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日本とインドの国際協力による
エネルギー最小消費型下水処理技術の開発
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I.は じめに

インドは,北部ヒマラヤ積雪地帯からガンジス河平原を経て南部デカン高原

へ と広が り,東西南を海に囲まれた7,000 kmも の長い海岸線 と総面積

3,287,263 km2の 国土を有する広大な国である1)。 2001年に実施された国勢調

査のによれば,イ ンドは1027X109人 という中国に次ぐ世界第二位の人口を有

し,1991-2001年 の平均年間人口増加率で193%を記録するなど,激 しい人口
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増加が続 く人口大国でもある。国連開発計画 (uNDP)に よると,2015年 の

インドの総人口は1246× 109人 となり,都市部の人口比率は322%ま で達する

と予測されている3)。 このような激しい人口増加と都市化は,今後,都市部で

の水需要量の増加とそれに伴う下水排出量の増加を意味しており,その結果 ,

公共水域の汚濁がより深刻化する可能性が示唆されている。

開発途上国でも, とくに貧困層の人々は,衛生的な水にアクセスできないた

めに乳幼児の死亡率が高いことが知られている。。例えばインドにおける「改

善された水源を利用できる人口」の比率は84%,「適切な衛生施設を利用でき

る人口」の比率に至ってはたったの28%であり,「 5歳未満の幼児死亡率」は

出生1,000人当たり93人 とかなり高い数字が報告されている。

また,イ ンドの総人口の80%以上がヒンズー教徒であり1),彼等は河川で沐

浴を行う習慣があるため,汚染された河川水と接触する機会が非常に多い。さ

らに,イ ンドの都市インフラ整備の中でも,特に適切な下水道および下水処理

施設の構築が立ち遅れ,多 くの下水が未処理のまま河川に直接放流されている

ことを鑑みると,イ ンドの水環境と衛生環境の改善のためにも,適切な下水処

理対策を早急に取る必要がある。

以上のような背景のもと,我々,長岡技術科学大学 。原田研究グループは,

長年,途上国の実情に適した新しいエネルギー最小消費型下水処理技術として,

下向流スポンジ懸垂 (DowniOw Han」 ng SpOngc:DHS)リ アクターを開発し,

その基礎研究を続けている51つ 。その長年の努力の結果,我々の開発 した

DHSリ アクターの優れた性能がインド政府の関心を引き,ヤ ムナ河流域諸都

市下水等整備事業の一つとして,長岡技術科学大学研究グループおよびインド

環境森林省 。河川局との間でDHS日 本一インド国際共同開発がスター トし

た14)。

本報では,前半にインドにおける河川流域整備事業の概要を示し,後半に,

DHS日本一インド国際共同開発の中で行った,2年以上におよぶ DHSデモン

ス トレーションプラントの実証試験結果について報告する。
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I.イ ンドの河川流域諸都市下水等整備事業

1 ガンジス河流域諸都市下水等整備事業

ガンジス河は,総延長2,525 km,流域面積1,060,000 km2を 誇る国際的大河

川である (図 1)10。 ガンジス河の流域は,イ ンド,中国,ネ パール,バ ング

ラデシュの 4ヵ 国にまたが り,イ ンド国内だけでも総人口の40%に あたる約 4

億人もの人々が,その水の恩恵を受けて暮らしている。インド政府は,河川の

流域諸都市下水等整備事業を行 うにあたって,流域の都市をその人口によって ,

Class I(人 口100,000人以上)と class I(人 口50,000～ 100,000人)に分類 し

ているが,ガ ンジス河流域には,Class I都 市が29,Class Ⅱ都市が23,お よび

48の 町が存在 している。このように,ガ ンジス河は,多 くの都市の水供給源と

して用いられているが,こ こ最近の著 しい水質汚染うにより,上水にかかるコ

ス トが急上昇 しているという1"。

インド政府・環境森林省・河川局 (National River COnservadon Dircctoratc:

NRCD)は ガンジス河本流に対する流域諸都市下水等整備事業 (Ganga Ac■ On

Plan:GAP)の Phasc Iを 1985年 に,Phase Ⅱを1991年 に開始 した1の 。GAP
Phase― I(GAP I)で は,総下水負荷の80%を 占める人口10万人以上の25都市

