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21 世紀は環境の世紀といわれており，上下水道を含め

た環境分野全体の大きな流れとしては，第一に環境汚染の

防止および安全・安心な生活を確保するためのシステムの

構築，第二に地球温暖化をはじめとする環境対策（環境・

省エネルギーの強化），第三に循環型社会の実現，第四に

自治体の経営・運営形態の見直しによる収益効率化，第五

に上下水道や農地・森林・市街地を含めた流域圏という概

念が考えられており，この一体管理の動きがある。

富士電機では，このような社会の要求に対して，上下水

道の高度処理，省エネルギー，持続可能な循環型社会構築

に向けての技術開発および製品開発に重点的に取り組み，

それぞれ特徴あるソリューションを提供している。

上水道分野では，飲料水の新水質基準が 2004 年 4 月 1

日から施行され，これまで以上に水質への信頼性が求めら

れるようになってくる。

富士電機では，2003 年に大規模の膜 過システムで世

界的に実績のあるオランダ NORIT 社と技術提携をし，独

自のプロセス技術と新規開発した膜の破断検知モニタを組

み合わせた膜 過システムの販売を開始した。膜 過シス

テムは，水道の消毒剤である塩素に対する耐性が強く，こ

のため問題となっている病原性原虫であるクリプトスポリ

ジウム除去性，省スペース，自動化などで利点があり，水

道への適用がますます進むと考えられる。

新水質基準では，水道水の臭いの原因となる臭気物質の

基準値が改正され，粉末活性炭単独処理では基準の満足が

難しいことから，オゾンあるいはオゾンと過酸化水素を組

み合わせた促進酸化処理と生物処理を組み合わせた高性

能・低コストの高度処理システムを中・小規模浄水場向け

に開発している。

また，先の水道法改正を機に，自治体の運転管理業務の

第三者委託が可能になった。富士電機では，水管理サポー

トセンター機能を付加した水道の運転管理システム 2 件を

受託した。

富士電機では，上水道分野で海外事業展開を行っており，

米国の浄水場に酸素（液体酸素）を原料とした高濃度オゾ

ン発生器（70 kg/h，当社記録品）を 4 台納入した。中国

の浄水場には，凝集センサを用いた凝集制御をはじめとす

る全自動化した監視制御システムを納入した。

下水道の分野では，電力ピークカットと非常用自家発電

用に，直流から交流へ変換するシステムである PCS

（Power Condition System）を備えた NAS 電池システム

を納入した。下水処理プラントの省エネルギー化がますま

す求められており，PWMコンバータとインバータを用い，

蓄積データとポンプ井水位から最適な流量をシミュレート

し，汚水ポンプの省エネルギー化を達成する運転制御シス

テムを納入した。また，処理工程の大半のエネルギーを消

費する好気的処理プロセスのばっ気制御に，微生物反応シ

ミュレーションを適用し，既存プロセスの効率診断および

大幅な省エネルギー化を達成する制御システムを開発して

いる。

流域圏に関するアプローチとしては，琵琶湖淀川流域を

モデルとした水環境総合管理システム，モニタリングシス

テムの研究を行っている。

環境システム分野においては，持続可能な循環型社会の

構築を目指してバイオマス利用と廃棄物リサイクルを重点

的に取り組んできている。

神戸ポートアイランドで行っていた環境省の地球温暖化

対策実施事業である生ごみバイオマス化燃料電池発電設備

の実証試験をベースに，市場への導入を図るために，より

小型でコストダウンしたトータルシステムとしての高速メ

タン発酵システムを開発中である。

廃棄物リサイクルの分野では，直流電気抵抗炉を使って，

焼却灰を無害化し魚礁，人工石材などにリサイクルする

50 t/日級のシステムが完成した。これは，溶融飛灰のリ

サイクルも含めた青森エコタウンプランの一部であり，全

国的にも注目をあびている。

また，乾留により空き缶の塗装除去を行うシステムが北

九州エコタウン内に設置され，各種実証試験を実施中であ

る。本装置は，従来から納めてきているリサイクルプラザ

への応用も検討している。

環境システム
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地球環境保護を目的としてエネルギー消費の合理化を加

