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1　はじめに

スリランカ国はポルトガル，オランダ，イギリ
スの植民地を経て 1948 年に英連邦内の自治領
とし独立，1972 年スリランカ民主社会主義共
和国に改称，その後民族間の内戦があり 2009
年に内戦が終了した。現在は農業を主体とした建
国を行っており，教育と医療費は無料である。

2　研修概要

日程：2018 年 10 月 14 日～21 日
訪問者：上下水道部会長　見並勝佳氏他 9 名
行程：

日付 主な内容

14 日（日） 出国，成田からコロンボ市へ

15 日（月） JICA 現地事務所訪問
コロンボ市の下水処理場・ポンプ
場視察。ゴール市へ移動

16 日（火） ゴール市の世界遺産見学後キャン
デイ市へ移動

17 日（水） キャンデイ市浄水場視察

18 日（木） ダンブッラ経由シギリヤ世界遺産
見学

19 日（金） アヌラーダブラ市へ移動し，同市
の浄水場視察

20 日（土） コロンボ市へ移動，成田へ帰国

3　Soysapura 下水処理場

3.1　概要
Soysapura 下水処理場はコロンボ県内のモラ

トゥワ地区に設置され，コロンボ市の下水を処理
している。コロンボ市はスリランカ国の全人口
2 103 万人（2016 年）の内，75.3 万人の人
口を有するスリランカ国最大の都市である。

コロンボ市の水道施設は，英国植民地時代から
の古い施設で，し尿は腐敗槽（浄化槽）による処理，
雑排水は「速やかなる排除」が基本で，現在も無
処理で海洋投棄が行われている。しかし，近年生
活排水による河川等の環境汚染が進行し，下水道
の整備が緊急の課題になっている。Soysapura
下水処理場は，2013 年スウェーデン国際開発協
力庁（SIDA）の援助で設計・施工した設備である。

3.2　設計条件
Soysapura 下水処理場の設計条件を表1に示す。

処理水は塩素添加後，約 500 m 沖合で 5 個
のディフュウザーにより海洋投棄している。

表 1　Soysapura 下水処理場設計条件

項　目 原　水 処理水

水量（m3/ 日）
初期 最終
17 009 28 700

BOD5（mg/ℓ） 355 372 50
COD（mg/ℓ） 1057 1107 120
全リン（mg/ℓ） 12 12 8
全窒素（mg/ℓ） 55 57 30
SS（mg/ℓ） 458 480 35
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3.3　処理システム
流入汚水は，腐敗槽の汚泥投入と染色排水を主

とした工業廃水が原因であり COD 全リン全窒素
が高い値を示している。処理システムを図1に
示す。

処理システムの中で特徴的な生物反応槽と最終
沈殿池について，視察時の状況を下記に示す。

3.4　視察時の運転状況
視察時の Soysapura 下水処理場の処理能力は

17 009 m3/ 日であった。流入する汚水は分流
式の家庭排水（約 80 ％）と，主要産業である衣
料 産 業 か ら の 染 色 排 水 を 主 と し た 工 業 廃 水

（20 ％）であり，腐敗槽方式の浄化槽汚泥（450
戸×約 5 人／戸）も受け入れて処理している

（Mr. D. N. Dr. S. Gunethika 下水担当部長談）。
（1）生物反応槽

生物反応槽は逆 A2O 法で先に無酸素槽で処理
している。図2に逆 A2O 法の詳細を示す。
合計滞留時間＝ 2.5 h ＋1.5 h ＋ 6.5 h ＝10.5 h

視察時（10 月 15 日 14 時）に生物反応槽に
設置されている計器では表2の値を示していた。
設置場所は写真1曝気槽全景①～④である。

図 1　Soysapura 下水処理場フローシート

図 2　逆 A2O 法の詳細

（2）最終沈殿池
最終沈殿の汚泥かき寄せ機には，走行サイフォ

ン式を使用している。
サイフォンにより吸引された汚泥は，返送汚泥

とし，一部を脱水処理している。又最終沈殿槽出
口水路に次亜塩素酸ナトリウムを添加している。

写真 3　汚泥かき寄せ機駆動部 写真 4　最終沈殿池出口

写真 2　最終沈殿池全景
 

走行サイフォン式汚泥かき寄せ機

次亜塩素酸注入管

表 2　曝気槽運転状況

設置場所 ① ② ③ ④
DO（mg/ℓ） 2.03 2.46
温度（℃） 31.4 31.2 30.9
MLSS（mg/ℓ） 3 204 3 186

写真 1　生物反応槽全景

④ ③ ② ①
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最終沈殿池出口水量＝166 m3/h＝3 984 m3/ 日
最終沈殿池出口 BOD ＝ 8.0 mg/ℓ

