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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料水が流入する流入流路が接続されると共に流入した試料水を排水する排水流路が接
続されたフローセルと該フローセルに流入した試料水の水質評価指標に係る検出信号を出
力する検出部とを備えた検出ユニットを複数備え、
　複数の前記検出ユニットがそれぞれ備えるフローセルに接続された複数の流入流路に対
して、試料水源から試料水を供給する試料水供給流路を備え、
　複数の前記流入流路の中の一つのみを前記試料水供給流路に連通させる流路選択手段を
備え、
　前記検出部の検出信号を演算処理する演算処理部を備えたことを特徴とする水質連続計
測装置。
【請求項２】
　前記演算処理部は、
　前記検出信号の異常を検知する異常検知手段と、
　前記異常検知手段が異常を検知した際に前記流路選択手段を制御し、前記検出信号を出
力している前記検出ユニットの前記流入流路を前記試料水供給流路から遮断し、他の前記
検出ユニットの前記流入流路を前記試料水供給流路と連通させる流路選択制御手段とを備
えることを特徴とする請求項１に記載の水質連続計測装置。
【請求項３】
　前記検出ユニット毎に対応してそれぞれ前記演算処理部を設け、
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　前記異常検知手段は、当該異常検知手段を備える前記演算処理部が発信する制御信号の
異常を検知し、
　前記演算処理部は、前記異常検知手段が異常を検知した際に、前記流路選択制御手段の
制御と共に、当該演算処理部を、前記流路選択制御手段が連通させた前記流入流路の前記
検出ユニットに対応した演算処理部に切り替えることを特徴とする請求項２に記載の水質
連続計測装置。
【請求項４】
　前記流路選択手段は、前記流入流路に装備され、該流入流路のそれぞれを個別に開閉す
る開閉電磁弁であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の水質連続計測装置
。
【請求項５】
　前記演算処理部を備える演算処理ユニットと前記検出ユニットが一つのユニット支持部
材に装備され、該ユニット支持部材が装置本体に対して着脱自在に装着されることを特徴
とする請求項３に記載の水質連続計測装置。
【請求項６】
　前記検出部は、前記フローセル内に投光する光源部と前記フローセルを透過した光を検
出する受光部とを備え、
　前記演算処理部は、前記検出信号を演算処理して、前記水質評価指標としての濁度と色
度の一方又は両方を求めることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の水質連続計
測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水道水等の水質（濁度・色度等）を連続的に計測する水質連続計測装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　水道水のような流水に対して常時基準に適合する水質が維持されているか否かを監視す
るための装置として、流水の一部を取り出して計測部に送り、連続的に濁度，色度，ｐＨ
，塩素濃度等を計測する水質連続計測装置が知られている。例えば、下記特許文献１に記
載のものでは、計測対象水の水質を各種センサを用いて計測する水質計測装置において、
計測値の異常を検知する手段を備え、計測値異常が一定時間継続した際に異常検知信号を
発生すること等が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１９２３４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　飲料水の水質は、昼夜を問わず２４時間連続で監視して省令で定められている基準値以
内であることを確保し、一般住民が安心して利用できる管理体制を常時維持しなければな
らい。そのためには、水道水等の水質を連続的に計測する水質連続計測装置は、２４時間
体制の維持管理が求められ、常日頃の点検や定期的に行う保守点検等に莫大な維持管理費
用を要しているのが現状である。
【０００５】
　前述した従来技術では、計測値異常が一定時間継続した際に異常検知信号を発生させて
