして／生態系との共生をはかる下水道のあり方検討会編に加筆

水中での栄養塩と有機物循環の模式図 

 ここで、下水処理水によって自然河川よりも過剰に栄養塩類が供給された場合、富栄

養化が進行することで、藻類や微生物群集が大繁殖することも想定される。また、その

結果河床内間隙などでは嫌気状態となることもある。 

 

刈り取り食者 
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（２）都市における下水道施設のもつ空間 

 都市化の進展によって、緑が減少し、道路、宅地、各種施設用地などの人工的土

地利用が増加することにより、生物の棲み場の減少・分断・孤立化が生じている。

また、下水道の普及ともあいまって、身近に沢山あった水路など、水辺の大半が蓋

をかけられたり、または埋められたりしたが、これらの復活を望む声が出ている。

下水処理場及び開水路などは、過密化した都市における貴重なオープンスペースで

あり、処理水の水資源的価値とあわせてこうした空間を複合的に有効利用すること

によって、良好な都市景観の形成、さらには生物の棲み場などを提供することが期

待できる。 

 

図Ⅰ－８ 水路の減少状況の例（横浜市） 

 

（３）住民との関わり 

 都市化によって、身近な場所で日常的に見られた多様な生き物や、それらを支え

ていた豊かな自然環境が消失してきている。また、生活スタイルも変化してきてお

り、住民が自然や生き物とふれあう機会が減少してきている。 

 日常的に自然環境や生き物とふれあい、季節を感じたり小さな生命と関わること

は、子供達の情操を養う大切な機会であり、健全な発育にも極めて重要である。こ
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うした意味からも自然とのふれあいを求める声が広がっている。 

 このような状況の中で、都市に残されている生物の棲み場を保全するとともに、

新たに棲み場を創出し、良好な生態系の形成のために配慮していくことが重要であ

る。また、こうして保全・創出した棲み場は、生物が生息する上での拠点的な場と

なるとともに、環境学習の場としても活用していくことが有効である。 

 一方、下水道施設は、住民の生活環境向上や公共用水域の水質保全に大きく貢献

してきているにもかかわらず、迷惑施設であると認識されてきた。今後はより積極

的に下水道の持つ施設空間や処理水などを有効利用し、下水道を通じて住民の身近

な場に生物の棲み場を形成していくことによって、下水道の役割を一層向上させ、

住民の目に見える形で下水道の効果・役割を示していく必要がある。こうした取り

組みによって、下水道施設のマイナスイメージも払拭されるものと期待できる。 
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５．生態系にやさしい下水道 
 
 生態系にやさしい下水道とは、地域における生態系の健全性を維持・回復し、

自然と人間との豊かなふれあい、共生を確保するため、棲み場の保全や創出、環

境学習の拠点づくりとして活用できる下水道のことである。 

・良好な棲み場保全のための“水循環・水環境”を形成する下水道 

・棲み場創出のための“空間”を形成する下水道 

・環境学習の拠点となる下水道 

 

【解説】 
 

 「生態系にやさしい下水道」は、「４．下水道における生態系配慮の重要性」に

示すように、「水」、「空間」及び「住民」の３つの観点から、以下のように分類で

きる。なお、生態系にやさしい下水道のイメージは図Ⅰ－９のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－９ 生態系にやさしい下水道における取り組みのイメージ 
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（１）良好な棲み場保全のための“水循環・水環境”を形成する下水道 

 健全な水循環の形成に向けた下水道の役割として、下水道による放流先の水質

改善や流況改善、雨水の貯留浸透などが挙げられる。生物の良好な棲み場を保全

するために下水道で実施する具体的な対応策として以下のものが考えられる。 

 

  ①有機物、栄養塩類、化学物質の除去（高度処理など） 

  ②生物への影響を軽減した消毒方法（オゾン、紫外線消毒など） 

  ③放流形態の改良(分散放流、なじみ放流※など) 

  ④水源が枯渇・減少している河川・水路等への処理水の導水 

⑤雨水浸透施設や雨水調整池の整備 

 

