《 製品紹介 》

女満別町水道施設電気品
The electrical equipment for water purifying delivered to
Memanbetsu Town
１．まえがき
この度，北海道網走郡女満別町昭和浄水場に，より安全で
おいしい水の供給を基本に，設備の増設及び，マルチメディ
アとネットワーク技術を活用した，維持管理の効率化を図っ
た上水道設備を納入し，順調に稼動を開始したので，その概
要を以下に紹介する。
２．概要
女満別町（人口：５，９２５人

世帯数：２，０９４世帯

平成16年3月31日現在）は，北海道東部に位置し，恵まれた自

然環境のもと「花と音楽の町」を宣言，発展を続ける空港の

図２

ある町で，阿寒，摩周，知床，網走，原生花園など道東観光

昭和浄水場

Fig.2 Showa water purification plant

の交通拠点である。
３．納入品

3.1 平成１３年度
(1) ６．６ｋＶ受変電設備（主変圧器２００ｋＶＡ）

網走

女満別

札幌

受電盤，主変圧器盤，低圧分岐盤：各１面（図３左）
(2) 第２浄水設備 （図３右）

千歳

７号取水・導水ポンプ盤：１面
浄水設備ポンプ盤：１面

函館

東京

送水ポンプ盤：１面

東京

大阪

補機盤：１面

大阪

名古屋

(3) 計装・監視設備
計装監視盤（大型グラフィックパネル搭載）：１面

図１

女満別町

計装機器：１式

Fig.1 Memanbetsu-cho
計画給水人口：５，０００人に給水する上水の高品質化を
図り，散在する施設の統合化を考慮した本町地区簡易水道拡
張工事が，平成１３年度から平成１５年度に施工された。既
存第１浄水設備（１日最大供給量約２，２００ｍ３／日）と，
除鉄除マンガンろ過装置２台，活性炭ろ過装置２台で水処理
される新設第２浄水設備と合わせ日最大供給量約３，２００
ｍ３／日の浄水設備が供用を開始した。又，４ヶ所からの取
水の水質変化に対応すべく，水処理工程を柔軟に換えること
が可能となり，より安全でおいしい水の安定供給が実現でき
るようになった。図２に昭和浄水場の外観を示す。

図３

受変電設備及びポンプ制御盤

Fig.3 Transformation equipment and pump control board
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3.2 平成１４年度

図５に昭和浄水場監視室内に設置された大型グラフィック

(1) 計装・監視設備

パネルを搭載した計装監視盤，監視操作卓，監視ロガ装置の

監視操作卓：３面

外観を示す。

（第１浄水設備，第２浄水設備，薬品注入設備用）
第１浄水設備入出力盤：１面

４．監視ロガ装置

計装機器：１式

広範囲に散在する水道施設の維持管理の効率化を図るため，

(2) １３０ｋＶＡ非常用自家発電設備：１式 (図４)

施設の集中監視と運転日報，水質日報など帳票の自動作成機

(3) 電気工事：１式

能，維持管理支援機能を有している。
監視項目数は流量や水位など瞬時値１３０量，
運転／停止，
故障など接点信号５５０点，積算値４０量である。監視項目
点数からＣＰＵ処理負担を考慮し，クライアント／サーバ構
成とした。本監視ロガ装置はＷａｔｅｒｖｉｅｗ ＷⅡの従
来機能を有する他，次の特徴・機能を有する。
・音声自動生成装置を活用した音声通報
・庁舎リモート監視
・Ｗｅｂ監視装置

図４

非常用自家発電設備

4.1 構成

Fig.4 Private power generation equipment for emergencies

図６に，監視ロガ装置の構成を示す。
(1) コンピュータ

3.3 平成１５年度

監視ロガ装置のデータ処理に２４時間連続稼動が可能な工

(1) 昭和浄水場設置監視ロガ装置

業用コンピュータを適用している。サーバはデータの収集，

ＷａｔｅｒｖｉｅｗＷⅡ

保存を行うなど負荷が大きいため最高速のＣＰＵを使用した。

：１式

(2) 庁舎設置リモート監視装置：１式

他のコンピュータも応答速度，操作の快適性を考慮し，ほぼ

(3) Ｗｅｂ監視装置：１式

同等のＣＰＵを使用している。

(4) 無停電電源装置：１式
(5) 電気工事：１式

図５

昭和浄水場内監視操作室

Fig.5 Surveillance operation room in Showa water purification plant
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(2) ディスプレィ

