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いま日本の河川が汚染される最

大の原因は生活排水にある。人口が

急激に増加した首都圏などでは下水

道設備が追い付かず，生活排水がそ

のまま河川に放出されている。その

結果，汚染度全国ワースト上位にノ

ミネートされるという不名誉を被っ

ている。こうした中小都市河川やそ

の支流の生活排水路では，水質を浄

化するための対策として比較的安価

な「接触酸化方式」が主に使用されて

いる。日本バイリーンが開発した水

質浄化システム“ビオブルンネン”も

この範疇に入るが，接触材に不織布を

使用している点がほかとは異なる。

■接触材に不織布を使用した

浄水システム

人口密度が低い地域の河川は，生

活排水で汚染されても自浄能力で回

復する。これは河床の石などに付着

したバクテリアが，生物酸化作用に

より水を浄化するからだ。水質浄化

の一方法である接触酸化方式とは，

このバクテリアの力を借りて河川を

浄化しようとする方法で，従来の物

理的方法や薬品殺菌による浄化と比

較して，生態系の保全を重視した水

質浄化法といえる。

接触酸化方式のうち礫を用いる

礫間接触酸化法は，河川横の敷地に

礫を敷きつめ，そこに河川水を導い

て接触酸化させる。この方法は効果

は高いものの規模が大きくなるうえ，

3～4年で目詰りしやすい欠点がある。

接触酸化にはバクテリアを繁殖

させる住処となる接触材として，礫

のほか木炭，プラスチック片やモー

ル（流紐状）を用いるなど，さまざま

な方法がある。

日本バイリーンの水質浄化シス

テム“ビオブルンネン”は，接触材と

して不織布を使用する。不織布接触

材は大きな表面積と高い空隙率をも

ち，微細な開孔径を有しているため

懸濁態物質を効率よく除去でき，同

時に浄化微生物群に最適な住処を提

供できるという特長がある。

加工自由度に優れた不織布の特

長を活かし，原水の性質や汚濁度，容

積負荷，必要吸着物質などに応じて，

各種素材のなかから最適な接触材を

選択できるのも強みである。粗い接

触材から緻密な接触材まで，汚れの程

度に応じて不織布を使い分けること

がひとつのノウハウとなっている。

■不織布接触材に2つの工夫

“ビオブルンネン”の接触材には

このような不織布が本来もつ特長に

加えて， さらに斬新な2つの工夫が

なされている。

そのひとつが「菊花断面棒状不織

布」と呼ばれる特殊な立体形状であ

る。文字通り断面が菊型をした棒状

に不織布を加工して，表面積を大き

くし，吊下げて使用しやすい形にし

た。垂直に吊り下げるというのもポ

イントで，余剰生物膜は自然剥離し

て目詰りが起こりにくく逆洗が不要

となる。その結果，施設容積をコンパ

クトにでき維持管理が容易となる。

もうひとつの工夫は，バクテリア

をより多く吸着できるように，不織

布に特殊カチオンポリマーによる微

生物吸着機能を施していることであ

る。カチオンポリマーを繊維上に薄

くコーティングすることで繊維表面

はプラス帯電となり，マイナス帯電

したバクテリアを瞬時に吸着できる

ようになるのだ。

この立体形状と微生物吸着処理

で同社は特許を出願中。

“ビオブルンネン”の接触材は遮

光して使用するため素材の劣化はほ

とんどない。したがって寿命は半永

久的といえるが，一般的には10年ほ

どで交換した方が望ましい。その際，

接触材を廃棄するか，あるいはなん

らかの方法でリサイクルするか，今

後の課題となっている。

日本バイリーン

自然共生・環境回復をめざす
生態系保全を重視した水質浄化法

水質浄化システム“ビオブルンネン”

－不織布にアイデア盛り込み接触材に利用－

菊花断面棒状の不織布接触材
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（菊花断面棒状不織布を接触材として用いた河川水の直接浄化システム）
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「環境意識の高い人から河川の水

