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まえがき

現在，さまざまな化学物質が生産され，その多くのもの

が何らかの形で環境中に放出されている。水環境に注目す

ると，浄水の水源においても，これらの化学物質の混入を

避けることは困難である。また，浄水の処理過程でも有害

な物質が生じることがある。さらに，人間生活から生ずる

廃棄物，病原菌による湖沼・河川の汚染が大きな問題となっ

ている。

一方では，環境に放出する温室効果ガスが重大問題となっ

ている。このため，温室効果ガス（主として二酸化炭素）

削減と化石燃料に代わる代替エネルギーの利用の推進が迫

られており，公共団体および民間に対する新エネルギー導

入の補助事業が新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）や（財）新エネルギー財団（NEF）などの公的

機関により急速に進められている。図１は，発電種別ごと

の二酸化炭素排出量の比較グラフである。新エネルギーが

温室効果ガスの削減上有利であることが分かる。

自然環境保全が，地球規模のグローバルな視点から論じ

られ始め，このような動きは個々の環境保全技術に対する

思考にも影響を及ぼし始めている。水環境については，今

までの「規制」から，「より快適な水環境」「より安全な水

質」の追求へと移行し始めている。その期待にこたえるた

めに，水処理に携わる技術者には，水質，処理技術，運

転・管理，給水網における水の挙動などの総合的知識が要

求されるようになり，計測技術と処理技術の融合が不可欠

になる。このような環境保全技術に対する考え方の変化は，

「水道施設の技術的基準を定める省令」（2000年 2 月23日）

にも現れている。このなかでは，今までの「規制」にこた

える技術から「水質の改善」を前提にした性能基準が示さ

れている。下水分野でも積極的に民間で開発された技術の

評価を行って，新しい技術の導入を図っている。

本稿では，水環境における問題点を取り上げ，富士電機

が問題解決のために提供している水質計器，技術を紹介す

ると同時に，自然環境保全のグローバルな問題であるエネ

ルギー対策を取り上げ，ミニ水力発電システムと，太陽

光・風力ハイブリッド発電システムを紹介する。

水環境における汚染物質

２.１ 重金属・微量有機汚染物質

重金属は環境中の濃度が厳しく規制されているために，

環境水中に多量に見いだされることはない。しかしながら，

電子機器部品や電池など身近なところでもさまざまな重金

属が使用されている。ヒ素は硫化物として鉱石に含まれ，

天然に広く存在しており，深井戸などで問題になることが

ある。時には，鉛のように金属の配管から溶出することも

ある。めっき産業は，シアンや大量の重金属を使用する。

また，微量有機汚染物質として農薬の問題がある。農薬の

多くは，水田，畑地やゴルフ場に散布される。これらの農

薬が降雨により水域に流入する恐れがある。水環境は，常

に，これらの汚染物質が混入する危険にさらされており，

その監視が重要なテーマとなっている。富士電機が開発し

た「水質安全モニタ」は，硝化細菌（Nitrosomonas）を

用い，生物に有害な上記の物質がごく微量であっても検出

でき，浄水水源の流入水の連続監視を可能とした（図２）。

さらに，ダイオキシンをはじめとする内分泌かく乱化学

物質（環境ホルモン）の環境水中における存在も看過でき

ない問題である。厚生省では「水道水源における有害化学

物質等監視情報ネットワーク整備事業」を実施し，有害化
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学物質の監視を行っている。ダイオキシンについては，「ダ

