下水道史諸記録

下水処理場、抽水所の電気・計装の思い出
後條哲夫

人生を随分長い間歩いて来て、やっとたそが

いがあるかも知れませんが御了承下さい。

れと言う年代に入りました。過ぎ去ってしまう
と本当に短いものであります。

下水道の諸先輩

下水処理場などの電気・計装も当時は最新の

私は、土木局内の電気設備の電気主任技術者

技術であっても、年を経た現在では陳腐化した

として、維持管理の仕事をしておりましたが、

ものになっているのは当然であります。

昭和32年5月に土木局下水道部下水管理課機械

私が土木局下水道部の建設関係（主として下

係へ転勤になりました。

水処理場・抽水所の電気、計装関係）の仕事に

今から思えば、そろそろ下水処理場の建設を

携わっていたのは、昭和32年5月から昭和40年9

しなければならない時期にさしかかり、それに

月までの係員の時期、昭和44年4月から昭和49

伴い電気、機械の技術者を集め始めたのではな

年10月までの係長の時期と昭和50年7月から昭

いかと思われます。

和5４年6月までの日本下水道事業団に出向し、
大阪支社電気課長の時期であります。

さて機械係に配属当初は、さしたる仕事もな
く、当時としてはかなり大きな抽水所の電気関

日本下水道事業団へ出向した頃は事業団の草

係の担当者の手伝いをしたり、小さな仮排水ポ

創期でありまして、受託都市の下水処理場の設

ンプ場のポンプを、電極式水位計により自動運

計施工をしながら、今後の後輩が設計の参考に

転するための設計施工をしたりしていました。

するための電気計装の設計指針を作成しまし

当時、機械係長は岩田半三さん(名古屋高等

た。本社、東京支社、大阪支社の電気担当者が

工業(現名古屋工業大学)卒)と言う機械屋さん

作成したのでありますが、当時としては処理場、

で、電気のリーダーは栗生茂さん(都島工業(現

ポンプ場（抽水所を事業団等ではポンプ場と言

都島工業高校)卒)で、係長の次に位置する人で

う）の電気関係の設計施工の経験者は、東京都

した。

と大阪市の出身者で、その他の都市の出身者に

栗生さんは軍隊に召集され、フィリピンに派

は経験者がいなかったので、殆ど東京都と大阪

遣、敗戦後日本に復員されて、下水の機械係に

市の出身者で作成しました。

配属されたと聞いております。

受託都市の処理場については水処理方式、汚

その頃下水処理場の電気、計装関係の設計コ

泥処理方式として種々の方式を設計施工されて

ンサルタントはなかったので、栗生さんは下水

いましたが、電気・計装については特に変わっ

処理場の電気・計装について一生懸命勉強され

たことはなく、従来の方式を踏襲したので今回

ていました。そんな栗生さんに私はいろいろ指

は割愛します。

導を受けて、設計施工のやり方を勉強していま

退職して相当の年月(23年程)が経っており、

した。

自宅に保管していた、わずかな資料も阪神大震

津守、海老江下水処理場建設時のの電気計装

災に被災、家屋を建て替えたとき散逸してしま

に関する設計施工の責任者は、当時の大阪市電

ったりして、存命の方には電話で確認はしてお

気局（現在の大阪市交通局と関西電力㈱の大阪

りますが、殆ど記憶をたよりに書いたので間違

市内の配電を業務範囲とした局）から出向で来
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られていましたが、下水処理場が完成すると元

