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1．はじめに

今年も北京の夏は暑かった。しかし、日本のよ
うに異常高温、異常残暑ということはなく、例年
並みの夏であった。
一方、経済状況は、第 2 四半期成長率 11.9 ％と

1994 年以来の最高、繊維産業も前年同期比の生産
高、売上高とも 20 ％以上の伸びと、とてもホット
な状況が続いている。この「爆食」経済の中で、
「電力荒廃」「土地荒廃」に続き、「水資源荒廃」が
大きく取り上げられるようになった。
「水資源荒廃」は水の絶対量不足と河川の汚染で
ある。染色業においても第 10 次 5 カ年計画の中で
種々の環境規制が実施された。（綿染色製品取水基
準、綿染色業クリーン生産基準、同評価指標体系
など。）これにより染色業の中心地である浙江、江
蘇、山東、広東、福建の 5 省では廃水の総量規制
が実施され、染色工場団地化、老朽設備の廃棄、

不良工場の操業停止が進められた。
更に第 11 次 5 カ年計画では、2010 年までに 05

年比水の使用量 10 ％減、汚水排出量 22 ％減とい
う目標値が決められた。これらの事業環境により、
染色業のマップは大きく変わりつつある。本稿で
は、中国の水事情と繊維産業の一端である綿花、
染色業を考察する。

2．中国の水事情
（1）水の現状
＜水資源＞

もともと地球上の水 14 億 km3 のうち淡水は
2.5 ％であり、その中で利用可能な地表水はわずか
0.01 ％に過ぎない。地表水は降雨（雪）によって
もたらされる。
地球上の水資源量は 51 兆 6 千億トン／年ある。

日本の水資源量は 4,350 億トン／年であり、839 億
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待の大きい技術であり、コスト、性能向上により爆発的な普及が期待できる。
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トン／年が使われている（2003 年）。中国は、約
2.8 兆トン／年の水資源量があり、年間 5,320 億ト
ンが使用され（2004 年）、数字上は足りている。し
かし、中国の水には 2 つの問題がある。地勢的な
問題と河川の汚染問題である。
中国は広大な国土と暖かい太平洋、インド洋の

影響により、水資源は「南多北少」「東多西少」で
ある。インド洋のモンスーンはヒマラヤを越えて
広大なチベット高原に雨や雪を降らす。この地を
源流として黄河と長江が中国大陸を横切る。南の
長江は中流域で、太平洋からの恵みを受ける。上
流の麗江付近の金沙江では、約 2,500 億トン／年の
水量があるが（写真 1）、中流域で岷江、烏江、嘉
陵江、漢江などの大支流を集め、河口では 9,600 億
トン／年の水量に達する。流域の湖南省や湖北省
では毎年のように水害に見舞われてきた。北の黄
土高原は海から遠く離れ、降雨量が極端に少ない
地域である。ここを貫く黄河は、チベット高原か
らの水で中原を潤し、長安や洛陽などの古い都市
を発展させた。しかし、支流河川からの流入水量
が少ないため、1990 年代になって水は底をついて
しまった。現在の黄河河口は、環境政策的な最小
量が流れているに過ぎない。黄河の流れ込む渤海
沿岸は内々海になっているために暖流の影響はほ
とんどなく、河川からの水資源は非常に少ない。
北京では現在の水需要が 40 億トン／年である

が、市内にある水ガメの密雲ダムからの給水量は 1
億トンのみ（2004 年）、河北省長家口官庁ダムは上
流都市からの汚水流入で水道用としては使えなく
なった。最近は 7 ～ 8 割を地下水に頼るようにな
り、その結果、北京を中心とした 2,000km2 にわたっ
て、地下水位が毎年 1mずつ下がり、地盤沈下や地

盤亀裂を引き起こしている。
このままの状態が続くと、2010 年には約 13 億ト

ン／年の水が不足すると心配されている（チャイ
ナウォーターリサーチ）。
中国政府建設部の都市水需要予測によれば、都

市化の進展により 2030 年は 2005 年の 1.8 倍の水が
必要となる（図表 1）。この対策の 1 つとして「都
市市民生活用水使用量基準」が作られ、各都市別
の 1 人当たりの 1 日の水消費目標が決められてい
る。水の豊かな長江流域及び華南の大都市では、
平均 140 ～ 200褄、水の少ない新疆、南蒙古では
70 ～ 110褄である（図表 2）。ちなみに日本は全国
平均で 200 ～ 250褄である。このような節水の基
準が実行されても、専門家の間では 2030 年には中
国全土で 600 ～ 1,200 億トンの水が不足すると心配
されている。