速するために省エネルギー法が改正され，エネルギー指定

工場としての省エネルギーへの取組みとして，電力自由化

を背景に分散電源の需要が高まっている。NAS 電池をは

じめ RF電池，鉛蓄電池など，新型の二次電池が実用化段

階を経て市場展開が積極的に図られている中，上記の需要

に応えるため新型二次電池に適用する PCS（Power Con-

dition System）の高機能化開発を完了した。

高機能化 PCSは，負荷平準化機能，自立運転機能，非

常用発電機能，UPS 機能（高速スイッチを用いて無瞬断

で電力供給可能なシステム）を有し，電力貯蔵のほか電源

供給の品質と信頼性の向上といった需要家のさまざまな

ニーズに応えることのできる新しい電源システムとしてい

る。
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NAS電池用高機能PCS

DoPa応用水道自動検針システム

図３　NAS電池用高機能PCS

ITやネットワーク技術の発達により無線方式による遠

隔監視が注目されている。2003 年 3 月に横浜市水道局向

けに 63か所の需要家を対象とした DoPa 網を利用した水

道自動検針システムを納入した。DoPa 網は定時刻収集の

場合，通信料金が従量制のため NTT専用回線に比べ約

1/10となる。回線引込み工事が不要になるメリットがあ

る。本システムの新規に開発したデータ記憶装置を各需要

家に設置した。本装置はWebアダプタを利用して上位通

信を行っており，LAN，公衆回線など最適な通信インフ

ラストラクチャーが選べる。また，Webによる遠隔監視

が対応可能なため，広域に分散する小規模上下水道施設の

監視への適応が容易であり，さらなる適応範囲の拡大が期

待できる。
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図１　DoPa応用水道自動検針システム

先進デザインの監視制御システム

図２　先進デザインの監視制御システム納入例市町村合併などによる上下水道の処理場統合化や監視場

所統合化が進められている。扱う監視情報量が増大傾向に

ある運転員の負荷軽減と業務の効率化を実現する先進デザ

インの監視制御システムを納入した。

このシステムではWeb 技術を採用しており，すべての

監視操作端末は同一機能を有し，運転管理状況に応じて用

途を切り替えて情報を絞り込み効率よく運用できる。各端

末はプラント全体の監視や ITV 監視操作，帳票処理やマ

ニュアルなどの文書管理などが行える。監視室の周辺にこ

れら端末やモニタの情報を効率的に利用するための円形監

視卓，中央にミーティングテーブルを配置した。すなわち，

運転員が多種多様な監視制御情報を水質向上・省エネル

ギー運転，保守点検，改築計画策定などに活用しながら，

会議・業務引継ぎなどを行えるオフィス機能を実現した。
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下水処理場汚水ポンプ用巻線形誘導電動機の可変速制御