処理量が定格処理能力（17 009 m3/ 日）の
23.4 ％なので処理水の水質が良いと推測する。

（3）所感
一部の配管は仮設のように見えた。また施設の

維持管理状況も良く職員のモラルの高さを感じ
た。

4　Kala Wewa 浄水場

4.1　概要
Kala Wewa 浄水場は，アヌラーダブラ市へ上

水を供給している。アヌラーダブラ市は，6.3 万
人の人口を有し，紀元前に建設されたスリランカ
最古の都市である。アヌラーダブラ市の水道普及
率は 26.9 ％と全国平均（45.9 ％，2015 年）
より低い値となっている。

地下水に依存する水源は，フッ素濃度が最大値
1.9 mg/ ℓ と ス リ ラ ン カ 国 の 水 質 基 準 値
1.0 mg/ℓを超えており，歯牙症の有病率が高
いなど，健康への影響が高いことが問題となって
いる 1）。また慢性肝臓病の高い発症率の原因が，
高いフッ素濃度か，農薬か，現在調査が実施され
ている。

フッ素濃度が高い水源の地下水より，低い表流
水へ切り替える水道の整備が緊急の課題になって
いる。

Kala Wewa 浄水場はスリランカ国上下水
道公社 NWSDB（National Water Supply & 
Drainage Board）が予算化しスリランカ国の業
者が，設計・施工したスリランカ国独自の設備で
ある。浄水場は維持管理費用の削減，運転職員の
安全をコンセプトに設計されている。

4.2　設計条件
処理能力：15 260 m3/ 日
原　　水：カラウエア貯水池
建 設 年：2009 年
配水能力：  Kalawewa 6 700 m3/ 日 

Ranajayapure 6 250 m3/ 日 
Tonigala 3 620 m3/ 日

スリランカ国の飲料水水質基準を表3に示す。

4.3　処理システム
処理フローシートを図3に示す。

処理システムの中で特徴的な曝気設備と上向流
式沈殿池について視察時の状況を下記に示す。

4.4　視察時の運転状況
（1）曝気設備

原水が，農業用水兼用の溜め池なので，有機物
が腐敗して発生した硫化水素臭の除去を目的とし
前塩素を 2 mg/ℓ添加し，その後 5 km 先にあ
る浄水場内の曝気設備で除去している。スリラン

表 3　スリランカ国飲料水水質基準

項　目 基準値 日本の基準値
濁度（NTU） 5 以下 2 以下
pH 6.5～8.5 5.8～8.5
色度（HU） 15 以下 5 以下
塩化物（mg/ℓ） 250 以下 200 以下
全溶解性物質（mg/ℓ） 500 以下 500 以下
残留アルミニウム（mg/ℓ） 0.2 以下 0.1 以下
アルカリ度（asCaCO3）mg/ℓ 200 以下 300 以下
硫酸イオン 250 以下 －
総硬度（mg/ℓ） 250 以下 300 以下
硝酸性窒素（mg/ℓ） 50 以下 10 以下  ※ 1
亜硝酸性窒素（mg/ℓ） 3 以下 0.04 以下
Fe（mg/ℓ） 0.3 以下 0.3 以下
PO4（mg/ℓ） 2.0 以下 －
F（mg/ℓ） 1.0 以下 0.8 以下
As（mg/ℓ） 0.01 以下 0.01 以下
大腸菌（数 /100 mℓ） 0 0
残留塩素 1.0 以上 1.0 以上  ※ 2
電気伝導度（µS/cm） － －

※ 1　NO2 ＋ NO3　の合計　　※ 2　遊離塩素として

図 3　Kala Wewa 浄水場フローシート
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カ国の既設浄水設備の多くで，曝気設備が使用さ
れている（Mr. C. S. Lokubarana Manager 談）。

（2）沈殿池

型式：上向流式沈殿池
形状：  8 m 幅× 8 m 長× 4 池　 

沈殿時間＝ 2 時間 
上昇速度＝ 0.3 m/min

概略形状を図4に示す。
（3）所感

機能を保持しながらコストを抑え，また凝集剤
添加場所の変更，等維持管理の経験を活かした修
正を実施するなど技術レベルの高さを感じた。

5　スリランカの世界遺産

スリランカは大変美しい島であり，多数の世界
遺産に恵まれている。今回の研修の合間に訪れた
ゴール要塞とその付近で見た夕日の美しさ，シギ

写真 5　曝気設備全景

写真 6　上向流式沈殿池全景

リヤで登山した一枚岩の山などは特に印象に残る
美しい景勝地であり，楽しむことができた。

6　おわりに

他にも視察した場所があるが，今回は誌面の関
係で我が国の上下水設備では実績が少ないと思わ
れる設備を中心に報告した。情報が参考となれば
幸いである。

各施設の見学をアレンジしてくれた上下水
道 公 社（NWSDB） の 女 性 技 術 者 の Mrs. S. 
Jayasinghe（日本班副部長），その他にも現地
の JICA 関係者をはじめ今回の視察に協力をいた
だいた皆様には深く感謝の意を表します。
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図 4　上向流式沈殿池概略図


