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　このたび，新たに土木・環境系の教科書シリーズを刊行することになった。

シリーズ名称は，必要不可欠な内容を含む標準的な大学の教科書作りを目指す

との編集方針を表現する意図で「土木・環境系コアテキストシリーズ」とし

た。本シリーズの読者対象は，我が国の大学の学部生レベルを想定している

が，高等専門学校における土木・環境系の専門教育にも使用していただけるも

のとなっている。

　本シリーズは，日本技術者教育認定機構（JABEE）の土木・環境系の認定

基準を参考にして以下の 6分野で構成され，学部教育カリキュラムを構成して

いる科目をほぼ網羅できるように全 29 巻の刊行を予定している。

　　　A分野：共通・基礎科目分野 

　　　B分野：土木材料・構造工学分野　

　　　C分野：地盤工学分野 

　　　D分野：水工・水理学分野 

　　　E分野：土木計画学・交通工学分野 

　　　F分野：環境システム分野 

　なお，今後，土木・環境分野の技術や教育体系の変化に伴うご要望などに応

えて書目を追加する場合もある。

　また，各教科書の構成内容および分量は，JABEE認定基準に沿って半期 2

単位，15 週間の 90 分授業を想定し，自己学習支援のための演習問題も各章に

配置している。

　従来の土木系教科書シリーズの教科書構成と比較すると，本シリーズは，A
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　刊　行　の　こ　と　ば　

分野（共通・基礎科目分野）に JABEE認定基準にある技術者倫理や国際人英

語等を加えて共通・基礎科目分野を充実させ，B分野（土木材料・構造工学分

野），C分野（地盤工学分野），D分野（水工・水理学分野）の主要力学 3分野

の最近の学問的進展を反映させるとともに，地球環境時代に対応するため E

分野（土木計画学・交通工学分野）および F分野（環境システム分野）にお

いては，社会システムも含めたシステム関連の新分野を大幅に充実させている

のが特徴である。

　科学技術分野の学問内容は，時代とともにつねに深化と拡大を遂げる。その

深化と拡大する内容を，社会的要請を反映しつつ高等教育機関において一定期

間内で効率的に教授するには，周期的に教育項目の取捨選択と教育順序の再構

成，教育手法の改革が必要となり，それを可能とする良い教科書作りが必要と

なる。とは言え，教科書内容が短期間で変更を繰り返すことも教育現場を混乱

させ望ましくはない。そこで本シリーズでは，各巻の基本となる内容はしっか

りと押さえたうえで，将来的な方向性も見据えた執筆・編集方針とし，時流に

あわせた発行を継続するため，教育・研究の第一線で現在活躍している新進気

鋭の比較的若い先生方を執筆者としておもに選び，執筆をお願いしている。

　「土木・環境系コアテキストシリーズ」が，多くの土木・環境系の学科で採

用され，将来の社会基盤整備や環境にかかわる有為な人材育成に貢献できるこ

とを編集者一同願っている。

　2011 年 2 月

　編集委員長　日下部　治　
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　都市が存立するためには，十分な量の清廉な水の確保と，使った水を衛生的