装置として PWMセルビウス装置を納入した。電動機出

力は，365 kW，700 kWの 2 種類である。

制御装置は，ダイオード整流器，PWM昇圧チョッパ，

PWM回生インバータで構成され，主回路素子は，IGBT

を採用している。本方式は，従来のサイリスタセルビウス

と比較して，①高力率（ほぼ力率 1），②高調波含有率の

低減，③回生インバータ用の変圧器の容量を 40 ～ 50 ％に

低減，④電源じょう乱の耐性強化（自己消弧素子である

IGBTを採用することにより電源の瞬時停電時に転流失敗

しない），⑤力率改善設備容量の低減，という優れた特徴

を有する。
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汚水ポンプ速度制御用PWMセルビウス装置

新水質計測用バイオアッセイ技術

中国・長春市中日友好浄水場運転管理の高度化

図４　PWMセルビウス装置

わが国の水道では，10 年ぶりの水道水質基準の改正が

行われ，地域，原水の種類・質，浄水方法などにより大き

く変動する水質の実態を考慮したものとなり，よりきめの

細かい施設管理と水質管理が要求されることとなる。また，

環境基準についても生活環境項目で水生生物保全に係る環

境基準および要監視項目が設定され，事業場排水や下水道

の水質管理へも影響すると考えられる。富士電機では，水

道水源の有害化学物質を検出する次世代水質安全モニタや

下水道の生物処理機能を守る下水流入毒物モニタなど生物

の機能を巧みに利用したバイオアッセイ技術による新しい

水質評価手法の開発を進めることで，水質管理の簡易化，

自動化，省力化と同時に，水の安全と安心を長期安定に提

供する方法を提案する。

図５　次世代水質安全モニタ（バイオアッセイ技術応用）

浄水場の全自動化制御を行うため，富士電機では，中

国・長春市自来水公司中日友好浄水場に監視計装設備を納

入した。中央監視に，「FOCUS」3 台を設置し，各現場

（沈殿池， 過池，薬注，送水）に制御用コントローラ

「ACS-250」と現場監視用 FOCUSを設置し，万全な監視

体制を構築している。これらにより，沈殿池の自動排泥制

御， 過池の自動洗浄，送水ポンプの台数，回転数制御を

行うことができる。また，薬注制御では，凝集センサを設

置し，濁度とフロック粒径から凝集剤の注入量を算出する

高度な制御を行い，水質の確保，適量の凝集剤注入（経済

性を考慮）が可能となる。日本国内でも導入の少ない凝集

センサを今回 3台納入し，精度の高い凝集制御を実施し新

しい運転管理を行っている。

中央監視システム 凝集センサ 

図６　中央監視システムと凝集センサ
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2001 年 6 月に水道法が改正されて以来，水道運転維持

管理業務の民間への委託化が拡大しつつある。水道の民間

委託は水道事業の一翼を担うもので，単なる労働力の提供

にとどまらず，事業責任を伴うとの認識のもと，富士電機

は水道の技術者集団として，民間の得意とする保有技術を

最大限活用しながら，効率的でかつ質の高い運用管理を行

うため，以下のようなツール開発，ノウハウ蓄積などを

行っている。

巡回点検支援システム

水質管理支援システム

水運用支援システム

運転維持管理業務管理システム

リモート監視システム（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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水道運転維持管理ソリューション

新誘電体空気高濃度オゾナイザ

米国ボストン市Walnut Hill 浄水場向け70 kg/h × 4台オゾナイザ

図７　受託運転維持管理現場

近年，水処理工程におけるオゾン反応効率の向上を図る

ため，空気オゾナイザの高濃度化，高圧化が求められてい

る。高濃度化，高圧化によりオゾナイザの省スペース化，

反応槽の高水深化が可能となる。反応槽の高水深化は反応

効率の向上，小型化につながる。このほど，新開発のセラ

ミックス発生管を用いた高効率空気オゾナイザ「FSAシ

リーズ」を発売した。オゾナイザの電源は，高調波を低減

した高周波電源を採用し，構造は高圧，短ギャップで高濃

度を発生する高性能オゾン発生装置である。

FSAシリーズの特徴は次のとおりである。

オゾン高濃度化・高圧化（従来の 2 倍），消費電力を

30 ％低減し小型化を達成

高水深反応槽高効率化オゾン処理システムに対応（2）

（1）

図８　富士オゾナイザ「FSAシリーズ」

米国の浄水場において，オゾンを利用した高度処理が広

がっている。欧州に比べ普及が遅れていたが，近年，塩素

系副生成物やクリプトスポリジウム対策に優れた方式とし

て，酸素を原料としたオゾナイザの採用が進んでいる。

初期は中小規模向けから始まったが，大都市の大型浄水

場においても，順次検討，計画，導入が進んでいる。

富士電機が，2001 年に受注し，2003 年に工場試験の後，

現地納入したオゾナイザも，液体酸素を原料とした，オゾ

ン発生量 70 kg/h × 4 式のオゾン設備である。それまでの

20 kg/hクラスの各地への納入，稼動実績を評価され，採

用された。富士電機の記録品であると同時に，国内メー

カーでは最大規模であり，世界的なオゾンメーカー（オゾ

ニア，ウェデコ）と肩を並べる製品である。

図９　オゾナイザ本体
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浄水場汚泥は脱水が困難だが凍結融解処理すると汚泥粒

子が高密度の粗大粒子に改質されるため脱水が容易となる。

藤原町鬼怒川浄水場では，この原理の脱水設備が 1977 年

から排水汚泥の脱水に稼動していたが，このたび 過濃縮

装置と組み合わせ省エネルギー型凍結融解脱水設備に更新

した。重力濃縮汚泥を自然方式の 過濃縮装置で，体積を

1/5に削減したあとで連結融解処理し真空脱水する省エネ

ルギーシステムであり，次の特徴がある。

電力消費が従来型より 50 ％削減される。

布など消耗品の交換が少ない。

汚泥性状が変化しても性能が安定している。

運転監視は開始・終了時の巡回程度で済む。（4）

（3）

（2）

（1）
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栃木県藤原町鬼怒川浄水場納入省エネルギー型凍結融解脱水設備