＜河川の汚染＞

もう一つの問題は排水の垂れ流しによる河川と
湖沼の汚染である。工場や生活排水の 27 ％は未処
理で排水され、年間 482 億トンの汚水が河川に流
れ込んだ（2005 年）。その結果、7 大水系（長江、
黄河、松花江、遼河、珠江、海河、 河）では約
2/3 が飲料不可、1/3 は農業用を含めていかなる用
途にも使えなくなっている（図表 3）。
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写真 1 長江上流金沙江の流れ

出所：筆者撮影

出所：中国建設部 

人口 （億人） 
都市化率 （％） 
都市水需要総量 （億t） 
　生活水需要量 
　工業水需要量 

2000年 
12.6 
35 
1,030 
   300 
   730

2005年 
12.9 
37 
1,220 
   380 
   840

2010年 
14.0 
40 
1,430 
   470 
   960

2030年 
15.0 
50 
2,180 
   660 
1,520

図表 1 中国都市水需要予測

（注）：  1. 住民の生活排水とは、都市住民の、飲用水、炊事・洗浄・トイレ・沐浴用水を含む、 
  日常生活用水を指す。 
  2. 都市規模は、《中華人民共和国計画法》の分類による； 
  特大都市は、区及び近郊区の非農業人口100万人以上の都市； 
  大都市は、区及び近郊区の非農業人口50万人以上100万人未満の都市； 
  中等都市は、区及び近郊区の非農業人口20万人以上50万人未満の都市； 
  小都市は、区及び近郊区の非農業人口20万人未満の都市を指す。 
  3. 一区：貴州、四川、湖北、江西、浙江、福建、広東、海南、上海、雲南、江蘇、安徽、重慶； 
  二区：黒竜江、吉林、遼寧、北京、天津、河北、山西、河南、山東、寧夏、陜西、 
  　　  内　古河套以東及び甘粛黄河以東地区； 
  三区：新疆、青海、西蔵、内　古河套以西及び甘粛黄河以西地区； 
  4. 経済開発区及び特区都市は、用水の実情に応じて、用水定額を増加すべきである。 

単位：褄／（人・d） 

一区級 
二区級 
三区級 

区分 最高日 
180-270 
140-200 
140-180

特大都市 大都市 中・小都市 
平均日 
140-210 
110-160 
110-150

最高日 
160-250 
120-180 
120-160

平均日 
120-190 
  90-140 
  90-130

最高日 
140-230 
100-160 
100-140

平均日 
100-170 
  70-120 
  70-110

出所：GBJ13-86「室外供水設計規範」 

図表 2 都市市民（住民）生活用水使用量基準
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更に、昨年末では、全国 58 ％の河川の水質は中
度ないし深刻な汚染状況にあり、半数以上の都市
の地下水の汚染も深刻になっている。このために
第 11 次 5 カ年計画では、2010 年までに水事業に約
1兆元の資金を投入し、水源の確保、上下水道整備、
水の安全対策をすることになった。これによって
水処理能力は 20 ％増強されることになる。

（2）水不足対策
＜足元対策＞

水が不足してくると最初に行われる対策は節水
キャンペーンである。更に深刻になると水道料金
の値上げに踏み切る。これは効果的な対策である
が、水は生活インフラの要という公共性から限度
がある。
中国では水道料金が一番高いのは前述のように

水不足が深刻化し始めている北京であり、約 5
元／トン（75 円／トン）で、水の豊かな長江流域
の約 2.5 倍である。これは、平均的家庭で月 50 元
以上の負担となり上限に達していると思われる。
更に深刻になれば給水制限（水圧ダウン、時間給
水）となる。北京では節水キャンペーンは盛んに
行われているが、給水制限は今のところあまり
ニュースになっていない。ただし、渤海沿岸は 4
年周期で旱魃が来ると言われており、前回の旱魃
から丸 4年経つ来年が心配である。

