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公共・社会システム部門においては，情報と環境をキー

ワードとしてソリューション技術を適用し，情報化，省エ

ネルギー化，環境負荷を低減する「ゼロエミッション」な

どへの取組みを積極的に行ってきた。

上下水道分野では，困難化する水資源開発，複雑化・多

様化する水質問題など，水道がその社会的使命を全うして

いくために，これまでより質・量ともにより高い水準が求

められるようになってきた。また，下水処理水を水循環の

重要な構成要素として位置づけるなど，下水道に要求され

る役割も一段と多様化・高度化してきている。

近年，水道の水源となっている湖沼などにおいて，富栄

養化により，藻類が発生するなどの問題が発生している。

富士電機では，東京都水道局と共同で通商産業省から補助

金を受けて，環境にやさしい太陽光発電エネルギーを電源

とした水質保全システムを小河内貯水池に導入した。今後，

太陽光発電設備の機能，水質保全装置の回収効果検証など

の調査研究を行っていく予定である。

安定した水の供給を確保するために，広域水道情報管理

システムや大規模水運用制御システムなどのソリューショ

ン技術がクローズアップされてきた。

これは，浄水場情報・給水先情報などを共有化し，浄水

場間の連携運用を図り，災害時・事故時の支援機能を持つ

システムである。要素技術としては，オープンなソフトウェ

アプラットホームを採用し，ディジタル伝送路による高速

なネットワーク通信とWeb 監視を実現したもので，今後

の広域情報管理システムの主流になるものと考えている。

また，水質事故の迅速な検知と事故対応時の業務を支援

する河川水質事故管理システムを開発した。

上下水道分野のエネルギー消費のうち，電気エネルギー

の占める割合は 85 ％と高く，ポンプ・ブロワなどの省エ

ネルギー対策には VVVF装置による電動機の可変速化が

主流となっている。1,000 kWを超える高圧電動機の駆動

用として，高圧ダイレクトVVVFを開発し適用している。

オゾン発生装置に関しては，高濃度酸素式オゾナイザシ

ステムの商品化を完了し，高度排水処理，脱臭・脱色処理，

殺菌システムなどへの拡販を推進している。

社会システム分野では，道路，学校，ダム，官公庁庁舎，

福祉施設，病院，公園，都市再開発，通信基地，各種公団

ほかさまざまな分野の社会基盤施設に各種設備を納入した。

道路関係については，トンネル内の空気を浄化する電気

集じん機の実績を重ねたが，今回はブロック化工法を用い

て現地の工期を大幅に短縮した電気集じん設備を納入した。

また，視覚障害者の建物内での移動をお手伝いする音声誘

導装置を福祉センターに納入した。このような福祉関係の

設備は住民に対するサービス向上を図るうえで今後も需要

が続くものと思われる。

一方，各省庁および自治体では，「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）における

二酸化炭素削減の数値目標達成に向け環境対策への意識が

高まっており，これにこたえるクリーンエネルギー源とし

て中小規模（5～ 30kW）の太陽光発電設備や風力発電設

備を大学などに納入した。なお，電気エネルギーの基盤設

備として，受電設備・自家用発電設備・無停電電源設備お

よびこれらのエネルギー監視設備を，大規模から小規模に

わたり引き続き各方面の顧客に納入した。

環境システム分野では，ゼロエミッションをコンセプト

とした循環形社会への展開が急速に進んでいる。これから

の環境ビジネスは，従来までの「処分する」というハー

ドウェア指向から「ゼロエミッション」を実現するソフト

ウェア指向へと変化していくと考えられる。

廃棄物処理では，ダイオキシンの排出抑制対応として脚

光を浴びているガス化溶融炉の実用化施設の計装制御シス

テムを，三井造船（株）経由で福岡県八女市向けに納入した。

ガス化溶融炉については，その制御技術が十分確立されて

いなかったが，今回，制御の安全性にも十分配慮した計装

制御システムを完成させた。

リサイクル処理では，空き缶・空き容器回収システムを

八丈島ではデポジット制度に適用，愛知県飛島村では IC

付磁気カードの福祉カードを利用したポイントカード制度

に対応するなど，容器リサイクルのニーズにこたえるとと
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水道施設では河川の水質悪化に対応して，従来の水処理

