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水環境システム

　国際的な専門家でつくる気候変動に関する政府間パネル

IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change）は

第 4次評価報告書をまとめ，地球温暖化の影響についてき

わめて深刻な未来を突きつけた。この報告を裏付けるよう

に，日本国内だけでなく地球的規模の異常気象が観測され

ている。また，急激な経済発展を遂げる中国，東南アジア，

ロシア諸国では，深刻な環境破壊が進み，“水”のライフ

ラインは質・量ともに危機にひんしている。

　このような状況の中，2007年 4月，富士電機システム

ズ株式会社は水処理システムならびに環境システム事業を

分離・独立させ，富士電機水環境システムズ株式会社を設
立した。安定的かつ安全な水環境の保全と，それに付随す

る資源・エネルギー問題の解決などに主眼を置き，高度か

つ特徴のある技術で最適ソリューションを提供することを

経営理念とし，上水・下水処理およびごみ処理などの電
気計装設備ならびにオゾナイザなどの製造販売・設計・施
工・メンテナンスなどに取り組んでいる。

　富士電機の水環境ブランド「GENESEED」（ジェネシー

ド）は，差別化されたシステム，ソリューション，サービ

ス商品を提供している。長年の水処理プラントの経験，技
術を結集した水処理ライブラリを搭載した GENESEED
監視制御システムはすでに多くの上下水道分野で活躍して

おり，東京都水道局東村山浄水場向け大規模中央監視制御
システム，東京都下水道局向けとしては霞が関地区のヒー

トアイランド対策用再生水送水システムなどが稼動してい

る。長期耐用設計，水処理向け耐環境性に優れたプログラ

マブルコントローラ（PLC）「SAPPHIRUS」（サフィルス），

中小規模向け監視制御システム「EXIONSTAR」（エクシ

オンスター）も着実に実績を積み重ねている。

　また，CO2削減，省エネルギーを実現する高速潮流計算
手法 BFS（Back Forward Sweep）による省エネルギー

シミュレータや水運用計画システム，下水道処理場機能評
価システム（PET：Performance Evaluation System）な

どの先進技術で最適なソリューション商品を提供できる。

　上下水道向け電気，エネルギー分野では，省エネルギー

に寄与する環境保全型の電気設備向けコンポーネント，太
陽光発電，燃料電池，小水力発電などの創エネルギー製品
を提供し，温室効果ガスである CO2削減の計画から建設，

運用に取り組んでいる。

　富士電機は，従来から特徴ある水質計群を提供しており，

その一つであるトリハロメタン計は初期コストだけでなく

ランニンングコストをも抑え，LCC（Life Cycle Cost）全
体の最適化を図ってリニューアルした。また，上水で実績
のある水質安全モニタの下水道分野の適用や，次世代イン

テリジェント水質計群による凝集制御，最適薬注制御など

新しい水処理制御システムの開発を進め，処理場の省人化，

省エネルギー化，薬品削減に貢献していく所存である。

　環境システム分野においては，海外の浄水場向けオゾン

設備への導入が好調である。2008年の北京オリンピック

開催を控える中国の選手村向けの膜オゾン小型高度処理シ

ステムに富士電機のオゾナイザが採用されるなど，世界で

より安全でおいしい水の供給への貢献が期待されている。

　中小下水処理場を対象として，担体充てん型高速メタン

発酵技術を日本下水道事業団と共同で開発を進めており，

汚泥削減による経費削減と，エネルギー回収を狙っている。

　近年，さまざまな産業分野で排水の再利用が進んでいる。

富士電機も飲料・食品分野向けを中心にMBR（膜分離活
性汚泥処理）設備や RO（逆浸透膜）設備を使った排水処
理，再利用システムを提供している。2007年 9月からは

カゴメラビオ株式会社の名古屋飲料工場向けシステムが立
ち上がり稼動している。

　富士電機は，これら各分野における多くの実績を踏ま

え，トータルな水処理，環境の上下水道施設向けのシステ

ム・ソリューション・サービスを包括的に統合した水環境
向けトータルソリューションを最大の強みとしている。そ

の一例として，2007年 10月には PFI（Private Finance 
Initiative）による千葉県水道局のちば野菊の里浄水場の

排水処理施設の運営を開始した。

　今後は水環境分野のトップランナーとして，業種の垣根
を越え，邁進（まいしん）していく所存である。
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　浄水場排水処理施設サイフォン式ろ過濃縮装置