を対象に計43ヵ 所 (修復 1lヵ 所を含む),GAP― Ⅱでは29都市に30ヵ 所の下水

処理場が建設された1め 2の 。図 1に GAPで建設された下水処理場の位置を示す。

NRCDは ,ガ ンジス河流域の総下水量を5,044 MLD(Milllon Liter per Day=

1,000m3.d¬ )と 試算 しているが。GAP― Iお よび GAP― Ⅲで建設された処理

場による処理下水量は,それぞれ882 MLDお よび1,912 MLDであり,ガ ンジ

ス河流域の総下水量の554%を カバーするものであった1の。

2.ヤ ムナ河流域諸都市下水等整備事業

ヤムナ河は,Yamunatoriを 源流とし,Allahabadで ガンジス河本流 と合流す

るまでにインド北部を横断 して1,376 kmの距離を流れる河川である。その流

域には,首都デリーをはじめ多 くの都市が立ち並び,数千万人におよぶ流域住

民の生活に密着 した重要な河川として知られている21)。 しかしながら,ガ ンジ

ス河と同様に,流域都市から排出される生活排水や工業廃水の増大に伴いヤム
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ナ河の水質の悪化も深刻化したため→,イ ンド政府は GAPに引き続き,国際

協力銀行 lJapan Bank fOr lnternadon」 Coopcration:JBIC)の 融資のもと,

ヤムナ河流域諸都市下水等整備事業 (Yamuna ActiOn Plan:YAP)の Phasc I

を1996年 に開始した21)。

YAPの Phasc I(YAP I)では,2002年 3月 まで,class Iの 21都市を対象

に,下水の収集・処理を行 う下水道施設の整備,公衆 トイレの設置,火葬施設

の整備,沐浴場の整備,植林,住民参加型の環境・衛生教育プログラムを含む

総合的な環境改善事業などの事業が実施された。各事業は,NRCDの 監督の

もと,デ リー市およびデ リー上下水道公社,Haryana州 公衆衛生局公共事業

部,uttar Pradesh州 上下水道公社によって行われたものである。下水道施設

整備事業においては,既設下水道から下水を収集する遮集管,ポ ンプ場の改善・

新設とともに下水処理場の整備等が行われた。本事業では,イ ンドのローカル

ファンドで建設された小規模のものもあるが,JBICの融資によって15都市28ヵ

所に下水処理場が建設された2の
(総計画処理量は722 MLD,図 2)。

3.途上国に適用可能な下水処理技術とは ?

表 1に GAP Iお よびYAP― Iで建設された下水処理場の内訳を示す2の 。当

初 GAP Iでは,全43(新設32)施設中 3施設,総計画処理量の 6%に上昇流

嫌気性汚泥床 (up■Ow Anacrobic Sludgc Blankct:UASB)法 を採用したにす

ぎなかったが,YAP― Iでは28施設中16施設,総計画処理量に対し83%と その

採用数を増やしている。また,活性汚泥法はGAP Iでは43施設中14施設,総

計画処理量に対し48%と 多く採用されていたが,YAP Iで は逆に全く採用さ

れなかった2の 。この事実は,た とえ先進国で主流である活性汚泥法でも,開発

途上国の経済状況や社会的背景に適合できなければ定着できないこと,ま た ,

インドでは「下水処理は uASB法 で」という流れがはぼ定着したことを明確

に示している。既報つのように,途上国の下水処理技術としては,①低コス ト

(多少処理水質に難があっても経済性を優先すべき),②維持管理が容易 (途上

国では維持管理に関わる人的余裕がない),③ コンパクト性 (急激な都市化の

ため建設地の確保が困難)な どが必須要因としてあげられるが,活性汚泥法の

場合,上記のいずれの要因も満たすことが難しい。これは,活性汚泥法が曝気

のために莫大な電力を要すること,途上国では停電が頻発するためにプロセス

の安定性が得にくいこと,バルキング対策が不十分なこと,維持管理に要する
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人材が不十分であることなどが考えられる。

先進国の例に漏れず,我が国でも活性汚泥法が下水処理の主流であるが,活
性汚泥法がいかにエネルギー消費型の処理方法であるか以下に試算 してみた

い。日本下水道統計より2の ,日 本全体の総年間処理下水量 (13X109m3.yr l)