＜革新技術の導入＞

水不足を補う水源は海（あるいはかん水湖）と
廃水である。海水の淡水化には蒸発法と逆浸透膜
（RO）法がある。蒸発法は多大な熱エネルギーを
必要とするので排熱の利用可能な火力発電所など
に限定される。膜による水処理は RO 膜による海
水淡水化、超純水製造の他に限外濾過膜（UF 膜）、
精密濾過膜（MF膜）によるウィルスやバクテリア
の除去がある。また最近、活性汚泥を分離する
MBR（メンブレンバイオリアクター）用浸漬膜が
使われるようになった（図表 4）。
ちなみに膜市場は、2025 年に 4,400 億円規模に

達すると見られている。その中で中心を占める海
水淡水化用 RO 膜分野の 3 大メーカーはダウケミ
カル、ハイドラノーティクス／日東電工、東レで
あり、中国は主戦場の 1つである。RO海水淡水化
システム及び RO エレメントの構造、プラント例
を図表 5～ 7に示す。
中国での RO 膜による本格的な海淡事業は 1997

年のじょう山から始まり、2006 年末で合計能力 15
万トン／日に達した。主なものは離島の飲料水用
と火力、原子力発電所のボイラー水用である。新
設の発電所は環境規制により自来水の利用を原則
禁止されているので当分は海淡が中心になるもの
と思われる。
将来、膨大な需要の見込まれる公共用について

は、第 11 次 5 カ年計画の中でも水不足解決対策の

海外動向

水質分類 内　容 割合（%） 
Ⅰ～Ⅲ類 飲料水として使用可 36.3

Ⅳ 飲料不可、工業用水として可 24.8

Ⅴ 飲料、工業用水不可、農業用可   9.1

Ⅴ類以上 いかなる用水も不可 29.8

出所：中国環境保護総局「中国環境状況報告‘04」／エコノミスト誌（‘07.5.8） 

図表 3 中国 7大水系の汚染状況

0.001マイクロメートル 
トリハロメタン、農薬など 

400億円 
超純水製造など 
付加価値が高い 

穴の径 
分解できるもの 
市場規模 
特長 
 
参入メーカー 

膜の種類 RO膜 UF膜・MF膜 MBR（MF膜や活性炭を応用） 

ダウ・ケミカル（米） 
ハイドラノーティクス（米、日東電工の傘下） 
コーク（米） 
東レ 
東洋紡 
日東電工 

0.01～10マイクロメートル 
ウイルス、バクテリアなど 

120億円 
中東やアジアの 
浄水設備で成長 

ゼノン（カナダ、GEの傘下） 
ノリット（オランダ）、コーク（米） 
ハイドラノーティクス（米、日東電工の傘下） 
東レ 
東洋紡 
旭化成ケミカルズ 
ダイセル化学工業、三菱レイヨン 

1～10マイクロメートル 
活性汚泥 
150億円 

欧州や中東の 
下廃水処理・再利用で成長 

ゼノン（米）、コーク（米） 
USフィルター（米） 
メンコア（豪、シーメンスの傘下） 
東レ 
クボタ 
旭化成ケミカルズ 
三菱レイヨン 

出所：「週刊ダイヤモンド」（‘07.1.27） 

東レは 
すべての 
膜に参入 

図表 4 膜の種類とメーカー
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1 つとして展開を謳ってはいる。しかし、コストの
問題（最も安くて 5 元／トン）と「南水北調」の
からみからその実施は第 11 次 5 カ年計画最終年の
2010 年以降が大部分である。それでも 2010 年まで
に計画されている海水淡水化計画は合計 150 万ト
ン／日と 2006 年末比 10 倍になる。
もう 1 つの水源である廃水の再利用は汚れにく

い PVDF（ポリフッ化ビニリデン）によるMBR膜
が開発されて一気に進んだ。図表 8にMBR装置と
メカニズムを示す。MBR 方式は活性汚泥槽から直
接、中水を取り出すので、沈殿処理、沈殿槽が不
要となり、簡単な構造となる（後述図表 13 参照）。

