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水処理・環境
ソリューション
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展　望

上下水道向けソリューション

環境システム

21世紀は地球規模での環境の世紀といわれている。上下

水道分野においては「水環境」を悪化させる要因をとらえ，

有効な水質保全対策を実施していくことが望まれる。湖沼

などの閉鎖性水域における課題は，富栄養化の進行による

都市用水水源としての水質悪化である。特に最近では藻類

の異常増殖による異臭味，藻類毒などの利水障害が高頻度

で発生している。富士電機は，湖沼内の水理・生態系をモ

デル化し，窒素・リンの栄養塩濃度，日射などの条件から

藻類増殖をシミュレーションする技術を開発している。こ

れにより，中長期的な水質保全計画が可能と考える。

上水道における課題は，突発生水質事故などの水源対策

と浄水過程での消毒副生成物対策（トリハロメタン，臭素

酸など）である。水道原水の水質事故用センサとしては，

油膜センサと急性毒物バイオセンサを保有している。油膜

センサは，観察水面で反射したレーザ光の偏光を解析する

ものであり，目視能力を超える油膜検知を可能とした。急

性毒物バイオセンサは，硝化菌に対する毒物暴露による代

謝阻害を検知するもので，広く普及している魚類の挙動監

視に比べて低濃度の毒物検知を可能とした。上水道分野の

プロセス制御では，凝集沈殿処理の新しい制御方式として，

凝集剤の最適制御に加えフロキュレータのかくはん強度を

最適にすることにより凝集剤の低注入率・高沈殿性の制御

方式を開発した。

下水道における課題は，流入水への化学物質混入対策，

放流水の高度処理対策である。事業所排水が流入する下水

処理場においては，全国的に前者の事故が散発し，活性汚

泥の死滅・減少などの危機的被害が発生している。これら

が実用化すれば，毒物流出の早期発見による被害の局所化，

下水排出元に対するけん制にもなり，リスク管理が強化さ

れることから期待が大きい。下水道のプロセス制御では，

嫌気・無酸素・好気法（A2O法）などの高度処理プロセ

スにおける，生物処理反応をモデル化して各種運転条件に

おける処理水質を予測できるシミュレーションを実施した。

環境システム分野における「水環境」関連としては，上

水のトリハロメタン低減化としてオゾン処理＋活性炭処理

が採用されているが，原水に臭化物イオンを含んでいる場

合，副生成物として発がん性の臭素酸ができる。富士電機

では，トリハロメタンを除去し，かつ臭素酸イオンの生成

を抑制するオゾン処理制御方式を開発した。

さらに廃水処理への取組みとして，最終処分場の浸出水

のダイオキシン対策として，オゾン＋過酸化水素を使用し

た促進酸化技術でダイオキシン分解除去技術を開発した。

浄水汚泥処理の場合，水酸化アルミニウムなどの親水性が

強い微粒子や低水温時などの難 過性汚泥の対策として凍

結融解脱水方式を提案，電力費も従来の 1/2を達成した。

「廃棄物・リサイクル」「エネルギーソリューション」

の分野では，サステナブル社会の実現に向けた地球規模の

取組みや，循環型社会の構築，都市再生などの国の施策に

合わせたソリューションの構築を行ってきた。

サステナブル社会を実現するための地球温暖化防止，

CO2の排出削減に対しては，環境省が地球温暖化対策実

施事業の一環として神戸市で実施している「生ごみバイオ

ガス化燃料電池発電施設」を完成させ，今後３年間の実証

試験を開始している。また，誘導加熱式多目的乾留装置の

実証試験炉を社内（千葉地区）に設置し，廃棄物を高品位

に再資源化するための各種の実証試験を開始した。

循環型社会を実現するために必要な環境マネジメントシ

ステムの構築を支援するサービスとしては，Eco_MEIS

TER（e 環境マネジメントシステム）を完成させ，ITを

活用した効率のよい環境マネジメントシステムの運用を支

援するとともに，フレキシブルな環境モニタリングシステ

ムと省エネルギーコンサルティングにより，実効のある運

用を実現することができる。

都市再生のための取組みの一環としては，廃棄物の適正

な処理を確保するための衛星を利用した廃棄物動態監視シ

ステムを完成させた。廃棄物の運搬を受託するのは比較的

小さな事業者が多いため，ASP（Application Service Pro-

vider）型のサービス提供とすることで普及を図っている。

富士電機は，水環境の保全と循環型社会の形成とに役立

ついろいろな製品とサービスを提供していく考えである。
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水道局では安全で良質な水道水を供給するために，原水