イオキシン類対策特別措置法」の2000年 1 月からの施行を

受け，排水中の濃度が規制され，また，水道水質基準とし

ては，監視項目の暫定的指針値を 1pg-TEQ/L とすること

が決定されている。これらの微量有機物質の処理には，オ

ゾンと過酸化水素，紫外線などの組合せによる促進酸化法

の処理技術の開発が進んでいる。河川水を対象にした実験

において，紫外線照射と同時にオゾン処理を行うことによ

り，トリハロメタン生成能（THMFP），溶解性有機物

（DOC）とも処理時間に比例して，ほぼ直線的に減少する

結果が得られている
（1）

。

２.２ 消毒副生成物

消毒副生成物は浄水の処理過程から生ずるという点で，

ほかの汚染物と異なり，その取扱いが厄介な問題である。

消毒の目的で注入される塩素と有機物が反応して生ずるト

リハロメタンの発がん性との関連が疑われ，消毒副生成物

に対する関心が高まった。トリハロメタンは，浄水の塩素

処理により生ずる有機塩素化合物の氷山の一角であり，他

の有機塩素化合物についても潜在的危険性が指摘されてい

る。トリハロメタンは浄水の処理プロセスに人々の関心を

引きつけ，水源の汚染に伴う異臭味の問題と相まって，浄

水への高度処理プロセスの導入を推進してきた（図３）。

しかしながら，新たなプロセスは，また新しい消毒副生

成物の問題を引き起こしている。原水の臭化物イオン濃度

が高い場合にオゾンとの反応により生成される臭素酸イオ

ンの人体影響が指摘されている。臭素酸イオンの生成は次

の化学式で示される
（2）

。

O3 ＋ Br－→ O2 ＋ OBr－

O3 ＋ OBr－→ O2 ＋ BrO3－

上記反応では，オゾンとトリハロメタン前駆物質の酸

化・分解反応がほぼ完了した後，余剰の溶存オゾンと臭素

イオンとの間で臭素酸イオン生成反応が進行することが明

らかになっている
（3）

。富士電機は臭素酸の生成機構の解明と

同時に，その制御・抑制技術の開発に取り組んでいる。

計測技術の進歩とともに多くの化学物質が水処理過程か

ら見いだされる可能性がある。これらの問題は，処理プロ

セスの開発にも水質に対する深い知識と同時に，給配水網

における水質変化も含めた幅広い知識を要求し始めている。

２.３ 病原菌

塩素消毒が，日本の近代水道，下水道に導入され，その

経済性，効果の卓越性の点から，長年水環境における感染

症の問題が軽視されてきた。しかしながら，トリハロメタ

ンの有害性が指摘され，改めて消毒の問題が論じられるよ

うになった。さらに，近年，わが国でもクリプトスポリジ

ウムの感染が報告され，特に，1996年 6 月に埼玉県越生町

で集団感染が発生し，環境水中における病原菌の問題，水

処理における消毒の重要性がクローズアップされるように

なった
（4），（5）

。水道で消毒剤として用いられている塩素ではほと

んど不活化されないクリプトスポリジウムの出現は，処理

プロセスの監視，運転制御の重要性を認識させるきっかけ

となった。1996年 8 月には「水道におけるクリプトスポリ

ジウム暫定対策指針」が策定され，1998年の改正により，

過水の濁度を 0.1 度以下に維持することがガイドライン

として示された。これに伴い，低濁度処理水を得るために

は，砂 過の洗浄時の運転が重要であることが再認識され

ている
（6）

。このような低濁度の計測を目的に開発された富士

電機の高感度濁度計は多くの浄水場に導入され， 過水の

監視，制御に利用されている（図４）。

生活排水の処理水の消毒分野でも，環境水中に放出され

る塩素，あるいは塩素化合物の水生生物に与える影響が重

要視され始め，紫外線消毒装置の導入が進み始めた（図
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５）。

