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環境システム

　継続的な経済成長と人口拡大を前提にした国の上下水道
投資による膨大な施設ストックは，2005年をピークに減
少局面を迎えた人口問題や，歳入・歳出の一体削減を目指
した公共投資抑制政策などにより，自治体の上下水道事業
を大きく圧迫することになった。一方，環境事業とりわけ

公共事業に対する市場の透明性拡大の要求は，この分野の

入札環境の変化と競争激化を加速させている。

　富士電機は，このような市場の変化に対応し，これまで

培ってきた独自の技術と最新技術を融合させた上下水道監
視制御装置・技術，水処理技術，環境プラント技術，環境
サービス，環境関連機器を駆使して，有益でかつ低価格な

システムを顧客に提供している。

　さらに，温暖化など地球環境の激変に対応する上下水道
施設の改良，微生物汚染の監視と除去技術，難分解性有
機物汚染対策などの水環境リスク対策，廃棄物からのエネ

ルギー変換・回収，処理場のエネルギー自立のためのソ

リューションなど，いわゆる水の道，資源の道，施設再生
の三つの「循環の道」を実現するためのたゆみない研究開
発を続けている。

　富士電機では上下水道のトップランナーとしてその取組
みを効果的に支援する「GENESEED」（ジェネシード）の

システム，ソリューション，サービスを提供している。

　高効率トランス，可変速制御装置，エコロジー配電盤な

どの環境保全型機器の提供をはじめ，上水道では，未利用
エネルギーの活用として多数の太陽光発電・小水力発電シ

ステムの納入があり，浄水薬品の削減には PAC（ポリ塩
化アルミニウム）最適注入を実現する凝集センサ・コント

ローラやトリハロメタン対策として活性炭・塩素注入制御
に必須となるオンライン型トリハロメタン計が活躍して

いる。また，取水河川の水質事故を迅速に検知する硝化菌
バイオセンサ，油膜センサ，クリプトスポリジウムモニ

タ（開発中）により取水系の水質リスク管理をより強固な

ものにしている。下水道では，市街地浸水対策としての管
きょ内光ファイバ水位計による流入量予測，生物処理をモ

デル化した処理コスト・処理水質のトレードオフ制御など

を提供している。

　さらに，バイオマス活用によるエネルギー自立型処理場
や枯渇資源であるリンの回収技術開発にも積極的に取り組
んでいる。

　監視制御システムにおいては，大規模から中小規模向け，

より小規模なプラントへの対応を進めている。上下水道プ

ラント向けの省エネルギー，高効率運転などの各種シミュ

レーションなどコンテンツの充実も図っており，トータル

ソリューションを提供していく。

　環境システム分野においてはその事業領域を拡大するた

めの幾つかの施策を行ってきている。

　浄水場向けオゾン設備にては海外市場への積極的取組み

を行い，カナダの Lakeview市向け 33 kg/h× 2台のオゾ

ン発生器の納入や，新たに中国・無錫市向けに 2 kg/h×
1台を受注し建設に着手するなど着実に成果を上げている。

　また，浄水場汚泥処理設備の効率的運用を図るために開
発されたサイフォン式ろ過濃縮装置はさらなる開発改良を

加えて経済性を向上させた結果，神奈川県寒川浄水場向け

に 300m2機が導入され，今後の幅広い分野での採用が期
待される。

　簡易水道などのクリプトスポリジウム対策として開発さ

れた膜ろ過装置は石巻市坊ケ沢浄水場向けに 600m3/日規
模での建設が行われ，今後の運用結果が期待される。

　リサイクル設備においてはフルターンキーにて建設し 
た鹿児島県「屋久島クリーンサポートセンター」での順 
調な稼動実績をベースに大型の DBO（Design，Build，
Operate）商談に積極的に展開を行っている。

