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環境システム

展　望

水処理システム

環境システム

2004 年 6 月に厚生労働省が今後の施策の指針となる水

道ビジョンを公表した。水道事業の運営基盤強化（第三者

委託，運営形態の最適化など）が重要施策として認識され

ており，この方向性は，上水のみならず下水・排水処理の

分野でもますます重要性を持ってくると考えられる。

また，2004 年 9 月にロシア政府が批准法案を閣議決定

したことによって，京都議定書（1997 年 12 月採択）が，

発効条件を満たすことになった。これに伴い，上下水道の

各事業体においても省エネルギー対策などの温室ガス排出

抑制の取組みをより具体化することになる。

富士電機では，このような社会の要求，すなわち，自治

体の経営・運転形態の見直しによる収益率効率化，地球温

暖化をはじめとする環境対策，これに加えて，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，

循環型社会の実現などに対して，運転管理，省エネルギー，

上下水道の高度処理，持続可能な循環型社会構築に向けて

の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，わが国初の汚泥処理プラントの PFI

として神奈川県寒川浄水場汚泥処理設備を月島機械株式会

社，電源開発株式会社と共同で受注した。富士電機のろ過

濃縮装置と月島機械株式会社の加圧プレス脱水機の組合せ

による効率のよい脱水が評価された。これは，設備を納入

するだけでなく，その後の 20 年間の運営・維持管理も併

せて請け負う形態を取る。

また，自治体の運転管理業務では，朝霞浄水場の高度処

理施設の運転管理を受注した。

オランダ NORIT 社の膜（X-Flow）を使用した富士膜

ろ過システムは，日本で膜および膜ろ過装置としての認定

を取得し，大分県にて膜ろ過システムを受注した。また，

富士電機が有する微粒子カウンタの技術をベースにして，

膜処理水の安全性を確認するための膜異常検知センサを開

発した。

安全な水を供給するための新しい製品として，次亜塩素

酸ナトリウム注入装置の分散設置にて配水系の残留塩素を

適正にコントロール可能とする，オンサイト型次亜塩素酸

ナトリウム生成装置を商品化した。これと監視制御システ

ムを合わせて，配水残塩ソリューションを展開している。

下水道分野では，下水ポンプ場の雨天時における汚水流

入量をニューラルネットワークを用いて予測する運転支援

システムを開発し，横須賀市に納入した。

上下水道の省エネルギー対策のために，設備導入や試案

の効果を解析・検討可能なシミュレーションソフトウェア

を開発した。これは省エネルギー機器や高効率機器を導入

した場合の水処理設備ごとの電力系統を簡単にモデル化で

き，電力ロス・消費電力などを解析し，比較検討を可能と

するものである。

また，上下水道の監視制御システム「Web-FAINS」は，

Webベースの柔軟性が評価され，神奈川県川崎市長沢浄

水場など，大規模から中規模の水処理プラントでの実績が

順調に増えている。

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。

バイオマス利用分野においては，日野市と共同で学校給

食生ごみの高速メタン発酵システムの実証試験を行ってき

ている。神戸ポートアイランドでの実績よりも高速化を狙

い，最終的には約 3倍のメタン発酵速度が達成されている。

廃棄物リサイクルの分野においては，久米島リサイクル

センター，八王子市ペットボトル減容化施設などを運転開

始し，屋久島および伊達のリサイクル施設の設計・施行を

行っている。また，青森エコタウンの一部として設置され

た 50 t/日級の灰溶融システムも順調に稼動中である。さ

らに，誘導加熱を応用した飲料用空き缶の乾留式塗装除去

システムの実証試験が完了し，目標性能を達成した。今後

商談へ結び付けるとともに，乾留対象物の拡大についても

検討していく。

水処理および環境システム分野の今後の展開としては，

製品開発力を重視し，このため，特に水処理分野において

2004 年 7 月に北海道大学と包括連携プログラム，清華大

学（中国）との連携プロジェクトを開始した。グローバル

な研究開発拠点による国際的レベルでの製品開発を目指す。
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従来の高圧インバータに比べて電動機端子のサージ電圧

を約 85 ％低減した出力電圧サージレス高圧インバータを

製品化した。電圧形ＰＷＭインバータで電動機を駆動する

場合，インバータ出力電圧がインバータ－電動機間のケー

ブルのリアクタンス分とキャパシタンス分で共振現象し，

直流電圧とほぼ等しいサージ電圧が電動機端子に重畳され

る。従来の高圧インバータでも，サージ電圧が最小となる

ようにＰＷＭ制御を行うことによって，電動機端子のサー

ジ電圧を十分抑制しているが，高圧インバータの出力に

サージ抑制用のフィルタ回路を付加することにより，さら

に電動機に印加されるサージ電圧を抑制して絶縁耐量の低

い既設電動機への適用を可能とした。
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出力電圧サージレス高圧インバータ