　オゾン処理システムの海外展開

　飲料製造工場向けMBR処理プラント

図１　サイフォン式ろ過濃縮装置　　　　　　　　

図2　高効率・高濃度オゾナイザ

図3　MBR処理プラント

　ちば野菊の里浄水場排水処理施設は，新設であるちば野
菊の里浄水場のスラッジと，既設の栗山浄水場のスラッジ

をそれぞれ受け入れ，濃縮設備で濃縮後，脱水設備で脱水
処理する施設である。本施設は PFI事業（BTO方式）で

建設され，2007年 10月から運用が開始されている。サイ

フォン式ろ過濃縮装置は，サイフォン力を利用し，高性能
なろ過板でスラッジをろ過濃縮するため，動力をほとんど

用いずにスラッジを高濃度に濃縮することができる。この

装置の導入により以下を実現している。

　①栗山浄水場の低濃度スラッジを濃縮することで，脱水
設備の負荷が軽減され，排水処理が安定する。②脱水設備
がコンパクトになり建設費が低減されている。③サイフォ

ン式のため消費電力が少なく，脱水設備もコンパクトにな

ることで，運転コストが低減されている。

　水資源の安全性への対策として，近年オゾン設備の導入
が世界規模で拡大している。富士電機は，酸素原料オゾナ

イザ「FWXシリーズ」を中心にオゾン処理システムを海
外市場へ積極的に展開している。

　オゾナイザ FWXシリーズは，高圧電極および接地電極
の両面を直接水冷する独自技術のギャップ加工精度の優れ

た発生管を採用し，高効率で高濃度のオゾンを発生可能と

した。

　2007年度は中国・杭州地区の 1か所，またカナダ・オ

ンタリオ地区の 2か所の浄水場へ，主に消毒，脱臭などを

目的としたオゾン設備を納入した。オゾン発生量はそれぞ

れ 40，90，53 kg-O3/時であり，大規模浄水場向けに大容
量かつコンパクトな設計となっている。現在運用開始に向
け試運転調整が進められている。

　カゴメラビオ株式会社新設飲料製造工場からの排水
を処理する設備にMBR（膜分離活性汚泥法）が採用さ

れ，2007年 9月から実稼動を開始した。排水量 200m3/日，

ばっき槽の活性汚泥濃度を 8,000mg/L以上に管理し，処
理水の BOD（生物化学的酸素要求量）を 20mg/L以下，

そのほか T-N・T-Pを規制値以下に処理している。

　MBRプラントは活性汚泥中に浸漬したMF（精密ろ過）

膜で処理水と汚泥を分離して処理を行うシステムである。

汚泥を溢流（いつりゅう）させずに良好な水質の処理水を

安定的に得ることができる。特徴は次のとおりである。

　①液分離を膜で行うため，沈殿槽は不要である。②活性
汚泥濃度を高くでき，活性汚泥槽を小型にできる。③ SS
（懸濁物質），大腸菌類がない処理水が得られる。④汚泥性
状によらず膜による固液分離で維持管理が容易である。

水環境システム

膜ユニット
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　高温高速メタン発酵によるエネルギー回収技術

　環境水中PPCPsの処理技術

　水環境監視制御システム

図4　メタン発酵パイロットプラント

図5　下水処理場内PPCPs処理実験プラント
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図6　水環境監視制御システムの構成

　2007年 4月から，富士電機は日本下水道事業団と共同
で中小規模処理場を対象とした下水汚泥などからのエネル

ギー回収技術の研究開発を行っている。この研究では，従
来の汚泥消化技術に比べ 1/5〜 1/10のコンパクトな発酵
槽（滞留日数 4日）でありながら，分解率 70%以上，ガ

ス発生量 650Nm3/t-VS以上を達成することを目標として

いる。この目標値達成のため，担体充てん型の高温高速メ

タン発酵技術を適用した研究を進めている。

　すでに，基礎検討において安定発酵と目標を達成でき

る発酵条件をおおむね確立し，現在 0.65m3/日規模のパイ

ロットプラントを実下水汚泥で運転して性能を確認中であ

る。2008年 4月からは，パイロットプラントを下水処理
場に移設し，実証運転を行うことにより，下水汚泥などか

らのエネルギー回収技術を確立する予定である。

　近年，水環境から医薬品や日用品などに由来する多様な

化学物質（PPCPs）の検出が報告され，新たな環境汚染
物質として注目されている。富士電機は PPCPsの主要な

排出源である下水処理水中の存在濃度の測定や，オゾン処
理，および促進酸化処理（オゾン＋紫外線，オゾン＋過酸
化水素）による物理化学的な処理手法の開発を進めている。

