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〈上下水道分野〉

1997年は，気候変動枠組み条約第 3回締約国会議（京都

会議 COP3）をはじめとした地球環境問題がクローズアッ

プされた年であった。富士電機は，水環境改善への取組み

を筆頭に，エネルギー問題への取組みも積極的に行った。

上下水道共通の成果として，次があげられる。

クリーンエネルギーの取組みとして，国内で初めて下

水処理場に納入した 22kW太陽光発電システムが実用運

転に入った。

コージェネレーションシステムでは，水道用として国

内初の 2×1,500 kW発電装置が工場製作を完了した。

省エネルギー対策として，IGBT PWMコンバータを

採用した高調波レスVVVF装置を900 kWまで拡充した。

高調波抑制策として，アクティブフィルタを2,400

kVAまで拡大した。さらに，計算ソフトウェアをはじ

め高調波対策の最適計画支援システムを構築した。

上水道分野では，厚生省の調査によりクリプトスポリジ

ウムやジアルビアの病原性微生物の危険性が注目されたり，

アルミニウムの過剰摂取問題などに関心が寄せられ，「安

全な水」がクローズアップされた。

クリプトスポリジウムの厚生省暫定指針に沿った，低

濁度管理（0.1mg/L 以下）ができる高感度濁度計を多

数納入した。

発がん性物質であるトリハロメタンの測定計を埼玉県

企業局の 4か所の浄水場をはじめ，納入実績を伸ばした。

高度維持管理面では，大形マルチスクリーン，マルチ

メディア伝送を用いた総合監視システムを完成させた。

下水道分野では，「第 8次下水道整備 5箇年計画」がス

タートした。また，下水道法の改正により，下水道管きょ

内の光ファイバが多目的に使用可能となり，光ファイバ

ネットワーク化が加速された。富士電機は，マルチメディ

ア技術を積極的に適用したシステムの開発や，処理場・ポ

ンプ場に多数の電気・計装・情報処理システムを納入した。

以下に主要成果をあげる。

下水道管きょ内光ファイバケーブルにより，マルチメ

ディア技術を適用した大規模無人ポンプ所向け監視制御

システムを完成，納入した。

雨水排水施設の運転支援システムとして，（財）気象業

務支援センターが配信するレーダ系気象情報を基に降雨

状況表示および予測を行う降雨情報システムを開発した。

小規模処理方式関連として，高度処理対応の 2槽式間

欠ばっ気法の改良による処理時間の短縮や，回分式運転

支援システムを開発した。

上水高度処理分野の建設は順調に進められ，大阪府寝屋

川市のオゾン処理設備を納入・稼動させたほか，新たに大

阪市の柴島浄水場上系のオゾン処理設備および高度処理の

監視制御設備を一括受注した。

一方，海外では上水にも高濃度オゾンの適用が盛んで，

富士電機は FWXシリーズ高濃度オゾナイザをアメリカな

ど海外向けに 4台受注した。また，下水や農集落排水分野

へもオゾン脱臭の適用が増加しており，今後が期待される。

〈社会システム分野〉

富士電機は，社会システムを形成するインフラストラク

チャを次の 6分野としてとらえている。

エネルギー・資源（電気・ガス・熱供給，新エネル

ギー）

都市空間（都市計画，共同溝，駐車場ほか）

自然・環境（下水道，廃棄物処理，大気・水質監視）

文化・厚生施設（学校，研究所，病院，リゾート施設）

交通・物流（道路，トンネル，港湾，空港，卸売市場）

通信・情報（防災情報システム，広域施設管理）

これらの分野の中核をなすのが情報関連事業であり，施

設管理システムとしての SOINS をさらに充実させたこと

をはじめ，道路の高度な管理要求に対応して情報処理装置

や車両判別装置の機能充実を図った。また，最近の地球環

境問題への配慮から，環境分野ではごみ焼却管理設備，空

缶リサイクルシステム，新エネルギー分野では太陽光発電

装置，新形電池用無停電電源装置などを納入している。
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下水道設備の監視制御システムは，運転管理の高効率