質浄化に，石油製品からつくられた

不織布を使用するのはおかしいとい

う声が聞かれる」と同社水環境事業

開発部の技術設計グループの南彰則

グループ長はいう。

「その疑問に直接応えるものでは

ないが，“ビオブルンネン”に使う接

触材は，関連会社の小山化学がPET

ボトルをポリエステル繊維にリサイ

クルした再生繊維製の不織布を使用

している。しかし再生不織布も，コス

ト的にはバージン素材と比較して現

時点では必ずしも安くならないのが

悩みの種となっている」（南グループ

長）という。

■水環境事業を本格展開

日本バイリーンでは一昨年から

“ビオブルンネン”の販売を開始した

が，これまでに湖沼や池，生活排水，

農業排水，都市河川向けなどに数件

の納入実績がある。全国汚染度ワー

スト上位に入る河川を擁する地方自

治体が住民の要望を受け容れたり，

あるいは独自に環境整備事業として

浄化設備を設置することが多く，河

川の下流に親水公園などの施設をつ

くるケースもある。

生活排水中に含まれるチッソや

リンが湖沼に流れ込み，富栄養化の

ため大量のアオコが発生する事態が

全国各地で起きている。“ビオブルン

ネン”に使う接触材は元来，住処をも

たない硝化菌の住処となることもで

きる。同社の水環境事業開発部では

アオコなどの藻類を物理的に取り除

くシステムも開発中である。

また“ビオブルンネン”の接触材

は，専門メーカーと提携して家庭の

鑑賞魚用フィルターとしても販売さ

れている。

日本バイリーンでは，このように

“ビオブルンネン”をはじめ不織布を

利用した水環境事業を本格展開し

て，新たな事業の柱に育てようとし

ている。

96 年に作成した長期経営計画で，

不織布による水質浄化事業を柱に掲

げ，すでに柱となっているエアフィル

ターなどの空気浄化事業に水質浄化

事業を加える方針である。

そのため集合住宅の貯水タンク

向け浄化システムなど民需機器も投

入して河川・湖沼から集合住宅まで

浄水関連事業全般を扱う態勢を整

え，従来の「素材売り」から「システ

ム販売」の比重を高め，2000年を目標

に大幅な売上増加をめざしている。

「当社では安価で性能の良い水質

浄化システムづくりをめざしてい

る。不織布はそれを実現できる最適

の素材だ」と南グループ長は自信を

見せている。

■技術審査証明書を取得

日本バイリーンでは過去数年か

けて“ビオブルンネン”実証試験を

行ってきた。その成果は今年7月，建

設大臣認定機関の�土木研究セン

ターが作成した「民間開発建設技術

の技術審査・証明事業認定規定に基

づく土木系材料技術・技術審査証明

報告書」（技審証 第 0908号）となっ

て結実した。

“ビオブルンネン”の(1)水質の浄

化能力，(2)浄化メカニズム，(3)使用

状況に応じた9 システム，(4)接触材

の3タイプ，(5)特 長などについて以

下に紹介する。

(1) 水質の浄化能力

①  BOD 5～ 10mg/l の河川水を水

温10℃以上の場合，平均値で5mg/l以

下に浄化でき，かつ除去率の平均が

45%以上であると認められる

② SS 5 ～ 15mg/l の河川水を平均

値で5mg/l以下に除去でき，かつ除去

率の平均が50% 以上であると認めら

れる

③ 水温が10℃以上の期間におい

て，NH4-N濃度1～3mg/lの河川水の

除去率の平均が80%以上であると認

められる（平均値とは8ヵ月間ほぼ等

間隔で採取した河川水の水質平均値）

(2) 浄化メカニズム

以下の①→②→③のプロセスを

経る。

接触曝気槽の構造 大型河川・都市河川の浮草システム
（直接浄化）

浮島式システム
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① 接触沈殿：接触材の繊維間を水