配電盤分野における日本初の第三者認証環境ラベル

（a）出力電圧サージレス高圧インバータ 

（b）従来の高圧インバータ 
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図３　出力電圧サージレス高圧インバータ駆動電動機端子電圧

波形

低圧モータコントロールセンタでタイプⅢ環境ラベルを

取得した。タイプⅢ環境ラベルとは LCA（Life Cycle

Assessment）評価データの正当性を第三者機関が認証す

るもので，配電盤分野では日本で初めての試みである。

認証取得にあたり，基準作成から着手し，認証機関の社

団法人産業環境管理協会を事務局に富士電機が提案元とし

て他重電 3社と協議して基準を作成した。LCAデータ収

集では電気機器，板金からねじに至るまでの材質別質量を

すべて調査し算出した。今後の環境配慮型製品の開発では

適正な LCAデータは必要不可欠であり，この分野で先進

的な役割を果たした。今回の対象はデータ蓄積のある従来

機種としたが新製品の省電力評価にも有効であるため，今

後の開発手法として活用していく。
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図１　コントロールセンタとエコリーフラベル，LCA 評価
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図２　水処理省エネルギーシミュレーションの流れ水処理系省エネルギーシミュレーションは，浄水場や下

水処理場の電力系統に省エネルギー機器や高効率機器を導

入したときの消費電力などを算出することで省エネルギー

施策の効果を定量的に表示するソフトウェアである。この

ソフトウェアは，水処理設備の電力系統モデルを GUIに

て簡単に作成でき，進相コンデンサ，高効率トランス，各

種分散電源の導入などの省エネルギー施策ごとに力率，電

力ロス，消費電力を算出し，それらの結果を同時に同一グ

ラフ上に表示でき，省エネルギー施策の比較・検討が簡単

に行える。またこのソフトウェアは，ポンプの流量，圧力

制御を弁制御，インバータ制御など制御方式ごとにポンプ

特性を入力することにより，ポンプの運転台数，回転数を

決定でき，定量的な省エネルギー効果の比較が可能である。
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富士電機は中小規模水処理プラント監視システム LOG

ACEシリーズの納入実績が多数ある。近年，市町村合併，

維持管理業務の合理化などの要求が増えている。一方，

IT 技術の進歩に伴う情報関連技術の短命化，改廃が激し

くなっている。これらの状況に対応するため，最新の OS

および標準制御 LAN「FL-net」を採用したオープンな監

視システム「LOGACE-FLシリーズ」を完成した。この

シリーズはオープン素材採用によるハイコストパフォーマ

ンスと柔軟なカスタマイズ機能を実現している。優れた信

頼性と保守性（FAパソコン採用で 10 年）を備えたシス

テムであり，ソリューションシステムとの連携により高度

な業務支援を実現する。
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中小規模向け監視システム「LOGACE-FL」

大規模水処理設備向けWeb監視制御システム

下水流入予測によるポンプ運転支援システム

LOGACE-FLシリーズ ソリューションシステム 

クライアント Web 
クライアント 

Webクライアント 

情報端末 

シングル 
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図４　LOGACE-FL シリーズのシステム構成例

富士電機では Web 監視制御システム「Web-FAINS」

を採用した大規模水処理監視制御システムを川崎市水道局

長沢浄水場に納入した。システムの主な特長は次のとおり

である。

監視機能に Java 技術を採用し，OSやハードウェア

に依存せず，長期にわたりソフトウェア資産継承が可能。

モバイルWeb 閲覧機能を備え，情報系システムとの

親和性がよい。

外部からの不正アクセスを防止するファイアウォール

を備え，管理サーバでのアクセス制限とフィルタリング

を行いシステムのセキュリティを強化。

オープン技術で設備台帳や業務支援系システムとの連

携が容易で，プラントデータを活用した設備評価機能を

持つ。

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　川崎市水道局長沢浄水場管理室

雨天時における下水処理場のポンプやゲートの操作は，

降雨の影響の予測が困難であり，最適な制御方式が確立さ

れていないのが現状である。富士電機は，管きょデータと

雨量や幹線水位のオンライン計測データを用いた水理解析

によって， 1 時間先までの流入予測を行うポンプ運転支援

システムを開発した。このシステムは，現状のポンプと

ゲートの制御モデルに基づき，幹線からポンプ井までの水

位と流量を計算し，時間的変化を管きょ縦断図上にアニ

メーション表示を行う。この結果を利用し，降雨が及ぼす

影響の事前把握とポンプ制御方式の妥当性の検証を行うこ

とが可能となった。さらに，このシステムのアルゴリズム

をポンプ施設の運転シミュレータに応用し，操作員の支援

システムとしての利用も可能となっている。

図６　流入量予測計算画面例
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富士膜ろ過システムは，富士電機のプラントエンジニア