(6) Ｗｅｂ監視装置

軽量，省電力を考慮して液晶ディスプレィを採用した。

監視ロガ装置とは別に独立したシステムとしてＷｅｂを利

従来ＣＲＴを適用していたが，最近の液晶技術の進歩により

用した監視装置を納入した。この装置はＷｅｂサーバを装置

精彩性の向上などＣＲＴと同等の性能が得られるようになっ

内に持ち，移動先から電話回線を介してノートパソコンで施

た。

設の稼動状態を監視することができる。データの通信に携帯
電話をモデムとして利用しているため，伝送速度を考慮して

(3) ＬＡＮ

水道施設監視として最も重要な項目に絞って伝送している。

サーバを核とし，その周辺装置とのデータ送受信は全てＬ

なお，パソコンはインターネットエクスプローラによる表示

ＡＮを介して行う。ＰＬＣと通信する制御ＬＡＮは１０Ｂａ

である。

ｓｅ－Ｔ，他のコンピュータやプリンタなど情報機器と通信
する情報ＬＡＮは１００Ｂａｓｅ－ＴＸである。

4.2 機 能
次の機能を有する。いずれもＨＭＩを考慮した設計にして

(4) 音声生成機能付通報装置

いる。

従来の非常通報装置は何十，何百とある異常や警報を数点

(1) 主な画面構成

の信号にまとめて通報していた。例えば「＊＊＊浄水で異常

・計装フロー

が発生しました」という形で通報されるため，現地へ行かな

地図表示を含め７画面で構成している。全体系統図には

いと異常の内容がわからなかった。

施設の重要なデータのみ表示した。水質監視画面には，色

今回納入した音声通報装置は個々の故障・異常をそれぞれ

度，濁度，残塩濃度を集約して表示し，原水，処理水，浄

個別のメッセージで音声生成して通報する自動発報システム

水の各処理工程の水質が一画面でわかるようにしている。

である。又，場外から音声通報装置に電話をかけ，現在の異

又，この画面から薬品の注入率を設定することができる。

常発生状態も確認することができる。

図７に全体計装フロー表示画面を示す。
・データ表示

(5) リモート監視装置

表示したい瞬時値データを任意の表示グループに登録し

庁舎に設置したリモート監視装置は２４時間連続稼動の必

て表示することができる。現在の瞬時値，上下限設定値が

要がなく，庁舎事務所内に設置されるため，小形，軽量の汎

一目でわかる。

用コンピュータとした。プリンタを具備し，監視のみならず

・トレンドグラフ表示

帳票印字，編集も可能である。

ヒストリカル，リアルタイムの表示が可能で，任意の組

庁舎リモート監視もＬＡＮによる通信とし，浄水場監視ロ

み合わせで同時に６データが表示できる。表示スパン１時

ガ装置共，容易に拡張ができる構成となっている。

間，１日，３日，１ヶ月から選ぶことができる。図８は
表示スパンが１時間のトレンドグラフ表示例である。

庁舎リモート監視装置

浄水場監視ロガ装置

情報LAN

PLC

水
道

専用回線

制御LAN

公衆回線

ＷＥＢ監視装置

非常通報

施
設

図６

監視装置の構成

Fig6. Surveillance equipment
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・帳票自動作成・編集
帳票印刷物と同じフォーマットで表示し，表示画面上で
直接編集ができる。
・イベントメッセージ表示
機器の運転／停止などの動作履歴を表示する。項目検索
や期間検索とこれらの組み合わせ検索が可能である。
・維持管理機能
ポンプなど機器の運転積算時間から点検・交換時期を知
らせる維持管理機能を有する。

図９

音声通報設定画面

Fig.9 Voice report setting screen
4.3 リモート監視装置
庁舎に設置したリモート監視装置は，一部の設定機能を除
き，浄水場の監視装置と同じ機能を有している。浄水場と庁
舎は１２８ＫＢ専用回線で常時接続されている。パソコン起
動時は未収集データを浄水場から自動転送するなどＨＭＩを
改善している。
4.4 Ｗｅｂ監視装置
図７

Ｗｅｂ監視装置の機能として

全体計装フロー表示

(1)ＰＬＣと通信を行い，表示データを収集する機能

Fig.7 Whole instrumentation flow display

(2)収集データを電話回線で送信する機能
(3)収集データを一定期間保存し，要求により蓄積した
データを送信する機能
監視データの表示は汎用パソコンで行う。図１０にＷｅｂ
監視の表示画面を示す。

図８

トレンドグラフ表示

Fig.8 Trend graph display
(2) 音声生成機能付通報装置
4.1 構成の(4)で説明したように故障や異常が発生したと

図１０

き，あらかじめ登録された文字列を検索し音声に変換して，

Fig.10 Web surveillance screen

登録された電話番号に通報する機能を有している。
機器の名称変更，追加，削除に容易に対応することができ
るとともに，辞書変換による発声編集も可能である。
通報先は１０件まで登録でき，かつ通報／非通報の設定が

Ｗｅｂ監視画面

５．むすび
以上，女満別町昭和浄水場に納入した水道施設電気品の概
要について述べた。今後も，
“安全でおいしい水の安定供給”

できる。したがって，出張時など一時的に通報登録から外す

に寄与するため，急激に変化する社会環境の中，今まで蓄え

ことも可能である。「閉庁日」や，平日の通報時間帯も任意

てきた技術と，最新技術により，顧客ニーズに応えたシステ

に設定できるようになっている。

ムを提供していく所存であります。

音声通報はＩＮＳ６４のアナログ回線を使用しており１つ

終わりに，
本設備の設計製作施工に当たり，多大なご指導，

の電話番号でも発報中に，外部から施設の異常内容を問い合

ご助言を賜った女満別町都市整備課様，並びに東日本設計㈱

わせることができる。図９は音声通報設定画面である。

様の関係者各位に深く感謝する次第です。
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