遠隔地の管理センターへ報知することで２４時間体制の維持管理の実現を可能にしている
が、異常発生の報知を受けた後の修理等は人的な作業に頼っているのが現状である。水道
水の水質を計測する水質連続計測装置は、人里離れた無人の施設で遠隔監視されているこ
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とが多く、運転中の装置に万が一不具合が発生した場合には、夜中であっても休祭日であ
っても速やかに遠隔地まで専門の作業員を派遣しなければならず、専門作業員の常時待機
にかかる人件費や遠隔地までの移動に要する経費等に多大な費用がかかる問題があった。
【０００６】
　また、水質連続計測装置の設置箇所が管理センターから離れた遠隔地にある場合には、
異常発生の報知を受けてから対処に当たるまでに長時間を要することになるので、その間
の水質監視が途絶えてしまう問題がある。これに対処するには、装置の状態の良し悪しに
拘わらず、定期的な保守点検を頻繁に行わざるを得ず、全国津々浦々に設置されている水
質連続計測装置に対して作業員を派遣して行う定期的な点検には毎回高額な費用がかかり
、これを頻繁に行うためには莫大な維持管理費用がかかる問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような問題に対処することを課題の一例とするものである。すなわち、
水道水等の水質（濁度・色度等）を連続的に計測する水質連続計測装置において、異常発
生時に即座に正常な状態への対処を行うことができること、専門の作業員の到着を待たず
して簡易に正常な状態への対処を行うことができること、２４時間体制の維持管理を行う
に際して、大幅な維持管理費用の削減を可能にすること、定期な保守点検を排除すること
ができること、等が本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような目的を達成するために、本発明による水質連続計測装置は、以下の構成を少
なくとも具備するものである。
【０００９】
　試料水が流入する流入流路が接続されると共に流入した試料水を排水する排水流路が接
続されたフローセルと該フローセルに流入した試料水の水質評価指標に係る検出信号を出
力する検出部とを備えた検出ユニットを複数備え、複数の前記検出ユニットがそれぞれ備
えるフローセルに接続された複数の流入流路に対して、試料水源から試料水を供給する試
料水供給流路を備え、複数の前記流入流路の中の一つのみを前記試料水供給流路に連通さ
せる流路選択手段を備え、前記検出部の検出信号を演算処理する演算処理部を備えたこと
を特徴とする水質連続計測装置。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、このような特徴を有することで、水道水等の水質（濁度・色度等）を連続的
に計測する水質連続計測装置において、装置自身が備える演算処理部によって装置の異常
が検知された場合等に、複数の検出ユニットのうち使用中のものから新たな検出ユニット
に切り替えられて検出動作が継続される。これによって、自動で検出ユニットの切り替え
を行う場合には異常発生時に即座に正常な状態への対応を行うことができ、手動で検出ユ
ニットの切り替えを行う場合には専門の作業員の到着を待たずして簡易に正常な状態への
対処を行うことができる。また、異常が検知されたことは遠隔監視できるので、異常発生
時のみ不良検出ユニットの取り替え作業を行えば良く、定期的な保守点検を排除すること
ができ、２４時間体制の維持管理を行うに際して、大幅な維持管理費用の削減を可能にす
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る水質連続計測装置の基本構成を示した説明図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る水質連続計測装置における演算処理部の制御機能（制
御手段）を示した説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る水質連続計測装置に対する遠隔監視システムを説明する
説明図である。
【図４】本発明の実施形態に係る水質連続計測装置の装置構成例を示した説明図（同図（
