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し尿分離に関する調査研究

1.

研究目的

地球温暖化対策，資源の回収，富栄養化対策等の
課題解決の一つの方策として，下水道を補完，また
は，下水道と連携する手法として，し尿分離技術に
着目した。
本研究では，関連技術の現状と課題を把握し，適
応可能性を検討するために必要な基礎的調査と，国
内における導入状況について調査し，今後の適用の
あり方や課題について取りまとめたものである。

2.

研究内容

2.1 検討項目
本研究では，し尿分離及び関連技術の現状と今後
の動向に関し，以下の調査を実施した。
(1) 既往の調査，文献等の調査
(2) し尿分離に関する実施例等の調査，ヒアリング
(3) 学識者，関係団体等からのヒアリング
(4) し尿分離及び関連技術の適用のあり方と課題
2.2 サニテーション開発の必要性
2.2.1 深刻な水の問題
世界保健機関（WHO）と国連児童基金（UNICEF）が
作成した「水と衛生に関する MDGs 達成に向けて－都
市部・村落部での挑戦の 10 年－」に記された世界に
おける「水と衛生」の問題は，非常に深刻なものが
ある。
・ 約 11 億人（世界の人口の 5 人に 1 人）が，1 日

20 リットルの水を手に入れるのに 30 分以上歩
かなければならない。
・ 約 26 億人（世界の人口の 2 人に 1 人）が，トイ
レ等の適切な衛生設備（サニテーション）を利
用できない（出典：JMP 中間報告書）。
・ 水に関連する病気で年間 340 万人（殆どは子供）
が死亡している（出典：国連世界水発展報告書）。
「水と衛生」問題は独立した課題ではなく，様々
な問題と相互に深く関連しており，
「貧困と飢餓の撲
滅，災害縮小，環境の持続性と保護の達成等，持続
可能な発展のあらゆる面において，水が重要である
ことを再確認した（2006 年 3 月第 4 回世界水フォー
ラム閣僚宣言）」との認識が持たれている。
「水と衛生」に関する問題については，1970 年代
から 80 年代に，地球規模における重要課題として意
識され，1990 年代には水環境の重要性に関する認識
が定着してきている。
ミレニアム開発目標（MDGs）においても，「2015
年までに，安全な飲料水及び衛生施設を継続的に利
用できない人々の割合を半減させる。
（Target7）」が
設定され，各地での対策が進められているものの，
「水と衛生」は，最も遅れている課題の一つであり，
いまだ 11 億人が安全な水にアクセスできず，26 億
人はサニテーションが使えない状況である。特に「衛
生」は，往々にして水道（飲料水）改善の後に回さ
れがちとなっている。
しかし，衛生（サニテーション）の改善は，殆ど
全ての MDGs，とりわけ環境，教育，ジェンダー，乳
幼児死亡率の削減，貧困の削減に密接に関連してい
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ると考えられている（図－1 参照）
。
2.2.2 サニテーションの課題
サニテーションは，集中型と分散型に大別され，
双方に長短が存在する（表－1 参照）。現在，多くの
地域では，集中型サニテーションを中心とした整備
が進められているが，多大な費用や時間を要し，集
中型のみによる整備の限界が伺える。すなわち，集
中型と分散型の共存が必要と考えられる。
2.2.3 サニテーションの歴史
サニテーションの対象となる家庭排水は，雑排水
（GrayWater）及びし尿（BlackWater）とに大別され

る。特に，し尿（BlackWater）を適切に取り扱うこ
とが重要であり，し尿中の汚濁負荷や病原菌が不適
切に取り扱われると，水質汚濁のみならず健康リス
クの増大に直結する。
サニテーションの歴史をみると，中国東部，朝鮮
半島，日本のみで，し尿の肥料利用の習慣があるが，
他の多くの地域では，し尿（排泄物）＝汚いものと
の概念が形成されてきた。そのため，多くの場合，
し尿は速やかに排除されるべき厄介者として扱われ
ている。
発展途上国（特に農村部）では，集中型サニテー

図－1 「衛生」改善の遅れによる他の課題への影響の例
表－1 集中型サニテーションと分散型サニテーション
集中型サニテーション

分散型サニテーション

排水設備
(トイレ種類)