に加えてオゾンや活性炭を使った高度浄水処理を行う取組

みをしてきた。一方で，水源である湖などでは夏場に藻類

が発生するなど，その対応が課題となっていた。そこで，

今回水源という環境に適した太陽エネルギーを電源とした

水質保全システムを小河内貯水池に設置した。

このシステムは，藻類を回収，処理する装置の電源をす

べて太陽電池および補助用の蓄電池から供給する独立運転

システムである。また，藻類の発生を促す日射から発生し

た発電エネルギーを効率的に運用したものである。

1999年度から2002年度までの 4年間にわたって，太陽光

発電設備の機能，水質保全装置の回収効果などの検証およ

び設備の改善を行い，最適なシステムを確立していく。
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太陽エネルギー利用水源地水質保全システム

河川水質事故管理システム

広域水道情報管理システム

図１　湖面設置太陽光発電設備・水質保全装置

河川水質事故は流域の人口増加とともに増大し，河川下

流部に浄水取水口を有することの多い都市圏にとっては大

きな脅威となっている。

富士電機は，水質事故の迅速検知および事故対応時の各

種業務を支援する河川水質事故管理システムを開発した。

事故の検知には，①シアンなどの急性毒物を検知する水質

安全モニタ，②油類流出を検知する油膜センサ，③魚浮上

を検知する画像監視システムなどの設置により対応してい

る。また，事故対応業務の支援には，①現場画像情報の伝

送による被害情報の収集，②流域データベースとの照合に

よる汚染源・事故物質の推定，③被害範囲の予測シミュレー

ション，④事故処理方式の意思決定支援機能などを提供し

ている。これらにより河川水質事故という不測事態による

被害の最小化をめざしたシステムを実現できる。
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図２　河川水質事故管理システム

広域水道では，点在する浄水場や水域の配管ネットワー

クを活用し，平常時の安定給水を維持しつつ，渇水や災害

時に強い水道の実現，さらに今後は地域ごとの需要者ニー

ズに応じた多様化への対応が課題となっている。

富士電機は，上水道における豊富なシステムノウハウ蓄

積と最新技術を基に，広域水道向け情報管理システムを提

供している。特長は次のとおりである。①イントラネット

によるWeb 監視，②ディジタル伝送路による高速化，③

オープンなネットワーク環境，④災害時の職員招集，備蓄

資材管理。

このシステムの導入により，エリア内の施設運用状況の

リアルタイム監視はもちろんのこと，浄水場間の給水連携

による水質の安定化など，シビルミニマムを視野に入れた

事業運営が可能になる。
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図３　広域水道向け情報管理システム
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生活に必要不可欠な水を，常に安定した質・量で供給す