ａ）が内部構造を示した側面図、同図（ｂ）が計測ユニットの正面図）である。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態を説明する。図１は本発明の一実施形態に係る
水質連続計測装置の基本構成を示した説明図である。水質連続計測装置１は、複数の検出
ユニット１０，１０，…、試料水供給流路２０、流路選択手段３０、演算処理部４０等を
備えている。
【００１３】
　複数の検出ユニット１０，１０，…は図示の例では２つ備えているが、２つ以上備えて
いれば良い。各検出ユニット１０は、フローセル１１と検出部１２を少なくとも備えてい
る。フローセル１１には試料水が流入する流入流路１３と流入した試料水を排水する排水
流路１４が接続されている。検出部１２は、フローセル１１に流入した試料水の水質評価
指標に係る検出信号を出力するものであればよく、例えば、試料水の濁度，色度，ｐＨ，
塩素濃度等を検出することができればよい。図示の例では、検出部１２として、フローセ
ル１１内に光を投光する光源部１２Ａとフローセル１１を透過した光を検出する受光部１
２Ｂとを備えており、光学的に試料水の水質評価指標（例えば、濁度と色度の一方又は両
方）を検出することができるものである。
【００１４】
　試料水供給流路２０は、試料水源から流入流路１３に試料水を供給するためのものであ
る。図示の例では、試料水供給流路２０は、試料水源に繋がる１本の流路２１が多岐（二
本）の流路２２，２３に分岐しており、分岐された流路２２，２３がそれぞれ異なる検出
ユニット１０，１０における流入流路１３（１３1），１３（１３2）に接続している。試
料水供給流路２０（２２，２３）と流入流路１３（１３1），１３（１３2）とは着脱自在
なカプラ（ワンタッチカプラ）２４，２５で互いに接続されている。排水流路１４の端部
にもカプラ（ワンタッチカプラ）２６が設けられ、排水用の末端流路に接続されている。
【００１５】
　流路選択手段３０は、試料水供給流路２０と複数の検出ユニット１０，１０における流
入流路１３（１３1），１３（１３2）とを選択的に連通するものである。ここで選択的に
連通するというのは、試料水供給流路２０（２１，２２，２３）が一つの流入流路１３（
１３1）と連通している場合には他の流入流路１３（１３2）とは連通しないという意味で
ある。図示の例では、流路選択手段３０は、流入流路１３（１３1），１３（１３2）に対
して装備され、これら流入流路１３（１３1），１３（１３2）のそれぞれを個別に開閉す
る開閉電磁弁３１，３２によって形成されている。流路選択手段３０（開閉電磁弁３１，
３２）は後述する演算処理部４０からの制御信号によって開閉制御（流路選択制御）され
るものであっても、手動或いは人的なスイッチング操作によって開閉動作（流路選択動作
）するものであってもよい。
【００１６】
　演算処理部４０は、検出部１２の検出信号を演算処理するものである。図示の例では検
出ユニット１０，１０毎に対応してそれぞれ演算処理部４０を設けているが、これに限ら
ず、一つ又は複数個の演算処理部４０で並列的に複数の検出ユニット１０からの検出信号
を処理するものであってもよい。図示の例では、各検出ユニット１０，１０に対応した演
算処理部４０がその周辺要素と共に演算処理ユニット４０Ｕを形成している。演算処理部
４０の周辺要素としては、キーボード等の入力装置４１、ディスプレイ等の出力装置４２
、メモリカード等の記憶装置４３、増幅器４４等が含まれる。
【００１７】
　このような基本構成を備えた水質連続計測装置１は、演算処理部４０の制御機能（制御
手段）として、図２に示した各手段を備えている。その一つは、異常検知手段４０Ａであ
る。異常検知手段４０Ａは、検出部１２の検出信号や演算処理部４０の制御信号に基づい
て装置の異常を検知するものである。装置の異常とは、検出ユニット１０の動作不良に基
づく異常や検出ユニット１０の経時的に蓄積される汚れに基づく異常、演算処理ユニット
４０Ｕの動作異常等、検出ユニット１０又は演算処理ユニット４０Ｕの交換を必要とする
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異常を指しており、試料水の水質悪化による検出値の変動は含まない。また、異常検知手
段４０Ａは、前述した装置の異常が検知されたことを音，表示，発信等によって報知する
手段を合わせて持つことができる。
【００１８】
　演算処理部４０が備えるもう一つの手段は、流路選択制御手段４０Ｂである。流路選択