の水質監視に多くの労力を割いている。富士電機では，新

開発の油膜センサを川崎市水道局稲田取水所へ納入した。

このセンサを導入することにより，取水の油汚染事故を24

時間連続で自動監視することが可能となった。

油膜センサの主な特長は次のとおりである。

非接触式の測定であるため，汚れの影響が少なくメン

テナンスが容易である。

原理的に水面の波立ちや異物の影響を受けにくい測定

方式である。

目視を上回る高感度で検出する。

応答時間が 1 分と速く，迅速な事故対応が可能である。（4）

（3）

（2）

（1）
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川崎市水道局稲田取水所向け油膜センサ

ハイブリッド型微粒子カウンタ

バイオアッセイ技術

図１　油膜センサの設置状況

図２　ハイブリッド型微粒子カウンタ浄水場の 過池管理に必要な濁度と微粒子の計測を行う

ハイブリッド型微粒子カウンタを開発した。微小粒子の測

定に適した散乱光検出方式の光学系と大粒子の測定に適し

た光遮断方式の光学系の組合せにより広い可測粒径範囲

（0.35 ～ 500μm）を実現している。病原性原虫のクリプト

スポリジウム（4 ～ 6μm）の漏えい管理と， 過池閉塞

の原因となる藻類（数μm～ 100μm）の管理を 1 台で安

価に行える。特徴は次のとおりである。

微粒子個数と低濁度を 1 台のセンサで測定可能

特殊レンズによりビーム強度分布を均一化し高精度

粒径範囲が自由に変更可能（最大区分は10区分）

全量検出方式のため，正確な個数濃度測定が可能

低濁度の表示分解能 0.1μg/L（維持管理性向上）（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３　微生物による毒物監視装置（水質安全モニタ）環境省の年次報告書「化学物質と環境」によると，調査

している化学物質のうち，約 41 ％が環境中から検出され

ている。また，消毒副生成物や燃焼副生成物などの非意図

的生成物や環境中での変化体などが環境中に存在している

ことを考慮すると従来の分析化学的方法で汚染を監視し，

対応していく方法には限界がある。

生物材料を用いたバイオアッセイは従来の「物質量」の

情報に対し，化学物質の「毒性」面から汚染情報を与える

ものであり，その重要性が認識され，環境保全の手段の一

つとしてその応用が検討され始めている。

富士電機はこれらの動向に先駆け，上下水道や河川など

水環境分野の水質監視技術の一つとして，生物を用いて生

物学的影響（毒性など）を評価する技術，すなわちバイオ

アッセイ技術の研究開発を積極的に推進している。

油膜センサ
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エコロジー配電盤は，従来の配電盤に環境汚染物質の発

生抑制（Reduce），再利用（Reuse），再資源化（Recycle）

などの環境配慮事項を加味して開発したものである。電線

の被覆にはハロゲンフリーの材料を使用し，ダイオキシン

やハロゲン系ガスを発生させないようにし，また，使用済

み製品の分解が容易なようリベットファスニング構造を採

用するとともに，部品には材料名を表示し，分別容易性を

高めている。

今回適用した現場操作盤では，製品質量換算値で焼却時

のハロゲンガス発生抑制材料の採用は 54 ％，リサイクル

可能な材料の採用は 77 ％を達成した。

製品には「環境ラベルー自己宣言による環境主張（タイ

プⅡ）」を社内認定にて受け，認定のエコラベルを張り付

けている。今後は第三者認定取得を目指す。
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エコロジー配電盤

中小規模下水処理場向けWeb応用監視操作システム

神奈川県内広域水道企業団相模原浄水場向け監視制御システム
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図５　Webを応用したシステム構成監視制御システムへの ITによる業務の高度情報化・効