化・高度化を背景に大きな転換期を迎えつつある。従来の

データ中心の監視制御手法に加え，マルチメディア技術を

適用することによりプラント監視の世界に，五感を生かす

システムの構築を行った。

富士電機では，ATM（非同期通信モード）装置と光ファ

イバに代表される「ネットワーク技術」および大形マルチ

スクリーン，携帯端末，構内 PHS などの「マルチメディ

ア技術」を応用し，臨場感を出した大規模ポンプ所の無人

化監視制御システムを実現し，複数の機場に納入した。こ

れらに加え，メカトロニクス技術（点検ロボット），予防

保全技術（保守・保全データベース）などの応用も進め，

次世代監視制御システムのメニューのさらなる充実をめざ

す。
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大規模無人ポンプ所向け監視制御システム

愛媛県大三島町宮浦浄化センター太陽光発電システム

埼玉県企業局納入トリハロメタン計
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図１　大規模ポンプ所の無人化監視システム

愛媛県大三島町宮浦浄化センターに国内の下水道施設と

しては初めての太陽光発電システムを導入した。このシス

テムは，太陽電池で発電した直流電力を集電箱にまとめ，

かくはんばっ気装置用のインバータに直流入力する。なお，

夜間や悪天候時など太陽電池の発電量が低下した場合は商

用電力から供給される。このシステムの特長は，系統連系

を行わず，複雑な保護回路をなくし，シンプルなシステム

となっている点である。太陽光発電システムの概要は次の

とおりである。

™容　量： 21.8 kW

™モジュール最大出力： 90.9W

™モジュール数： 240 個

™電池種別：単結晶形シリコン太陽電池

図２　宮浦浄化センターの太陽光発電システム

安全でおいしい水の供給に向けて水道水中のトリハロメ

タン（THM）が注目されている。THMは，浄水場の消

毒設備で原水のフミン物質と塩素とが結合して生成され，

発がん性を有すること，浄水場以降の送配水過程において

も生成量が増加することから，水道事業体ではその低減化

対策が大きな課題となっている。富士電機は，埼玉県企業

局水道用水供給事業の全浄水場（4か所）に THM計を納

入した。THM計の設置により，従来の試料採取・高度分

析機材の設置および水質分析専門知識を不要とし，刻々変

化する THMの挙動監視を自動化した。さらに，THM低

減用の活性炭の過剰注入を抑制し，運転管理費の低減化を

図った。THM計は安全水質を確保する面で貢献している。

図３　埼玉県企業局納入トリハロメタン計
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群馬県公社総合ビルに設けられた管理センターから，渋

川工業用水と東毛工業用水の 2機場をマルチメディア技術

を適用した遠方監視制御装置により集中監視制御を行うシ

ステムを受注した。特長は次のとおりである。

浄水場の ITV画像データ系と監視制御データ系をマ

ルチメディア伝送装置により多重化し，常用回線（高速

ディジタル回線 128 kビット/秒）にて伝送

常用回線の故障時には，予備回線（INSネット64）に

切り換える回線二重化方式により高信頼性を実現

大形液晶ディスプレイに監視制御画面，ITV画像を

表示することにより監視制御の容易さを実現

運用支援機能として水運用ワークステーション（WS），

操作ガイダンスWS，管理用WSを設置
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群馬県企業局向け工業用水統合監視システム

開放形低周波帯低騒音電動機

降雨情報システム
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図４　群馬県企業局向け工業用水統合監視システム

