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まえがき

阪神・淡路大震災の教訓を生かした震災対策の具体化や

気候変動枠組み条約第 3回締約国会議（地球温暖化防止京

都会議）など地球環境問題が，昨今，急速にクローズアッ

プされてきている。上下水道事業においても水環境やライ

フラインの中核を担うという立場から，このような災害や

リスクに対応した防災計画の見直しが求められている。

本稿では，上下水道における災害やリスクに対して，電

源，センサ，情報通信制御の三つの側面から，長年の経験

に基づくノウハウに最新技術を組み合わせることにより，

「どんな問題をどのように解決することができるのか」（ソ

リューション技術）ということを事例を中心に紹介する。

上下水道における災害要因とソリューション技

術

上下水道における災害とは，上下水道の使命である水量

（上水：安定給水，下水：浸水対策）と水質（上水：安全

な水の供給，下水：水質の保全）を脅かすものということ

ができる。図１は上下水道における災害要因を整理したも

のである。災害のなかで水量と水質の両面で最も大きなリ

スクは，阪神・淡路大震災級の大地震である。また，今問

題のダイオキシンやシアン，サリンといった毒物の混入も

きわめて高いリスク要因である。しかしながら，災害対策

という観点で考えると，地震や毒物混入などは事前に予測

できないものであり，そのような事態に直面したときに

「どのように判断し，どのように行動することができるの

か」が重要であり，その人間の判断や行動を支援するシス

テムが防災システムである。そのためには，「日常使い慣

れていないシステムは，緊急時に速やかに使用することは

難しい」といわれるように，平常時の使用を大前提とし，

日常ときどき起こり得る事故などの比較的リスクの小さな

問題に対しての防災対策が基本であり，その延長線上に地

震や毒物混入などの高リスク対応があると考えるべきであ

る
（1）（2）

。

図２は災害対応の考え方を，「平常時から災害発生時の

緊急対応とその後の復旧対応，そしてその教訓を生かした

さらなる災害対策の見直し」という災害対応のサイクルと
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図１　災害とリスク度合
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サイクル

〈平常時対応〉
™情報管理の強化と情報共有化
　（プラント運転，プロセスデータ，施設，
　　設備，管路，図面，職員情報など）
™防災マニュアルの作成と教育訓練
™予防保全の高度化
™設備，管路の高信頼化・耐震化
™各種異常検知センサの設置
™緊急時用エネルギー（電源）の設置

〈災害復旧対応〉
™復旧工事の支援
™異常時運用の支援
™関連部署・関係機関との
　情報連携と情報共有化
™市民・マスコミへの広報

〈災害発生時対応〉
™緊急遮断・フェイルセイフ
　システムの作動
™被害状況の迅速かつ的確な
　収集把握
™意志決定の支援と指令伝達
™緊急時・異常時運用の支援
™関連部署・関係機関との情
　報伝達や連携
™市民・マスコミへの広報

図２　災害対応の考え方
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してまとめた。次に，上下水道における具体的な災害要因