が流れることにより，水中の懸濁態

物質は繊維間に接触付着し，沈殿が

おこる

② 吸着： 繊維表面の電気的性質

（＋）や生物膜の粘性により，浄化微

生物や懸濁態物質は接触材表面に吸

着される

③ 酸化分解：接触材表面に生息す

る微生物群は，有機汚濁物質をエサ

として捕食して食物連鎖を形成し，

水と炭酸ガスに酸化分解する

(3) 使用状況に応じた5システム

現場ごとの使用状況に応じて次の5

つのシステムが用意されている。

① リン吸着濾過システム：アオコ

対策

② MV 式システム（高負荷タイ

プ）：発生源に近い生活雑排水路

③ V-PIT式システム（低負荷タイ

プ）：都市小河川，小型池，修景池，調

整地

④ 浮島式システム：湖沼，大型池，

ダム湖

⑤ 浮草式システム（直接浄化）：大

型河川，都市河川

(4) 接触材の3タイプ

接触材はスペックに応じて，次の

3つのタイプが用意されている。

① バイオフレックス：高水敷や排

水路外に設置した浄化槽内に垂直に

吊す分離浄化方式用

② バイオオブロング：河川環境管

理財団との共同開発品。中小河川や

生活排水路内の河床部に垂直設置す

る浮草タイプの直接浄化方式用。水

深が浅い場合は自動転倒堰と併用。

大雨などで水量が増えたときに，浄

化システムが流れを疎外しないよう

に，一定以上の水圧で接触材が倒れ

るように工夫をしている（自動転倒

堰）。

③ バイオフレックス特殊タイプ：

超高比表面積，特殊機能を有し，浄化

槽内に設置する分離浄化方式用

(5) 特長

“ビオブルンネン”の特 長をまと

めると，以下のようになる。

① 浄化微生物が生息しやすい大

きな表面積

不織布構造のため，浄化容積あた

り大きな表面積を有する

② 高いSS（懸濁態物質）除去力

不織布固有のフィルター効果と

旋回流の働きにより，SS（懸濁態物

質）を効率よく短時間で補捉する

③ 優れた微生物吸着機能

特殊カチオンポリマーによる微

生物吸着処理が施されている

④ 水の疎通を妨げにくい配置

接触材間に隙間を設け，水の疎通

を妨げにくい配置

⑤ 生物膜の付着状態が良好

浄化微生物が生息しやすい開孔

径と厚みをもち，生物膜の付着量変

動が少ない

⑥ 形態安定性に優れ長寿命

形態安定性，引張強度，耐薬品性

に優れ，半永久的に使用できる

⑦ 自由設計が可能

不織布基材，直径，花弁数，長さ

を自由に設計できる

建設省では，建設技術に関する

民間の研究開発の促進および新技

術の建設事業への適性かつ迅速な

導入を図り，建設技術の水準の向

上に寄与することを目的に，新技

術の評価制度の設置などの施策を

行っている。

そのひとつとして「民間開発建

設技術の技術審査・証明事業認定

規定」に基づき，公益法人が民間で

自主的に開発された建設技術の内

容について審査証明を行う制度が

ある。

�土木研究センターは，上記の

規定に基づく建設大臣の認定を受

け，「土木系材料技術・技術審査証明

事業」を実施している。

同センターでは，日本バイリーン

より菊花断面棒状不織布を接触材と

して用いた河川水の直接浄化システ

ム“ビオブルンネン”に関する審査証

明の依頼を受け，「土木系材料技術・

技術審査証明要領」に基づき審査証

明を行った。

同センターでは，この審査証明に

あたって学識経験者からなる「河川

浄化システム技術審査証明委員会」

を設置し，その指導のもとに実施し

た。審査証明の内容を関係機関に

周知し，その活用を図るために報

告書を作成した。

“ビオブルンネン”で�土木研究センターの
「土木系材料技術・技術審査証明書」を取得

技術審査証明書

優れた微生物吸着機能
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