に排除することが必須であり，これは歴史からも学ぶことができよう。また，

都市における水環境を良好に保ち，市民が安全で豊かな生活をすごすことがで

きるよう，土木工学を学ぶものは，都市における健全な水循環系を構築し，こ

れを維持・管理するための知識と応用能力を身につけることが求められる。ま

さに土木工学が市民工学（civil engineering）であることの所以でもあろう。

　本書は，土木工学を学ぶ学生が，都市の水循環系について理解するために必

要な事項を理解し，実務者となった後にも実践能力としてこれを身につけるこ

とを目的に書かれたものである。具体的には，都市をめぐる自然および人為的

な水循環系全体の理解，それを形づくっている水道および下水道システムの理

解，上下水道システムを運営し，維持管理するために必要な知識などを得るこ

とを目的としている。水循環系および上下水道システムを理解するためには，

力学，化学，生物学などの自然科学から，河川工学，水理学，地盤力学，コン

クリート工学，水処理工学などの土木工学系基礎学問，さらには，社会制度や

法律などまで及ぶ幅広い分野の知識が必要となるが，本書はこれらの内容をコ

ンパクトなサイズに収めるため，本質的な事項については妥協せずに細部に至

るまで記載しながら，本質の理解に不必要と思われる部分は大胆にカットして

いる。

　また，従来の上下水道工学あるいは水環境工学の教科書が，上水道と下水道

はそれぞれ独立して章の構成がなされることがつねであったものの，本書で

は，計画，水輸送系，水処理という分類分けのなかで，水道と下水道を並列さ
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　ま 　 え 　 が 　 き　

せて記載するようにした。これは，両者が行政上の観点からは別々に区分され

ること（わが国では，水道が厚生労働省所管，下水道が国土交通省所管）に

伴って，ともすれば産業界や学会も別々に分かれて活動している現状に対する

筆者の強い問題意識によるものでもあるし，そもそも両システムは管路と処理

システムから構成されているという類似点が大きいという認識にもよるもので

ある。

　また，本書では計算に関する例題，本質の理解を助けるための演習問題を豊

富に配置して，学生が学ぶための教科書としての位置づけをやや強くしている

が，もちろん上下水道分野の実務者・技術者にも参考になるよう配慮もしてお

り，水環境工学の本質を理解するための道標となるものと信じている。

　2021 年 9 月

長岡　裕　
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◆本章のテーマ

　都市が存立するためには水が欠かせないが，都市の暮らしを安全で豊かなものにす
るために，質・量ともに豊かな水環境を確保し保全することは必須である。本章で
は，水環境の保全のための工学，すなわち水環境工学を学ぶための基礎的事項を説明
する。

◆本章の構成（キーワード）

1.1 水の物理化学的性質
 　水の物性，管路流れと開水路流れ，摩擦損失
1.2 水質指標の概要
 　環境保全にかかわる指標，有害物質，微生物指標
1.3 微生物の種類と反応
 　独立・従属栄養，微生物の増殖と死滅
1.4 水域における水質変換機構
 　河川の自浄作用，閉鎖性水域の富栄養化，地下水汚染

◆本章を学ぶと以下の内容をマスターできます

☞　水そのものの特徴，流体としての水を取り扱うための流体力学の基礎
☞　水の安全性や快適性の指標の理解
☞　自然界や水処理施設における水質変換の概要と微生物の役割

1章
水環境工学のための基礎

コ
ロ

ナ
社



2　 　1 .　水環境工学のための基礎　

1.1 水の物理化学的性質

1 .1 .1　水の化学的性質

　水は H2Oの分子式で表される水素と酸素からなる化合物であり，H-Oの共

有結合を担う電子は酸素原子に少し引き寄せられ，酸素原子はわずかに負電荷

（d－）を，水素原子はわずかに正電荷（d＋）を帯びている。このため，水分

子全体でみると電荷の偏り（極性）が生じ，水にさまざまな特徴を与えている。

　水分子はその極性によって，正に帯電した水素原子と負に帯電した酸素原子

との間に静電気的な引力が働き，隣り合う水分子どうしが引き合う結合（水素

結合）によって結びつき，この分子間力によって他の同様の構造を持つ化合物

（H2Sなど）に比べて高い沸点を持つ。

　水はその極性により，他の極性のある分子を溶解する力が強い。例えば，食

塩が水によく溶けるのは，塩化ナトリウムの結晶を構成する Na＋と Cl－が，水

中で極性分子である水分子に囲まれて，Na＋は H2Oの酸素原子側に，Cl－は H2O

の水素原子側に静電気的な引力で引き寄せられて安定するからである（図 1 .1）。

　砂糖を構成するおもな化合物であるスクロースは塩化ナトリウムのように電

離はしないが，図 1 .2に示すように，分子中の -OH基は極性を持つために水

分子と水素結合をするので，水に容易に溶解する。このような -OH基を親水
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図 1 .1　 塩化ナトリウムの水への 
溶解の概念図
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図 1 .2　 スクロース分子と 
水分子の水素結合
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　1 .1　水の物理化学的性質　 　3