下水処理水からは抗生物質や解熱鎮痛剤など 41種類の医
薬品が数 ng/L〜 1,000 ng/Lの濃度で検出されたが，医薬
品の多くはオゾン単独処理，オゾン注入率 6mg/Lといっ

た標準的な処理条件で速やかに分解されることが示された。

また，一部の難分解性物質については促進酸化処理の効果
が確認された。今後は所要エネルギーの削減を図り，下水
再利用プロセスへのオゾン処理適用を進めていく予定であ

る。

　PLCと工業用パソコンをベースにして，水環境向けパッ

ケージを標準搭載した水環境監視制御システムを開発した。

本システムは，長年富士電機が培った水環境制御技術と水
環境専用に開発したハードウェアによって，高品質のシス

テムを実現している。主な特徴は次のとおりである。

（1）　信頼性：さまざまな水環境ソリューションに対応可能
な標準パッケージの搭載と二重化技術の改善により，さ

らに信頼性が高いシステムを実現した。

（2）　対環境性：水処理設備の悪環境にも適用可能であると

ともに，省電力に配慮したハードウェア構成とした。

（3）　保守性：汎用製品に比べて長期保守が可能なハード

ウェア製品を採用している。

（4）　ソフトウェアの継承性：国際規格である IEC61131-3
を採用している。

水環境システム
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　需要予測・送配水計画パッケージソフトウェア

アプリ
ケーション

アドバンスト
サーバ

OS：Operator Station
ES：Engineering Station

Industrial Ethernet

ＯＳ
クライアント

アーカイブ
サーバ

ES

コント
ローラ

コント
ローラ

ＯＳ
サーバ

帳票
サーバ

需要予測機能
■リアルタイムデータを取り込んだ
　定周期の需要予測計算
■予測結果のグラフ・プラント画面表示
送水計画機能
■最適送水計画演算，結果の表示
（ポンプ起動停止回数最小化，
　省エネルギー化，ピーク電力カット，
　送水流量変動最小化）
■演算結果による運転支援・自動制御

　発電機連系電力変換装置（PCS）

　「GENESEED」監視制御システムの製品管理

図7　需要予測・送配水計画適用システムの構成例

図8　電力変換装置「PCS8000」

図9　「GENESEED service」納入システム台帳の例

　浄水場では浄水の安定，安全な供給が要求される。この

要求に応えるものとして需要予測，送配水計画がある。富
士電機は，これまで多くの浄水場にこれらの演算制御パッ

ケージを納入してきている。

　今回，水処理向け新監視制御シ ス テ ム で あ る

「GENESEED監視制御システム」に搭載するソフトウェ

アとして，さらに需要予測精度を向上させた需要予測パッ

ケージ，およびポンプの起動停止回数の最小化，省エネル

ギー化，ピーク電力のカット，送水水量変動の最小化を考
慮した送配水計画パッケージを開発した。

　需要予測演算は構造化ニューラルネット技術を応用し，

送配水計画演算は PSO（Particle Swarm Optimization）
技術を応用した。

　上下水道施設においては安定稼動が求められており，受
電系統の停電に備えて非常用発電機，電力平準化の目的で

電力貯蔵装置の設置も増えている。従来の電力変換装置の

欠点は，受電系統が停電するといったん停止することであ

り，その後自立運転に切り替わる。連続運転を求められる

重要負荷がいったん停止する。富士電機では，電源系統が

停電しても，電源系統から即時に解列し，自立運転に入る

電力変換装置「PCS8000」を開発した。無瞬断で二次電池
に貯蔵したエネルギーを連続的に負荷へ供給し，電源が復
電時もしくは非常用発電機が起動し復電した場合，停止す