  ※なじみ放流 
放流先の生態系などに配慮するため、“滞留などによる自然浄化”や“分散し

た放流”“放流位置の変更”“安定池”などによって、放流水質、水温、水勢

などを放流先水域になじませる放流方法。 

 
良好な棲み場保全のための“水環境”を形成する下水道の実施例 

【仙台市、広瀬川浄化センター／アユの生息を目標】 

 仙台市を流れる広瀬川はアユが泳ぎ、カジカガエルが生息するなど動植物の種

類が豊かで、地形も変化に富んでおり、恵まれた自然環境を形成している川とし

て、市民が強い愛着と関心を抱いている。仙台市ではこの広瀬川の優れた自然環

境を保全するために「広瀬川の清流を守る条例」を定めており、広瀬川（本川、

支川）において、アユが生息できる水質を満足するよう排出基準を設定している。

広瀬川の支川である綱木川が放流先である広瀬川浄化センターでは、本基準を達

成するために、嫌気・好気活性汚泥法、砂ろ過、オゾン消毒等の高度処理を採用

している。また、処理水の一部を浄化センターに隣接した公園に修景用水として

有効利用している。 

放流口前後の底生動物調査によると、処理水の放流によっても、底生動物の多

様性が減少するなどといった影響はみられていない。広瀬川の水は工業用水、農

業用水、発電用水など多面的に利水されているが、夏場の渇水期には一部で流量

が非常に少なくなるため、処理水は貴重な水源の一つとしても活用されている。

なお、今後の課題としては、繁茂した水草や付着藻類の制御や活用、ホタルな

どの水生昆虫が自生するような、より多様な生態系を支える環境整備などがあげ

られる。 
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【大阪府、渚処理場／安定池の整備】 

 渚処理場は、水道水源である淀川水系の黒田川に放流するために、二次処理水

を砂ろ過とばっ気付礫間接触酸化池を通過させた後、安定池を通過させること

で、放流水質の平準化を図っていた。安定池おいては、コイ、フナ、キンギョを

放流すると共に、トンボの生息する環境づくりを行い、近隣住民に対して親しん

でもらう工夫をしている。このように、安定池は生物の棲み場であると同時に、

親水施設であることから、生物への影響を考慮して、安定池の流入部で紫外線消

毒を実施している。 

 現在、安定池周辺で 33 種類のトンボ、また池内ではアユやキンギョのほか約

13 種類の魚などが生息することが確認されている。 

なお、渚処理場は平成 11 年度より黒田川への放流を停止し、寝屋川水系の二

十箇水路へ放流し始めたが、紫外線消毒は継続している。二十箇水路は農業用水

利用が主であり、冬季においては、極端に水量が減少し水質が悪化する状況にあ

ったため、良好な水質の処理水は、二十箇水路の浄化用水として活用されている。

現在は、コイ、フナ、カメが確認されている。 
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（２）棲み場創出のための“空間”を形成する下水道 

 生物の棲み場の形成やネットワーク化に向けて、下水道施設空間の利用が有効

である。なお、“空間”を形成する下水道の場合、周辺の水辺や緑地などとの連絡

関係や位置関係を考慮すると共に、水量・水質のみならず、河床や護岸構造、植

栽なども考慮する。具体的な対応策として以下のものが考えられる。 

 

①下水処理場やポンプ場の間地、未利用地、施設上部などにおいて、せせらぎ

水路、池、ウエットランド、緑地などを整備し、生物の棲み場を創出する。

また、雨水調整池ではできるだけ常時、水面を確保する。 

②都市下水路、雨水排水路の水路内および沿川空間を活用し、生物の棲み場を

創出する。また、生態回廊として公園緑地などをネットワーク化することに

より良好な生態系形成に貢献する。 

  

 

 

 

 

 

棲み場創出のための“空間”を形成する下水道の実施例 

【横須賀市、追浜浄化センター／ビオトープの整備】 

横須賀市は、都市化により自然環境が急速に失われ、水辺環境も著しく少な

くなってきた。追浜浄化センターは、工業地帯の中にあるが、北側には貝山緑

地が隣接しており、トンボなどにとっては、採餌・休息の場となる樹木地があ

る最適な条件であった。そこで、自然環境の保全と共に、広く市民に下水道に

関する理解を深めてもらうことを目的とし、水生生物の専門家のアドバイスを

受け、処理水を利用した水と緑のある憩いの場（「トンボの王国」）を整備した。

植物は市内に残っている水域から、魚類は市内の河川から採取したフナ、モツ

ゴ、ヨシノボリ、ヌマエビなどを放流した。メダカは、県内水面試験場で飼育

されていた三浦半島産のメダカを導入した。昆虫類については、隣接する緑地

帯や池からの移入に期待すると共に、トンボは学校のプールからヤゴを捕獲し

放流した。 

現在、放流した生物は定着しつつあり、さらに放流していない多くの生物も

移入してきている。 

平日は施設を開放しており、毎年、夏休みには地元住民と協力してイベント

を開催している。こうした取り組みによって、市民に対する環境学習の場とし

ての役割も増している。 
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  なお、供給水は砂ろ過及び紫外線消毒を行っているが、処理水であるため藻