次亜塩素酸ナトリウム生成装置

富士電機は，循環型社会の構築と地球温暖化対策として，

幅広いトータル環境ソリューションを提供している。その

中で，粗大ごみ・資源ごみ処理および再資源化施設を

1975 年以来 116か所に納入にしている。最近では，埼玉

西部環境保全組合（処理能力 45 t/5 h），与論町役場（処

理能力 2.2 t/5 h）富山県福岡町（処理能力 2.36 t/5 h）に納

入している。現在，久米島町リサイクルセンター（処理能

力 3 t/5 h）を受注し設計・製作中である。また，リサイ

クル・中間処理後の残渣（ざんさ）は，最終的に埋立て処

分される。埋立地のごみの層を浸透した雨水などの処理を

する浸出水処理施設を現在までに，18か所納入している。

最近では，青木山一般廃棄物最終処分場，妙高高原町一般

廃棄物最終処分場に納入している。

環境システム

リサイクルセンター・最終処分場

図１２　リサイクルプラザの全景

今日，給水末端における残留塩素濃度の過不足の問題が

挙げられており，注入塩素量，残留塩素濃度の適正管理の

ニーズが高まっている。

このため富士電機は，食塩水の電気分解により次亜塩素

酸ナトリウム（NaClO）を生成し，上水の塩素濃度管理の

最適化を実現する装置「次亜塩素酸ナトリウム生成装置」

を開発中である（2004 年 4 月販売予定）。

本装置の特徴は次のとおりである。①原料が食塩，水，

電気のために取扱いが容易，またランニングコストが安い。

②生成次亜塩素酸ナトリウム液は低濃度，弱アルカリなの

で安定性がよい。③一体型収納キャビネットでコンパクト

設計である。④自動運転，Web 画面による遠方監視に対

応可能である。

図１１　次亜塩素酸ナトリウム生成装置

関連論文：富士時報 2003.2 p.108-115

関連論文：富士時報 2003.2 p.137-141

図１０　凍結融解処理設備
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一般廃棄物，産業廃棄物焼却灰の無害化処理および県内

に放置されたホタテ貝殻の有効利用を行う全国 17 番目の

エコタウンが青森県に設置された。自然環境の負荷を低減

する資源循環型事業である。事業主体は県内企業である大

平洋金属（株）が受け，富士電機は直流電源設備，計装設備

などを担当した。焼却灰に含まれる重金属，ダイオキシン

の無害化処理技術に焼却灰を高温溶融する直流電気抵抗式

溶融が優れており，かつ溶融後に生成されるスラグは，冷

却過程で無害な人工石材として再利用できることを特徴と

する。

富士電機と大平洋金属（株）が環境事業団補助事業を受け，

無害化処理時にホタテ貝殻の利用により，海藻が根付く魚

礁とする自然再生技術に寄与することが評価された。
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青森エコタウン 焼却灰・ホタテ貝殻リサイクル施設

北九州エコタウン 缶の高品位リサイクル実証

食品廃棄物メタン発酵発電パイロットプラント

図１３　処理能力50 t/日の直流電気抵抗式溶融炉

資源ごみとして回収される空き缶の高品位リサイクルを

目的として，富士電機は飲料缶の塗料コーティングを誘導

加熱により乾留熱処理するシステムを開発中である。

このシステムは，窒素雰囲気中で熱処理するため，金属

を酸化させることなく高品位でリサイクルができ，ダイオ

キシン類の生成が抑制される。熱源として電気を利用して

いるため，自動制御が可能で安定した操業ができるなどの

特徴を持っている。

富士電機と日青鋼業グループは，北九州エコタウン実証

研究エリアにおいて，乾留熱処理した缶をスチール素材，

アルミ素材のペレットに分離し，従来の缶プレス品よりも

付加価値の高い原料に再生する技術を開発するため，実証

運転を実施中である。
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図１４　誘導加熱式空き缶処理用乾留システム実証試験機

食品リサイクル法の施行に伴い，食品廃棄物などの有機

性廃棄物を有効利用することが求められている。メタン発

酵は，生ごみのような水分の多い原料から有効にエネル

ギー回収ができるので，食品廃棄物の利活用の有望な選択

肢の一つである。

富士電機では，東京都日野市クリーンセンター内におい

て食品廃棄物メタン発酵システムのパイロットプラントを

建設し，2004 年度末ごろまで運転検証を進める。本シス

テムは，メタン菌を高濃度に維持することにより，高速発

酵と安定運転を両立させることを特徴としている。

今後，長期間の運転による実証データを取得し，事業化

を図っていく考えである。
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図１５　処理フロー
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