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まえがき

1997年12月 1 日から11日まで開催された「気候変動枠組

み条約第 3回締約国会議」（地球温暖化防止京都会議：

COP3）では，二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの

「2008年から2012年」の平均排出量を，1990年のレベルよ

り少なくとも 5％削減することを目標として，同期間の削

減目標が各国ごとに設定された。日本の削減目標は 6％で

あり，水処理分野にとってのエネルギー問題へのアプロー

チは，地球環境面からの取組み，震災など災害発生時の電

力確保，省エネルギーによる経済性の追求などの複合した

取組みといえる。本稿では，水処理分野での地球温暖化防

止に関する富士電機の取組みと今後の展望についてまず述

べる。

水環境問題と合わせて，危機管理も地球環境問題に結び

つく重要な課題である。

1995年 1 月17日に発生した阪神・淡路大震災をはじめと

し，水処理分野における危機として認識されている事項は，

地震による上下水道施設の破損，渇水による給水制限や断

水，水源への油やクリプトスポリジウムなどの異物混入，

水源水質の悪化による異臭味，トリハロメタン発生などの

水道水質悪化などが挙げられる。特に，1996年に埼玉県で

発生したクリプトスポリジウムによる感染症の集団発生は，

残念ながら水質基準を満たしていた水道水が直接の原因と

なったものであり，水道界に大きなショックを与えた。本

稿では，危機管理に関する富士電機の取組みと今後の展望

について次に述べる。

公共事業のコスト縮減は，地球環境問題に結びつく資源

問題とも言える。

1997年 4 月に，政府としての「公共工事コスト縮減対策

に関する行動指針」が策定され，公共投資予算の対前年度

比マイナス 7％や，行動指針を踏まえた諸施策の早急な実

施が定められた。公共事業のコスト縮減は，建設費の低減

のみで達成されるものではなく，施設を維持していく費用，

ならびにその施設の耐用年数が大きく関係してくる。つま

りライフサイクルコストの観点がきわめて重要であり，V

E（Value Engineering）の手法を用いて，最適価値を持っ

たシステムの構築が必要で，ソリューション（課題解決）

技術が大きな役割を果たす。

図１に富士電機の水環境ソリューション技術を示す。ソ

リューション技術は情報通信制御分野に限られたものでは

なく，例えば「最適なコストで地球温暖化防止と危機管理

を目的としてオンサイト電源を設置したい」といったテー

マがあった場合，燃料電池設備を導入するのもソリュー

ション技術である。

本稿では，最適価値を有するシステムの実現にあたって，

富士電機のソリューション技術と今後の展望について最後

に述べる。

地球温暖化防止と水処理システム技術

地球温暖化防止は技術的にはエネルギー問題に帰結する

といっても過言ではない。基本的には，総発電量を増やさ

ずに，増え続ける需要を需要構造の改善（負荷の平準化）

によって賄う必要がある。これはいわゆるゼロエミッショ

ン（人類の営みが生み出す地球環境への負荷を限りなくゼ

ロに近づける）を実現するための重要な施策の一つである。

富士電機は1992年に「富士電機環境保護基本方針」を制

定し，世の中に先駆けて地球環境問題に関する技術開発に

取り組んできた。

２.１ 上水道分野でのゼロエミッションへの取組み

電気事業法の改正により，買電系統とオンサイト系統と

を常時接続して使うための「系統連系ガイドライン」の整

備が進んでいる。

オンサイト電源としては，一般的にはガスタービンや

ディーゼル機関を使用した発電装置が多用されており，富

士電機も多数納入してきた。

最近，水道施設内の未利用エネルギーや広い空間を活用

したオンサイト電源が注目されている。

貯水池と浄水場間の導水に伴う有効落差を活用した小水

力発電に使用される水車には，チューブラ水車やフランシ

地球環境を守る水処理技術の動向と展望
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ス水車がある。この小水力発電は，国の助成措置も整って

