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循環型社会に貢献する環境計測技術

The Measuring Technologies Contribute to the Society
that Recirculates Resources and Products

光応用技術，クロマトグラフ技術，ソフトウェア技術，通信技術などは，広範囲な環境計測アプリケーショ

ンに適用されている。環境計測は，資源の循環，環境負荷の低減，環境問題の解決によって，直接的にまたは

間接的に地球環境保全に役立っている。廃水処理を効率的に行うための水質計，分析計をネットワーク統合す

る通信技術，近赤外分光分析による洗浄薬液リサイクル可否判定，フローインジェクションによる全窒素・全

りん測定等がそのよい例である。また，最近実際のアプリケーションで使用され始めたソフトセンサについて

も最近の事例を紹介する。

55

*1 IA環境機器事業部  PMK部

松　本　　哲　朗*1

MATSUMOTO Tetsurou

Optical application technology, chromatograph technology, software technology and communication

technology are applied to various applications for environmental measurement. The environment mea-

suring technologies and products are useful for preservation of the global environment such as recy-

cling of resources, decrease in the environment load, and solution of environmental issues directly or

indirectly.  Liquid analyzers for sewage treatment, information technology of analyzers integrated by

the field bus, quality verification by near-infrared analysis technology, and total nitrogen and phospho-

rus measurement by flow injection analysis, are good examples of environmental applications. And,

software sensing technology is introduced as Virtual OnLine Analyzer ＊.

1. は  じ  め  に

地球環境問題が世界的にクローズアップされたことに

より，「環境と経済成長はトレードオフ」の考え方は過去

のものとなり，「環境と経済は調和できるもの」との認識

に大きく転換した。

循環型社会における企業の貢献は，資源の循環，負荷

の低減，環境問題の克服によって果たされる。

本稿では環境分野に，直接または間接に貢献できる環

境計測技術とアプリケーションについて，特にオンライ

ン環境計測，現場連続計測の観点から述べてみたい。な

お，本特集号の他稿では，更に代表的な製品と要素技

術，アプリケーション事例が述べらていれるので，併せ

て参照いただきたい。

2.  環境計測に求められている要求事項と基本技術

環境計測は，環境データの把握，装置，施設の最適運

転支援，処理装置の改良・開発支援等を目的として使用

されている。図１には，環境計測一般に求められる基本

的な要求事項とこれらに対応する技術を示した。オンラ

イン計測のうち，代表例として，廃水処理装置の最適運

転，近赤外分光分析を利用した洗浄薬液のリサイクル可

否判定，クロマトグラフと類似技術のフローインジェク

ションを応用した全窒素・全りん濃度分析，ハードウェ

アをもたないソフトウェアアナライザについてふれてみ

たい。

2.1 廃水処理装置の最適運転

食品工場廃水のように高濃度有機汚濁物質を含む廃水

処理施設では，活性汚泥処理の効率化が大切である。分

析計の設置モデルを図２に示した。廃水はまずpH調整槽

で中和された後，ばっき槽で活性汚泥処理されCOD（化

学的酸素要求量）値が下げられる。ばっき槽では溶存酸素

量の測定・制御とMLSS濃度（浮遊濁質分濃度）の測定・

図１　環境計測技術へのニーズと対応技術
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制御が行われる。濃縮槽では高分子凝集剤を混和し，凝