率化の一環として，中小規模下水処理場向けにWebブラ

ウザを用いた監視操作システムを新たに開発した。

ITによる処理場内の情報ネットワーク化，および下水

道光ファイバによる広域ネットワークを通じて，場内およ

びポンプ場などの場外で中央監視室と同等の監視・操作機

能をノートパソコンで可能とした。

また，Webカメラ，IP 電話などの最新技術を取り入れ

ることで，情報取得の効率化・迅速化を図るとともに，

ネットワークセキュリティなどの信頼性向上にも配慮した。

さらにインターネットへの接続，PDAや携帯電話など

さまざまな形態への監視情報の配信など，ITの活用によ

る運転管理業務の迅速化・高度化に取り組んでいる。

図６　相模原浄水場中央監視室上水道施設の設備規模，運用形態，管理機能など多様な

ニーズに対応する総合管理システム（FAINS-AX3000シ

リーズ）を適応し，神奈川県内広域水道企業団相模原浄水

場向けに監視制御システムの設備更新を行った。

設備更新後のシステムの特長は次のとおりである。

監視制御系システムは UNIXコンピュータによる優

れた HCIを実現し，主要機器の二重化により高信頼性

を実現した。

情報系設備は企業団全機場と無線設備により接続され，

グループウェアの実現と監視制御系との親和性を持たせ，

プラントデータなどの有効活用を図る。

現場動力設備には多機能型コントロールセンタおよび

インバータを採用し，現場設備の電子化，ネットワーク

化を実現した。

（3）

（2）

（1）

図４　エコロジー配電盤（現場操作盤）とエコマーク

関連論文：富士時報 2001.8 p.480-482
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国土交通省が推進する「建設 CALS/EC」は，公共工事

の設計・発注・施工管理における各種情報を電子化し，交

換・共有することで，公共事業の大幅なコスト削減と生産

性向上効果が期待されており，2003年度には国の全直轄事

業が電子入札・電子納品に移行する予定で進められている。

その一つである「電子納品：ディジタル工事写真」は2000

年度から執行されている。

富士電機では，プラントの設計・製作・施工の納入経験

を生かし，納品基準に対応した写真編集ソフトウェア「工

事写帳」を製品化した。本製品は，編集作業の効率化と工

事アルバム帳の収納場所の省スペース化および電子納品媒

体の作成業務の効率化を支援している。国や自治体の推進

している行政の IT 化に対し，普及・啓蒙に努力していき

たい。
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建設CALS/EC対応ディジタル工事写真編集ソフトウェア