とそれを解決するソリューション技術を表１に示す。

次章からは，ソリューション技術を「センサ技術」「電

源技術」「情報通信制御技術」に分けて詳細に述べる。

センサ技術

センサとは人間の五感に相当するものであり，災害情報

を検出し把握するための最も重要な情報源である。富士電

機は，水質・環境災害に対応するセンサからプラントや電

源システムの異常を検出する予防保全のセンサまで，上下

水道に必要なセンサ群をバイオ技術など最先端技術を駆使

してトータル的に開発を進めている。

まず水質・環境センサとしては，水道水源の安全性を連

続監視する「水質安全モニタ」やクリプトスポリジウムな

どの微生物を検知する「高感度濁度計」がその代表であり，

新たな水質問題や水環境保全のための次世代センサ群につ

いても研究中である
（3）

。詳細は本特集号の別稿「突発性水質

事故とセンサ技術」を参照いただきたい。

また，予防保全のためのセンサ群のなかから受変電設備

（変圧器，ガス絶縁機器，配電盤など）や回転機の異常診

断や余寿命診断装置を紹介する。受変電設備診断では，赤

外線による局部加熱測定や騒音・振動計による内部異常検

出，絶縁性能測定などのデータをもとにパーソナルコン

ピュータ（パソコン）にて総合的に判断し，回転機診断で

は，電気的絶縁診断（吸湿，汚損，劣化）に加えて物理化

学的絶縁劣化診断などからパソコンにて信頼性法評価法を

用いて総合評価を行うものである。それぞれ巡回診断車に

搭載して全国巡回点検に活躍しており，図３に回転機診断

車を，図４に診断装置の外観を示す
（4）

。

電源技術

電源（エネルギー）とは人間の体（力）に相当するもの

であり，上下水道がその機能を発揮するために必要不可欠

なものである。富士電機では，低圧から特別高圧までの受

変電設備や自家用発電機，無停電電源装置，可変速制御装

置などの上下水道ではすでに一般的な電気設備から，新エ

ネルギー・クリーンエネルギーと言われる太陽光発電・小

水力発電・燃料電池発電など電源に関する数多くのソリュー
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表１　上下水道における災害要因とソリューション技術 

地震計 

電源の高信頼度化対策 
（二重化・無停電化・非常用電源） 
新エネルギー 
（太陽光・小水力発電） 

電源の高信頼度化対策 
（二重化・無停電化・非常用電源） 

電源の落雷対策 

災害（リスク）要因 センサ技術 電源技術 
情報通信制御技術 

復旧時 平常時 緊急時（発生時） 

自然環境 

社会環境 

地震 
教育訓練 
情報共有化 
予防保全 

情報収集，被害推定，意志決定，緊急 
遮断，異常時水運用，緊急情報通信， 
情報提供 

異常時水運用 
施設情報管理 
管路情報管理 
情報共有化 

施設情報管理 
情報共有化 

圧力モニタ 渇水 
教育訓練 
情報共有化 

情報収集，配水コントロール，異常時 
水運用，情報提供 

雨量レーダ 

河川水質モニタ 
給水水質モニタ 

台風・豪雨 
降雨予測 
情報共有化 

水質管理 
情報共有化 

情報収集，降雨予測，浸水解析，情報 
提供 

落雷 情報収集，情報提供 

水質汚濁 
情報収集，水質拡散解析，異常時水運 
用，情報提供 

高感度濁度計 
微粒子センサ 
トリハロメタン計 

水質管理 
情報共有化 
最適薬注制御 

電源の高信頼度化対策 

微生物問題 
トリハロ 
メタン問題 

情報収集，情報提供 

水質安全モニタ 
水質管理 
侵入者監視 
情報共有化 

インテリジェント異常 
監視，施設情報管理， 
予防保全，情報共有化 

毒物混入 情報収集，異常時水運用，情報提供 

給水水質モニタ 
圧力モニタ 

火災 情報収集，赤水拡散解析，情報提供 

各種センサ 設備事故 情報収集，異常時水運用，情報提供 

管路情報管理 
管網計算 
情報共有化 

管路情報管理 
情報共有化 

圧力モニタ 管路事故 情報収集，異常時水運用，情報提供 

図３　回転機診断車の外観
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ションを提供することができる。