MBR による廃水再利用は実用化されて日が浅い
が、海外のテキスタイル工場、公共の廃水処理場
などで数千～数万トン／日のものが建設ないしは
運転中である。

＜「南水北調」国家プロジェクト＞

水の大プロジェクトである「南水北調」と計画
検討中の「海水西送」について簡単に触れる。「南
水北調」は『東西に流れる河川 4 本（長江、黄河、
海河、 河）と南北に流れる 3 水路（東、西、中
央の 3 ルート）で南部と北部を調整し、東部と西
部が互いに補充しあう』というもので、三峡ダム
に続く国家大プロジェクトである。その内容は次
の通りである。①長江の水を上流で黄河に流し、
河南省を中心とした黄河中流域の水不足を解消す
る（西ルート）、②長江中部の大支流漢江の水を水
不足が特に心配な北京、河北省に送る（中央ルー
ト）、③長江下流の水を京杭運河を通じて黄河下流
域、山東半島、天津に送る（東ルート）。
供給量 448 億トン／年、水路総延長 3,000km、

建設費用 5,300 億元（約 8 兆円）、すべて完成する
のが 2050 年という超ビッグプロジェクトであり、
黄河流域、河北省、北京の水不足対策の切り札と
して期待度は極めて大きい。西ルートは、手つか
ずの自然の大地であるチベット高原の環境破壊が
心配されており、環境調査、アセスメントが 2030
年頃までかかると見られている。また、この地は
3,000 ～ 5,000m の高地であり、かつ延長 100km に
及ぶトンネル掘削という難工事が予想される。中
央、東ルートは黄河横断に手間取り、計画よりも 2
年遅れて北京には 2010 年、天津には 2012 ～ 13 年
に水が届く予定である（写真 2）。

海水 

殺菌剤＆凝集剤※ スケール防止剤 

ROモジュール 

生産水 

濃縮水 

エネルギー 
回収装置 

高圧 
ポンプ 

安全 
フィルター 

中間 
タンク 

ろ過 
装置 

pH調整剤＆殺菌剤 

還元剤 
バイオファウ 
リング抑制剤 

図表 5 RO海水淡水化システム

出所：東レ（株）水処理パンフレットより

図表 8 MBRとその構造

出所：東レ（株）水処理パンフレットより

中心パイプ 

透過水 

プライン 
シール 

供給水 

供給水 
流路材

 

透過水
 

濃縮水
 

逆浸透
膜 

メッシュ
 

ディス
ペンサ

ー 

図表 6 ROの構造

出所：東レ（株）水処理パンフレットより

図表 7 ROのプラント

出所：東レ（株）水処理パンフレットより
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図表 9 にプロジェクトの概要と進捗状況をまと
めた。中央、東ルートの完成は数年後に迫ったが、
莫大な建設費用とポンプアップ（東ルート、＋
32m）電力代のため、高い水（一説では 7～ 10 元）
になると言われている。また、東ルートでは　河
など、水路につながる河川の汚染が著しく、飲料
用水としては使えなくなる心配がある。

＜「海水西送」＞

「海水西送」は砂漠化防止と砂漠の緑化が関心を
集めていることもあって今年の春頃からしばしば
話題になった。概要は、①渤海の海水を葫芦島付

近からパイプラインで内蒙古シリンホト市まで運
び（3.7 億トン／年）、砂漠の中に海水湖を作る。
②この海水湖からの蒸発により降雨量を増やす。
③現地に豊富にある褐炭のガス化を行い（100億m3、
北京に送る）、余熱で海水を淡水化する。この淡水
は潅漑用に使う。④濃縮海水から塩を作る。とい
うものである。パイプラインの長さ 600km、主要
資金 310 億元と試算されており、地元政府が中心
となって実現の可能性について検討がなされてい
る。

3．水と繊維産業
（1）水と綿花

中国の 2007 年の綿花消費は 1,230 万トンと予想
され、500 万トン強が輸入されることになる。（「紡
織商業週刊」、2007 年第 19 期）。これは全世界生産
量の 1/5 近くになり、綿花の増産は重要課題になる。
中国綿花の生産地は新疆で全中国の 1/3（220 万

トン）を生産した。新疆の土地利用率は 10 ％にも
満たず、水があればいくらでも増産できる。水は
天山山脈の氷河の雪融け水である。現在、水資源
としては綿花栽培を中心に利用し尽くされている。
綿花 1kg を生産するのに 3.6 トンの水を使うが、イ
スラエルで開発された節水潅漑方式では、2.1 トン
の水で済む。これは普通の潅漑方式では水が地中に
しみこまず、地表を流れ去ってしまうためである。
南新疆の節水潅漑の普及率は 85 ％、北新疆では
20 ％程度である。北新疆では普通の潅漑方式で失