基といい，水はスクロースやエタノール（C2H5OH）のように親水基を持つ親

水性の分子を溶解する働きがある。

1 .1 .2　水の物理的性質

　表 1 .1は水を含む各種液体および空気の物性を示す。水は多くの有機化合物

の液体と比べ，比熱，伝導率，および蒸発熱が大きく，物質の冷却や加温に適

した液体であることがわかる。また，地球上に豊富に存在する流体の代表であ

る空気と比較すると，密度はもちろんのこと，比熱，熱伝導率でも大きい値を

示す。したがって，水は空気と比較すると冷却プロセスや洗浄プロセスなどに

適した（体積当りの運動量が大きい）流体であり，物質の溶解能力と合わせ，

各種の工業プロセスや家庭において洗浄や冷却など幅広い用途で用いるために

優れた物性を持っている化合物といえる。

表 1 .1　各種液体および空気の物性（1気圧）

密度
（20℃）

比熱
（20℃）

熱伝導率
（20℃） 蒸発熱 沸点

g/cm3 J/ (kg･K) W/ (m･K) kJ/kg ℃
水 0 .9982 4182 0 .602 2257 100
エチルアルコール 0 .79 2416 0 .183  838  78 .3
アセトン 0 .79 2160 0 .18  500  56 .5
トルエン 0 .866 1679 0 .151  363 110 .6
スピンドル油 0 .871 1851 0 .144 　 　
空気 0 .001205 1006 0 .0257 　 　

1 .1 .3　水の流れに関する基礎

　〔 1〕　流れの形態とエネルギー　　河川，用水路，水道管路，下水管路か

ら，浄水場における砂ろ過層や地下土層中までさまざまな所で水は流れ，この

流れを生む力は圧力差あるいは重力であり，これに抵抗する壁面との摩擦力が

釣り合った状態で水は流れる。

　表 1 .2に示すように，都市の水循環系を担う上下水道に関連する施設におけ
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4　 　1 .　水環境工学のための基礎　