そのなかで昨今，国の補助金制度もあり太陽光発電が注

目されている。一般的には採算性や設置スペースに問題が

あるが，浄水場や配水池（震災時には避難場所や応急給水

場所になる）など広大な設置場所が確保でき，かつ緊急時

の電源確保という付加価値（採算性がすべてではない）か

ら導入の検討が進められている。

また，上下水道プラントにおいては，災害時用のエネル

ギーとして太陽光発電とともに小水力発電も有望である。

図５にその概略構成を示すが，小水力発電は水の落差やポ

ンプによる余剰圧力を利用して水力発電を行うものであり，

エネルギーの有効利用（省エネルギー）という観点からも

推奨できるものである
（5）

。水力発電量は次の式で求めること

ができ，その目安を以下に記す。

発電量（kW）＝ 9.8 × Q× H×水車効率×発電機効率

™流量 1.0m3/s，落差 60mで約 500 kW

™流量 1.0m3/s，落差 25mで約 200 kW

このように，水道の導水管や受水管などではかなりの発

電量が期待でき，この電力は商用電源と連携し自施設内で

ポンプなどの非常用電源として利用できるほか，電力規制

緩和の一環として電力会社の送電線を通して，別の施設に

電源を送ってそこで使用するという「自己託送サービス」

（現在は電圧20 kV 以上，電力 500 kW以上）を利用した

り，電力会社に販売することも可能である。新エネルギー

や省エネルギーは本特集号の別稿「水処理施設における新

エネルギー技術」および「水処理施設における省エネルギー

技術」を参照いただきたい。

情報通信制御技術

情報通信制御は人間の頭脳と神経系統に相当するもので

あり，災害などの緊急時にパニックにならないよう日ごろ

からの訓練が重要である。富士電機は，上下水道における

情報通信制御システムの豊富な納入実績と水運用や水環境

に関する最先端の研究開発により，「水のにおいのする防

災情報通信制御システム」を提供する。

５.１ 緊急時対応のための災害対策本部の役割

緊急時に水道対策本部は，混乱する情報のなかで，迅速

かつ的確な決定を支援し，関係部署や外部に速やかに指令

や情報を伝達しなければならない。しかしながら，災害時

には，指令や情報を伝達するための通信ラインを確保する

こと自体が困難である。また，関係者が対策本部へ移動す

るにも道路渋滞のため，平常時の何倍もの時間を要し，対

応が遅れるケースが予想される。そこで，ライフラインと

してのその使命（水の供給や処理）を重視して対策本部は

その情報が集約している水運用管理センターや下水道管理

センターと同一ロケーションに設置することを提案する

（場所は本庁内や浄水場・処理場内）。こうすれば「平常時

には本来の水運用管理を行いながら災害などの緊急時には

災害対策本部の機能を付加する」という効率的なシステム

構築が可能となる。災害対策本部機能を付加した管理セン

ターに必須（ひっす）の技術を以下に述べる。

高信頼度通信網：無線や光ファイバケーブル網など高

信頼度かつ高速大容量の通信路が必要。特に無線の電波

割当て取得が困難な状況のなかで，下水道や水道管路に

埋設した光ケーブルの活用が有効。

テレビ会議システム：緊急時には人の移動が困難であ

り，指令伝達にテレビ会議が有効。

大形マルチスクリーン：錯綜（さくそう）する複数情

報のマルチ画面表示や他人数での一目監視や情報の共有

が必須。

地図＋ GPS（Grobal Positioning System ：人工衛星

を利用した位置特定システム）利用技術：市内地図と管

路図を重ね合わせた地図上に給水車や工事車両などの位

置を表示。

シミュレーション技術：緊急時の運用や意志決定を支

援。平常時は教育訓練に使用。

さらに環境（エルゴノミクス）という視点から考察する

と，「迅速かつ的確な意志決定が可能で，コミュニケーショ

ンがいかにスムーズに行える環境を構築できるか」が重要

である。そのためには，監視室のそばに情報収集と整理の

ための空間と，意思決定とコミュニケーションのための空

間（災害対策本部）の設置を提案する。具体的には図６の

ように監視室を俯瞰（ふかん）するような位置に対策本部

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図４　診断装置の外観
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図５　小水力発電概略図
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を設置し，監視室に集まるさまざまな情報を眺めながら重