海外動向

 東ルート 中央ルート 西ルート 

給水地域 
・黄河下流域 
・山東半島 
・天津 

・北京 
・河北省 

・黄河中流域 
 （河南省） 

給水量（億トン／年） 148 130 170

ルート 
長河下流（都江）→ 台/威海、天津 

（京杭運河を利用） 
漢江（丹江口）→石家庄→北京 チベット高原（長江上流の通天河、 

大渡河、雅龍江）→黄河上流（甘粛省） 

ルート長（水路長） 1,150km 1,000km 850km

工事費 1,000億元 1,300億元 3,000億元 

完成予定時期（当初計画） 
`12̃'13

2010年～（2008年） 2012～2013年 2050年 

進捗状況 
懸念点等 

・京杭運河を利用し32mまでポン
プで揚水する 
・ポンプステｰション､水門は完成 
・流域（特に堆河）の汚染深刻で
飲用として使えなくなる心配が出
てきた 
・2010年に黄河岸に到達予定 

・自然流下方式 
・取水ダム（漢江丹江口ダム）のか
さ上げ工事完成（2007.5） 
・黄河横断工事に手こずり、オリン
ピックに間に合わず 
 この対策として石家庄～北京の
水路を先に完成させ、石家庄、保
定市の水を送る 

・チベットは3,000～5,000mの高
原、バインハル山のトンネルを含
め難工事が予想される 
・チベット高原の環境破壊が懸念
される 
・～2030年まで環境調査、アセス
メントを行う 

出所：政府ホームページ、他資料をもとに筆者作成 

図表 9 「南水北調」プロジェクトの概様と進捗状況

写真 2 「南水北調」東ルート長江取水口の一つ（江都）

出所：筆者撮影
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われる 40 ％の水を利用するか、節水潅漑を普及さ
せることができれば 50 ％以上増産が可能となる。
しかし、地表を流れ去る水は地表面の塩分

10,000ppm 前後を含んだかん水であり、このまま
では綿花が育たない。このかん水は RO 膜を使う
ともとの淡水となる。しかし、新疆の農業用水は
0.1 元／トン、節水潅漑では 0.2 元／トンであり、
膜法ではこのコストは実現できない。現状では増
産のためには時間がかかるが、節水潅漑の普及を
待つしかない。

（2）水と染色産業
＜染色産業の規模＞

中国はもともと国産の綿花を使った紡織大国で
あり、綿生機が主要輸出品であった。この 10 年間
に世界の縫製工場になるにつれてコストダウンの
ために生地の国内調達の傾向が強まり染色業が発
達した。無地染の生産量は 362 億 m（2005 年、図
表 10）、先染、デニム地 48 億 m（2005 年、図表 11）、
プリント生地 430 億 m（2006 年、図表 12）と合計
800 億 m 以上の染色布が生産されている。これら
の生産地は浙江、江蘇、広東、山東、福建の沿岸 5
省であり、これら 5省で全生産量の 9割を占める。
染色業は製鉄や製紙と並んで水を多く使う産業

であり、山東省を除いて水の豊かな地域である。
（山東省は古来綿花産地であり地場産業としてテキ
スタイル産業が発達した。）

＜郷鎮染色メーカーの隆盛と環境汚染＞

綿花の染色は品質（日光堅牢度、洗濯堅牢度、
摩擦堅牢度など）にこだわらなければ比較的簡単
である。縫製産業のニーズに合わせて郷鎮染色会
社が各地で興った。テキスタイル中心地の 1 つで
ある紹興地区は数百社の中小郷鎮染色会社が創業
するに至った。初期の郷鎮企業は、地元農民が地
元鎮政府と一体になって会社を設立、運営する。
自分達の住んでいる村を流れる川から取水し、自
分達の住んでいる川に廃水を流しても誰も問題意
識はない。従って、水に関連する費用（廃水を含
めて）がほとんどかからない。保険負担もなく労
働基準法も全くない格安の人件費を合わせて非常
に儲かるビジネスとなった。紹興の生地マーケッ
トは「世界の軽紡城」になった。
2000 年代になると古い歴史を誇る水郷地帯の風

光明媚な紹興地区はドブ川の流れる、見るも無残
な姿になった。この現象は紹興地区ばかりではな
く、全国各地に発生し、長江中流域の各工場では
直接長江に廃水が排出されていた。