ることは水道関係者にとって最重要課題である。しかしな

がら大規模な水系統の運用には豊富な知識と経験が必要で

あり，熟練オペレーターによる運用が必要不可欠であった。

富士電機はこれらの課題に対して，予測計画手法の工夫

と運用支援機能の充実を図った「水運用制御システム」を

開発した。

このシステムの主な特長は次のとおりである。

経年変化に追従する予測手法，バリエーションに富む

計画手法を備え，水系統の自動・最適運用を実現した。

水系統変更の対話入力機能による支援画面のビジュア

ル化，シミュレーション環境の充実により，工事などに

よる頻繁な運用形態の変更に対して容易に対応可能とし

た。

（2）

（1）
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大規模水運用制御システム

浄水場向け有害物質流入緊急遮断システム

高度水質制御システム

図４　大規模水運用制御システムの納入例

農薬などの毒性物質の河川への流入，浄水場に対する水

質テロリズムなど，浄水処理で消毒できない毒物に対する

流入の防止と被害地域の極小化は，水道設備の危機管理と

して重要になっている。水質安全モニタは，これらの急性

毒物を検知するセンサであるが，今までは監視・警報用で

あった。

今回納入したシステムは，沈砂池・沈殿池に設置したモ

ニタが毒物を検知するとそれぞれ流入ゲート，沈殿池流出

弁を緊急閉動作させ，流入防止と被害極小化を行うもので

あり，即時性と高信頼性を持つ水質安全モニタを用いた毒

物緊急遮断システムとなっている。

また，チオ硫酸ナトリウムの混合により，塩素注入後の

処理水を無害化してモニタリングを可能にした点も新しい

試みである。
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図５　有害物質流入緊急遮断システム

信頼できる安全でおいしい水道水が求められているなか

で，富士電機はセンサ技術，プロセス制御技術，オゾン処

理技術を駆使した「高度水質制御システム」を開発した。

その特長は次のとおりである。

おいしい水のための最適なオゾン注入制御

溶存オゾン一定制御による水質変化自動追従制御。

トリハロメタン対策としての後次亜塩素酸ナトリウム

（次亜）注入制御

前・中塩素を廃止し，アンモニア除去と消毒を後次亜に

て同時に実現（フィードフォワード＋フィードバック）。

クリプトスポリジウム対策としての微粒子監視

過池および活性炭吸着池出口での微粒子の連続監視。

センサとプロセス制御の安定性向上対策

複数のセンサ情報の論理演算による制御の安定性向上。

（4）

（3）

（2）

（1）

図６　高度水質制御システムの納入例
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下水道は生活環境の改善，浸水の防止，公共用水域の水

質保全の役割を持った重要な社会基盤である。その施設は

地域に広く分散し，相互の情報連携のもとに運転している。

遠方監視制御システム構築の技術的要件は，各施設の情報

化の推進とそれらを結合するネットワークの構築である。

富士電機は岩見沢市幌向終末処理場に対し，オープンな

制御 LAN上に場内用 CRT装置を接続するとともに，中

核終末処理場に配置した CRT装置をディジタルアクセス

回線（DA回線）で直結したシステムを納入した。DA回

線は大量データを高速に伝送できる信頼性の高い回線であ

り，処理場間のデータ伝送に適している。このシステムは

幌向終末処理場運転管理の信頼性と自由度を高めるととも

に，市下水道施設の統合管理の一助として貢献している。
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ディジタルアクセス回線利用遠方監視制御システム

新形スクリーン表示装置

浄水設備向けポンプ用高圧ダイレクトVVVF
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図７　幌向終末処理場のシステム構成

上下水道施設では最近，大形スクリーン表示装置を用い

て信頼性の高い運転操作・維持管理を行うほか，地域住民

に対して施設の紹介を行っている。

富士電機は長年にわたる監視制御システムの納入実績を

踏まえて，このたび，新形スクリーン表示装置の提供を開

始した。この装置は RGB光を CMOS SRAM半導体上に

形成された数十万個の微小（16μm角）な鏡に照射し，

鏡の角度を制御することで映像を得る方式をとっている。

特長は次のとおりである。①監視に適切な輝度（200 ～

400 cd/m2），②長寿命（10年，現有方式は 2～ 5 年程度），

③可視範囲の拡大（水平 160 °，垂直 80 °以上）。

富士電機製既設監視制御設備との親和性に富み，プラン

ト運転時の情報共有化，上下水道施設と住民との接点とし

ての貢献が期待できる。

図８　新形スクリーン表示装置

浄水設備のエネルギー消費の約 7～ 8割は取水，送水，

配水ポンプなどによる原水，処理水の運搬にかかわってい

る。これらの省エネルギーには VVVFなどの交流可変速

電動機の適用が有効であるが，1,000 kWを超える高圧電

動機については，低圧 VVVFに入出力変圧器を接続して

適用していたため，効率，スペース，価格などで不経済で

あった。これを解決する方法として，高圧ダイレクト

VVVFを開発し，配水ポンプに適用した。主な特長は次

のとおりである。

出力変圧器が不要なため，高効率（97.5 ％以上）。

多相整流方式により高調波を抑制し，高力率（約 95 ％

以上）を達成。

出力電流が正弦波に近いため，電動機にやさしい。（3）

（2）

（1）

図９　高圧ダイレクトVVVF
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富士電機は，日本道路公団日本坂トンネル上り右ルート

において，現地工期短縮を目的に電気集じん設備をブロッ

ク化工法で施工した。従来電気集じん設備の現地工事は，

電気室・補機室などの建築工期に影響を受けるうえ，水配

管工事や空気配管工事などの現地施工分が多いため約 125

日を要していた。今回ブロック化工法を採用したことで，

現地工期は約35日と大幅に短縮された。

この工事で採用したブロック化工法は次のとおりである。

電気室および補機室のシェルタ化

集じんファンの床置き

洗浄弁および切換弁のユニット化

水配管および空気配管材質のポリエチレン管採用

風路隔壁板の軽量ガルバリウム鋼板パネル採用（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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日本道路公団向けトンネル用電気集じん設備ブロック化工法