おり，資金面でも有利であり，富士電機の納入実績は多い。

ガスタービン発電は，排熱を活用したコージェネレーショ

ンシステムにすることで，総合効率を非常に高めることが

でき，省エネルギーシステムとして優れており，上下水道

分野では先駆的に，富士電機は東京都水道局の東村山浄水

場向けに建設中である。

これからの有望なオンサイト電源に燃料電池がある。燃

料電池は，電池というよりは発電装置で，従来のガスター

ビンやディーゼル機関に比べて発電効率が高く，排熱の利

用を合わせると総合効率を70～80％にまで高めることがで

きる。排ガス中の窒素酸化物も数 ppmときわめて少なく，

地球環境を守るのに優れたエネルギー源である。燃料電池

から得られた直流を，生成次亜装置など直流で稼動する負

荷に適用することにより，AC-DCコンバータが不要とな

り，効率を向上させることができる。富士電機は，オンサ

イト用リン酸形燃料電池を中心に商用化の段階を迎えてお

り，運転継続時間最長の装置では 3万 5,000 時間に達して

いる。

浄水場や給水所は広大なオープンスペースを有しており，

太陽光発電も有望である。水道のエネルギー需要は，夜間

よりも昼間が大きいことから，太陽光発電のメリットを生

かしやすい。反面，天候に左右されるので，商用電源との

系統連系や蓄電池などの付加が必要になってくる。富士電

機は，太陽光発電の上下水道分野への適用においても，積

極的に取り組んでいる。

これらのオンサイト電源はエネルギー対策だけでなく，

後述の危機管理にも密接なかかわりがある。震災など災害

発生時におけるライフラインとしての電力エネルギー確保

の側面も，考えなくてはならない事項である。

２.２ 下水道分野でのゼロエミッションへの取組み

河川水などは水温変動幅が20 ℃前後あるのに対し，下水

処理水は 8～13 ℃程度と変動幅が小さく，気象などの影響

も少ない安定した熱源であるのが特徴である。

都市における社会経済活動により多くのエネルギーが消

費されているが，エネルギーは消滅してしまうものではな

く，より低レベルのエネルギーに変換されていくにすぎな

い。下水処理水の中には，このような低レベルのエネル

ギーが豊富に排出されているが，近年まではこれらの低レ

ベルエネルギーを効率よく利用する技術がなかったため，

未利用エネルギーとも呼ばれていた。最近，熱効率の高い

ヒートポンプの出現により，低レベルエネルギーの利用が

可能となった。

東京都下水道局後楽ポンプ所では，未利用エネルギーで

ある下水を熱源とした地域冷暖房システムが採用され，富

士電機は本施設の監視制御システムを担当し，未利用エネ

ルギーの高度活用に前向きに取り組んでいる。

汚泥処理過程で産出される消化ガスは，都市ガスと同程

度のエネルギーを持っており，消化ガスを燃料とするガス
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図１　富士電機の水環境ソリューション（課題解決）技術
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発電設備と，その排熱を活用するコージェネレーションシ