上下水道プラント分野で使用される電動機は，設置場所

の環境によって非常に厳しい騒音規制を受ける。電動機の

低騒音対策としては全閉内冷構造を採用するのが最も有効

であるが，維持管理や経済性の関係で開放形や全閉外扇形

での低騒音対策も求められている。特に低周波域は，建物

による遮音が難しいため電動機側での対策が重要となる。

今回，開放形をベースに，最適スロット・ファンの採用

による発生音低減対策や，特殊サイレンサの取付け・フ

レームサイドカバーの板厚による消音・遮音対策を施すこ

とにより，次のような超低騒音電動機（6極 350 kWかご

形，6極250 kW巻線形）を製作し多数納入した。

合成騒音値：75 dB（A）以下

低周波域（63Hz 帯）騒音レベル：54 dB 以下（2）

（1）

図５　開放形低周波帯低騒音電動機

近年の都市部においてはその都市化の進展がもたらす雨

水不浸透域の拡大により雨水流入量変化が急しゅん化し，

雨水排水施設の運転は一層困難さを増している。この問題

を解決する一助として，一部の大都市ではレーダ雨量計を

設置し効果をあげているが，その建設には多大な費用を要

している。富士電機では，（財）気象業務支援センターが配

信するレーダ系気象情報を基に降雨予測を行うパソコン適

用の降雨情報システムを開発した。その機能概要は次のと

おりである。

（財）気象業務支援センターの情報を基に地図上への現

時刻の降雨状況表示および降雨履歴の再生

地上雨量計の計測雨量を上記に加味した降雨補正演算

現状までの降雨履歴を基に移流モデルを用いた降雨域

の移動，変形および強度変化予測

（3）

（2）

（1）

図６　降雨状況表示画面例
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半導体変換装置が発生する高調波の電力系統に与える影

響が無視できなくなり，1994年 9 月30日に通商産業省から

通達された「高調波抑制対策ガイドライン」により抑制対

策を講じることが義務づけられた。パワートランジスタ式

VVVF装置は小形で経済的であることから普及が著しい

が，高調波含有率が高く特に大容量機では高調波対策が複

雑となる場合があり，装置自体での高調波低減化が求めら

れている。富士電機では，正弦波PWM方式コンバータを

使用した高調波レス VVVFの容量系列をポンプ用で 900

kWまで拡充した。特長は次のとおりである。

450 kW用を 2並列として二巻線電動機で結合する。

電動機にセンサを取り付け，回転数・磁極位置を検出

し，インバータの並列運転を制御する。

（2）

（1）
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上下水道

大容量高調波レスVVVF装置

高調波抑制システム

高濃度オゾン発生装置

図７　大容量高調波レスVVVF装置

1994年の「高調波抑制対策ガイドライン」により，上下

水道プラントにおいても高調波を流出させないシステムが

要求されている。

富士電機では，高調波抑制機器の一つであるアクティブ

フィルタ「FUJIACT200/400」の容量系列を2,400 kVAに

まで拡大し，シンプルな高調波抑制システムの構築を可能

とした。また，高調波を抑制する最適システムを計画時点

から容易に検討できる高調波対策支援ソフトウェアを開発

した。その特長は次のとおりである。

高調波電流，電圧ひずみなど，ガイドラインにそった

計算ができる。

機器の高調波耐量の検討ができる。

必要なアクティブフィルタの容量計算ができる。（3）

（2）

（1）

図８　高調波抑制システム

最近，酸素を原料とするオゾン発生装置の高濃度化が進

んでいる。富士電機の両面冷却形ガラスライニング式オゾ

ン発生管を採用した高濃度オゾナイザは，高効率で高濃度

を達成できるとの評価を受け，定格濃度15 wt ％（220

g/Nm3）の超高濃度オゾン発生装置を受注し，現在製作中

である。

両面冷却形ガラスライニング式オゾン発生管は富士電機

が開発し，10年以上の実績を持つガラスライニング管の①

寸法精度が高く，放電ギャップを小さくできる，②高圧電

極がガラスではなく，ステンレス鋼管なので冷却水が安全

に通水できる，という特長を生かして開発されたもので，

円筒形短ギャップ電極の接地側と高圧側の両面を冷却水で

冷却することによって，超高濃度のオゾンを効率よく得ら

れるという特長がある。
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図９　両面冷却式オゾン発生管の構造
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日本電信電話（株）（NTT）では，マルチメディア機器の

急速な普及による電力需要の増大に対応するため，夜間電

力をためて昼間その電力を利用する電力貯蔵システムの開

発に取り組んでいる。

富士電機は，このシステムの充放電を担う電力変換装置

（60 kW）をNTTと共同で開発した。このシステムはバッ

テリーとして電力貯蔵密度が高く，長寿命のナトリウム硫

黄（NaS）電池を使用し，夜間 8時間の充電を行い，昼間

商用電源と系統連系運転しながら負荷に電力供給を行う。

この装置は昼夜電力格差の平準化に貢献でき，その結果と

して電気料金の低減を図ることができる。NTTでは，今

後試作機にて実証試験を行い，全国のNTTビルへ導入す

る予定である。
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日本電信電話（株）向け双方向電力変換装置