リング技術と欧米で豊富な実績を有するオランダ X-Flow

社の先進膜ろ過技術を融合させた膜ろ過システムである。

河川水をはじめ，地下水，伏流水などさまざまな水道原水

での長期運転実績から得たノウハウを生かし，さらに高機

能・高性能化を図った。X-Flow 社の膜を採用し，富士電

機が全体システムを製作する。主な特徴は次のとおりであ

る。

膜モジュールの水平設置による省スペース化が図れる

（特に，中大規模浄水場）。

独自の膜洗浄方式により長時間の装置停止を伴う薬品

洗浄を不要にでき，完全自動化が可能である。

膜破断検知システムにより膜の健全性を確保する。

2004 年度から受注を開始した。

（3）

（2）

（1）
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浄水用富士膜ろ過システム

朝霞浄水場向け高度処理システム

高濃縮型サイフォン式ろ過濃縮装置

図７　膜ろ過装置

東京都水道局では「安全でおいしい水」を供給する目的

で，オゾン処理と生物活性炭吸着処理を組み合わせた高度

浄水処理の導入を進めており，朝霞浄水場（施設能力 170

万 m3/日）は，金町浄水場，三郷浄水場に次いで 3 番目に

導入する浄水場である。朝霞浄水場の高度浄水処理は，既

設浄水場の砂ろ過水を原水とし，オゾン発生装置 4台を有

するオゾン処理設備，オゾン接触池（18 池），生物活性炭

吸着池（40 池），その後段に砂ろ過池（後段ろ過池：40 池）

を有する。オゾン発生器は，単機発生量 19 kg/h，オゾン

濃度 25 g/Nm3の空気源方式オゾナイザを採用し，定格オ

ゾン注入率は 2 ppmである。富士電機はこの浄水場に対

し，高度浄水施設の建設を 2001 年 12 月に開始し，2004

年 10 月に約 3年の工事を完了した。

図８　朝霞浄水場向けオゾン発生器（19 kg/h）

浄水汚泥は，重力沈降により濃縮したあと機械脱水ある

いは天日乾燥処理されている。ところが，冬期など低濁度

原水から発生する水酸化アルミニウムや藻類が多い汚泥で

は，重力濃縮濃度が高くならず脱水機の処理量不足や脱水

汚泥の含水率が低下しないなどの問題が生じている。富士

電機は，浄水汚泥を重力濃縮の数倍に濃縮する省エネル

ギー性が高いサイフォン式ろ過濃縮装置を納入し，脱水設

備の高効率な運転に貢献してきている。このたび，ろ過エ

レメント構造および運転制御方法の合理化を進め，従来よ

り濃縮濃度が 1.5 倍に上昇できる高濃縮型サイフォン式ろ

過濃縮装置の製品化に成功した。この装置の適用により，

凍結融解処理方式，加圧脱水方式などの各種脱水設備の容

量，電力消費および天日乾燥床の面積，乾燥日数が大幅に

削減される効果が得られる。

図９　高濃縮型サイフォン式ろ過濃縮装置

関連論文：富士時報 2004.3 p.212-215
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安心して飲める水を作るために塩素は必要不可欠である。

塩水の電気分解により，次亜塩素酸ナトリウムを必要量だ

け，必要な場所で生成できるオンサイト塩水電解消毒装置

「アクアセーフ」を開発した。この装置を分散配置するこ

とにより，次亜塩素酸ナトリウムを 1か所で過剰に注入す

ることなく，配水系統の残留塩素濃度の均一化を図る。

用途は処理水量 2,000m3/日の配水池の追塩，あるいは

処理水量 700m3/日の簡易水道浄水場の殺菌である。2004

年 12 月，奈良県吉野郡西吉野村の簡易水道施設にアクア

セーフ 2 台を納入した。

この装置の特徴は次のとおりである。①安全性が高い。

②維持管理が容易。③省エネルギー，省コスト。④次亜塩

素酸ナトリウムの最適注入制御や遠隔監視も可能。
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オンサイト塩水電解消毒装置「アクアセーフ」