と国内全下水処理場の年間消費電力 (596× 109kwh・ yr l)か ら,下水 l m3

を処理するために必要な電力0 46kwh・ m3が得られる。ただし,こ の年間消

費量はポンプ,水処理,汚泥処理などの総計値であり,実際に水処理に係る電

力としては2.9X109kwh・ yr lと 約半分である。1人当た りの下水排出量を平

均1752・ dlと し,年間値に直すと634m3.capita l・ yr lと なる。両者を乗

じることにより,下水処理にかかる年間 1人 当た りの電力消費量29 2kWh・

capita l・ yr lが 得られる。例えば,代表的なアジアの途上国として,カ ンボ

ジア,ネパール,バ ングラデシュおよび本稿で取 り上げているインドについて

の年間 1人当た りの電力消費量をまとめると,18,63,115お よび561 kWh・

capita l・ yr lと なるがつ,それぞれの国に, 日本と同じ電力が下水処理に必

要だとした場合,全電力消費量に対する下水処理に要する電力消費量の割合は,

162%,46%,25%および 5%と 計算された (ちなみに日本は0.36%)。 そのう

ち半分が水処理,すなわち活性汚泥法の運転電力である。各国の深刻な経済事

情を鑑みると,いかに開発途上国に活性汚泥法を導入することが馬鹿げている

か,火を見るより明らかであろう。筆者らは,イ ンドにかかわらず途上国の下

水処理場の視察を多く行っているが,使用されずに閉鎖され,形骸化している

活性汚泥プラントが多く存在することを確認している。また,閉鎖されてはい

ないものの,明 らかに普段は運転しておらず,視察時にのみ大慌てで運転を再

開するという場面にも多く出くわしている。このような事態は,他にいろいろ

な要因もあろうが,活性汚泥プラントの運転に多大な電力を要することが大き

な一因であると思われる。

現在,uASBは ,イ ンドのみならず,多 くの途上国で下水処理方式の主流

となりつつあるが,uASBだ けで下水を処理した場合,せいぜい BoDで 60～

70%程度の除去率しか見込めない。したがって,良好な水質を得ることができ,

かつ上記①から③の要因を損なわない,適切な後段処理プロセスを付加するこ

とが要求される。インドでは,そ の後段処理として安定化池 (Final Polishing

POnd:FPU)が 主 に採 用 され て お り,UASBと FPUを 組 み 合 わ せ た シス テ ム

が,現在のインドを代表する下水処理方式である (図 3)。 uASB/FPUの水理

水利科学 N。 285 2005
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UASB(上昇流嫌気性汚泥床法) FPU(安定化池)

図3 インドの標準的な下水処理方式 (UASB/FPU方 式)

学的滞留時間 (Hydraulic Retention Timc:HRT)は ,概ね uASBで 9時間 ,

FPUで24時間である。uASBは 1つの リアクターが10～ 15 MLDの 下水許容

量で設計されてお り,受け入れ下水量により複数の リアクターを組み合わせて

建設されている。

インドの下水処理場では,と くに夏期において,FPUに 藻類の異常増殖が

起こり,水が異様なほど緑色に覆われる現象を見ることができる (写真 1)。

このような場合は,逆に藻類由来の有機物濃度が高 くな り,FPU処理水の SS

はもとよりBOD,CODcrま でもが uASB処理水の濃度よりも高 くなるとい

う悪影響を我々は確認 している。管理の悪い FPUでは池の表面に多 くの蚊が

生息しているところもあ り,マ ラリア伝播の温末となる可能性も考えられる。

表 2にインドにおける下水放流基準を示す2の。実際に我々は,イ ンドの下水処

理場の処理状況を把握するために,2004年 2月 2日 ～ 3月 1日 の約 lヵ 月間を

利用 して,YAP Iに より建設された21都市,34ヵ 所の全ての下水処理場 (イ

水利科学 No 285 2005
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表2 インド下水放流基準

pH

BOD

CODcr

TSS

NH4‐N

ふん便性大腸菌群

(― )

(mg・ 2~1)

(mg・ 2~1)

(mg。 2~1)

(mg・ ′
~1)

(MPN(llXlm′ )l)

写真 1 大量発生した

藻類で水質が悪

化したFPU

YAP

55‐ 9

30

250

511

50

lρ00  河川放流

10o∞   灌漑用水 として使用

項 目

55‐ 9

30

250

llXl

50

ンドローカルファンドにより建設されたものも含む)の実地調査を行った。 し

かしながら,調査 したインドの下水処理場で,同国の放流基準 (表 2)を全て

満たしたものは皆無であった2→ 。
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Ⅲ。 国際共同開発の概要 と結果