制御手段４０Ｂは、前述した流路選択手段３０を制御して検出ユニット１０の切り替えを
行う手段である。具体的には、異常検知手段４０Ａが異常を検知した際に又は切り替え操
作信号が入力された際に流路選択手段３０を制御し、検出信号を出力している検出ユニッ
ト１０の流入流路１３（１３1）を試料水供給流路２０から遮断し、他の検出ユニット１
０の流入流路１３（１３2）を試料水供給流路２０と連通させるものである。更に具体的
には、現在試料水が流れている一方の流入流路１３1に装備された開閉電磁弁３１を閉止
して、他の検出ユニット１０における流入流路１３2に装備された開閉電磁弁３２を開放
させることで、他の検出ユニット１０側に試料水を流入させるものである。
【００１９】
　また、演算処理部４０は、検出部１２（受光部１２Ｂ）の検出信号に基づいて水質評価
指標の計測値を出力する本来の機能（水質評価指標出力手段４０Ｃ）を備えている。これ
は、例えば、水質評価指標として試料水の濁度と色度の一方又は両方を求める場合には、
光源部１２Ａからフローセル１１内に投光された光のうちフローセル１１を透過した光を
受光部１２Ｂによって検出し、その検出信号から透過光量を求め、この透過光量と予め設
定された検量線から試料水の濁度又は色度を算出する。
【００２０】
　このような特徴を有する水質連続計測装置１は、複数の検出ユニット１０，１０，…の
うちの一つを使用して、試料水供給流路２０と流入流路１３とを連通させることで、流入
流路１３を介して試料水がフローセル１１内に流入し、フローセル１１に流入した試料水
は排水流路１４から排水される。フローセル１１に流入した試料水は検出部１２によって
検出され、検出部１２は濁度・色度等の水質評価指標に係る検出信号を出力する。これに
対して演算処理部４０は出力された検出信号を演算処理して、求めようとする水質評価指
標に係る計測値を出力する。フローセル１１への試料水の流入は連続的に行われ、検出部
１２の検出動作は設定されたサンプリング間隔で行われる。これによって実質的に２４時
間連続での試料水の水質監視が可能になる。
【００２１】
　そして、使用中の検出ユニット１０に何らかの不具合が発生した場合には、検出部１２
の検出信号が異常信号となり、演算処理ユニット４０Ｕに不具合が発生した場合には演算
処理部４０の制御信号が異常信号になるので、演算処理部４０の異常検知手段４０Ａがこ
のような装置の異常を検知して検知信号を出力する。この異常検知信号が出力されると、
演算処理部４０の流路選択制御手段４０Ｂが機能して、流路選択手段３０を切り替え動作
させ、現在使用中の検出ユニット１０における流入流路１３1を遮断状態にし、バックア
ップ用に備えられる別の検出ユニット１０における流入流路１３2を連通状態にする。
【００２２】
　そして、検出ユニット１０毎に演算処理部４０を備えるものでは、不具合を生じた検出
ユニット１０（１０1）からの検出信号を演算処理していた演算処理部４０（４０1）は、
流路選択制御手段４０Ｂの機能を実行すると共に、記憶装置（メモリーカード）４３に記
憶しているこれまで処理した演算処理結果をバックアップ用の検出ユニット１０（１０2

）に対応した演算処理部４０（４０2）に転送する。その後は、検出データ及び設定条件
をこれまで演算処理していた演算処理部４０（４０1）から引き継いで、新たな演算処理
部４０（４０2）によって検出ユニット１０（１０2）の検出動作が実行され、その検出に
よって得た検出信号の演算処理を新たな演算処理部４０（４０2）が引き続き行う。
【００２３】
　このように水質連続計測装置１は、一つの検出ユニット１０（１０1）に不具合が発生
しても、バックアップ用の検出ユニット１０（１０2）が即座にその後の処理を引き継い
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で行うことができる。この場合は、一つの演算処理部４０が複数の検出ユニット１０（１
０1，１０2）からの検出信号を演算処理するものであってもよいし、検出ユニット１０1

，１０2毎に演算処理部４０1，４０2を設けるものであってもよい。複数の演算処理部４
０1，４０2を備える場合には、一つの演算処理部４０1が処理した演算処理結果を新たな
演算処理部４０2が引き継いでその後の処理を行う。このような水質連続計測装置１によ