病原菌の問題が論じられるとき，同時に話題となるのが

ウイルスである。ウイルスの問題についてはいまだ解明さ

れないことが多く，目標が定められない現状であるが，今

後，ウイルスも含めた消毒技術，あるいは処理プロセスが

開発されるものと期待される。富士電機はウイルスまで含

めた総合的な消毒技術の開発に取り組んでいる。

２.４ 将来の水処理技術

1980年代から2000年にかけて，経済の拡大発展から，バ

ブル崩壊，低成長への移行と社会情勢の変化に対応して，

水処理施設の建設も施設数の増加，拡大から高度処理，小

規模施設の建設へと移行してきた。そのなかで，前節まで

に触れたような問題が指摘され，水処理技術の概念も変化

しつつある。浄水処理分野では，物理化学的処理からオゾ

ン，生物活性炭による生物処理が導入され，次いで，膜処

理が導入された。オゾン，生物活性炭による処理は微量有

機物の除去，トリハロメタン抑制技術として各地の浄水場

においてその効果が実証されている。膜処理は従来の汚染

物質をmg/L オーダーで処理する技術と異なり，ある粒

径以上の汚染物質をほぼ完全に除去でき，水処理技術の概

念を大きく変化させた。今後，オゾン，生物活性炭と膜処

理の組合せにより，より安全な浄水の処理へと前進するこ

とが期待される
（7）

。富士電機はACT21 プロジェクトの一環

として，このテーマに取り組んでいる。現在までの実験結

果から，オゾン耐性膜を使用し，前オゾン処理後の膜透過

水中の溶存オゾン濃度を 0.2mg/L 以上に維持すれば，前

オゾン処理なしに比べ約 4倍のフラックス（単位時間・単

位膜面積あたりの膜 過水量）が安定して得られることが

明らかになっている
（8）

（図６）。

膜処理技術は，また，処理水への化合物の添加を極力少

なくすることが可能であり，今後ますます技術の発展が期

待される。

再生可能なクリーンエネルギーと自然環境保全

３.１ ミニ水力発電システム

水力発電は二酸化炭素排出量の最も少ない発電設備であ

る。しかし，高度経済成長時代に建設された大規模な水力

発電設備は大規模なダムの建設を必要とするため自然保全

という観点では好ましくない。出力 500 kW以下のミニ水

力発電設備は落差が 100m以下，水量が 3.5m3/s 以下の地

点で適用可能という点から環境保全，未利用エネルギー開

発という観点で非常に有効な発電設備である。

水車の種類として，フランシス水車，ペルトン水車，プ

ロペラ水車，クロスフロー水車が適用可能で，さまざまな

遊休落差と流入水量などに利用できる。上下水道施設のな

かの遊休落差，農業用水を河川に放流するときに発生する

落差などを利用したミニ水力発電設備の需要が増加してい

る。例えば，上水道施設では原水貯水池から浄水場へ流入

する水で発電を行い，浄水場の使用電力量の削減を図るこ

とが可能である。また，1993年に群馬県県央第一水道へ納

入したフランシス水車発電設備は塩素を含む飲料水を利用

した設備であり，衛生面での工夫も施されている。

３.２ 太陽光・風力ハイブリッド発電システム

太陽光・風力発電は，補助金による設備の回収性の向上

やメーカーのコストダウンにより普及が拡大し，今後も注

目される発電システムである。現在これらの新エネルギー

を導入する場合は，商用電力との系統連系を行い，過剰に

なった電力（余剰電力）は電力会社への売電を行い，逆に

電力が不足になった場合には電力会社から買電する方法が

一般的である
（9）

。

しかし，山間部や離島など，商用電源の供給が困難な地

域の場合，発電装置の発電電力量と負荷設備の使用電力量

を考慮して，バックアップ電源を設置した自立型発電シス

テムの構築が必要になる。ここでは1999年11月に納入した

長野県上伊那郡長谷村向け南アルプス仙丈ヶ岳避難小屋に

設置された太陽光・風力発電ハイブリッド発電システムを

紹介する。なおこのシステムでは合併浄化槽を設置して，

避難小屋に設置しているトイレ排水の処理を行い，自然に

富んだ南アルプスの山々の環境保全に一役買っている。
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３.３ 排水処理システムと電源供給システム

この避難小屋は標高 2,900mの山の中腹に設置されてお

り，電源供給だけでなく水の供給も困難な場所であり（図

７），自然環境を破壊しない工夫が必要となる。図８に，避

難小屋の排水処理のシステム構成を示す。

排水処理に必要な水は，避難小屋の近くに設置された雨

水を貯水するタンクから，サイホンの原理で必要量だけを

避難小屋のトイレに供給する仕組みになっている。合併浄

化槽では嫌気処理と好気処理の 2段階処理を行うことで，

有機物を分解し，水質汚濁防止法の排水基準の指標である

生物化学的酸素要求量（BOD）値を低減する（図９）。

合併浄化槽で処理された水は，返送ポンプによりトイレ

の水洗水として再利用され，水のリサイクルを行うことで，

周囲環境へ排出する水の量を最小限にとどめるよう工夫さ

れている。

図 に，太陽光・風力ハイブリッド発電システムのシス

テム構成を示す。

このシステムで使用される発電装置は，太陽電池 10.78

kW，風力発電機 6.4 kW，バックアップ電源としてディー

ゼル発電機 25 kVA，蓄電池 800Ah/10 h から構成されて

いる。

昼間は太陽光発電および風力発電により負荷設備への電

源供給を行うとともに，余剰電力を蓄電池に充電し，夜間

は昼間充電した蓄電池の放電と風力発電によって，負荷設

備への電力供給を行っている。ディーゼル発電機は，太陽

電池および風力発電機にトラブルが発生した際に，自動ま

たは手動にて負荷設備への電力供給を行う。

図７で示されるように太陽電池パネルを屋根の上および

壁面に取り付け，風力発電機（単機 400W）16基を小屋の

周囲に取り付けてあり，登山シーズンである夏季は，発電

した電力を合併浄化槽の動力設備および施設の電気機器へ

の供給を計画している。山を閉鎖する冬季は，積雪を考慮

して屋根の上の太陽光パネル，施設周囲の風力発電機およ

び室内のディーゼル発電機は取り外して保管し，壁面の太

陽光パネルと風力発電機 4基で，浄化槽に取り付けたヒー

タへの電源供給を計画している。

今後のハイブリッド発電の課題として，太陽光・風力発

１０
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図７　南アルプス仙丈ヶ岳避難小屋の全景
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自然環境保全の水処理技術とクリーンエネルギー

電設備とも，気象状況により発電出力などの変動が大きい

ため，発電設備の容量計算と電力の品質の向上が重要とな

る。年間を通じた気象データおよび各発電装置の稼動状況

のデータを収集することで，最適なハイブリッド発電シス

テムの構成の検討を加えていく。

あとがき

内分泌かく乱化学物質，オゾンホール，地球温暖化と現

在われわれを取り巻く環境は厳しい状況に置かれている。

アメリカでは，選挙の候補者が環境問題にどう取り組んで

いるかが有権者の大きな関心事となっている。企業も環境

会計の導入など，環境問題が企業の命運も左右しかねない

状況に置かれている。このなかで，水処理，クリーンエネ

ルギーなど身近な問題の解決技術を提供することが，自然

環境保全に通ずるのだという信念の下に，富士電機が開発

に取り組んでいる技術の一端を紹介し，今後とも技術開発

を進めるための決意表明とする次第である。
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