る流れの形態は，大きく分けて管路と開水路に分類される。管路流れは管内を

水が完全に満たした満管状態で水は流れる。一方開水路では，水は管あるいは

水路の一定の高さまでのみ水が満たされた状態であり，水の上部は大気と接す

る状態となる自由水面となっている。下水管きょは管の断面は円形である場合

が多いが，通常の状態では下水は満管で流れるわけではなく，河川や水路のよ

うな開水路として取り扱われる。

　図 1 .3は管路流れにおけるエネルギーの表現を示したものである。管路流れ

の上部に小さい穴をあけて，図のように 2種類の細い管を挿入すると，通常，

管内には大気圧以上の圧力が存在するために，細管内を水が上がる。圧力，速

度，位置（高さ）に起因するエネルギーを水の高さで表現したものを圧力水

頭，速度水頭，位置水頭と呼ぶが，位置水頭と圧力水頭を足した高さを結んだ

線を動水勾配線，それに速度水頭を足した高さを結んだ線をエネルギー線と呼

ぶ。水道施設における管路の設計においては，動水勾配線の位置がきわめて重

要となる。

　図 1 .4は二つの貯水池を管路で結ぶ場合と隧道（トンネル）で結ぶ場合の違

いを示したものである。図ではエネルギー線と動水勾配線の 2本の線を示して

いるが，通常の水道管路の設計では，速度水頭の大きさは他の水頭に比べてき

表 1 .2　流れの種類（管路と開水路）

流れの
駆動力

圧力差 水道管 満管

水面下水管きょ
隧道（トンネル）

用水路

上下水道関連施設 断面図

重力

管路

開水路

水面
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　1 .1　水の物理化学的性質　 　5

わめて小さくなるので，エネルギー線と動水勾配線は一致しているとみなして

構わない。管内の流れは流れ方向の圧力差が駆動力であるので，流れの方向に

動水勾配線は緩やかに一定勾配で下がるような形状となる。また，管内は負圧

（大気圧より小さい圧力）となってはならないので，管の位置は必ず動水勾配

線よりも下でなければならないが，流れの駆動力が圧力であるために，管の位

置は自由に決定でき，図のように一度下がってから上がるような形状でも差し

速度 v

圧力水頭
＝p/tg

全水頭
＝速度水頭
　＋圧力水頭
　＋位置水頭圧力 p

速度水頭
＝v2/2g

エネルギー線

動水勾配線

高さの基準面

位置水頭

図 1 .3　 管路流れにおける
エネルギーの表現

エネルギー線

動水勾配線

水面＝動水勾配線

貯水池

貯水池

貯水池

貯水池

管路

隧道

図 1 .4　 二つの貯水池を管路で結ぶ場合と隧道（トンネル）で結ぶ場合の違い
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【あ】
亜硝酸性（態）窒素 

nitrite nitrogen 18

圧　搾 
squeezing 150

アルカリ塩素法 
alkaline chlorination 206

アンモニア性（態）窒素 
ammonium nitrogen 18

【い】
一般細菌 

standard plate count 21

【う】
上乗せ排水基準 

additional effluent 
standards 56

【え】
液体塩素 

liquid chlorine 133

塩化鉄（Ⅲ） 
iron chloride（Ⅲ） 126

塩化ビニル管 
polyvinyl chloride pipe 93

遠心脱水 
centrifugal dewatering 
 149, 193

塩素化イソシアヌル酸 
chlorinated isocyanuric 
acid 134

塩素処理 
chlorination 131

【お】
オキシデーション 
ディッチ法 
oxidation ditch process 179

オゾン処理 
ozonation 136

汚泥乾燥 
sludge drying 196

汚泥焼却 
sludge incineration 194

汚泥処理 
sludge treatment 187

汚泥滞留時間 
sludge retention time，
SRT 153

汚泥脱水 
sludge dewatering 192

汚泥炭化 
sludge carbonization 196

汚泥濃縮 
sludge thickening 189

汚泥の沈降濃縮 
sedimentation 
concentration of sludge 121

【か】
加圧脱水機 

filter press 167

開削工法 
open-cut method 94

海水淡水化 
sea water desalination 175

化学的酸素要求量 
chemical oxygen demand，
COD 14

活性汚泥法 
activated sludge process 
 178

活性炭吸着 
activated carbon 
adsorption 137

簡易水道事業 
small water utility 46

管きょ 
pipe 108

管状膜 
tubular module 146

完全混合反応槽 
continuously stirred tank 
reactor 151

緩速ろ過方式 
slow sand filtration 161

【き】
基本計画 

basic plan 75

逆浸透膜 
reverse osmosis 139

給水装置 
water service installation 
 105

急速ろ過池 
rapid sand filter 165

急速ろ過方式 
rapid sand filtration 163

凝　集 
coagulation 123, 165

凝集剤 
coagulant 125

凝集剤併用活性汚泥法 
activated sludge process 
with coagulant 183

強熱減量 
volatile solids，VS 11

【く】
クロスコネクション 

cross connection 107

クロラミン 
chloramine 134
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【け】
計画雨水量 