ると、水質監視の連続性が途絶えることがなく、水質連続計測装置１の維持管理に要する
人的な作業を著しく減らすことができ、維持管理費用の大幅な削減が可能になる。
【００２４】
　また、演算処理部４０における流路選択制御手段４０Ｂの機能及び演算処理部４０（４
０1）自体を新たな演算処理部４０（４０2）に切り替える動作を手動のスイッチ操作等で
行うようにしてもよい。この場合には、検出ユニット１０に不具合が生じた場合に、無人
で連続計測を維持させることはできないが、スイッチ操作等の簡単な切り替え操作で引き
続き正常な計測動作を継続させることができるので、専門作業員の到着を待たずしても現
場の設備係員等で充分に対応することが可能になる。この際には、異常検知手段４０Ａは
音，表示，発信等で人に異常を報知することが必要になる。
【００２５】
　図３は、水質連続計測装置に対する遠隔監視システムを説明する説明図である。前述し
たように水質連続計測装置１は、複数の検出ユニット１０（１０1，１０2）と演算処理部
４０（４０1，４０2）を備えている。また、各検出ユニット１０1と演算処理部４０1或い
は検出ユニット１０2と演算処理部４０2がそれぞれユニット化（計測ユニット）されて水
質連続計測装置１に装備されている。そして、水質連続計測装置１は、演算処理部４０（
４０1，４０2）の演算処理結果を遠隔送信すると共に遠隔地からの制御信号を受信する送
受信部５０を備える。送受信部５０は、既設のネットワーク回線Ｎに接続され、このネッ
トワーク回線Ｎを介して遠隔監視部５１に情報を送信することができると共に、ネットワ
ーク回線Ｎを介して遠隔監視部５１等から制御信号を含む情報を受信することができるも
のである。送受信部５０は水質連続計測装置１に外付きで接続してもよいし、水質連続計
測装置１に内蔵したものであってもよい。この送受信部５０を備えることで、演算処理部
４０の異常検知手段４０Ａが出力した異常検知信号を遠隔監視部５１で受信することがで
き、遠隔監視部５１からの各種制御信号で演算処理部４０の動作を遠隔操作することが可
能になる。この遠隔監視部５１は、例えば、ネットワーク回線Ｎに接続されたサーバーコ
ンピュータによって構築することができる。
【００２６】
　このようなシステム構成によると、演算処理部４０の演算処理結果（水質評価指標の計
測値、異常検知手段４０Ａの出力等）が随時遠隔監視部５１に送信され、遠隔監視部５１
ではこの送信された演算処理結果をモニタ又は分析することができる。また、使用中の演
算処理部４０（４０1）が故障して演算処理結果の出力を発信しなくなった場合には、遠
隔監視部５１はこの状態を検知することができる。そして、このような演算処理部４０（
４０1）の故障が検知された場合には、遠隔監視部５１からの制御信号による遠隔操作で
新たな演算処理部４０（４０2）への切り替えを行い、切り替えられた新たな演算処理部
４０（４０2）の流路選択制御手段４０Ｂを機能させて、流路選択手段３０の切り替えを
行う。
【００２７】
　以下に、水質評価指標として試料水の濁度と色度を計測する水質連続計測装置を例に具
体的な構造を説明する。前述の説明と共通する部位は同一符号を付して重複説明を一部省
略する。図４は、本発明の実施形態に係る水質連続計測装置の装置構成例を示した説明図
であり、同図（ａ）が内部構造を示した側面図、同図（ｂ）が計測ユニットを示した正面
図である。水質連続計測装置１は、筐体（装置本体）２内に２つの計測ユニット１Ａ，１
Ｂが配備されている。一つの計測ユニット１Ａが稼働用であり、もう一つの計測ユニット
１Ｂがバックアップ用である。各計測ユニット１Ａ，１Ｂは前述した検出ユニット１０（
１０1，１０2）と演算処理ユニット４０Ｕを備えている。筐体（装置本体）２は、演算処
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理ユニット４０Ｕの表示装置（出力装置）４２が視認できる窓２Ａ，２Ａを２つの側面に
備えており、各々の窓２Ａ，２Ａに計測ユニット１Ａ，１Ｂの演算処理ユニット４０Ｕに
備えられる表示装置が対面するようになっている。窓部２Ａ，２Ｂが備えられる側面には
図示省略のドア部が設けられ、ドア部を開放することで、計測ユニット１Ａ，１Ｂの着脱
又は操作が可能なようになっている。また、筐体２には試料水供給流路２０の端部となる
給水継手２０Ａと排水流路１４の端部となる排水継手１４Ａが取り付けられている。