以上のような現実を踏まえると,イ ンドの水環境改善のためには,早急に

FPUに代わる,低 コス ト・省エネルギー型の新たな後段処理プロセスの開発

が要求される。そこで,我 々の研究グループでは,近年,uASBリ アクター

処理水の後段処理プロセスとして,ポ リウンタンスポンジキューブを微生物の

増殖担体として使用した下向流スポンジキューブ懸垂型 (DOwn■ ow Hanging

Sponge― cubes:DHS)リ アクターを開発し,その性能評価と実用化に向けての

改良を続けている51つ 。DHSリ アクターは,ポ リウンタンスポンジを鉛直に

懸垂させ,uASB処理水をスポンジ上部から滴下して重力で流下する間にス

ポンジ表面あるいは内部に付着した微生物によって浄化する機構を有する。し

たが つて,UASBと DHSを組み合わせたシステムは,人為的なエア レーシ ョ

ンを一切行わず,主要動力は uASBに下水を供給す るポ ンプのみであるとい

う,下水処理にかかるエネルギーを最小限度に抑えた,低コスト,エ ネルギー

最小消費型下水処理システムであることが証明されている51つ。

UASB/DHSに よる下水処理に関する研究は1990年代半ばより始められ,こ

れまでの間,その研究成果を国内外で多数発表してきた。 17)。 このような我

我の活動がインド政府の関心を引き,長岡技術科学大学研究グループ,イ ンド

環境森林省・河川局および Haryana州 公衆衛生局との間で,DHS日 本一イン

ド国際共同開発が開始された。これは,YAP Iの事業の一つとして,イ ンド

下水処理場のuASB処理水の適切な後段処理方法を模索することを目的に,

Haryana tt Karnalに あ る40 MLD下 水 処 理 場 に DHSデ モ ンス トレー シ ョン

プラントを設置 し,長期モニタリング実験を行ったものである。本国際共同開

発において, 日本側からは長岡技術科学大学の学生が,常時下水処理場内のオ

フィスに居住 し,2年以上にわたって現地スタッフと生活をともにしながら研

究を行った2つ 。以下に示す結果は,その汗と涙の奮闘の記録である。

1.デモンストレーションプラントの概要

デモンス トレーションプラントが設置されている Karna140 MLD下水処理

場は,前段に uASBリ アクターを,後段処理 として FPUを採用 している。

UASBリ アクターは,1基当た り長さ32m,幅24m,高 さ551m,水位501m

水利科学 No 285 2005
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であ り,UASBリ アクター 1基が10 MLDに 相当する。 したがつて,Karnal

40 MLD処理場では 4基 の UASBを使用 している。UASBの有効容量は40

MLDで 15,390m3,設計上の HRTは86時間である。後段処理の FPUは ,長

さ241m,幅 135m,深 さ125mで あ り,設計上の HRTは 24時間である。

UASBか ら発生する余剰汚泥は SDBで 20日 間天 日乾燥され,土壌調整剤 とし

て売却されている。汚泥乾燥床の数は20ス ペースで,各々の面積は324m2,計

3,480m2で ぁる。

DHSの 概要を図 4に示す。DHSの反応部は,直径55m,高 さ531mの円

筒形であ り,さ らにその下部に直径 7m,深 さ315mの クラリファイアを装

備 した (図 4)。 DHSの構造は,反応部の内部に,プ ラスチックシー トの両面

に断面2 5cm× 2 5cm X3 5cmの 三角錐状のスポンジメディアを38～48接着

したものを リアクター上部から懸垂 した,いわゆる第 2世代型カーテンタイプ

とした7)1の 。スポンジ部分の総容量は31 l m3,総表面積を5,084m2と した。

DHSに対するUASB処理水の供給量は500m3.dlと し,循環比100%で処理

水を循環 した (ス ポンジ容量に対するHRT=149時 間)。 UASB処理水と返

送 DHS処理水は一旦ポンプアップされ,DHSの 上部 より水頭差で回転する

自走式散水機により均一にスポンジに供給 した。

2.処理性能試験結果

本プラントは2002年 4月 から稼働 し,同年 10月 からモニタリングを開始した。

本報では約750日 間にわたる実験結果を報告する。なお,プ ラントの温度調整

は全 く行わず,実験期間中の外気温は 2℃ (冬季)か ら49℃ (夏季)であった。

750日 におよぶ全実験期間の uASB/DHSの処理性能の結果を表 3に示す。な

お,表には対象として処理場既設の FPUの処理性能結果も併せて記載 した。

連続実験データの一例として,全実験期間におけるBODお よび BOD除去

率の経 日変化を図 5に示す。下水の BODは ,全実験期間の平均で152± 51 mg・

11,UASB処 理水では52± 17 mg・ 』¬,FPU処理水で平均42± 19 mg。 11

であった。一方,DHS処理水は54± 2 mg。 11であった。全実験期間の平均

除去率は UASB/FPUで 70± 15%なのに対 し,UASB/DHSでは96± 3%も の

高い除去率が達成された。また,CoDcr除去率は uASB/FPUで 67± 14%,

UASB/DHSで は92± 4%(最終処理水質34± 15 mg。 11),ss除 去率は

UASB/FPUで 66± 16%,UASB/DHSで 95± 3%(最 終 処 理 水 質 10± 5 mg・

水利科学  No 285 2005
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表 3 UASB/DHSシ ステムとuASB/FPUシ ステムの処理性能の比較