とか、ケーブルを採用するにもできるだけ碍子

の電気局に戻られました。その方はその後大阪

と絶縁電線を使用する架空方式にして、価格の

市を退職されましたが、消息は不明と聞きまし

高いケーブルを極力使用せず安くせよと言わ

た。そんなわけで、技術の継承が十分になされ

れ、中浜(東)処理場の特高受電所から消化槽室、

ていませんでした。

脱水機室、(西)処理場のポンプ室に配電するの

一方、土木関係の人は、津守、海老江の処理

に電柱と絶縁電線による架空方式を採用しまし

場建設に関係された方が土木局内に下水道部

た。そのため中浜(東)処理場と南側の民家との

長、課長、係長で居られたので技術の継承がな

境に配電用電柱を一定の間隔で建てました。
また、昭和27年に完成した塚本抽水所の高圧

されていたと思います。

電気設備の１期工事も、請負工事にかける予算
中浜(東)処理場の特別高圧・

がなく、栗生さんの指導の元機械係作業班（修

高圧電気設備の工事

理班と言った）の直営で、電線、碍子、遮断器、

中浜(東)処理場の建設が決まり、その設計準
備のためたびたび津守、海老江処理場に一緒に

変圧器、絶縁テープ等の材料だけを購入して据
付配線工事をしたと聞いています。

連れていかれ、特高受電室、高圧配電室の調査
をしました。現在では、キュービクルを並べ設

計装設備の機能不足

置する方式でありますが、当時の津守、海老江

この頃栗生さんが心を悩ませていた問題は、

処理場では本館（主ポンプ室、事務所、公舎も

既設津守、海老江処理場の計装設備が全く機能

含まれていた）内の特高受電室、高圧配電室に

していないので、新設処理場ではこれをどうす

油入変圧器、油入遮断器、避電器、コンデンサ

るか、と言うことでした。

ー等の機器単体をむき出しで据付け、油入変圧

当時は修理部品もなく、故障したら、そのま

器、油入遮断器等の間をパイプフレーム等によ

ま放っておくといった状態でした。流量、風量

り絶縁電線で接続し、碍子で固定する方式であ

も「ポンプの定格流量×運転時間」「ブロワー

りました。

の定格風量×運転時間」で計算して、日報に記
入していました。また、既設処理場では流入下
水量を計るため、最初沈殿池の入口にパーシャ
ルフリュ-ム型の流量計を取り付けていました。
開溝部にくびれ部を造り、その前後の水位差に
よって流量を算出してメータに表示する方式で
すが、水位を検出する所は何回ゴミ掃除をして
もすぐに詰まり作動しなくなり、いつの間にか
水位計部分を取り外した状態になっていまし
た。
同様に風量計も差

中浜(東)処理場は、ポンプ室の中に特高受電

圧の取り出し部分に

室は造らず(予算の関係と思う)、処理場入口の

不備があったのか、

北側に土地を用意することに決まりました。そ

全然機能していませ

のため屋外型鉄構方式(変圧器、避電器は屋外

んでした。

型、遮断器等は屋外型キュービクルの中に収納

ある日、栗生さんが何処から手に入れたかは

する方式)で設計施工しました。そして長い間、

不明ですが、アメリカの下水処理場に採用され

森小路・大和川線を通るたびに特高受電所が見

ている計装関係の資料を渡され、「後條君、い

られました。

ついつまでに翻訳してくれ」との指示があり、

当時はまだ、日本全体が貧しく(現在の若い
人には信じてもらえないと思うが)蛍光灯を採

帰宅後、毎晩翻訳をして提出したことが思い出
されます。

用するにも、何故安い白熱灯ではいけないのか、
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その中に電磁流量計についての節があり、簡