【００２８】
　演算処理ユニット４０Ｕは、ユニットボックス４０Ｕａの表面に表示装置（出力装置）
４２とキーボード（入力装置）４１が配備され、ユニットボックス４０Ｕａの内部に設け
られる回路基板４０Ｕｂに演算処理部４０等が搭載されている。また、ユニットボックス
４０Ｕａには接続端子（コネクタ）４５が装備されている。そして、一つの検出ユニット
１０と一つの演算処理ユニット４０Ｕが一つのユニット支持部材３に装備されており、各
ユニット支持部材３が筐体（装置本体）２に対して着脱自在に装着されている。筐体２内
にはユニット支持部材３を保持する手段が設けられており、ユニット支持部材３を保持し
た状態で前述した接続端子４５が図示省略の電源装置に接続され、演算処理ユニット４０
Ｕの各要素がスタンバイ状態になる。
【００２９】
　このような特徴を有する水質連続計測装置１は、水道水等の水質（濁度・色度）を連続
的に計測するに際して、装置自身が備える演算処理部４０によって装置の異常が検知され
、異常が検知されると複数の検出ユニット１０1，１０2，…のうち使用中のものから新た
な検出ユニット１０に切り替えられて検出動作が継続されることになる。これによって、
手動での切り替えを行う場合には異常発生時に専門の作業員の到着を待たずして簡易に切
り替えを行うことができ、自動での切り替えを行う場合には即座に正常な状態への切り替
えを行うことができる。
【００３０】
　また、複数の演算処理部４０1，４０2を備える例では、一方の演算処理部４０1の制御
信号に異常が発生した場合などに、一方の演算処理部４０1を含む計測ユニット１Ａから
他方の演算処理部４０2を含む計測ユニット１Ｂへの切り替えを行って計測を継続させる
ことができるので、演算処理部４０の異常に対しても対処することができる。
【００３１】
　更に、異常が検知されたことは遠隔監視できるので、異常発生時のみ不良検出ユニット
又は不良計測ユニットの取り替え作業を行えば良く、定期的な保守点検を排除することが
でき、２４時間体制の維持管理を行うに際して、大幅な維持管理費用の削減を可能にする
ことができる。
【符号の説明】
【００３２】
　１：水質連続計測装置，１Ａ，１Ｂ：計測ユニット，
　２：筐体（装置本体），２Ａ：窓部，
　３：ユニット支持部材，
　１０：検出ユニット，１１：フローセル，
　１２：検出部，１２Ａ：光源部，１２Ｂ：受光部，
　１３（１３1，１３2）：流入流路，１４：排水流路，１４Ａ：排水継手，
　２０：試料水供給流路，２０Ａ：給水継手，２１，２２，２３：流路，
　２４，２５，２６：カプラ（ワンタッチカプラ），
　３０：流路選択手段，３１，３２：開閉電磁弁，
　４０：演算処理部，４０Ｕ：演算処理ユニット，
　４０Ｕａ：ユニットボックス，４０Ｕｂ：回路基板，
　４０Ａ：異常検知手段，４０Ｂ：流路選択制御手段，
　４０Ｃ：水質評価指標出力手段，
　４１：入力装置（キーボード），４２：出力装置（表示装置），
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　４３：記憶装置（メモリーカード），４４：増幅器，４５：接続端子（コネクタ），
　５０：送受信部，５１：遠隔監視部
【要約】
【課題】水道水等の水質（濁度・色度）を連続的に計測する水質連続計測装置において、
異常発生時に専門の作業員の到着を待たずして、また即座に、正常な状態への対処を行う
ことができる。
【解決手段】複数の検出ユニット１０と、試料水源から検出ユニット１０の流入流路１３
に試料水を供給する試料水供給流路２０と、試料水供給流路２０と複数の検出ユニット１
０における流入流路１３を選択的に連通する流路選択手段３０と、検出ユニット１０にお
ける検出部１２の検出信号を演算処理する演算処理部４０とを備え、演算処理部４０は、
検出信号に基づいて装置の異常を検知する異常検知手段４０Ａと、異常検知手段４０Ａが
異常を検知した際に流路選択手段３０を制御し、検出信号を出力している検出ユニット１
０の流入流路１３を試料水供給流路２０から遮断し、他の検出ユニット１０の流入流路１
３を試料水供給流路２０と連通させる流路選択制御手段４０Ｂとを備える。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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