エネルギー循環（ゼロエミッション）型湖沼水質保全システム

凝集沈殿プロセス制御技術

写真データを取り込む�

ディスプレイで工程検査�

電子データで納品�

アルバム帳�
工事写帳で編集�
（写真情報の入力）�

工事写帳での電子納品�

図７　業務フロー

上水，工水，農水，レジャーなど多様な利水が図られる

湖沼やダム湖では，生活・産業系からの点源負荷に加えて，

森林，田畑，市街地などからのノンポイント負荷による富

栄養化や利水障害の防止が課題となっている。富士電機は，

上下水道で培った水処理技術と，エコ・エネルギー技術を

融合した，エネルギー循環型湖沼水質保全ソリューション

を提供している。特長は次のとおりである。①太陽電池か

ら水質保全装置に給電する省エネルギー・ CO2 削減シス

テム，②水生植物，藻類，SSなど湖内負荷回収による栄

養塩除去とばっ気による底質改善，③生態系モデルを用い

た水質予測シミュレーションにより保全効果の定量的評価

が可能。淡水資源の不足と汚染が深刻化する中，今後も長

期的視野で水源水質保全に貢献するシステムの開発に積極

的に取り組んでいく。

図８　エネルギー循環型湖沼水質保全システムの例

水処理プロセスの凝集沈殿処理は，国内のほとんどの浄

水場で実施しているが，最適運転に関する実用的な理論体

系がないために，経験則の城を脱していないのが現状であ

る。富士電機では，凝集プロセスの新しい制御技術として，

凝集剤注入率の自動制御に加え，フロック形成池のかくは

ん強度の最適化および基本シミュレーション技術開発を

行っている。人工濁水を用いたパイロットプラント実験の

結果，形成地のかくはん強度が，凝集剤と同様に濁度除去

性を決定づける操作量であることを検証した。また，かく

はん強度の最適化により，凝集剤の注入率を 20 ％以上削

減できることを確認した。これらの成果により，汚泥処分

費用の削減，自動化による業務効率化が期待される。

図９　凝集沈殿プロセス制御実験装置
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環境システム

海水除菌用膜 過装置

省エネルギー浄水汚泥処理システム

最終処分場浸出水処理

図１０　実証実験装置（処理水量8m3/日）

有機濁質が多い原水あるいは濁度が低い原水から発生す

る浄水汚泥は，水酸化アルミニウムや有機質など親水性が

強い微粒子が主成分のため加圧脱水機では低含水脱水が困

難である。これに対し凍結融解システムは凍結により氷結

晶間に汚泥粒子を集め，融解により堅固な粗大粒子を得る

原理であるため難 過性汚泥であっても容易に低含水率に

脱水ができる。脱水汚泥は顆粒状のため埋戻し材など有効

利用が可能である。従来の凍結融解システムは，遠心濃縮

し凍結融解する方式であって動力が多く電力消費において

不利であった。今回提案する凍結融解システムは無動力の

サイホン式 過濃縮装置と，これにより高濃縮された汚泥

を凍結融解処理する装置とで構成しており，電力消費を

1/2に削減した省エネルギー浄水汚泥処理システムとなっ

ている。
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図１１　省エネルギー浄水汚泥処理システムフロー

