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　2004年 6月に公開された「水道ビジョン」に続き，

2005年 9月に「下水道ビジョン 2100」（100年の計）が公
開された。普及拡大中心の 20世紀型下水道から「健全な

水循環と資源循環」を創出する 21世紀型下水道へ転換す

る，そのキーワードは「循環のみち」である。これの実現
のために水再生・利用活用ネットワーク創出〔雨水浸透や

再生水・湧水（ゆうすい）の活用〕，エネルギー 100％自
立を目指した資源回収・供給ネットワーク創出およびライ

フラインとしての施設の安全確保や機能高度化により，こ

れからの社会ニーズに応える下水道（サスティナブル下水
道）を目指すとしている。

　両ビジョンのバックグラウンドには流域圏の持続性（サ

スティナビリティ）があり，富士電機では，このような社
会の要求に応えるべく，特にその根幹となる技術に着目し，

水利用・再利用のための高度な水処理技術，循環を考慮し

た廃棄物処理，省エネルギー技術など特徴あるソリュー

ションを提供してきている。

　上水道分野では，膜ろ過装置として，小規模向けの商品
として「アクアフレックス」を発売した。簡易水道などの

クリプトスポリジウム対策として膜ろ過装置の需要が依然
として高く，1,000 t/日以下の浄水場を対象にユニット化
膜ろ過装置を製品化した。この装置の製品化により，省ス

ペース化・低価格化を実現した。

　また，小規模浄水場の排水処理設備として，月島機械株
式会社と共同でろ過濃縮乾燥装置「マックロくん」を開発
した。この装置では，サイフォン式ろ過濃縮装置と減圧乾
燥機を組み合わせ，省エネルギーで低価格な中・小規模浄
水場排水処置システムを実現した。また，中・大規模浄水
場向けには，ろ過濃縮装置と加圧脱水機を組み合わせ効率
のよい脱水ができるシステムを提供している。このシステ

ムは，加圧脱水機の前段で汚泥をろ過濃縮し，加圧脱水機
の供給汚泥濃度を比較的高く維持することにより，加圧脱
水機のろ過速度を 1.5〜 2倍に上げ，加圧脱水機の容量を

2/3〜 1/2に小型化し，建設費の低減とランニングコスト

の低減を可能とした。

　安全な水を提供している消毒分野では，北米においてク

リプトスポリジウムの消毒としてオゾン消毒を実施してい

る。富士電機はボストン市の Carroll浄水場へ 70 kg/h×
4台のオゾン発生器を納入し，現在順調に稼動中である。

　上下水の分野で，CO2削減を目的とした取組みが強化
されてきている。上水分野では，浄水場の安全対策と CO2
削減を目的として，浄水場のろ過池の覆蓋（ふくがい）設
置と太陽光発電設備の設置を進めており，富士電機は東京
都水道局東村山浄水場，金町浄水場の設備を受注した。

　下水道分野では，東京都下水道局森ヶ崎水再生センター

へ，放流水の有効利用による CO2削減を目的とした小水
力発電設備を 2005年 5月に納入し，現在順調に稼動して

いる。

　また，新コンセプトに基づき開発された上下水道向け監
視制御システム「GENESEED」は，その高信頼性，高機
能性が評価され，すでに上水分野の 1ユーザー，下水分野
の 5ユーザーでの採用が決定し，現在は 2006年 4月から

の稼動開始に向け順調に最終調整を続けている。今後もさ

らなる拡販が期待される。

　環境分野では，屋久島クリーンサポートセンター，伊達
地方衛生処理組合向け廃プラスチック処理資源化施設（リ

サイクル施設）が完成し，稼動を開始した。また，ペット

ボトルの圧縮減容化ラインを長生郡市，町田市へ納入した。

　浸出水処理施設関連では，豊栄郷清掃組合向けの設備改
善工事を完成させ稼動開始している。また，与那国町向け

設備の施工を開始した。

　日野市と共同実験を行ってきた学校給食メタン発酵シス

テムは，所定の試験が完了し財団法人廃棄物研究財団から

概要書を受領した。また，廃牛乳処理システムとして，明
治乳業株式会社と共同で独立行政法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構の共同研究事業に応募・採択され，現在，

装置を設計・施工中である。

　水処理および環境システムの今後の展開としては，月島
機械株式会社との業務提携により，ライフサイクルビジネ

ス（PFI）や中国市場での共同事業展開など，富士電機の

カバーする市場の枠組み，すなわち事業領域のさらなる拡
大を目指す。
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　水処理情報制御システム「GENESEED system」水処理プラント向けライブラリ