　沖縄県与那国町向けの浸出水処理設備も完成し，今後の

離島設備のモデルとして大いに貢献するものと考えられる。

　また，新たな事業分野開拓として行われている廃乳に対
する食品バイオマスエネルギー化実証試験事業も順調に推
移しており，将来の事業化に期待したい。

　富士電機の環境事業は，ものづくりの原点に軸足を置き，

ライフサイクルコストの低減化を目指した製品，システム，

オンリーワン製品の提供を今後も目指していく。また，積
極的に事業領域の拡大を目指し中国をはじめ海外への進出
を加速する。
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　「GENESEED」水処理PLC

　環境配慮形高圧配電盤

　新型トリハロメタン計

図１　GENESEED 水処理PLC

図2　環境配慮形高圧配電盤

図3　新型トリハロメタン計

　FA分野で進化を遂げてきた汎用 PLC（Programmable 
Logic Controller）の水処理分野への適用が進み，規模を

問わず，システムの中核機器として実績を広げている。し

かしながら，現行の PLCは，経済性重視のニーズには

マッチするものの，耐環境性，長期保守性に課題が残され

ていた。そこで富士電機では，この課題を解決した水処理
専用 PLCを開発した。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　コントローラの CPU部，電源部の基板を JEIDA63
（2003年）規格に準拠したコーティングを施し，水処理
施設の特徴である塩素ガス，硫化ガスへの耐性を強化

（2） 　JIS B 3501〜 3に準拠したアーキテクチャを採用し，

ウォームスタンバイ方式による二重化構成を実現

　近年，地球温暖化対策のための CO2削減を目的とした

省エネルギーへの取組みが推進されている。最近は CO2
にとどまらない総合的な環境負荷低減への需要が高まり，

重要な技術テーマとなってきている。このような状況の中，

上下水道事業体においてもライフサイクル全般にわたり環
境負荷を低減した製品が求められている。

　環境配慮形高圧配電盤は分解容易性，有害物質使用抑
制などの 3R（Reduce，Reuse，Recycle）対応や省エネル

ギー，省資源を実現し，タイプⅡの環境ラベルを適用した

薄型配電盤である。主な特徴は，①奥行寸法 600mm，②
LCA（Life Cycle Assessment）評価の実施，③自然換気
方式の採用などである。

　今後は，エコリーフ（タイプⅢの環境ラベル）認証を取
得し，さらにエコリーフ取得機種の拡大を図っていく。

　水道水中の消毒副生成物であるトリハロメタンは，発が

ん性の疑いがあることからその測定が義務づけられている。

富士電機は，膜分離－蛍光計測を測定原理とし，簡単な操
作で自動計測可能なトリハロメタン計を開発し，水道向け

に安全・安心な水の安定供給のツールの一つとして展開し

てきた。

　近年，水道水質への一般消費者の関心が高まっているこ

とから，浄水場での水質を管理する用途にとどまらず，水
道水を原料として利用する飲料工業などへの用途の拡大を

目指し，より低価格で使いやすい新型機を開発した。新型
トリハロメタン計は次のような用途や制御に適用できる。

（1） 　消毒用塩素注入率の適正化
（2） 　粉末活性炭の投入量の適正化
（3） 　粒状活性炭の処理性能評価

水処理システム

関連論文：富士時報 2006.6 p.456-460



富士時報 Vol.80 No.1 2007 環境システム

26

　クリプトスポリジウムモニタ

原水

クリプトス
ポリジウム
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取水停止

要監視

正常

モニタリング

　環境対応形ガス絶縁スイッチギヤの適用

　水処理プラント向け永久磁石電動機

図4　水系感染リスク低減化システム

図5　環境対応形ガス絶縁スイッチギヤ

図6　200kW級永久磁石電動機

　クリプトスポリジウムなどの耐塩素性病原虫の検査は，

大量の試料を用い，煩雑な操作と熟練が必要で，結果が得
られるまでに多大な労力と時間がかかる方法である。この

ため，得られたデータをプロセス管理に迅速に反映させる

ことはきわめて難しい。そこで，富士電機では，浄水プロ

セス管理に適用可能な自動測定装置の開発を進めている。

　装置は，原水を対象とし，ろ過能力を超えるようなクリ

プトスポリジウムの個数濃度レベルを迅速に計測すること

を目的とする。装置は，分離濃縮部，蛍光標識抗体と反応
させる試料調製部およびクリプトスポリジウムを蛍光粒子
として検出する測定部から構成される。今後，安全・安心
な水の安定供給システムの一環として開発を進めていく。

