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Automated chemical injection of water treatment facilities, Hokkaido Saroma Town

１．まえがき

４．納入機器

佐呂間浄水場は給水人口全体の75％に配水する町の最も

＜佐呂間浄水場＞

大きな浄水場である。現在の浄水場は簡易水道施設として稼

⑴電源主幹盤

700W×2350H×840D

1面

動してから30年が経過しようとしている。ほかに簡易水道施

⑵動力盤１

1000W×2350H×840D

1面

設として3施設を有し，安全で安心な水の供給が行われてい

⑶動力盤２

600W×2350H×840D

1面

る。

⑷ろ過機盤

700W×2350H×840D

1面

⑸表洗・送水ポンプ盤

700W×2350H×840D

1面

難になりつつある。このような背景から2008年度
（平成20年

⑹薬注ポンプ盤

1000W×2350H×840D

1面

度）
「佐呂間浄水場電気計装設備更新工事」
において，浄水処

収納機器：

薬品注入コントローラ

1式

インバータVF66B-2R222

7台

⑺計装盤

1000W×2350H×840D

1面

⑻テレメータ盤

700W×2350H×840D

1面

⑼現場操作盤

600W×(800+800)H×350D 4面

⑽ＵＰＳ

3kVA

1台

600W×1950H×740D

1面

UPS 1kVA

1台

600W×1950H×740D

1面

UPS 1kVA

1台

400W×700H×300D

1面

一方，近年の環境変化に伴い水量の確保，水質の維持が困

理能力の向上を図るため，薬品注入の自動化を行った。
以下にその概要を紹介する。
２．概 要
佐呂間町は北海道の道東地区網走支庁管内にあり，北部は
サロマ湖及びオホーツク海に面した漁業と酪農を中心とした
人口6,100人
（平成20年度）の町である。特に栽培漁業として
ホタテが有名で，ほかに北海シマエビ，ウニ，カキなどが養
殖されている。

＜北調整池＞
⑴計装テレメータ盤
収納機器：

佐呂間浄水場の第1水源は町の中央を西から東へ流れる佐
呂間別川の支流でプシュケショマナイ川の表流水を，第2水
源は佐呂間別川の伏流水を原水としている。通常は第1水源
3

を浄水処理し送配水を行っている。
の原水2,000
［m ／日］
更新工事では第1水源の原水濁度に対応して，凝集剤の

＜富武士配水池＞
⑴計装テレメータ盤
収納機器：
⑵滅菌機操作盤

PAC
（ポリ塩化アルミニウム）
，アルカリ剤のソーダ灰
（炭酸
ナトリウム）
，水の消毒に用いられる次亜塩素など薬品注入
の自動化を実現した。

■ 図１ 佐呂間浄水場 動力盤・計装盤
Fig.1 Equipment of power panel and instrument panel

３．特 長
PAC注 入 ポ ン プ
（0.2kW）
4台 と ソ ー ダ 灰 注 入 ポ ン プ
（0.2kW）
3台の連続的な可変注入を行うため，それぞれの注
入ポンプの可変速運転を行った。
⑴注 入ポンプを可変速運転するために，最新のインバータ
VF66Bシリーズを適用した。
⑵注入制御選択，注入量算出定数，注入ポンプ能力などの設
定機能とモニタ機能を充実するため
「薬品注入コントロー
ラ」
としてデジタル設定表示器を適用した。
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５．薬品注入の自動化

いしい水は0.4
［mg/l］以下とされている。佐呂間浄水場では

５. １ 原水濁度とPAC注入率

次亜塩素の注入は
「注入率一定」
で行われている。浄水処理後

ろ過工程の前処理として，原水中の濁質であるコロイド懸

の残留塩素濃度は0.5 ～ 0.6
［mg/l］程度を目標値としている。

濁物質を効果的に除去するために凝集剤を注入する。凝集剤

季節に応じて，容易に注入率が変更できるように
「薬品注入

によってフロック形成，凝集，沈殿が促進される。佐呂間浄

コントローラ」
に設定画面が準備されている。

水場では凝集剤にPACが使用されている。原水濁度とPAC
５. ４ 薬品注入コントローラ

注入率の関係を図２に示す。

図３は
「薬品注入コントローラ」
のメニュー画面である。
注入制御状態
（ 図 ４）
， 注 入 制 御 設 定， 注 入 量 算 出 定 数，

■ 図２ 原水濁度とＰＡＣ注入率
Fig.2 Raw water turbidity and PAC injection rate

PAC注入率・注入量設定，ソーダ灰注入率・注入量設定，
次亜塩素注入率・注入量設定の6メニュー，16画面を設けて
いる。
原水濁度に対応した薬品注入の自動化によって，浄水濁度
は0.04
［mg/l］
以下を維持することができ，安定した浄水処理
が可能となった。
■ 図３ 薬品注入コントローラ メニュー画面
Fig.3 Chemical injection controller menu

PAC自動注入率Fpa = Kp1 √̅
T + Kp2［mg/l］
T : 原水濁度, Kp1 : 定数1, Kp2 : 定数2
定数1のKp1，定数2のKp2を設定変更することで，
「注入
率A」から
「注入率B」の範囲でPAC注入率を変えることがで
きる。
■ 図４ 薬品注入制御状態一覧
Fig.4 Control condition list of Chemical injection controller

５. ２ ソーダ灰の注入率
凝集剤にPACを使用すると原水のアルカリ度が低下する
ためpH値を下げることになり，その結果，凝集に適したpH
値6 ～ 7を外れることがある。アルカリ度の低下を補うため
小さな浄水場では取り扱いの容易なソーダ灰
（炭酸ナトリウ
ム）
が使用される。
ソーダ灰自動注入率Fna = Kn1×Fpa［mg/l］
Kn1 : 定数1,

Fpa : PAC自動注入率

５. ３ 次亜塩素の注入率
水道水は病原生物に汚染されず，衛生的に安全でなければ
ならない。このため，浄水施設では次亜塩素注入設備のよう
な消毒設備を設けなければならない。
快適水質と言われる残留塩素濃度は1［mg/l］程度以下，お
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■ 図５ 佐呂間浄水場フローシート
Fig.5 Flowsheet of Saroma water purification plant

■ 図７ ＰＡＣ注入設備
Fig.7 PAC injection equipment

■ 図６ 浄水処理棟内
Fig.6 In building water treatment

６．むすび
表流水を原水とする浄水処理では四季毎に変化する原水水
質により薬品の注入量が異なる。今後，水質データ，薬品注
入データ，水処理データの蓄積と活用を図ることで，
「薬品
注入コントローラ」の性能向上と安定した浄水処理に努力し
参考文献

ていく所存である。
終わりに，本工事の設計・施工・検証に当たりご助言を賜っ
た佐呂間町建設課のみなさまに深く感謝する次第である。

⑴ 日
 本水道協会，水道施設設計指針2000年版，凝集用薬品
注入設備 175,176ページ

東洋電機技報 第121号 2010-3

39