　水処理情報制御システム「GENESEED system」新水処理帳票システム

　水処理情報制御システム「GENESEED system」先進監視制御デスク

図１　監視操作画面の例

GENESEED

GENESEED system帳票

OPCサーバ

表計算
ソフトウェア

OLAPツール

図2　GENESEED system帳票の概要

図3　GENESEED systemの監視制御デスク

　「GENESEED system」では，富士電機がこれまで培っ

てきた水処理プラント設備の機能を実現するための技術お

よびノウハウを，ソフトウェアの部品としてパッケージ化
し，水処理プラント向けライブラリとして提供している。

　ライブラリを構成するソフトウェア部品は，従来の水処
理プラントの制御機能を実現するためのプログラムに加え，

監視操作画面のデータやメッセージ発信機能を実装してい

る。

　このため，ソフトウェア設計者はライブラリから必要な

部品を選択（ドラッグアンドドロップ）し，それらの部品
の端子を結線することにより，プラントに必要な制御プロ

グラムと監視操作画面を，同時にかつ一体化して構築する

ことができ，高品質なソフトウェア設計を可能としている。

　「GENESEED system」帳票は，プロセスデータ収集処
理に OPC（OLE for Process Control）を採用し，監視制
御システムと分離可能な構造をとっている。従来の帳票シ

ステムでは，独自の制御 LANから専用プロトコルを用い

ていたが，GENESEED system帳票は OPCをサポートす

るサーバなどの装置に搭載することで，よりオープンな環
境での帳票システムを提供できるようになった。

　帳票データは，汎用のデータベースに格納されてお

り，表計算ソフトウェアや他のシステムとの連携が容易
となるばかりではなく，OLAP（OnLine Analytical Pro-
cessing）ツールを用いた多次元分析処理との連携も可能で，

紙としての帳票出力だけではなく，より高度なデータ利用
も可能な構造となっている。

　表示装置が CRTから液晶ディスプレイ（LCD）に替
わり，監視制御デスクの上部にはゆとりができた。一
方，ユーザーからは監視専用デスクから，作業，会議など

デスクの多目的化への要望が増えている。これらを反映
し，「GENESEED system」の監視制御用 HMI（Human 
Machine Interface）では新コンセプトの監視制御デスク

を開発した。このデスクにはパン・チルト機構付 LCD，
デスク中央にはキーボード，マウスなどを配置し，さら

に電話，LANジャック，メモプレートなども装備可能で

ある。デスク背面にビデオプロジェクタを装備することで，

緊急時には大画面での監視を可能としている。また，ユ

ニット構造のため，ミーティングデスク，サイドデスクと

の組合せも自由で，監視室だけでなくオフィスへの配置も

可能である。

水処理システム
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　東京都下水道局森ヶ崎水再生センター向け小水力発電設備

　最上川流域下水道村山浄化センター向けNaS電池電力貯蔵設備

　琵琶湖東北部浄化センター向け省エネルギー診断

図4　森ヶ崎水再生センター西系小水力発電設備（4kW）

交直変換装置盤（内部） NaS電池

図5　交直変換装置盤とNaS電池設備

図6　省エネルギー診断ツールの解析例

　再生可能エネルギーである処理水の放流落差を活用した

小水力発電設備を東京都下水道局森ヶ崎水再生センター

に納入した。一般公募型プロポーザルによる事業者選定を

経て受注したこの設備は，平均発電出力 95 kW× 2台と

4 kW× 1台の水車発電機，盤類から構成され，平均放流
落差 2.5m，使用水量約 5.0m3で約 100 kWの発電を行い，

年間約 80万 kWh（CO2削減量約 300 t）のクリーンな電
力を生み出す。

　主な特徴は次のとおりである。

（1）　サイフォン取水方式を採用し，施工時に躯体（くた

い）へ与えるダメージを軽減
（2）　ランナベーン可動方式による流量調節機能を付加し，

変化する流量（処理水量）変動にも適用
（3）　携帯電話・IT網を使った遠隔監視システムを採用

　2004年，村山浄化センターにおいて，充放電電力制御
用交直変換装置（PCS）を NaS電池と組み合わせた電力
貯蔵システムを納入した。NaS電池は，ナトリウムと硫
黄の化学反応を利用した二次電池で，単位出力あたりの設
置面積が小さい，充放電効率が高いなどの特徴がある。

　このシステム（PCS定格容量 600 kW，電池定格容量
3,600 kWh）では，夜間充電した電力を昼間に商用連系し

て放電し，受電電力のピークカットや日平準化を行うこと

で，契約電力の約 14％減，年間電力料金の約 8％減を実現
した。また，商用停電時には自立運転を行い，過負荷耐量
150％ 10秒，停電補償時間 6時間の非常用電源としても運
用している。PCSは今後，UPS機能を持ち合わせた複合
システムへの適用が期待される。