　「24 kV環境対応形ガス絶縁スイッチギヤ」は乾燥空気
絶縁・固体絶縁の複合技術を駆使して設計されており，漏
えいにより地球温暖化効果（CO2の 23,900倍）を引き起
こす SF6ガスを一切使わず，さらに省スペース（従来体
積比 55%）を実現している。

　本製品は，昨今の環境意識の高まりを背景に，環境影響
低減を目指す自治体から一躍脚光を浴びており，大規模浄
水場をはじめとした，上下水道分野の受変電設備で採用い

ただき，プラントの安定稼動に寄与している。

　コンパクト設計のため据付け工期の短縮も図れ，雑然と

しがちな特高電気室を簡潔かつ整然と構成できる。また，

納入後もガス処理なしで耐電圧試験が行えるため，保守・

点検の大幅簡略化が可能である。

　水処理プラントの省エネルギーの推進方法として，トッ

プランナー変圧器や VVVFなどといった高効率機器の導
入が挙げられる。ポンプ，ブロワ，遠心分離（脱水）機
の可変速制御用に，かご形誘導電動機より高効率，高力
率で小型・軽量な永久磁石電動機を適用することでさらに

省エネルギーが図れる。富士電機では，今回定トルク負荷
の遠心分離機用として 200 kW級から 400 kW級の永久磁
石電動機の製品系列化を完了した。今回系列化が完了した

200 kW級永久磁石電動機は，対誘導電動機で効率が 2%
向上（94.5%から 96.5%に），体積比で 50%減，質量比
で 40%減，GD2で 50%減を実現した。また，高力率特
性も合わせ電動機電流は約 20%低減でき，変換装置の容
量低減と変換装置での損失低減が可能である（比率はすべ