単に言えば電磁理論に基づき電極部分に流速に

火花により爆発する恐れがあるので、消化槽関

比例した電圧が発生するので、流速×断面積

係の電装品(電磁開閉器、継電器等)と電動機は

により流量が測定できることが書いてありまし

防爆型を採用しました。

た。電磁流量計には差圧取出部分がないので下

また、最初の脱水機は中浜(東)処理場はヤン

水流量計、汚泥流量計に最適ではないかと考え

グ型脱水機(三菱化工機製)、海老江処理場はオ

ました。

リバー型脱水機(三機工業製)、その後はベルト

早速、栗生さんに採用するように進言しまし

型脱水機(月島機械製)が採用されました。

たが、「ＯＫ」は出ませんでした。今になって

最初に採用したヤング型脱水機、オリバー型

考えてみると、そんなに性急にせんでも、いず

脱水機の汚泥槽の液面制御は、人間が目視によ

れ日本のメーカーのどこかがアメリカのメーカ

り汚泥の流入バルブの開度を調整する方式でし

ーと技術提携するだろう、その方が故障のとき

た。これをベルト型脱水機からは、汚泥槽にデ

対応も迅速に出来、何かと便利ではないか、と

ィスプレースメント式液面計を取付け、液面が

考えておられたのではないかと思います。

下がればバルブ

まもなく、北辰電機（現在の横河電機--北辰

を自動的に開

電機は横河電機に吸収合併された）がアメリカ

き、液面が上昇

の電磁流量計メーカー・フォックスボロウ？と

すれば自動的に

技術提携をしたと言う情報を得て、北辰電機の

バルブを閉める

技術者に来局してもらい栗生さんと一緒に説明

方式に、電気の

を受け、疑門点を質問して納得されやっと「Ｏ

方からアイデア

Ｋ」が出ました。

を出し、機械の人と協力してメーカーに指示し

中 浜 (東 )処 理 場 の 処 理 水 量 測 定 用 に 、 口 径

完成させ、省力化に努めました。これらも下水

600㎜の電磁流量計2台(故障したときを考慮し

処理場では、本邦最初だと思っています。その

て2台並列にした)を設置しました。恐らく下水

後、オリバー型脱水機、ヤング型脱水機はろ布

処理場に設置したのは本邦最初だと思います。

の取替に非常に手間がかかるので、比較的手間

この電磁流量計の実績を見ながら続いて、汚

のかからないベルト型脱水機に取って代わられ

泥流量計にも小口径の電磁流量計を採用しまし

長い間主流でしたが、それも陳腐化し現在は遠

た。

心脱水機が主流になっています。

汚泥処理設備の電気計装

国次(親局)と相川(子局)抽水所間の

津守、海老江処理場には汚泥処理設備はなく、

遠方監視制御設備(テレメータ)

電気エネルギーを使って処理水と汚泥に分離

中央の監視室から、遠く離れた施設のポンプ

し、処理水は河川に放流し、汚泥は汚泥運搬船

等の運転・停止・運転故障表示等や水位などの

で大阪湾の沖の方に運搬し海中投棄をしていま

計測値を表示するための設備を遠方監視制御設

した。これも法律では猶予期間はありましたが

備と言い、中央監視室側を「親局」、監視制御

禁止されましたので、中浜(東)処理場では、消

される側を「子局」と呼びます。また、水位・

化→脱水→脱水ケーキ運搬→埋立ての方式で計

圧力・電流などの計測値を親局で表示すること

画され、消化槽を築造し消化槽加温用ボイラー

を遠隔測定と言います。

が設置されました。

従来、運転・停止操作、故障等のランプ表示、

消化槽加温用ボイラーの燃料は消化ガスと重

水位などの計測値などの信号を送受するために

油の2種類の燃料を使用するので、バーナーは

は、１信号ごとに1～2本の電線が必要でした。

２種類の燃料(ガスと重油)が燃焼できる構造で

(直送式)そのため、ポンプ台数、ランプ表示数、

した。計装関係では着火装置、炎監視装置等は

計測項目数が増えると電線の芯線数も増える方

米国製で、当時の下水処理場では画期的なもの

式でした。これらの電線には多芯ケーブルを使

でした。

い、親局と子局の間を関西電力(株)や電電公社

また、消化ガスが漏れた時、電気スイッチの

(現NTT)の電柱に共架(自営線)し、共架料を払
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す。即ち親局の国次(抽)では相川(抽)の機器の