類の発生が著しく定期的な清掃が必要である。また、繁殖力の強いアメリカザ

リガニやコイなどがいつの間にか放され、優占種となってしまったため、捕獲

などの管理が必要である。これら維持管理方法の検討、イベントや施設の運営

における地域住民の関与方法などが今後の課題である。 

【横浜市、神奈川下水処理場／処理水の導水】 

 入江川は、都市化による湧水の減少、雨水幹線整備などによって晴天時には

完全に枯渇していた。そこで、地域住民による環境保全の要望の高まりを受け、

入江川を憩いと安らぎのある水辺として再生するために、下水処理場の処理水

を導水し、緑の周辺整備とあわせて、せせらぎ緑道として整備した。 

整備においては、適度な蛇行や勾配により流速を調整し、瀬と淵を設けるこ

とで流れが単調になることを避けた。また、植生ロールをところどころに設置

し植物の生育や水生生物の生息・生育環境を確保するなどの配慮を行っている。

せせらぎへ導水する処理水は、Ａ2O 法、砂ろ過、オゾン消毒による高度処理を

行っている。 

生物相調査によると、植生ロール周辺に多くの底生動物などが確認され種類

構成も豊かであった。上流に設けられたトンボ池にもトンボが多く見られてい

る。 

なお、入江川せせらぎは整備区間の末端で旧河川に 2m 近い段差で落ち込む

ため、構造的に下流からの魚類などの遡上が期待できず、棲み場としてのつな

がりを確保することが今後の課題である。 
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(3) 環境学習の拠点となる下水道 

 「生態系にやさしい下水道」を整備するためには、計画の策定段階からの地域住

民との連携や調整を行うと共に、整備後の維持管理、さらにはモニタリングなどに

おいても積極的に情報交換し、協調を図ることが重要である。こうしたことで住民

の関心も高まり、地域に根ざした生態系保全の取り組みが可能となる。 

 「生態系にやさしい下水道整備」では、市民の憩いの場を提供したり、下水処理

場の上部利用などを通じて、自然とのふれあいの機会を提供する視点も重要であり、

その結果として環境学習の場として活用することができる。また、合わせて、下水

道の役割や機能について広くアピールする効果も期待できる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境学習の場となる棲み場を形成した下水道の実施例 

【神戸市、垂水水環境センター／ビオトープの整備】 

神戸市では「ビオトープネットワーク 21 計画」を策定しビオトープの整備

を積極的に展開しており、地元企業の工場や市内の小学校などにおいて取組

みがなされている。このような経緯の中で、下水道においても市民に環境問

題や下水道の仕組みについて関心をもってもらうために、市民の参加と市職

員による直営手作りで、処理水を利用した池（ビオトープ）を処理場内に整

備した。水生昆虫（トンボ類、コオイムシ、ゲンゴロウなど）、陸上昆虫（チ

ョウ、バッタなど）、魚類（メダカ、フナなど）、野鳥（カモ、サギなど）を

はじめとする様々な生き物が生息、繁殖する多様な環境を創造することを目

的とした。整備にあたっては、地域の貴重植物の保護と育成を図ると共に、

専門家や自然愛好家の協力によりできる限り出所が明確な生き物を導入し

た。 

現在、本ビオトープは市民の憩いの場として利用されており、水生生物を

観察できる環境学習の場として提供すると共に、学識経験者を交え市民との

多くのイベントを開催している。 

今後の課題としては、ビオトープの管理方法と管理技術の確立、広報など

のソフト面と住民参加の展開、生物のモニタリング、アメリカザリガニ、ブ

ラックバスなどの外来種の放流防止と除去があげられる。 
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表Ⅰ－３ 生態系にやさしい下水道整備の例 
下水道整備の内容 区分 目標 

手法 内容 
よりよい環境へ川を再整備し、水の流れ

を回復させる。 
枯れ川に水の流れ

を回復させ、生物の
棲み場を取り戻す 現在の環境をそのままに、水の流れを回

復させる。 

小川の再生 
都市中小河川への導水 

処理水を浄化用水として導水し、水域の

汚濁を改善し、棲み場を回復させる。 
水域の水質汚濁を

改善し、生物にとっ
てよりよい環境を

提供する 
下水道の整備により流入する汚濁負荷を

削減し、棲み場を回復させる。 
処理水の水質を改善し、棲み場の環境を

向上させる。 

水 
循 
環 
・ 
水 
環 
境 

処理水放流の影響

を減らし、棲み場の
環境を向上させる 放流方法を改善し、棲み場の環境を向上

させる。 

下水道整備 
なじみ放流 
高度処理の導入 
消毒方法の改良 
ウェットランドの整備 
流域からの汚濁負荷の削減 

空 
間 

生物の棲み場を創

り出す 
下水道施設が有する空間を活用して、新

たな棲み場を創り出す。 
せせらぎの整備 
棲み場の整備 
都市公園への処理水の導水 

住 
民 

環境学習の場を提
供する 

放流先の生態系が保全されている様子を
見ることや処理水を用いて整備した環境

で生物とふれあうことで、環境への意識

を啓発する。 

せせらぎの整備 
棲み場の整備 

参考文献：生態系にやさしい下水道をめざして（技報堂出版）に加筆 

 

 