て当社比）。

水処理システム
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　中国向け浄水処理用高濃度オゾナイザ

　神奈川県寒川浄水場汚泥処理施設へのろ過濃縮装置の適用

　火力発電所冷却水への下水処理水再利用

図7　オゾナイザ本体

図8　300m2 ろ過濃縮装置

図9　横須賀パワーステーションの高速ろ過設備

　中国では，経済成長，産業規模の拡大により，生活用水
をはじめとした量的・質的な水問題に直面している。その

ため，近年，オゾンを用いた高度浄水処理の導入が積極的
に進められている。

　富士電機は，1984年に北京市田村山浄水場に中国初の

浄水用オゾン発生器を納入し，現在も稼動中である。今回，

無錫市充山浄水場に納入したオゾン発生設備は，酸素原料
の高濃度タイプで，高効率，省スペースを実現している。

本事業は，江蘇省における高度浄水処理のモデルプラント

となっており，産官学連携プロジェクトとして進められた。

　今後，中国における水処理市場はさらなる拡大が見込ま

れ，市場に適合した品質，サービスの提供に努めていく。

　浄水汚泥処理は，重力沈降させたスラッジを加圧脱水す

る方式が現在主流となっている。しかし，冬期の低濁度原
水や水質悪化などにより，重力沈降が進まず脱水不良や運
転時間延長などの問題が起こる場合がある。

　寒川浄水場に納入したろ過濃縮装置は，これらの問題を

解決するため，加圧脱水の前処理として汚泥濃縮を行っ

ている。装置は新設計によりコンパクト化が図られてお

り，ろ過面積 300m2で，重力濃縮汚泥を約 1.5倍濃縮する。

このため，加圧脱水機の負荷が大幅に軽減され，上記問題
解決に加え，汚泥処理設備全体の省エネルギー化を実現し

ている。

　ろ過濃縮装置は高性能ろ過板とサイフォン式ろ過の採用
で低ランニングコストであるため，加圧脱水機の他，天日
乾燥や真空乾燥機との組合せの適用も進められている。

　火力発電所の冷却水に，日本で初めて下水処理水を

再生利用した横須賀パワーステーション（最大発電出力
240MW）が 2006年 6月営業運転を開始した。

　下水処理水を水源とすることで，発電所で必要とする大
量の冷却水を安定的に環境に優しい方法で得ることができ

る。

　納入したプラントは処理能力 4,000m3/日で高速ろ過と

オゾン処理を組み合わせることにより，親水用水レベルの

処理水を供給している。高速ろ過設備は特殊ろ材の採用
で，ろ過速度を 50m/hとし，省スペース化を図った。オ

ゾン処理設備は脱色・脱臭・消毒を目的としており，酸素
原料高濃度オゾナイザ（オゾン発生量 4.8 kg/h，オゾン濃
度 150 g/Nm3）により高効率，コンパクトな設備となって

いる。

環境システム
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　廃乳製品メタン発酵システム（稼動実績）

廃乳製品貯蔵タンク
（既設）

エネルギー変換システム

エネルギー利用システム
ガスホルダ

脱硫塔

希釈水

調整槽
メタン発酵槽

熱交換器

熱交換器

発酵液
（既設廃水
　処理設備へ）

蒸気ボイラ

熱利用
（蒸気）

スラリー

　沖縄県竹富町リサイクルセンター

　沖縄県与那国最終処分場浸出水処理システム

図10　NEDO実証試験事業 廃乳製品メタン発酵システム

図11　プラットホームと受入ホッパ，コンベヤ

図12　浸出水処理施設の全景

　2005年度から明治乳業株式会社と富士電機システムズ

株式会社にて，廃乳製品を原料とし富士電機グループの開
発した高速メタン発酵システム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（NEDO）実証試験事
業として共同実証している。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微生物を高濃度に保持する

方式であり，原料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。2006年 4月から定
格運転を開始し，1日約 2トンの牛乳およびヨーグルトを

安定的に処理し，バイオガス発生量はほぼ設計値どおり原
料固形分 1トンあたり約 1,000Nm3であることを確認した。

バイオガスは蒸気ボイラで蒸気をつくり，発酵槽の加温に

利用する他，余剰蒸気の有効利用を図っている。

　富士電機は沖縄県竹富町向けにリサイクルセンターを完
成させた。竹富町は年間 75万人の観光客が訪れる八重山
諸島の竹富島，西表島，小浜島，黒島，新城島，波照間島
などの島々で構成されている。

　本施設は西表島の西表島一般廃棄物最終処分場内にあり，

一般家庭や観光客などから排出される廃棄物を破砕・選別
し，有価物を回収（回収した有価物はリサイクル資源とし

て再活用）する機能を持ち，島の環境保全および循環型社
会形成のための重要な施設である。

　施設能力は 1.4 t/日である。粗大・不燃ごみは破砕機で

破砕後，鉄・アルミニウムを機械選別により回収し圧縮処
理する。資源化物（缶，ペットボトル，廃プラスチックな

ど）は，機械選別および手選別により不純物を除去し，圧
縮・梱包（こんぽう）処理する。

　2006年 10月に最新の最終処分場浸出水処理施設が，日
本最西端の沖縄県与那国島に完成した。処理フロー

は「回転円板 +凝集沈殿 +砂ろ過 +活性炭」で処理水
量：25m3/日，処理水質：BOD（Biochemical  Oxygen 
Demand），COD（Chemical  Oxygen  Demand），SS
（Suspended Solids）各 10mg/L以下（沖縄県条例の排水
基準以下）の処理能力を持ち，最終処分場から発生する浸
出水を安全かつ衛生的に無害化している。主な特徴は次の

とおりである。

（1） 　回転円板式生物処理法の採用
　原水水質の大幅な変動を吸収し安定処理が可能
（2） 　高度処理
　凝集沈殿，砂ろ過，活性炭などの各種プロセスの組合せ

（3） 　運転・管理の簡素化

環境システム
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