ステムからの回収熱を利用することにより，きわめて高い

効率運用が可能となるが，今後この分野においても取り組

んでいく所存である。

危機管理と水処理システム技術

水処理におけるさまざまな危機に対する，富士電機のソ

リューション技術を以下に紹介する。

３.１ 電気・監視制御システムの耐震設計技術

1995年 1 月17日に発生した阪神・淡路大震災において，

富士電機が納入した上下水道電気計装設備の被害状況を図

２に示す。致命的損傷はほとんどなく，設備単体の耐震設

計は問題がないといえる。

震災時における電力エネルギー源の確保は重要で，前述

の地球温暖化防止への動きと合わせ，適切なオンサイト電

源の導入は，前向きの取組みである。

阪神・淡路大震災では，地下に埋設された通信線の被害

が，地上の通信線の約1/80にすぎなかったとの報告もある。

さらに震災時，急増する通信量により回線トラフィック密

度がオーバーするような事態も合わせ考えると，後述の下

水道管路を活用した光ファイバネットワークは，危機管理

に対しきわめて有効な施策といえる。

３.２ 渇水による給水制限・断水の最少化技術

安定性の高い水道という観点からは，水需要に対応した

適切な水道水源の確保が重要であるが，水需要のひっ迫し

た地域においては，限られた水資源の効率的な活用，なら

びに節水対策が必要である。これを実現する手段として，

コンピュータ制御技術を応用した水運用制御技術がある。

本システムが具体的効果を発揮した事例としては，松山

市公営企業局に納入した水圧調整システムがある。1994年

の異常渇水時，給水量の75％に相当する地区を網羅してい

るコンピュータの自動制御により，時間給水制限の制水弁

開閉作業時間を大幅に削減できたとの報告が，同年松山市

で開催された電気学会の公共施設技術委員会シンポジウム

にて報告されている。

本システムの中心になるのが管網解析システムであり，

オープン監視制御システム FAINS-AXシリーズやオープ

ン監視ロガー LOGACEシリーズと連携運用可能な，パー

ソナルコンピュータ（パソコン）による管網解析システム

を富士電機は開発した。

３.３ 水源水質悪化・異物混入に対する対応技術

水源水質悪化やクリプトスポリジウムに対応する技術は

次章で述べる。

水道原水の安全性を確認するために，一般的には水道原

水で魚を飼育し，その挙動を監視して異常の有無を判断す

ることが多い。しかし魚の挙動監視を自動化することは困

難である。

富士電機が開発した水質安全モニタは，急性毒物に対し

きわめて感受性が高い硝化菌を使い，バイオ技術を活用し

て水中の急性毒物を迅速に自動的に検出するモニタリング

装置である。

水質安全モニタと，FAINS-AXシリーズや LOGACE

シリーズを組み合わせることにより，高度な監視制御シス

テムの構築が可能となる。

３.４ 局地的集中豪雨への対応技術

市街地における浸水を防止するためには，浸透性舗装や

雨水の貯留施設の設置を行うとともに，降雨情報をより早

く，より正確に収集し，下水処理場における流入量を予測

して，雨水ポンプの運転を的確に行うことである。

レーダ雨量計を設置する方法もあるが，富士電機は気象

庁の雨量情報を活用した，パソコンによる安価な降雨情報

システムを開発した。

安心できる水と水処理システム技術

クリプトスポリジウムは，宿主内においてのみ分裂増殖

し，外界ではクリプトスポリジウムオーシストとなって，

二重の層構造からなるオーシスト壁に守られている。した

がって，外界では分裂増殖することもせず，各種の消毒剤

に対してきわめて強い抵抗性を示す。クリプトスポリジウ

ムオーシストが小さく，外界で増殖しないことが検出作業

を困難にしている。

このため，厚生省は1996年10月「水道におけるクリプト

スポリジウム暫定対策指針」を策定した。そのなかで，

過池出口での濁度を 0.1 度以下に保つことが要請されてい

る。

富士電機は，濁度 0.01 度以下までを検出可能とする高
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図２　富士電機が納入した上下水道電気計装設備の阪神・淡路

大震災における被害状況
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感度濁度計を開発し，クリプトスポリジウムオーシストの