ることなく電源と同期を取りながら連系運転に切り替わる。

電力貯蔵装置としての負荷平準化機能に無瞬断供給機能を

付加したシステムにより水処理施設の電源の信頼性を向上
させることができる。

　「GENESEED」監視制御システムは，さまざまなコン

ポーネント，パッケージソフトウェア，ライセンス，汎用
ソフトウェアで構築される。このような多岐にわたる製品
から，製品トレーサビリティに必要な情報を抽出し納入機
場ごとに製品管理を行う製品管理システムを構築した。こ

のシステムは，「いつどこで生産された製品なのか把握で

きる仕組みをつくる」ことを目的とし，その効果は，①履
歴管理，②追跡照会したのち追跡情報の有効活用，③最適
な増設と更新の計画，④迅速な障害対応による事故製品回
収の期間短縮であり，製品型式ごとのシステム版数，ライ

センス番号を全件管理している。さらに，富士電機 24時
間コールセンターの保全情報提供サービス「F Mains」メ

ニューの一つとして，「GENESEED system」納入機場に

おける製品情報が一目で把握できる。

水環境システム

関連論文：富士時報 2007.3 p.166-169
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　上水・温泉原水施設集中監視システム

簡易型
監視制御装置
（点検用）

テレメータ親局
（二重化）

各ポンプ所・配水池既設テレメータ子局

公衆
回線将来

ルータ

現場などから監視および
データの参照が可能

情報
LAN

帳票
印刷用
プリンタ

データ
管理用
サーバ

Web用 LAN

ルータ
（ファイア
　ウォール）

監視制御
装置

グラフィックパネル盤

コントローラ盤
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TC LAN
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コピー用
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監視・帳票
管理用
パソコン

Web監視用
サーバ監視・帳票

管理用
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　下水処理施設向けりん酸形燃料電池

　東京都水道局東村山浄水場向け太陽光発電設備

図10　箱根水道営業所集中監視システムの構成

図11　100kW燃料電池4台の設置状況

図12　ろ過池上の覆がいおよび太陽電池の設置例

　富士電機は神奈川県箱根管内に散在する 24か所の上水
施設（水源池，ポンプ所，配水池）および 4か所の温泉原
水施設を集中監視するシステムを納入し稼動させた。

　このシステムの特徴は次のとおりである。

（1）　主要装置はすべて二重化構成とし，装置ごとに 24時
間連続安定稼動を可能とする無停電電源装置（UPS）を

装備し，システムの信頼性が高い。

（2）　パソコン風な操作手順により監視操作性を向上させた。

（3）　このシステム稼動以前の過去の帳票をデータ管理用
サーバに継承しており，Excelで活用し業務の効率化を

実現している。

（4）　セキュリティの高いWeb監視用サーバを導入し，将
来的には場外施設からのプラント全体監視も可能である。

　下水処理施設から発生する消化ガスの主成分であるメ

タン（CH4）は，二酸化炭素（CO2）の 21倍の温室効果が

あり，亜酸化窒素（N2O）と合わせて下水道事業者を環境
保全の面で悩ませている。余剰消化ガスの有効利用施策
として，分流式の流入汚泥の均一性により安定した発電
出力を可能とさせた消化ガス発電の適用では，国内最大級

（400 kW）のりん酸形燃料電池発電システムを 2007年 3
月に熊本北部浄化センターに納入し，稼動させた。設備の

概要は次のとおりである。

（1）　りん酸形燃料電池：100 kW× 4台
（2）　年間発電電力量：300万 kWh（施設需要電力の約
50%）

（3）　CO2削減効果：約 2,000 t/年

　富士電機は，東京都水道局東村山浄水場向け太陽光発電
設備を 2007年 1月に納入した。ろ過池への異物混入を防
ぐために，設置されたふたとなる可動式の“覆がい”上
部を有効利用して太陽光発電設備を設置したもので，発電
能力は，出力容量 1,200 kWを有している。発電された電
気はパワーコンディショナで直流から交流に変換し，変圧
器により 210Vから 3,300Vまで昇圧され，浄水場内の各
設備に供給される。主な設備構成は太陽電池モジュール

（180W/枚）7,056枚，パワーコンディショナ（100 kW/台）

12台，昇圧用変圧器（750 kVA，300 kVA）2台である。

　また，この設備の監視システムでは運転，故障状態の詳
細監視および稼動状態を管理するためにトレンド，帳票作
成を行っている。

水環境システム