埼玉県防災拠点用太陽光発電装置（30 kW）

東京湾横断道路向け排水処理設備・計測設備

図１０　双方向電力変換装置

埼玉県では防災拠点施設整備の一環として，災害時の避

難場所となる学校に，主に体育館の照明用電源として防災

用太陽光発電装置の導入を進めている。これは従来からの

太陽光パネルとインバータの組合せに，新しく蓄電池を加

えたシステムである。特長は次のとおりである。

普通の自家発電装置に比べ環境に優しく，また燃料切

れや水まわりの心配がないため防災用に適している。

通常時は系統と連系して運転を行い，軽負荷時には電

力会社側に逆潮流を行い電気代を節約する。

災害時（停電時）には系統から独立して自立運転を行

い，昼間は負荷給電するとともに蓄電池に充電する。夜

間は蓄電池の電力を利用して負荷に給電を続ける。

雨天時でも蓄電池により 2日間給電できる。（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　太陽光発電装置

東京湾横断道路は，首都圏の海底長大トンネルとして従

来の山岳トンネルに比し技術的にも高度な各種設備が要求

される。そのなかで富士電機は，次の設備を納入した。

排水処理設備：浮島，川崎換気所，木更津人工島に設

置され，道路上に降った雨水，トンネル内に発生した湧

水（ゆうすい）を，いったん地下水槽にためた後，約

5,500m3/h の能力を有するポンプにて放流する。一方，

トンネル壁面洗浄水は，凝集加圧浮上分離方式処理装置

により 44m3/d を放流基準値まで処理し放流する設備で

ある。

計測設備：トンネル内の環境維持に不可欠の煙霧透過

率計，一酸化炭素計，風速計を設置するとともに，火災

時非常通路と車道部の差圧を検出し，煙の非常通路侵入

を防止する設備である。

（2）

（1）

図１２　東京湾横断道路向け排水処理設備

N99-2359-8

N99-2422-4

N99-2421-13
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車両分離器は，高速道路の料金所に設置され，多種多様

の車種区分判別用のデータを料金収授装置に伝送する装置

で，近年，要求の多様化に伴い必要不可欠の装置となって

いる。富士電機は，より正確・迅速な料金収授システムを

めざし，次の特長を持つ車両分離器を納入している。

光センサ数は従来機種の16点を35点に増やし，遮光検

知を緻密（ちみつ）にして連結車両に対する性能向上を

図っている。

検出高さは従来機種の 1,400mmが 1,600mmに拡張

されている。

センサがブロックごとに一体化したため，センサ一括

で光軸調整できる。

光軸一致レベルが外部出力されるため，現地据付け調

整が容易である。

（4）

（3）

（2）

（1）
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公共・社会システム

社会システム

車両分離器

日本道路公団向け大形ディスプレイ装置

トラックスケールデータ処理システム

図１３　車両分離器

日本道路公団東京第二管理局は，埼玉県岩槻市に位置し

首都圏と東関東地域および東北地方とを結ぶ高速道路と，

周辺の一般有料道路を管理している。交通管制システムは

刻々と変化する道路交通状況を一元的に管理し，そのため

に必要な情報の収集と提供を道路利用者に対して行ってい

る。富士電機では，センターとなる岩槻交通管制室に 70

インチ大形ディスプレイ装置を14面マルチスクリーンシス

テムとして納入し，24時間体制で行われる交通管制業務に

対し，リアルタイムに情報を提供している。表示形態とし

ては，図のような通常表示モードと，路線全体を表示する

広域表示モードが用意されているほか，種々多様なサブシ

ステムのモニタとダイレクトに接続し，必要に応じて大形

ディスプレイに拡大表示することもできる。

図１４　通常表示モード時の大形ディスプレイ装置

最近のごみ処理は焼却だけでなく，分別収集，リサイク

ルが重要視されている。そのためごみは種別，収集系統別

に搬入・搬出量を正確に把握し管理することが求められる。

富士電機はその一翼を担っているトラックスケールデータ

処理システムを金沢市東部クリーンセンターおよび横浜市

緑資源選別センターに納入した。主な特長は次のとおりで

ある。

Windows NT または Windows3.1 ベースのパソコン

とプログラマブルコントローラから構成された最新のシ

ステムである。

入口・出口ゲート，投入扉などの車両管制システムお

よび上位DCSとの連系機能を持つ。

本庁舎へのデータ伝送が可能である。

カードリーダ装置にガイダンスを表示する。（4）

（3）

（2）

（1）

図１５　トラックスケールデータ処理システム（画面例）
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