design stormwater volume 
 82

計画汚水量 
design sewage volume 81

計画給水量 
design water supply 76

計画放流水質 
design effluent water 
quality 85

ケーシング型膜ユニット 
side-stream membrane 
unit 172

下水処理 
sewage treatment 176

下水道システム 
sewerage system 72

下水排除基準 
discharge standards to 
sewerage 60

結合塩素処理 
combined chlorination 135

限外ろ過膜 
ultrafiltration 139

嫌気好気法 
anaerobic-oxic process 180

嫌気性消化 
anaerobic digestion 191

嫌気無酸素好気法 
anaerobic-anoxic-oxic 
process 181

原単位 
unit of pollution loading 64

【こ】
鋼　管 

steel pipe 92

好気性ろ床法 
aerobic filter bed process 
 185

公共下水道 
municipal sewerage 48

工場排水処理 
industrial wastewater 
treatment 204

更生工法 
pipe rehabilitation method 
 97

硬　度 
hardness 12

高度浄水処理 
advanced water  
purification 170

高分子凝集剤 
polymer coagulant 127

合理式 
rational formula 82

合流式下水道 
combined sewer system 73

合流式下水道越流水 
combined sewer overflow 
 87

コンポスト 
composting 196

【さ】
さらし粉 

calcium hypochlorite 134

散水ろ床法 
trickling filter 186

【し】
次亜塩素酸ナトリウム

sodium hypochlorite 133

紫外線処理 
ultraviolet disinfection 174

従属栄養細菌 
heterotrophic bacteria 21

取水施設 
intake facilities 99

受水槽方式 
water service system with 
receiving tank 105

循環式硝化脱窒法
nitrification-denitrification 
process 179

硝酸性（態）窒素 
nitrate nitrogen 18

浄水処理 
water purification 159

浄水池 
finished water reservoir 161

上水道事業 
water utility 46

蒸発残留物 
total solids，TS 11

シールド工法 
shield jacking method 96

深層地下水 
deep groundwater 35

【す】
水酸化物法 

hydroxide precipitation 
method 205

水質環境基準 
environmental quality 
standards for water 
pollution 50

水質総量規制 
total emission reduction  
for water quality 61

推進工法 
pipe-thrusting method 95

水道システム 
water supply system 71

水道水質基準 
water quality standards  
for drinking water 59

水理学的滞留時間 
hydraulic retention time，
HRT 153

水利権 
water rights 41

スクリュープレス 
screw press type 193

ステンレス鋼管 
stainless steel pipe 92
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【せ】
生物化学的酸素要求量