視覚障害者用音声誘導装置

計算センター用大形無停電電源装置

図１０　補機シェルタと電気集じん機本体

富士電機は，小形送信機を携帯した利用者が近づくと音

声で誘導し，目的の場所へ迷うことなく行ける装置を多く

の公共施設へ納入してきた。とりわけ，視覚障害者には心

強い味方となっている。

システムの構成は次のとおりである。

小形送信機：利用者が携帯し，一定間隔で自動送信す

る。

受信機：壁面や天井などへ設置し，小形送信機からの

信号を受信し音声情報を提供する。

リモコンカード：受信機の音量調整や音声切換を行う。

音声触知盤：触知図上にボタンを配置し，音声情報を

提供する。

今後とも，人にやさしいシステムとして，この装置を多

様な空間に応用する開発を進めていく。

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　音声誘導装置のイメージ図

高度情報化社会への発展とともにその根幹をなすコン

ピュータ設備は，情報の一元管理による機密保持，機器集

中設置による大量高速処理，保守管理の省力化などを目的

としてセンター化が図られている。富士電機は従来から，

高信頼性かつ大容量が求められる大形コンピュータ用電源

設備のトップメーカーとして多くの実績を残してきたが，

今回，官公庁向けに 2,000 kVAクラスの無停電電源装置

を納入した。

システム構成は並列冗長無瞬断バイパス切換方式

UPS3 × 1,000 kVA× 2系統，単機無瞬断バイパス切換方

式UPS75 kVA× 2セット，および高低圧周辺盤である。

また，このシステムでは納入設備全般を公衆電話回線を

通じ遠隔監視可能なモニタシステムを備えており，早期障

害対応を行っている。

図１２　大形無停電電源装置
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オゾン処理の普及・定着を図るため，高効率・小形化・

低コストをめざした高濃度オゾン発生装置（オゾナイザ）

を開発した。富士オゾナイザFWXシリーズ（オゾン発生

量 0.1 ～ 100 kgO3/h）は，酸素を原料として高濃度オゾン

を効率よく発生する高濃度オゾン発生装置である。FWX

シリーズの最大の特長は，電力調整器には高調波の発生を

抑える PWMコンバータの採用と，実績あるガラスライ

ニング管の精度をさらに向上させ，高精度，高冷却効率の

両面冷却式オゾン発生管を採用していることである。これ

により，オゾン発生量を従来の約10倍に向上させ，約

50 ％の小形化・消費電力の低減を実現している。富士電

機は高濃度オゾンを利用した促進酸化技術など利用技術の

開発をさらに進め，下水・産業排水・パルプの分野への事

業拡大を推進する。
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公共・社会システム

環境システム

高効率・高濃度オゾン発生装置

ごみ熱分解燃焼溶融炉の計測制御システム

容器回収処理システム

図１３　高濃度オゾン発生設備（総発生量7.5 kgO3/h）

近年，ごみ量の増大と最終処分地の不足が深刻な社会問

題となっている。そのため，今後のごみ焼却処理は，焼却

灰の減容，焼却排熱の有効利用などが不可欠であり，さら

に，ごみのリサイクル，再資源化が強く求められている。

三井造船（株）が開発した「ごみ熱分解溶融プロセス」は，

このような問題を解決できる理想的な次世代形ごみ処理シ

ステムである。

富士電機は，このごみ処理システムに最新の分散形制御

システムMICREX-IX システムを納入した。そのなかで

ダイオキシン抑制制御や省エネルギー制御などを実現し，

理想的な計測制御システムを構築している。

図１４　ごみ熱分解燃焼溶融炉の計測制御システム

容器包装リサイクル法の施行に伴い，全国の自治体にお

いて缶・ペットボトル回収システムの導入検討の気運が高

まるなか，富士電機は飲料容器の分別・減容化を自動で行

う回収機および回収・メンテナンスを含めたリサイクルの

仕組み作りを提供してきた。そして，市場のさまざまな要

求に対応するため，容器を投入した利用者への還元機能の

充実，強化を行った。

デポジット対応：八丈島でのデポジット制試行におい

て，デポジットの対象容器であることを示す特殊バーコー

ドのみを読み取り，その容器に対して10円を返却する。

ICカード対応：愛知県飛島村の「すこやかカード（IC

付磁気カード）」の磁気データ部分を利用し，福祉カー

ド兼回収機のポイントカードとして運用可能とした。

今後は，回収機のネットワーク化を推進する。

（2）

（1）

図１５　デポジット対応缶処理機
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