新型水質安全モニタ

製造業向け水処理ソリューション

図１０　オンサイト塩水電解消毒装置「アクアセーフ」

2004 年度の水質基準改正にて，従来に増して水源水質

に対応したよりきめ細やかな水質管理が求められている。

富士電機ではこのような要求に応えるべく，従来から原

水中の急性毒物をバイオアッセイの技術により検出する水

質安全モニタを開発・販売してきた。今回，下記の特長を

持った新型の水質安全モニタを開発した。

微生物膜を温度コントロールすることにより毒物感度

を維持し，さまざまな原水水質に対応

微生物膜保守間隔を従来の 1か月から 2か月に延長

感度制御により毒物感度を従来の 2 ～ 3 倍にアップ

新型水質安全モニタは e-Waterの持込研究として，

2004 年 5 月から枚方市の協力を得てフィールド試験を行

い，2004 年 10 月現在所定の性能が確認されている。

（3）

（2）

（1）

図１１　新型水質安全モニタ

民間工場における重金属廃水は，一般的に薬剤添加と

pH 調整により，対象重金属を凝集および凝結させてフ

ロック化し，沈降分離させて除去している。しかし，廃水

原水の水質や水量が変動するため，薬剤の注入方法が定ま

らず，処理の最適化を実現することが困難となる場合があ

る。富士電機では，片山ナルコ株式会社と協同で推進して

いる民需向け水処理ソリューションビジネスのメニューの

一つとして，これらの廃水処理の最適化に取り組んでいる。

NALMETは米国・ナルコ社の重金属除去剤で，重金属を

沈殿しにくくするキレート剤が混在した状況でも効果を発

揮する。専用のコントローラを持っており，薬剤注入の

フィードバック制御を実現できる。この薬剤とシステムを

用い，現在は某半導体工場で薬注最適化の実現に取り組ん

でいる。

NALMET 
コントローラ 

薬品 
タンク 

薬注 
ポンプ 

原
水 

処理タンク 

検出部 

クラリファイヤ 

処
理
水 

図１２　NALMET自動注入システム
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食品廃棄物のリサイクルを目的として，富士電機は東京

都日野市クリーンセンター内で，学校給食生ごみを用いた

メタン発酵によるバイオガス化実証試験を行っている。

実証試験は 2004 年 1 月から開始し，処理フローは図に

示すとおりであるが，よりコンパクトで低コストなシステ

ムを目指し，2004 年 8 月に設備を改造した。主な改造点

は次の 3 点である。①メタン発酵槽の滞留日数を 8 日から

4 日とし，発酵槽を小型化。②廃液処理プロセスを通常の

硝化脱窒＋膜分離方式から亜硝酸型脱窒＋凝集沈殿方式と

し，ランニングコストを低減。③余剰汚泥の一部をメタン

発酵槽に返送し，汚泥発生量を低減。

今後，長期の運転による実証データを取得し，コンパク

トで低コストなシステムとして事業化を図っていく。
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環境システム

環境システム

給食生ごみメタン発酵パイロットプラント実証

飲料缶処理用誘導加熱式乾留システム

青森エコタウン 焼却灰・ホタテ貝殻リサイクル施設
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図１３　実証試験の処理フロー

飲料缶の高品位リサイクルを目的として，富士電機は熱

効率に優れる誘導加熱を用いて缶の塗装除去を乾留処理す

るシステムを開発した。

このシステムは次のような特長を持っている。①金属を

酸化させず高品位でリサイクルができる，②加熱容器内の

雰囲気温度が均一化されており安定操業ができる，③窒素

雰囲気中で熱処理するためダイオキシン類の生成が抑制さ

れる。

富士電機と日青鋼業グループは，北九州エコタウン実証

研究エリアに実証設備を設置し 2003 年 12 月に運転を開始

し，飲料缶と同品質の金属素材の回収および従来の燃焼処

理方式と比べ金属回収率が向上することを確認した。

今後は金属の回収率向上および高品位リサイクルが図れ

る設備として他用途化も検討していく。

図１４　飲料缶処理用誘導加熱式乾留システム

一般廃棄物，産業廃棄物焼却灰の無害化処理および青森

県内に放置されたホタテ貝殻を有効利用するリサイクル施

設が本格稼動に入っている。この施設では，県内を主体に

多業者からの焼却灰を受け入れ処理している。事業主体は

県内企業の大平洋金属株式会社で，富士電機は直流電源設

備，計装設備などを担当した。集められた焼却灰は，燃焼

程度や含有成分が多様のため，直流電気式溶融炉を安定稼

動させるには大きな課題があった。そのため，成分調整剤

の配合や，電気炉炉内圧制御方法の改良工夫などを行い，

現在安定に稼動し，無害な人工石を順調に製造している。

この施設は富士電機と大平洋金属株式会社が環境事業団の

助成を受けて実証した，焼却灰とホタテ貝殻を混合溶融し

藻場として活用できる海洋石材などのクリーンな人工石材

化技術が評価された結果である。
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図１５　青森エコタウン50 t/日級システムフロー
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