要決定を行うようにする。俯瞰する位置にある意味は，次

のとおりである。

混乱するなか，同じ情報でも目線を変えて俯瞰する位

置から見ると，物事を冷静に捉えることができる。

閉鎖されることによって集中力を高め，最適な判断を

下せる環境を構築する。

俯瞰できるこのスペースは，平常時には見学者対応や教

育・講習などの多目的スペースとして活用する。このよう

に災害対策本部は，水運用監視室のそばに設置することに

より，平常時の延長線上に緊急時対応を考えることができ，

未使用時は多目的に活用することが可能となる。

５.２ 情報通信制御システム

５.２.１ 情報共有化システム

情報通信の現状の問題点とその対応策

図７は水道における「災害時の情報の流れ」を示す
（6）

。

災害時における管理センターの重要業務は次の 2点であ

る。

現場情報の収集・災害対策本部への情報提供

災害対策本部の復旧方針に基づく水運用管理

現状では，部門間の情報伝達手段に電話・ファクシミリ

が使用されており，災害時など混乱下での使用に不安が残

る。そこで，耐災害性が高く高速・大容量の専用通信網

（専用回線・無線・自営光ファイバ網など）を前提とした

情報通信システムの構築が必要である。特に，災害時にお

ける情報不一致による混乱や錯綜を避けるための「情報共

有化」が重要である。情報共有化システムは，水運用や監

視制御情報をはじめとして各部門の業務情報や対策本部の

指示命令までさまざまな情報を各部門で瞬時に把握するこ

とを可能とする。

情報共有化システムの特長

情報共有化システムの概要を図８に示す。

情報共有化システムで重要なことは，端末の機種や台数

に制約を設けないことである。災害時には，容易に端末が

増設でき簡単な操作でだれでも利用できるシステムが必要

である。本システムは，インターネット・イントラネット

技術（Web 化）を利用し，「必要な情報を！必要なとき

に！必要な場所に！」提供することを実現した。本システ

ムの特長は次のとおりである。

端末側に専用のソフトウェアは一切不要

既存の情報システムに簡単に接続することが可能

リアルタイムに情報更新が可能

利用者の職務に応じたセキュリティ管理が可能

情報共有サーバは単独設置にとらわれず他サーバと

の兼用も可能

５.２.２ 携帯情報端末

パソコンの小形化や移動体通信の普及に伴い，携帯形情

報端末がさまざまな分野で活用されており，災害時に携帯

電話や無線に代わる情報通信手段として期待できる。その

主な利用用途を以下に記す。

現場携帯端末としての利用

作業現場にてセンター情報を入手したり，作業状況や

現場映像をセンターに報告する。

巡回点検端末としての利用

設備の巡回点検に持参し，点検報告書を自動作成した

り，センターに結果を伝送する。

車載端末としての利用

情報端末としての機能に加えて GPS と連携して現在

位置を地図上に表示する。また，本位置情報を管理セン

ターに伝送し，大形スクリーンに作業車や給水車の位置

を表示することも可能である。

５.２.３ 侵入者監視システム

公共性の高い施設では，不測の事態を防止するために外

部からの侵入者を監視し，「事故の回避」「危険の予知」が

必要である。しかし，従来の ITVによる監視（通信回線

の都合上静止画伝送が多い）では監視員の負担が大きく見

落としなどの危険性があり，侵入センサによる監視システ

ムでは誤報が多いなどの問題があった。そこで，それらの

問題を解決したパソコン画像解析による侵入者監視システ

ムを紹介する。

図９に侵入者監視システムの構成を示す。

侵入者監視システムは，監視カメラ，侵入者監視装置

（パソコン），監視画像記録再生装置などで構成される。侵

入者監視の判定には，追跡形アルゴリズムを採用すること

で照明の変化や小動物による誤報を防止し，監視員の負担

を軽減することが可能となる。本システムの特長を以下に

記す。

（c）

（b）

（a）

（e）

（d）

（c）

（b）

（a）

（2）

（b）

（a）

（1）

（2）

（1）
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情報

情報収集

情報管理

全体状況把握

指示

復旧作業

作業管理

復旧方針決定
全体状況の把握
意志決定
（作業方針決定）

災害
対策
本部

情報の集計
作業の取りまとめ
™応急給水作業
™復旧作業

情報の収集
現場作業
™応急給水作業
™復旧作業

管理センター
（浄水場）
™浄水部門
™配水管理部門

™現場
™被害調査班
™復旧工事班など

図７　災害時の情報の流れ図６　対策本部のイメージ図

対策本部

監視室

指令情報室

ワークスペース（情報整理など）
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特定動作の検知が可能

環境変動に対する頑健性の確保

実空間特徴量を用いた物体抽出・追跡の実現

また，画像信号を含めた場外機場との通信装置としてマ

ルチメディア伝送装置（FTDM）を開発した。本装置は，

データ（監視制御用）だけでなく，画像（準動画： 3画面

/秒）や音声（交換機と接続して構内電話としての使用も

可能）を多重して伝送するものである。適用回線としては，

ディジタルアクセス 128（専用線）または INS64 が 1 回線

であり非常に経済的である。

FTDMの外観を図 に示す。

５.３ 災害対応シミュレーション技術

災害などの緊急時には，オペレータに精神的・肉体的に

多大な負荷がかかる。このような状況下で迅速かつ適切な

対応をするためには，シミュレーション技術などを用いた

運用支援システムが求められる。富士電機では，各種シミュ

レーションソフトウェアを製品化しており，そのなかで下