　温暖化防止のための省エネルギー対策は，上下水道運営
の必須項目となっている。富士電機では，書類・図面調査，

運転記録データ調査，現地ウォークスルー調査をもとに省
エネルギー診断を実施している。また，それらの調査デー

タによる机上検討では，省エネルギー解析ツールを利用し

て，設備の電気の省エネルギーを，構内系統図や機器詳細
データから，省エネルギー量の定量的把握を実施している。

このツールは，時間ごとに運転データを入力し，機器，配
電線の電気諸定数から，構内のエネルギーフローを数値解
析し，その結果をビジュアルに表示可能である。

　琵琶湖東北部浄化センターでの診断では，空調システム，

変圧器並行運転の見直し，マイクロ水力の導入などにより，

6.46％のエネルギー削減の可能性があると診断した。

水処理システム
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　米国ボストン市John J. Carroll 浄水場向けオゾナイザ（70kg/h × 4台）の運用開始

　小規模浄水施設向け膜ろ過システム

　小規模排水処理システム ろ過濃縮乾燥装置（マックロくん）の製品化

図7　オゾナイザ本体

図8　縦型膜ろ過装置

図9　ろ過濃縮乾燥装置

　北米の浄水場では，近年，塩素処理後の副生成物やクリ

プトスポリジウム対策に優れた方式としてオゾンを利用し

た高度処理の採用が進んでいる。

　米国ボストン市 John J. Carroll浄水場は日量 150万m3

を誇る新設の高度処理設備であり，オゾン消毒工程を取り

入れている。2005年 1月から半年にわたる性能試験を完
了し，7月から運用開始された。

　富士電機はオゾン発生量 70 kg/hの液体酸素を原料とし

たオゾナイザ 4台をはじめ，原料ガスから排オゾン設備ま

でを完納し，現在順調に稼動している。このオゾン設備は

単機容量として世界でも最大規模の一つであり，富士電機
の記録品である。

　富士電機は，簡易水道・専用水道など小規模浄水施設向
けの膜ろ過システムを新たに製品化した。このシステムは，

給水量 1,000m3/日以下の浄水場を主な対象とする。特徴
は以下のとおりである。

（1）　省スペース：透水性能の高い膜モジュール（X-Flow
社製）の採用と，ユニット化により省スペース化を実現

（例 500m3/日，設置面積 5.5m× 7.5m）
（2）　省エネルギー化：全量ろ過方式の採用と独自の物理洗
浄（空気＋水）により，省電力で安定した運転が可能

（3）　安全性の確保：膜ろ過水の濁度・微粒子個数連続監視
と圧力保持試験を併用することで，膜の損傷をより高感
度で検知し，安全性を向上

（4）　工期短縮：ポンプ，バルブなどを一体化し現地搬入

　小規模浄水場の排水は天日乾燥で処理されることが多い

が，濃縮性能低下による乾燥不足から，機械式の排水処
理を検討するケースが増えてきている。そこで富士電機は，

月島機械株式会社と小規模浄水場排水処理用のろ過濃縮乾
燥装置を製品化した。この装置はサイフォン式ろ過濃縮装
置をベースに高濃縮機能を付加した高濃縮型のろ過濃縮ユ

ニットと，立形の減圧乾燥ユニットで構成されている。

　この装置の特徴は次のとおりである。①機器構成がシン

プルであるため，加圧脱水機と比べ省スペースで設備・運
転コストが低く抑えられる。②発生する乾燥造粒土は含水
率 35％程度で体積が大幅に減少されるため，処分コスト

が安価である。③熱処理をするので植物種子の発芽がなく

粒状となり，園芸用土として有効利用が可能である。

水処理システム
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　排水処理水再利用設備

　オゾンを利用した省エネルギー型廃水処理技術

　新型水質安全モニタのフィールド検証

図10　RO装置

図11　愛知万博における高CT型オゾン反応槽

図12　新型水質安全モニタ

　民間工場において，コスト削減の方策の一つとして用
水・下水道コストの削減が求められている。富士電機では，

片山ナルコ株式会社と共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一つとして，排水処理水の再利
用事業に取り組んでいる。