「水洗－放流」型が主

「水洗－貯留(処理)」型と
「落下－貯留(利用)」型が多い

長所

・
・

下水(雨水･汚水)の排除が効率的に実行
効率的で信頼性の高いプラントの管理，制
御が可能
高度処理など，高度な技術レベルが必要な
プラントの場合，分散型に比べ導入･管理し
やすい
エンドユーザーに対するトレーニング不要

・
・

収集システムの建設，維持管理に多大なコ
ストが必要
汚水の輸送手段として，多量の水を使用す
る（水不足の要因）
多量の水を要し，人工的な水脈を作るとい
うことで，天然の水循環システムへの影響
が懸念
適切な管理・制御がなされない場合は，排
水先の水質悪化リスクが大きくなる
性状の異なる汚水（屎尿，雑排水，雨水，
工場排水等）が混合状態で集められ，希釈
されることで，高い処理技術・コストが必
要

・

・

・
短所･課題

・
・
・

・
・
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・

・

・
・

・

集中型に比べ比較的低コストで導入可能
適切な管理がなされていれば，地域の事情
に応じた処理・利用が行いやすい
必要に応じて，排水の区分(雨水と汚水，
GreayWaterとBlackWater，屎と尿，など)が
容易
設置・管理が個人の責任となるため，適切
なインセンティブが浸透していないと，普
及が進まない
集中型に比べ，運用においてエンドユーザ
ーの関与する部分が多く，教育訓練が必要
（集中型に比べ使用者の高い技術が必要）
多くの場合，集中型に比べ処理水の水質レ
ベルが低く，適切な運用がなされていない
不特定多数のユーザーの管理で処理レベル
が異なるため，管理当局による監督・規制
が困難
不適切な設備や管理の場合，感染原因にな
るなど，健康リスクが大きくなる
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プにより定義がなされているが，以下に，その定義
の例を示す。
①し尿を排除するために大量の水を使わない
し尿排泄時に水を使わない，あるいはごく少量
の水のみを使用する。
②し尿の有効利用（資源回収）を行う
し尿の貴重な栄養源を取り出し，土壌改良（図
－2 参照），バイオガス化等の利用を行う
2.3 エコロジカルサニテーション技術
③し尿を雑排水と分離する
2.3.1 エコサンの提案
し尿と雑排水を適切に分離し，し尿の有効利用
人の排泄物を処理するための新しい方法が考え出
が図りやすくする。
されねばならないという考えが出されてきており，
し尿は，雑排水と分離して貯留･収集され，乾燥･
持続可能な社会の構築においては，サニテーション
堆肥化の後，土壌改良剤として農地利用に用いられ
についても省エネで建設・管理が行われ，有効利用
を前提としたシステムが必要と考えられてきている。 たり，バイオガス化されての利用に供される。エコ
サンは発展途上国における普及可能なサニテーショ
仮に水洗トイレを使い続けるにしても，使用水量を
ン技術の一つと考えられる。
減らしたり水をリサイクルする方法への転換を求め
エコサンは，当初，水質保全対策を目的とした低
る考えも出されてきている。
コストのサニテーション技術として提案・実践が検
2000 年，IWA の中に持続可能なサニテーション
討されてきたが，同時に，資源回収の概念を含んで
（Sustainable Sanitation）に関する研究グループ
いることにも注目されてきた。
が結成され，その後，エコロジカルサニテーション
現在では，単純に「途上国への衛生的なサニテー
(Ecological Sanitation)と名前を替えて活動が続
ションの普及」を目的とするものではなく，先進国
けられ，持続可能で，生態系にも考慮したサニテー
を含めた，より広い生活改善，環境負荷の低減を目
ションの提案，研究，実践が進められている。
的としている（図－3 参照）。
これらの活動の中では，水の使用量を減らし，か
2.3.2 し尿の分離
つ汚水によって水資源が汚染されることのない
エコサンの定義の一つとして，し尿（BlackWater）
Ecological Sanitation（環境に配慮した衛生設備，
と雑排水（GrayWater）とを分離することが挙げられ
略して EcoSan）という新しい概念を提唱している。
る。
エコサンの定義としては，それぞれの活動グルー
ションを早期に導入するコスト及び時間が不足して
おり，分散型サニテーションとして，ピットラトリ
ンの整備が行われてきた。この設備は，地面に孔を
掘りレンガ等で汚物が外へ出ないようにしたトイレ
であるが，適切に管理されず，満杯となり溢れる汚
物で非衛生的となっているケースも多い。