地　域 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 
全国（億m） 159 179 212 252 302 362
5省（億m） 127 147 179 217 265 326
比重（%） （80） （82.4） （84.8） （86.3） （87.7） （89.9） 

出所：中国紡織工業協会統計センター 

図表 10 無地染布生産量推移

 2003年 2004年 2005年 
先染め生地 18 20 23
デ ニ ム 19 22 25

出所：「紡織服装週間」（2006、第32期） 

単位：億m

図表 11 先染め、デニム生産推移

 浙江省 江蘇省 山東省 広東省 福建省 
生産量（億m） 227 60 41 32 29
前年比（%） 8.4 14.9 13.1 12.4 14.7

出所：「国際商報」（’07.3.5） 
（注）全国生産高430億m、上記5省シェア90％ 

図表 12 プリント生地生産高（2006 年）

中国の“繊維力”
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今でもプリント染色業界は製造業の中でワース
ト 2 と報じられている。河川の汚染は全国の問題
として取り上げられ、国は第 10 次 5 カ年計画
（2001 ～ 05）の中で厳しい廃水基準を実行した。
河川への廃水の 1 級基準の徹底、廃水量の凍結
（増やすことができない）などにより染色業のレベ
ルアップ、不良染色会社の淘汰が行われた。
排水基準を実行するために自分で廃水設備を設

置できない会社は、国、省、市が作る廃水処理設
備の整った染色団地への移転、これのできない会
社は閉鎖された。長江上流にある成都、重慶市内
の染色工場はいずれすべて市の作った染色団地へ
移転することになっており、市内から染色工場は
姿を消しつつある。
紹興においては、川からの取水禁止（自来水に

切り換え）、廃水の河川への放流禁止となった。廃
水は下水パイプにより新設された市の 3 カ所の廃
水処理場に集めて処理される。これらの施策によ
り、水コストは 2～ 3 元／m（加工コストの 40 ～
50％）アップし、不良メーカーは廃業に追いこまれ
た。また河川や運河はみちがえるようにきれいに
なり、往年の江南的風情が感じられる土地になっ
た。淘汰された分の注文量は、廃水処理設備の整っ
た優良企業にまわり、これらの企業はここ数年フル
操業を続け、需要に基づく生産量増を吸収している。
このような環境の中で、更に生産量を増やす場

合は廃水量を増やすことができないために節水す
るか廃水を再利用するしかない。処理された廃水
を中水として染釜の洗浄などには広く利用されて
いるが、更に広いところに使う工程水としての利
用は少ない。

観光産業を盛んにするために紹興、杭州などの
多くの都市は、「環境都市宣言」を採るようになっ
た。「環境都市宣言」の要件の 1 つに廃水の 30 ％
以上の再利用がある。したがって、これらの都市
にある企業は廃水 30 ％の再利用が義務づけられ
る。このような事業環境において廃水の再利用ビ
ジネスは、大きな発展が見込まれる。特に有力な
染色会社の廃水再利用は喫緊の課題である。

＜膜による廃水の再利用＞

前述したMF 膜（精密濾過膜）、RO 膜（逆浸透
膜）、MBR（活性汚泥分離膜）を使った廃水再利用
は中国の染色業界にとって強く望まれる技術であ
る。処理コストが現状の水価格（2 ～ 3 元／トン）
と同等以下になれば爆発的に普及すると思われる。
膜を利用した廃水再利用システムを図表 13に示す。
CAS は従来の処理法である。この処理水をMF、

ROを用いて処理するプロセスが CAS ／MF／ RO
方式である。自来水に近い水質が得られる。MBR
方式は活性汚泥槽内に設置した MBR 装置から直
接、中水を取り出す方式であり、MBR ／ RO シス
テムは RO 膜を通じて自来水並みの再生水を作る
ものである。MBR方式は新設の場合に有益であり、
廃水処理設備の設置面積を 1/2 ～ 2/3 にすること
が可能である。染色廃水の膜による再利用のため
には解決すべき問題が残る。染色廃水は染める生
地によって廃水に含まれる化学物質が異なり多岐
に及ぶことと、界面活性剤などの膜を汚し易い物
質が含まれることである。しかし、いずれこれら
の問題は解決され、膜利用による節水技術として
普及される日が近いと予感される。

図表 13 膜による廃水再利用システム

出所：東レ（株）水処理パンフレットより