廃棄物焼却場の焼却ガスには微量のダイオキシンが発生

するため，焼却場では各種排気対策を行うことにより，排

出基準に適応するように運転している。また焼却灰は最終

処分場で野積みされているが，処分場底部に遮水シートを

設け雨水のように焼却灰の中を浸透した浸出水も管理でき

るようにしている。

しかしこの浸出水中には微量のダイオキシンが溶解して

おり，規制濃度は 10 pg/Lである。この浸出水中のダイオ

キシンの無害化処理に適した方法として，オゾンと紫外線

あるいはオゾンと過酸化水素とを併用する促進酸化処理が

ある。富士電機では最終処分場において実際の浸出水を用

いて現地実験を行い，オゾン＋紫外線およびオゾン + 過

酸化水素のいずれも有効（分解率 80 ％以上）であること

を確認した。

図１２　促進酸化処理装置

一般に海産物の洗浄は海水を用いて行われている。しか

しながら，海水中には食中毒の大きな原因である腸炎ビブ

リオ菌などの細菌が含まれており，その洗浄は安全面にお

いて課題があった。本装置では，孔径 0.1μmの精密 過

膜で海水を 過することにより，細菌の含まれない除菌海

水を生成することが可能であり，産地市場における HA

CCP 対応に貢献することができる。主な特徴は次のとお

りである。

物理的なふるい分けによる除去であるため，細菌類は

100 ％除去可能

殺菌剤などは使用しないため，薬品の混入しない除菌

海水の生成が可能

自動運転が可能であり，原水水質の変動に影響されな

い，安定した除菌性能を発揮

（3）

（2）

（1）
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環境システム

超音波複合分解装置

消毒副生成物低減技術

誘導加熱式多目的乾留装置

紫外線ランプ�

超音波振動子�
（下部）�

反応容器�

制御部�

図１３　ドライクリーニング廃液処理装置の試作機

異臭味やトリハロメタンの低減を目的に，オゾンと活性

炭処理を中心とした高度浄水処理プロセスの導入が進めら

れ，効果を上げている。

オゾン処理は強力な酸化作用により，選択的に有機物質

などを酸化分解するが，原水に臭化物イオンを含む場合，

副生成物として発がん性の疑いのある臭素酸イオンが生成

する。富士電機では実験的検討を通じ，オゾンによるトリ

ハロメタン生成能の低減反応は，臭素酸イオン生成反応よ

りも優先的，かつ速やかに進行することから，溶存オゾン

濃度を監視し，必要最少量のオゾン注入制御を行うことで，

臭素酸イオン生成抑制が十分可能であることを示した。

また，臭素酸イオン生成のリスクを極力低下させるため

の運転支援システムを構築した。

水温�

排オゾン�

排オゾン処理装置へ�

溶存オゾン�
（1）�

滞留槽�接触槽�
活性炭�
吸着池�

溶存オゾン�
（2）�

pH水量�

オゾン�
発生器�

凝集沈殿処理水�

図１４　臭素酸イオン生成抑制オゾン処理フロー

廃棄物は焼却・埋立てが社会問題になっている。石油系

高分子廃棄物を乾留（蒸し焼き）することにより高分子を

熱分解し，乾留したガスを凝縮させ混合油に還元すること

ができる。残査物は炭化物と金属などが酸化されない状態

で排出される。このように乾留装置は，物質分離の機能を

持っており，生成物をリサイクルや再資源化することを容

易にする。温度制御性に優れた誘導加熱方式の多目的乾留

装置（バッチ式：200リットル）を開発した。脱塩素機能

も有しており，各種の高分子，熱可塑性・熱硬化性樹脂，

金属と樹脂との複合物などの乾留もできる。例えば，モー

ルドトランス，モールドスペーサなどの重電機器・部品や，

家電機器，混合廃プラスチックや薄板金属プレート塗料な

どの乾留処理が可能であり，各種の用途に対応できる。

図１５　誘導加熱式多目的乾留装置

関連論文：富士時報 2001.8 p.449-453

近年，有機塩素化合物などの難分解性有害物質の環境へ

の放出・残留が問題となっている。富士電機は揮発性有機

塩素化合物を含有する水に超音波と紫外線を同時照射し，

有機塩素化合物を排水基準まで効率分解できる超音波複合

分解装置の開発を行っている。

本技術の一適用例として，ドライクリーニング廃液 3L

中のテトラクロロエチレンを排水基準の 0.1mg/Lまで分

解可能な装置の開発を完了した。本装置の主な特長は，①

大気放散のない密閉処理方式で処理水は下水放流が可能，

②小型・軽量〔反応容器：W300 × D300 × H1,000（mm）

以下，10 kg 以下〕で省設置スペース，③低いランニング

コスト，である。本装置を用いることで環境に優しい廃液

処理が可能となるうえ，処理コストの低減に効果を発揮す

る。
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環境システム

一般廃棄物動態監視システム（岡山市で実証実験開始）

HACCP対応動態温度監視システム

環境マネジメントソリューション「e環境マネジメントシステム」
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図１６　一般廃棄物動態監視システムの構成

昨今，病原性大腸菌「O-157」問題や PL 法（製造物責

任法）などで荷主の温度管理ニーズは厳しさを増してきて

おり，冷凍車両の導入は増加の傾向をたどっている。この

冷凍車両による運搬過程における消費者の信頼を得るため

には温度管理を厳重に行うことが HACCP 対応として不

可欠である。富士電機では従来，GPS（Global Positioning

System）と衛星通信を利用した車両動態情報サービスを

手がけているが，このインフラストラクチャーシステムを

活用して保冷車両の動態温度管理システムを開発した。車

両においてリアルタイムに温度監視するとともに，衛星通

信または DoPa 通信により温度情報をセンターに送信して

温度監視し荷主や運搬事業者に通報し迅速な対応を図るこ

とで，トラブルによる損害を最小限に抑えることができる。
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図１７　HACCP対応動態温度監視システムの構成

富士電機は環境 ISO 活動に必要な環境マネジメントシ

ステムの構築を支援する e 環境マネジメントシステム

「Eco_MEISTER」を開発，実運用のノウハウを基に環境

マネジメントソリューションを提供する。Eco_MEISTER

は環境モニタリング，環境文書管理，環境データベース，

環境会計，環境情報公開，環境教育，化学物質総合管理

（PRTR）などのサブシステムで構成される。

特に，環境モニタリングシステムは現場に散在する電力

や排水，大気などの環境データを無線で収集し，自動的に

データベースに集積できる。また，PRTRでは一般企業

向け以外に下水道ガイドラインに基づく総合リスク管理シ

ステムを開発した。今後はライフサイクルアセスメントや

環境内部会計，環境センサなどのラインアップを充実させ

ていく所存である。
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図１８　Eco_MEISTERの体系図
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隣接する自治体地域から一般廃棄物が当該自治体の清掃

工場に持ち込まれる越境問題や，一般廃棄物に産業廃棄物

（産廃）が混入される産廃混入問題が一部の地域で社会問

題になっている。富士電機は（株）ニスコムと共同で，これ

らの問題の発生を未然に防止する「一般廃棄物動態監視シ

ステム」を開発し，2001年４月から岡山市の協力を得て本

格的な実証実験を開始した。収集運搬車両のパッカー起動

により廃棄物の積載を検知し，ダンプ起動により荷下ろし

を検知する。GPS（Global Positioning System）で常時車両

の位置情報をとらえており，それらの作業位置が許可され

ていない地点や産廃混入警戒地点であった場合は所轄の部

署に FAX通報して事前に不正搬入を阻止することができ

る。システムは ASP 型で，所轄の部署にインターネット接

続パソコンがあれば詳細監視可能なシステム構築ができる。
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