　排水を回収し再利用水として使用するために，導入前に

テストを行い，排水に応じた制御方法と設備の検討を行っ

ている。排水再利用設備としては，砂ろ過装置，UF（限
外ろ過）装置，RO（逆浸透）装置などがあり，米国・ナ

ルコ社の持つ Perma Careという防スケール剤を使用する

ことにより，RO装置の回収率を上げることが可能となり，

設備コスト，処理コストの低減を図ることができる。現在，

某半導体工場で砂ろ過装置，UF装置，RO装置を導入し

排水再利用に取り組んでいる。

　地球温暖化原因である二酸化炭素の排出を抑制するため，

既存処理より高度な廃水処理技術が求められている。省エ

ネルギー型廃水処理は高濃度オゾンを活用することにより，

廃水・下水処理分野の水の有効利用を目的に，近年問題に

なっている廃水中の環境ホルモンなどの難分解性有機化合
物除去 90％以上，省エネルギー 40％削減を狙いに，2005
年日本国際博覧会（愛知万博）にて実証を行った。

　この技術は高濃度オゾン発生装置を用いることによっ

て，省スペースで処理効率の高い反応槽（高 CT型オゾン

反応槽）を開発した。高 CT型オゾン反応槽は高ホールド

アップ向流接触式を採用し，オゾン吸収効率 20％以上向
上，設置面積 50％削減を達成している。今後，工場廃水
処理の水回収率の向上，下水の再利用水を対象に展開して

いく。

　2004年の水質基準改正にて，従来にも増して水源水質
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。2004年，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する新型水質安全モニタの開発を行い，

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 8か月間フィールド試験を行った。その結果，①
従来の 2倍の 2か月間隔のメンテナンス周期で安定運転し

た。②アセトン濃度 0.3％（シアン濃度 0.05％相当）では

確実に毒物を検出し，0.1％でも 24回中 23回の検出を行い，

感度は従来機比 3倍程度向上した。

水処理システム
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　廃牛乳メタン発酵処理システムの実証試験

　屋久島クリーンサポートセンター

　伊達地方衛生処理組合向け廃プラスチック処理資源化施設

図13　高速メタン発酵システム発酵槽

図14　屋久島クリーンサポートセンターのリサイクルプラント

図15　 廃プラスチック処理資源化施設の処理フロー

　生産者責任や食品リサイクル法の観点から，食品廃棄物
を工場内でエネルギー化するニーズが高まっている。特
に，廃乳製品は有機物および油脂分の濃度が高く，活性汚
泥法や UASB（上向流嫌気性汚泥床）法による処理が困
難である。そこで，明治乳業株式会社と富士電機にて，富
士電機グループの開発した高速メタン発酵システムによる

廃乳製品処理の適用性を独立行政法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構の実証試験事業として共同実証すること

になった。富士電機グループの高速メタン発酵システムは，

約 55℃で発酵させる高温発酵方式を採用し，槽内に担体
を充てんして微生物を高濃度に保持する方式であり，原料
の量や性状の変化に対応して最適な発酵状態に維持する制
御システムを備えている。実証事業は，明治乳業株式会社
神奈川工場で 2010年 3月まで 5年間にわたって行われる。

　富士電機は屋久島広域連合向けに，一般廃棄物処理施設
と環境学習啓蒙施設を併設した「屋久島クリーンサポート

センター（リサイクルプラザ）」を完成させた。

　施設では，「不燃・粗大ごみ」から有価物（鉄，アル

ミニウム）を回収し，「資源ごみ（びん，ペットボトルな

ど）」を分別・圧縮梱包（こんぽう）して，再生工場へ

輸送可能な形状にする。処理能力は，不燃・粗大ごみ：

5.2 t/日，資源ごみ：2.8 t/日である。

　屋久島は，世界自然遺産に登録された地域であり，環境
保全には特に注力されている。施設は，オゾン脱臭装置を

採用し，類似施設で多く使用される脱臭用活性炭の排出を

なくすなど，環境負荷を極力抑えた設計としている。

　一般廃棄物の排出量が減少せず，最終処分場の残余年数
も逼迫（ひっぱく）する中，容器包装ごみの資源リサイ

クルは，ごみの減量化，最終処分場の延命のために急務と

なっている。

　この施設は，家庭から資源ごみとして分別収集したプラ

スチック容器包装廃棄物を再資源化するための中間処理
施設で，1日 8 tのプラスチック製容器包装廃棄物から不
適物を取り除き，圧縮・梱包（こんぽう）・保管する機能
を有する。各機器のごみ飛散防止や，施設全体の悪臭対策
および外部漏えい防止を実施することで，施設作業者の作
業環境に配慮するとともに，周辺環境へも配慮した施設と

なっている。富士電機は，プラントエンジニアリング技術
とごみ処理のノウハウを融合し，循環型社会の形成に貢献
することを目指し，環境事業に取り組んでいる。

環境システム

受入貯留ホッパ

プラスチック製
容器包装

不燃・可燃不適物

焼却，埋立処分

破袋機

不適物貯留ホッパ 廃プラスチック類
圧縮梱包機

手選別コンベヤ

プラスチック資源の
リサイクル



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