水の浸水対策としての降雨予測シミュレーションと上水の

赤水拡散シミュレーションを紹介する。

５.３.１ 降雨予測シミュレーション

下水道の分野でのレーダ雨量計の実用化が大都市を中心

に進み，処理場やポンプ運用支援から雨水流入予測による

ポンプ運転計画への適用などが進められている。本降雨予

測シミュレーションはレーダエコー降雨強度の移動予測を

移流モデルにより行うものであり，災害対策用システムで

ある。

下水道分野における降雨予測の特徴は，対象範囲は比較

的狭いが，精度の高い予測が求められている点にある。し

かも，台風・梅雨など種々の降雨によりその予測精度は異

なり，次のような現象を記述できる予測モデルが重要とな

る。

一つの雨域内でも移動方向が異なる。

雨域により降雨強度や形状変化，発生消滅の度合い

が異なる。

（b）

（a）

１０

（c）

（b）

（a）
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映像信号（NTSC） 

監視カメラ 

映像信号分配器 

アラーム信号 
監視画像記録再生装置 

屋外監視領域 屋内監視室 

侵入者監視装置 

図９　侵入者監視システムの構成 図１０　マルチメディア伝送装置の外観

情報共有サーバ

水道イントラネット

水運用・　　　　
監視制御システム

既存情報システム

維持管理システム

図面管理システム

情報公開サーバに Web 技術を利用す
ることで，各システムの端末を共通化
することが可能。
（WWWブラウザ端末ですべての情報
を参照可能）

端末が共有化されることで，あらゆる
場所で，同じ情報を入手することが可
能となる。

従来のシステム（既存システム）は，
システムごとに専用端末（端末のアプ
リケーションソフトウェア）を用意す
る必要があった。

™必要な情報を！
™必要なときに！
™必要な場所に！

〈適用回線〉
　構内LAN，自営光ファイバ網，通信事業者専用回線，
　固定無線，移動無線（MCA，携帯電話，
　PHS）など

™工事車両で管路・設備情報を見る！

™自宅パソコンで緊急情報を見る！

™携帯端末（現場）で管路情報を見る！

™事務所のパソコンで監視制御情報を見る！

図８　情報共有化の概要
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降雨強度の変化は地形の影響を受ける。

そこで，本降雨予測シミュレーションでは，降雨予測単

位（2.5 km× 2.5 kmメッシュなど）ごとに降雨移動方向

を求めることのできる移流モデルを採用し，降雨予測精度

の向上を図っている。移流モデルでは，移流方程式のパラ

メータを観測時間の異なる複数の受信降雨強度データを用

いて同定し，移流ベクトル（u，v）と雨域の成長・減衰

（w）をメッシュごとに求めることができる。図 にその

例を示す。現在と10分前の降雨実績データから求めた移流

ベクトルを，図中下側の移流モデルによる降雨データ（予

測）の左側に示す。メッシュ内の矢印が移流ベクトルを示

し，矢印の方向が移動方向を，矢印の長さが移動速度を表

している。求められた移流ベクトルと，現在の実績データ

から10分先，20分先のシミュレーション結果をその右側に

示す。

５.３.２ 赤水拡散シミュレーション

水質コントロールを行ううえで，水質の挙動（とりわけ

複雑な管網内での挙動）の把握が重要であり，シミュレー

ション技術が有効となる。赤水拡散シミュレーションは，

配水管網内で汚染が発生した場合に，汚染水の到達時間や

汚染地域がどのように広がっていくかをシミュレーション

し対策立案の支援を行う。それにより，災害時に汚染水の

迅速な排除や作業者の労力の軽減につながる。図 に，本

シミュレーションのソフトウェアの構成および処理の流れ

を示す。また，図 に，A地点において赤水が 1.0mg/λ

の濃度で 2時間継続して発生した場合の 2時間後の様子

（矢印が流向，黒丸が汚染）を示す。このようにして，本

シミュレーションにより赤水の拡散状態を汚染濃度の時間

変化として解析することができる
（7）

。

あとがき

水環境を取り巻く災害やリスクへの対応は，地球環境問

題とともに今後ますますクローズアップされてくるであろ

う。その防災対策として重要なことは，人間でいえば「五

感に相当するセンサ」と「体力・筋力に相当する電源」と

「神経・頭脳に相当する情報通信」をいかにバランス良く

効率的にレベルアップするかである。世の中の情報通信技

術の急激な進歩は，システムの導入時期の決定を見合わせ

がちであるが，この種のシステムは導入したあとの維持管

理を含めた運用が重要であり「使いものになる」まで育て

上げることが必要であろう。
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降雨データ（実績）

10分前

移流ベクトル（移流モデル） 10分先 20分先

現在

移流モデルによる降雨データ（予測）

™一辺のメッシュ数：40
™一辺のメッシュ距離：
　　　　　　　　2.5km
™一辺の距離 ： 100km
™サンプリング周期：
　　　　　　　　　10分

図１１　降雨予測の表示例

実績・予測需要量

管網系統

弁開閉操作

汚染が発生した情報

動的管網計算

表示を見て
弁の開閉
操作決定

管網内汚染
濃度計算

汚染濃度時間変動図
  管網内汚染濃度
™対話処理モード
™動画モード

図１２　赤水拡散シミュレーションの構成
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図１３　赤水拡散状況の表示例
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