水質項目 UASB DHS 安定化池下水

BOD   (mg・

CODcr  (mg・

ι

ι

ι

ふん便性大腸菌群

(MPN(100m′ )1)

除 去 率

BOD   (%)

CODcr (%)

SS       (%)

ふん便性大腸菌群 (loゴ
0)

152 (51)

442(154)

227 (85)

50× 106

52 (17)

167 (53)

83 (22)

25× 106

54 (2)

34 (15)

10 (5)

42 (19)

133 (70)

83 (22)

下オ(/UASB

64 (13)

59 (14)

60 (14)

02 (04)

96 (3)

92 (4)

95 (3)

19 (06)

70(15)

67(14)

66(10

08 (05)

下水/DHS 下水/安定化池

11)と ,いずれも非常に高い除去率を維持し,UASB/DHSの 安定かつ卓越

した有機物除去能力が実証された。

下水のふん便性大腸菌群は,全実験期間平均で501X106 MPN(100 ml)1,

FPU処理水で631X105 MPN(100m2)1で あ り,UASB/FPUで の対数減少

率はで08± 0510gで あった。一方,DHS処理水のふん便性大腸菌群は501×

104 MPN(100 ml)1で あ り,UASB/DHSに おける対数減少率で19± 0610g

と,流入下水のふん便性大腸菌群に対 し2オ ーダー (99%)の除去が可能であっ

た。実下水を処理する活性汚泥プラントにおけるふん便性大腸菌群の対数除去

率は22910g程度と報告されている11)1"。 uASB/DHSシステムが人為的エア

レーションを一切行っていない事実を踏まえると,非常に低コス トで,活性汚

泥法とはぼ同等のふん便性大腸菌群の除去が行われたといえる。しか しながら,

本システムの処理水におけるふん便性大腸菌群数は,イ ンドの放流基準 (灌漑

水利用 :10,000 MPN(100 ml)1,河 川放流基準 :1,000 MPN(100 ml)1)

を達成できておらず,さ らに付加的な消毒処理が必要である。

以上,uASB/DHSシ ステムは,人為的なエアレーションを一切行わず,下

水処理にかかるエネルギーを最小限度に抑えたシステムであるが,CODcr,

BOD,SS,ふん便性大腸菌群においては,ほぼ従来の活性汚泥法と同程度の

良好な水質が得られることが実証できた。

注)( )内の数値は標準偏差
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Ⅳ  まとめ

現在インドでは,uASBの後に安定化池を連結させたシステムが下水処理

の主流方式であるが,安定化池は長い滞留時間 (24時間)と 広大な敷地を必要

とする割には性能が悪く,堆積した汚泥の流出や大量発生した藻類による水質

悪化など多くの問題を抱えている。uASBの後段処理として,我 々が開発し

た DHSを導入した場合,coDcr,BOD,SS,ふ ん便性大腸菌群においては,
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従来の活性汚泥法 と遜色のない水質が得られることが実証された。DHSが ,

人為的なエアレーションや定期的な汚泥の引き抜きなどを一切必要とせず,維

持管理が容易で,かつ低コス ト・エネルギー最小消費型の下水処理プロセスで

あることを考慮すると,UASB/DHSシ ステムは,現在,途上国の実情に最も

適 した下水処理システムであるといえよう。なお,こ の DHS国際共同開発の

結果は,イ ンドの環境白書ともいえるAnnual Rcport lndia 2002 2003に も紹

介された20。 そこでは,DHSの優れた処理性能とともに,「設置面積をインド

標準法である FPUのわずか10分の 1に節約できる」などと,コ ンパクト性や

コス トパフォーマンスにおいても高い評価が下されてお り,イ ンドの劣悪な水

環境改善のための有効な手段として大きな期待が寄せられている。

以上のような DHSデモンス トレーションプラントの好成績を踏まえ,現在 ,

インド政府は,UASB/DHS下 水処理システムの本格的な導入を検討 している

ところである。日本の長岡発の技術であるDHSが ,今後,イ ンドのガンジス

河やヤムナ河流域をはじめ,途上国全体へと大きなうね りとなって波及してい

くかも知れない。まさに,技術者冥利に尽きる話である。
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