biochemical oxygen 
demand，BOD 13

生物活性炭 
biological activated 
carbon，BAC 171

生物膜法 
biofilm process 156, 184

精密ろ過膜 
microfiltration 139

ゼータ電位 
zeta potential 122

接触酸化法 
contact oxidation process 
 184

浅層地下水 
shallow groundwater 35

全窒素 
total nitrogen 18

全有機炭素 
total organic carbon， 
TOC 15

専用水道 
private water supply 47

全リン 
total phosphorus 19

【そ】
槽浸漬型 

tank immersion type 172

送配水施設 
water transmission and 
distribution facilities 100

【た】
ダイオキシン類 

dioxins 23

大腸菌 
Escherichia Coli. 20

大腸菌群 
coliform group 21

堆肥化 
composting 196

ダクタイル鋳鉄管 
ductile iron pipe 91

濁　度 
turbidity 11

脱　水 
dewatering 147, 167

【ち】
窒　素 

nitrogen 17

着水井 
raw water receiving well 
 161

中間塩素処理 
intermediate chlorination 
 167

中空糸膜 
hollow fiber membrane 144

鋳　鉄 
cast iron 91

貯水施設 
water storage facilities 98

貯水槽水道 
water supply facilities with 
receiving tank 47

直結給水方式 
water service system 
without receiving tank 105

沈　殿 
sedimentation 118

【て】
鉄 

iron 91

鉄筋コンクリート管 
reinforced concrete pipe 93

電気伝導率 
conductivity 12

【と】
導水施設 

raw water transmission 
facilities 100

毒性等量 
toxicity equivalent 
quantity，TEQ 24

特定施設 
specified facilities 56

都市下水路 
municipal drainage  
channel 49

【な】
ナノろ過膜 

nanofiltration 139

【の】
ノルマルヘキサン抽出物質 

normal hexane extracts 11

【は】
配水管 

distributing pipe 102

排水基準 
effluent standards 55

配水池 
distributing reservoir 101

鋼 
steel 91

【ひ】
ヒドロキシアパタイト 

hydroxyapatite，HAP 19

標準活性汚泥法 
conventional activated 
sludge process 178

平膜モジュール 
flat sheet module 145

【ふ】
ファウリング 

fouling 143

浮遊物質 
suspended solids，SS 11

不連続点 
break point 135
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不連続点塩素消毒法 
break point chlorination 
 135

分散型排水処理システム 
distributed sewerage 
system 202

粉末活性炭処理 
powdered activated  
carbon treatment 167

分流式下水道 
separate sewer system 72

【へ】
ヘーゼン・ウイリアムス式 

Hazen-Williams formula 8

ベルトプレス 
belt press type 193

【ほ】
ポリエチレン管 

polyethylene pipe 94

ポリ塩化アルミニウム 
polyaluminium chloride 126

ポンプ場施設 
pumping station facilities 
 111

【ま】
前塩素処理 

pre-chlorination 167

膜分離活性汚泥法 
membrane bioreactor，
MBR 181

膜モジュール 
membrane module 144

膜ろ過 
membrane filtration 139

膜ろ過方式 
membrane filtration 172

摩擦損失係数 
friction factor 6

マニングの式 
Manning＇s formula 9

【み】
水再利用 

water reuse 198

水資源賦存量 
inventory of water 
resources 40

【め】
面源汚濁負荷 

non point pollutant load 66

【も】
モノリス型 

monolith membrane 146

【や】
薬品沈殿池 

chemical sedimentation 
basin 165

【ゆ】
有機塩素化合物 

organic chlorinated 
compound 23

有機性（態）窒素 
organic nitrogen 18

有機物汚泥負荷 
sludge loading rate of 
organic matter 154

有機物容積負荷 
volumetric loading rate of 
organic matter 154

【よ】
用水供給事業 

bulk water supply 47

溶存酸素 
dissolved oxygen 16

溶存有機炭素 
dissolved organic carbon 16

【り】
流　域 

river basin 36

流域下水道 
prefectual sewerage 48

流域別下水道総合計画 
comprehensive sewerage 
plan by basin 62

硫化物法 
sulfide precipitation 
method 206

硫酸アルミニウム 
aluminium sulfate 125

流出係数 
coefficient of run-off 83

粒状活性炭 
granular activated  
carbon，GAC 171

流総計画 
comprehensive sewerage 
plan by basin  62

リ　ン 
phosphorus 19

リン回収 
phosphorus recovery 197

リン酸マグネシウム 
アンモニウム 
magnesium ammonium 
phosphate，MAP 19

【る】
ルースのろ過方程式 

Ruth＇s equation of  
filtration 148

【れ】
レイノルズ数 

Reynolds number 6

【ろ】
ろ　材 

filter media 130

ろ材ろ過 
filter media filtration 129
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♦ ♦

【A】
A2O法 

anaerobic-anoxic-oxic 
process 181

AO法 
anaerobic-oxic process 180

【C】
CSTR 

continuously stirred tank 
reactor 151

【D】
DOC 

dissolved organic carbon 16

【G】
G値 

G value 123

【M】
MF膜 

microfiltration 139

【N】
NF膜 

nanofiltration 139

NTU 
nephelometric turbidity 
unit 11

【O】
OD法 

oxidation ditch process 179

【P】
PCR 

polymerase chain reaction 
 22

【R】
RO膜 

reverse osmosis 139

【S】
Streeter-Phelps式 

Streeter-Phelps equation 
 29

SVI 
sludge volume index 154

【U】
UF膜 

ultrafiltration 139
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