検出対応に寄与している。

水処理においては，病原体に対しては取り除くか，不活

化するかによって対処する。除去に関しては，膜法が有望

であり，不活化に関しては消毒抵抗性の高い微生物に対し

て汎用性のあるオゾン処理が有望である。クリプトスポリ

ジウムオーシストの塩素抵抗性は大腸菌の24万倍で，通常

の水道で行っている塩素消毒レベルでは，クリプトスポリ

ジウムオーシストの不活化は，ほとんど期待できない。

オゾン処理によれば，99％不活化するためには 2.25

mg/L のオゾンに 8分間接触させればよい。これが通常用

いられている塩素だと，同じレベルの不活化を達成するに

は，80mg/L で 2 時間もの接触時間が必要となる。

1993年にアメリカのミルウォーキーで発生したクリプト

スポリジウム汚染は世界最大規模で，40万人が感染し，400

人以上が死亡するに至った。この後，ミルウォーキーでは，

消毒方法をオゾンに変える方向で進んでいる。

富士電機は，このような課題に対し，高効率なオゾン処

理システムを開発した。オゾン処理は，クリプトスポリジ

ウムオーシストに対する有望な不活化消毒剤だけでなく，

かび臭物質の分解や色度成分の分解に優れた効果を発揮す

る。また，塩素注入前のオゾン注入により，トリハロメタ

ン前駆物質の分解および塩素注入量の削減が可能となり，

有機塩素化合物の生成を抑制できる。

富士電機は，この高度処理システムと膜処理技術を組み

合わせた，きわめて危機管理に強い高度浄水技術に取り組

んでいく所存である。

コスト縮減への取組み

５.１ コスト縮減と監視制御システムのオープン化

コスト縮減は公共事業の緊急テーマである。水処理設備

のコストは，建設・維持管理および次世代へのリニューア

ル（更新）までを総コストとして考え，そのうえでコスト

縮減に取り組むべきである。

現状は建設時のコスト（イニシャルコスト）のみが議論

されがちであるが，コンピュータなど先端技術を活用した

監視制御システムを例に，以下に述べる技術面の対策や保

全（アウトソーシングによるメーカー保守など），および

リニューアルへの過程までを含めてシステム・機種を選択

することが「VE」であり，真のコスト縮減への取組みと

いえよう。

昨今，パソコンの急速な普及は，情報処理技術のフラッ

ト化を招き，監視制御システムの中に蓄えられているデー

タを自分のパソコンに自由に引き出し，自由な形で活用し

たいといったエンドユーザーコンピューティングの要求を

生み出した。

しかし，その反面，監視制御システムにユーザーが手を

加えても，メーカーは品質保証をしなくてはならないとい

う，矛盾した要求でもあった。

この互いに矛盾した要求にこたえたのがオープン化であ

る。

富士電機は，新オープン分散監視制御システムFAINS-

AXシリーズやオープン監視ロガー LOGACEシリーズを

開発した。

本シリーズは信頼性のある専用機技術と，世の中に普及

した汎用機技術とを融合し，ユーザーの要求に合った適正

なシステムを，適正なコストでの提供を可能とした。

５.２ 情報通信制御技術とソリューション

建設省では1997年 7 月に「建設省情報通信ネットワーク

ビジョン」を策定した。このビジョンでは，下水道・道

路・河川に管理用光ファイバネットワークを情報通信イン

フラストラクチャとして整備する方針である。このうち下

水道管路を活用した光ファイバネットワークは，2001年ま

でに約 1万 km，2010年までに10 万kmを整備する計画で

ある。

このような下水道光ファイバネットワーク計画に対し，

富士電機は LAN技術や光伝送技術をベースに，危機管理

に対応した設備の遠隔管理，予防保全を実現するリモート

メンテナンスシステムへと応用範囲を広げ，事業体の建設

から維持管理までの全過程を，最少のコストで実現できる

ソリューション技術を提供していく所存である。

エンジニアリング・施工・品質管理技術

６.１ 企業内CALSのプラント品手配システム

これからの企業経営，エンジニアリング業務においては，

グループ全体のビジネスプロセスを対象とした，業務変革

が求められている。

このため，グループ内の情報共有化を最大目標とし，受

注生産品のFQCD（機能・品質・コスト・納期）の向上，

および間接部門の効率化を狙いとした，全社基幹システム

（ACTION）が構築された。ACTION は，受注決裁・受

注・手配・売上げ・進捗（しんちょく）管理を行うシステ

ムである。

富士電機はエンジニアリング情報の共有化を，社内だけ

でなく，現地建設事務所との間でも行っており，関連事業

部門・会社との間で，業務変革の手段として情報共有化を

推進中である。

６.２ ISO14000への取組み

上下水道事業は，その目的から見ても，最も環境に配慮

した事業といえる。水道事業の環境への影響は，使用する

電力の発電に伴う地球温暖化ガス発生，発生汚泥などの処

理に伴う土壌汚染，建設工事に伴う土壌汚染・騒音などが

ある。

ISO14000 シリーズの中核となる ISO14001 は，組織

（企業など）の活動および提供する製品やサービスが，環

境に与える負荷を常に低減するように配慮し，継続的改善

を続けるための組織的な仕組み，すなわち環境マネジメン

トシステムに対する要求事項を述べた規格である。
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企業活動は地域社会と良好な関係を維持し，省資源，省

エネルギー，リサイクルを行うことが必要であり，ISO

14001 は，その手段として優れている。富士電機は事業所

ごとに ISO14001 の認承取得をしている。

６.３ ISO9000への取組み

ISO9000 シリーズ規格は，製品およびサービスの供給者

が制定し，実践すべき品質システムに関する一連の国際規

程・手引きとして制定され，全世界に普及しつつある。

ISO9000 シリーズの中核となる ISO9001 は，設計・開

発・調査・製造・製品の検査・据付け，および付帯サービ

スにおける品質保証モデルである。

水道事業においても，新しい技術的な展開やコスト縮減

が期待されている今日において，ISO9001 の規程にのっ

とった業務手順は重要である。ISO9001 を認承取得した企

業において生産・サービス提供を受けた製品は，一定レベ

ルの品質が保証され，発注者側のメリットは大きい。

富士電機は事業所ごとに ISO9001 の認承取得をしてお

り，認承取得を受けた工場で生産を行っている。

あとがき

上下水道事業は，地域環境や生活環境に密接なかかわり

を持つと同時に，社会的使命を負っている。また，社会の

変化やニーズに迅速に対応できる事業体質も求められる。

富士電機は今後も，社会のニーズを先取りした水処理プ

ラント制御技術とシステム技術によって，21世紀に向け上

下水道システムの発展に寄与していく所存である。

本特集号を発刊するにあたり，上下水道界各位に誌上を

借りて，厚くお礼を申し上げるとともに，今後のご指導・

ご支援をお願いする次第である。
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