っていました。
この方式では、距離が長くなると次第に信号

操作、監視が出来、また水位、ポンプの運転・

電圧が下がり、正しく信号が伝わらなくなるた

停止、排水ゲートの開閉状態等をデーターロガ

め、１Kｍ以下に適用が限られていたように思

装置で定時(1時間毎)日報を打ち出せ、故障が

います。また、遠隔測定では、計測値を直流4

あれば自動的にフェイルセイフ方式で対処し、

～20mAに変えて送りますが、遠くなればなるほ

警報表示をするようにしました。

どいろいろな影響が出てきてそう簡単にはいき

国次(抽)－相川(抽)の遠方監視制御が支障な

ません。例えば、外気温により電線路の電気抵

く出来ていることを確認して、大阪市全体の抽

抗が変化すること、電流のリーク(外部に漏れ

水所をいくつかのグループに分けて無人抽水所

ること)する量が増えるとか、近くの電力線か

を増やす計画を立てました。当初は処理場を親

ら誘導による雑音が入るなどして、本来の数値

局として関連する抽水所を子局として集約する

と異なった計測値が伝わることがあるのです。

方針を立てたのですが、抽水所の所管は機械課、

従って従来の遠方監視制御では、比較的短距

処理場は処理場と夫々所管が違っていたので、

離で、項目点数が少ない仮排水ポンプ場で採用

調整が難しい状況にありました。そこで機械課

され、数ｋｍも離れている抽水所間に、従来の

だけで計画できる抽水所について大規模抽水所

直送式を採用するのは無理でした。

を親局、小規模抽水所を子局とする方式で遠方

これらの問題点を解決するにはパルス通信方

監視制御を立案しました。その後、市岡(抽)を

式が良いと思いました。即ち電気信号をパルス

親局、北福崎(抽)を子局とし、ＩＴＶ(工業用

(脈を打つように一定の周期で短く起る電圧ま

テレビ)カメラによる監視を追加し、無人抽水

たは、電流の波)の数に変えて伝送すると、パ

所を増やしていきました。

ルスの数さえ確実に数えれば途中でのパルス波
形の多少の歪は心配しなくてよいわけです。し

十八条処理場のコンピュータ制御

かし雑音によりパルスの数が変化して誤選択、

昭和48年頃、十八条（処）の監視制御方式に

誤操作、誤測定をしないよう信頼性を上げるた

コンピューターを採用しました。

め様々なチェック方式が追加され、搬送波に乗
せて伝送するのです。

制御の内容は多分、流入下水量に応じたポン
プの台数制御(ポンプ井水位一定制御)、流入下

この方式ですと電々公社の電話回線1回線を

水量による返送汚泥量の制御(流入下水量比率

借り、小額の使用料を払うだけですみ、しかも

制御)、曝気槽の溶存酸素を一定にするためブ

線路の維持管理は電々公社がするので経済的で

ロ ワ 風 量 制 御 (Ｄ Ｏ 一 定 制 御 ）、 な ど で し た 。

す。

また、ポンプの運転故障状態をＣＲＴディスプ

昭和46

レイに表示、機器故障の際には、警報表示し重

年 10月 か

故障の時は自動停止するようになっていたかと

ら 国 次

思います。日報は、データーロガ装置により、

(抽 )と 相

帳票を作成するようにしていました。

川 (抽 )の

この時、大きなモザイク式監視盤とＣＲＴデ

距離約

ィスプレイを併用するようにしたのは、一挙に

3kmの間

ＣＲＴディスプレイのみによる監視制御方式に

をデジタ

替えた場合、ＣＲＴディスプレイに監視員が慣

ル方式、

れるまで戸惑いが生じるのではないか、と危惧

符号を直

したからでした。設備更新後の現在は、ＣＲＴ

列伝送、時分割(タイムシュアリング)方式で、

ディスプレイのみによる監視制御で、大きな監

伝送速度50ボーの遠方監視制御方式が稼動しま

視盤は撤去されました。工事が完了して、コン

した。

ピュータ方式の運転状況をみて不備な点を手直

因みに操作項目数は５、監視項目数は25、計

し作業に入る時期(昭和49年10月頃)に、異動で

測項目数は６、データロギング数は10でありま

関係がなくなりました。最近、電話で当時のこ

- 19 -

とを尋ねると、水質などによるコンピュータ制

のため他都市は、大阪市の下水処理場や抽水所

御は出来るようになっていましたが、水質セン

の電気、計装を参考にして設計施工すると思わ

サーなどのメンテ手間や信頼性の問題で、あま

れましたので、細心の注意を払って設計施工し

り使われていなかったと言うことでした。最近、

ました。

他都市の処理場を見学した時、監視室にはＣＲ

また技術的問題とは別に、昭和48年後半から

Ｔディスプレイのみで監視制御が行われてお

昭和49年前半にかけてオイルショックによる狂

り、十八条(処)はＣＲＴディスプレイ監視制御

乱物価により、工事を入札にかけても不調が続

の「はしり」であったと思いました。

出し、契約にこぎつけるのに非常に苦労したこ
とが思い出されます。

私達が大阪市の下水処理場、抽水所で電気、

振り返って見て私の在任中に、大した事故も

計装について新しい方式で設計施工し稼動して

汚職事件もなく、無事退職できたことに感謝し

いたころ、他都市(例えば京都市、神戸市等)で

ております。

はやっと処理場の建設に着手し始めました。そ

下水処理場の太陽光発電
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