[し尿の堆肥化]文献 1)
図－2 エコサンの一例

図－3 エコサンの目的（イメージ）
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家庭排水における水量及び汚濁負荷の割合を図－
4 に示すが，水量的には僅か（水洗トイレの場合で
は全体の約 2 割）であるが，有機物の約 5 割，窒素
成分の約 7 割，りん成分の約 9 割はし尿に起因して
いる。また，病原菌は，その殆どが“し（便）”中に
含まれている。
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注 1：割合は調査事例によりことなるため，概数を示す。
注 2：家庭排水における割合であり，営業排水，事業所排
水，不明水等を含む都市下水での割合とは異なる

図－4 家庭排水における水量及び負荷の構成割合
すなわち，し尿と雑排水とを分離することは，家
庭排水より，量的に小さいが栄養塩や病原菌をを多
く含むし尿を分離するということを意味する。
エコサンを導入し，し尿を分離して，処理及び有
効利用を行う措置をとることで，公共用水域や地下
水へ排出される汚水は，水量的に大部分を占める雑
排水を処理したものとなる。この時，し尿が分離さ
れていることで，雑排水の処理及び公共用水域への
影響等の点で，次のような有意な点が生じる。
・ 雑排水は，除去しやすい有機物が中心となり，
処理が容易となる
・ 有機物量も概ね半減することとなり，処理過程
に置ける曝気量が削減できる

・ し尿を分離することで，富栄養化の大きな要因
である N，P の処理を施すことなく，公共用水域
への N，P 負荷を 7～9 割削減できる
・ “し（便）
”中に含まれる病原菌が分離されるこ
とで，雑排水処理後の再利用が行いやすい
2.3.3 “し”と“尿”の分離
エコサン技術の中には，雑排水とし尿とを分離す
るのみではなく，さらに“し”と“尿”とを分離す
る手法がある。この方法の利点として，次の事項を
挙げることができる。
・ 堆肥化の場合，尿が含まれないため，過度の含
水を避けることが出来る。このため，乾燥が速
く，菌繁殖が少なくなり，管理が容易で，悪臭
等も少ない。
・ 病原菌は“し（便）”に含まれるため，汚染され
ていない利用価値の高い資源（尿）が得られる。
尿は，病原菌を含まず，N，P が豊富で，希釈す
るのみで肥料として利用できる。
なお，
“し（便）”及び“尿”の分離は，セパレー
ト型の便器（図－5 に例示）により，比較的容易に
行うことができる。
途上国等では，排泄後に便槽へオガクズ，灰等を
投入し，悪臭防止及び乾燥促進を図っている。
多くの場合，便槽内にあらかじめオガクズ等が投
入されている。また，排泄後に槽内を攪拌する設備
をつけたものがある。
2.3.4 エコサン技術の分類
エコサンは前述のとおり定義されるが，水を大量
に使わず，し尿を有効利用する，というものであり，
その利用方法や手段により，様々に分類される。
①“し”及び“尿”分離の有無
し尿を分離して貯留するか，混合貯留するか
②オンサイト処理または集約処理