集沈殿させた汚泥を引き抜き乾燥後焼却の処理を行う。

上澄み水は，塩素処理によって殺菌した後，水質基準に

適合している事を確認した後，公共水域に排水する。公

共水域に排出する場合，pH値，濁度，化学的酸素要求量

COD値（または紫外線吸光度であるUV値）がチェックさ

れる。また，閉鎖性水域に排出する場合は，全窒素，全

りん濃度がチェックされる。このように，水処理施設の

効率的な運転を支援する意味で，分析計は不可欠で重要

な関係にある。

ここで使用されている水質計には電気化学，光応用，

クロマトグラフ，サンプリング技術があり，ソフトウェ

アによって自己診断，自動校正，自動洗浄，通信機能等

が付加されている。

更に進化したモデルとして，水質計がフィールドバス

によって統合された事例を，図３に示した。

特に，分析計はセンサの汚れやサンプリング条件の変

化によって，ドリフトが生じ易く定期的な洗浄，校正動

作が不可欠であるという宿命を持っている。そのため，

自動洗浄，自動校正，センサ自己診断機能を持つ必要が

あり，通信技術によってネットワーク化された水質計が

効率的に運用できるメリットがある。廃水処理装置及び

浄水場のように水質計が高密度に計装される事例では，

機器ごとの分析値，運転状況，メンテナンス履歴，セン

サ診断結果等が総合的に管理しやすい状態になり，より

信頼性の高い運転と維持管理が可能になる。

2.2 近赤外分光分析を利用した洗浄薬液のリサイクル可

否判定

高速，非破壊，多成分，同時分析を実現する環境計測

技術には近赤外分光分析計があげられる。近赤外領域の

波長800～2500 nmで生じる光の吸収は，主として分子の

基準振動による吸収の倍音，または結合音によるもので

あり，水素を含む官能基（O－H，C－H，N－H，S－H）

等と関連がある。近赤外の吸収は，赤外吸収に比べ微弱

である事，多数の倍音や結合音による吸収が重なり合

う，複雑なスペクトルを示す等の特長がある。この性質

は，ppmレベルの測定には向かないが，％オーダーの比

較的高い濃度の有機成分をそのまま前処理を必要とせ

ず，しかも非破壊で測定したい場合に向いている。

横河電機のオンライン近赤外分光分析計NR500は，波

長確度±0.03 nm，波長再現性±0.002 nmを実現するた

め，InGaAs検出器とフーリエ分光方式を採用している。

近赤外の吸収スペクトルが所定成分の濃度変化に対して

非常に少ない吸光度変化しか得られない性質をハード性

能でカバーしている。また，スペクトル情報で成分値と

性状値を割り出すための検量線ソフトとして，ケモメト

リックスによる多変量解析（Unscrambler6.0）を使用して

おり，ハードとソフトの融合を計っている

図４には，NaOH系洗浄液のリサイクル可否判定のア

プリケーションにおける吸光度特性のモデルを示した。

使用開始時はNaOH15％を含んでおり，使用によって10

％，5％と低下し濃度が低下する様子を模式化した。多変

量解析によってNaOH濃度と吸光度に相関のある最適波

長を選択する，同時に，劣化薬液に含まれる不純物濃度

図２　有機汚濁廃水の処理と分析計

図３　フィールドバスで統合される水質計
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と相関のある波長を選択して，薬液のリサイクル使用可

否を判定することが出来る。洗浄液濃度の変化をとらえ

品質管理の向上，リサイクルによる資源節約，中和排水

処理の管理向上に役立っている。

この他にも，環境影響負荷の低減に役立つ応用例には，

・ 石油精製の脱ベンゼン塔におけるベンゼン濃度管理

・紙パルプにおける苛性化工程中のNaOH，Na2S，Na2CO3

濃度測定

がある。

　

2.3 フローインジェクション分析技術を応用した全窒

素・全りん濃度の測定

クロマトグラフを用いたオンライン環境計測の応用例

には，水中有害揮発性有機物質（VOC）測定装置，アンモ

ニアイオン測定装置，河川用シアン測定装置があり，フ

ローインジェクションの応用例には全窒素・全りん測定

装置などがある。クロマトグラフとフローインジェク

ションは，共通技術であり，手分析に比較して微少サン

プルを扱い試薬量も少なくでき，廃液量も減らせる特長

がある。

水質汚濁防止法の改定が検討され，平成12年度を開始

年度にして，現行のCOD（化学的酸素要求量）値に加え全

窒素・全りんが，総量規制の対象に追加される動きがあ

る。全窒素と全りんの手分析法は工場排水試験法

JISK0102で規定されており，120℃で30分間の加熱時間を

必要とする。横河電機の全窒素・全りん測定装置

TNP1000の分析システムは，フローインジェクション法

で構成され，微少流量を扱い薬液の使用量，廃液の量が

少ない特長がある。図５に示すように，反応時間の短縮

の為に，全窒素分析部の反応管は160℃に加熱し，全りん

分析部の反応管は180℃に加熱し反応を促進させ，１分析

周期を15分に短縮している。手分析と本計器との相関係

数は，全窒素で0.955，全りんで0.977であり，連続モニタ

としての性能を有している。手分析では不可能な常時監

視を目的として，工場排水や下水処理場の処理水監視用

として導入が進んでいる。

また，河川用陰イオン界面活性剤の自動測定装置はま

図４　NaOH系洗浄液のリサイクル可否判定

図５　全窒素・全りん測定装置
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だ実用化されていないが，研究レベルでの装置による計

器値と手分析値との相関係数は0.87であり，適切な補正

係数を導入することによって手分析法の代替えが可能な

段階にある。

　

2.4 ソフトセンサによるNOxの予測と制御の可能性　

ソフトセンサ*は，ハードウェアを持たない仮想分析計

であるが，Pavilion Technologies社によって環境計測へ

の適用事例が文献によって紹介されている。ソフトセン

サはリアルタイムプロセスデータから，プロセスの特性

値を計算できるソフトウェアモジュールである。これを

応用する事によって，オンライン分析計を使用すること

なく，オンライン分析計とほぼ同様の分析値を予測する

事が可能になる。たとえば，プロセスのリアルタイム情

報である各種プロセスデータ，品質データ，ラボデータ

から計算された排ガス濃度データなどをデータ解析し，

多変数の関数モデルを作成する。更にプロセスの履歴

データを加味したりシミュレーションを行うなどの学習

課程を経て関数モデルを修正する。基本的な概念を図６

に示した。　

電力発電システムへの適用効果として，以下のものが

あげられる。

① NOx，COの低減

② 熱効率の最適化

プロセスデータから，NOx，CO値を予測したり，負荷

変動に対する予測制御を行うことによってNOx，COの排

出を抑え排煙脱硝，脱硫装置の効率的な運転，運転負荷

の低減，運転コストの削減を図ったりする効果が期待で

きる。

日本では，オンライン分析計を組み込んだシステムに

図６　仮想オンライン分析計の使用方法

よって，厳しい規制値に対応する脱硝システムが構築さ

れている。従って，当面日本では，ラボ分析計で得られ

る間欠データの補完，およびオンライン分析計よりも速

く出せる予測値による予測制御を目的として，ソフトセ

ンサの意義が見い出されると考える。
　　
3. お  わ  り  に

限られた紙面の都合上，廃水処理用水質計関連技術，

光応用技術，フローインジェクション技術，ソフトセン

サについて，代表的なアプリケーション事例のみを紹介

した。循環型社会に貢献するため，今後とも，環境汚染

の防止，地球温暖化防止，汚染の除去，無害化，健全な

水と大気環境の保全に関わる環境技術の開発を推進して

いきたい。

なお，本稿をまとめるに当たり，資料提供と多くの助

言を頂いた各位には，紙面を借りて感謝申し上げる。
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