尿タンクへ
し貯留槽（便槽へ）
出典：大央電設工業株式会社 HP，中国･昆明龍金洋プラスチック防腐設備製造有限責任会社 HP より

図-5 セパレート型便器の例
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し尿をオンサイトで貯留し，処理・有効利用を
行うか，一定の範囲で集約した後に，処理・有効
利用を行うか
③有効利用方法，利用先
農地利用の場合，し（便）またはし尿混合物は
長期貯留（概ね半年～1 年）させ，乾燥あるいは
発酵処理後に，施肥利用される。尿のみの場合は，
そのまま希釈し液肥として利用できる。
し尿を原料としてバイオガス化し，そのガスを
利用する方法もある。
エコサンの原則として，いずれの場合も，汚泥・
廃棄物を環境中に出さない（全量利用を行う）とい
うことであり，利用先・利用方法に応じて，分離や
貯留・収集が設定されるべきとなる。
2.4 実施例
(１) 中国
・ 多くの地域で導入（既に数十万～数百万基導入）
・ 主要目的：水不足対応（水を使わない衛生トイ
レ）と水域の富栄養化対策防止（N，P 流出なし）
・ 導入目的が浸透していないと，利用率が小さい
(２) ベトナム，バングラデシュ，フィリピン他
・ サニテーション改善目的が主，農業運営，生活
基盤向上，環境教育等の一環として導入
・ 全体のシステム内で導入し，十分な事前周知と
アフターケアでほぼ適正管理
(３) スウェーデン
・ 数百の建物でエコサン導入（数百人が居住する
寮や大規模イベント会場を含む）
・ 貯留された尿は，農家が 2 回/年買取，畑利用
(４) 日本
・ 旭山動物園や山岳地域，河川敷公園，工事現場
等でのバイオトイレ導入
・ 諏訪（中学校校庭等の防災用）
，秩父（一般民家）
での社会実験等への試験導入
2.5 エコサンの課題
日本において，エコサン導入を検討する場合の課
題について，以下に整理する。
(１) 技術的な課題
・ し尿の確実な分離
・ 残留医薬品の問題，トイレの清掃時の水・薬品
・ 利用先までの運搬・流通，等
(２) 社会習慣上の課題
・ 宗教的・社会習慣的な課題（利用者に受け入れ
られるか）
・ 目的の周知（周知されないと利用されない，適

切に管理されない）
，等
(３) 運用システムの課題
・ し尿及び雑排水以外の対応
・ 規制が厳しいと普及進まない，規制がないと効
果や安全性確保等に懸念

3.

提言

エコサンの概念は，生態学的・経済的に望ましい
衛生管理への包括的なアプローチであり，特定の技
術を推進する，というものではなく，従来，「排水」
「廃棄物」とみなされていたものの取り扱いに対す
る新たな哲学を含むものである。
現在，世界中の 90％の排水は未処理で放流されて
おり，同時に，水不足の深刻さ，地下水や湖沼等の
淡水資源の水質汚染が課題であり，その解決策の一
つとして「エコサン」が提案されている。エコサン
のみを解決策としているのではなく，
「従来型とエコ
サン」の，両方の技術，あるいは今後提案されるで
あろうその他の技術との複合での共存を図っていく
ことが望ましい。
エコサンは，すぐれた概念の技術であるが，サニ
テーションの課題を解決する唯一の技術ではなく，
また単独の課題を解決するだけの技術でもない。
単純なサニテーションシステムの構築ではなく，
エコロジカルな社会システムの中の一要因としての
技術であり，社会全体や日常の生活習慣等について
も変わる必要のある技術といえる。
わが国における既往社会のサニテーション（水洗
トイレと集約処理）での，｢水を流すだけでその後は
意識外｣との状況と比べると，個々の利用者に要求さ
れる意識レベルや管理に要する手間（技術）が高く，
全ての人がそのレベルを維持する必要がある。
実施例においても，ハード面を整備しただけでは，
適切な管理がなされず，エコサンの優位性が発揮さ
れず，マイナス面が強調される場合もある。逆に，
利用者各々が，十分にエコサンの意味を理解し，そ
れを実践する社会が構築された場合には，意図しな
い事項までプラスの効果が働く。
家庭ごみの分別について 100％実施が困難である
のと同様，既往社会において，無理なエコサン導入
は，失敗の要因にもなりかねないことに留意する必
要がある。しかし，北欧等で比較的広い規模での導
入が進められている状況もあり，不可能ではない。
そのためには，インセンティブだけではなく，イ
ノベーションも必要であり，地域おこし，社会事業
のなかで，エコサンが必要要素となる社会システム
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が構築できないかと考
えられる。そのような導
入イメージの代表例と
して、市街地近郊農村部
の場合を図－6 に、市街
地部での場合を図－7
に提示する。
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図－6 エコサンの導入イメージの例（市街地近郊農村部）
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