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まえがき

近年，水道事業においては，これまでの面的・量的拡充

に加えて，給水サービスのレベルアップ，災害に強い給水，

渇水対策，品質に関する信頼性確保，安定給水の施策が課

題となっている。さらに，水道施設の高機能化および複雑

化に伴い，施設ごとに管理する機器がますます増加する傾

向にあり，運転操作や維持管理の重要性が増している。こ

れに伴って，事務作業が複雑化・高度化している。

また，社会環境面からの変化として，高齢化・少子化が

進んでいることにより，人の確保が難しくなる。さらに，

公共工事コストの縮減が求められ，業務効率の向上が重要

な課題となっている。

このような背景から，水道事業体向けシステムは，従来

の運転・監視・制御機能に加えて，電力量や薬品使用量の

削減など，効率的な運用が図られている。さらに，保守，

補修，点検，トラブルシューティングなどの業務の省力化

が必要となり，それらの業務の外部委託が推進されようと

している。

富士電機は「水道統合情報処理システム」を核として水

道事業体に対し分析・企画，設計，開発・導入，運用・保

守のシステムのライフサイクル全体をサポートするととも

に，コスト削減を実現するソリューションを提案する。

本稿では，コンピュータ技術，ネットワーク技術，マル

チメディア技術などの新しい技術をベースとした「水道統

合情報処理システム」について紹介する。

水道統合情報処理システムの位置づけ

ソリューション技術により，コスト削減を実現するプラ

ント運用の効率化と維持管理の省力化について述べる。

電力量の削減については，ポンプの VVVF化やプラン

ト運用の効率化として，現代制御理論の技術が用いられて

いる。また，水運用による配水池の平滑運用を実現する技

術として，予測モデルと線形計画法が多く使われている。

例えば，カルマンフィルタやニューラルネットワークモデ

ルを用いて需要量を予測し，線形計画法やダイナミックプ

ログラミング法を用いて，100 を超える配水池への送水量

を平滑化し，取水量を一定化する運用を実現した。

ポンプ場などの広域監視については，大形マルチスク

リーンとネットワーク系の活用が進められ，少人数での監

視レベルの向上や障害時などの迅速な対応が実現している。

例えば，PHS（Personal Handyphone System）と携帯情

報端末を活用し，現場保守点検の効率化が図られている。

また，マルチメディア情報を用いたシーンベースド監視や

インテリジェント監視により，臨場感のある監視操作を実

現している。

維持管理の省力化のための技術としては，自己診断型機

器とオープン系ネットワークによる官民協力の診断技術が

ある。この技術により，汎用ネットワークによるマルチベ

ンダの診断，WAN（Wide Area Network）による安価な

広域ネットワーク，24時間のメーカーサポート体制によっ

て，維持管理の高効率化を実現した。

さらに，運転および維持管理の外部委託による経営合理

化が実現されようとしている。例えば，水道設備の申請業

務において，現場および設計技術者の不足から，工事店で

の申請図の作成が困難になってきた。また，審査担当部署

への工事申請は，他業者との待ち時間など，非常に時間が

かかり，工事店の経営に大きな負担を強いてきた。このソ

リューションとして，申請を行う管工事組合などの事務所

にて，CAD（Computer Aided Design）により一括して

申請図を作図し，一括して審査担当部署へ申請を行う方式

がある。この外部委託と情報化により，費用削減を実現す

るとともに，図面のディジタル化による管理の向上，省ス

ペース化・省力化が図れる。

プラント運用の効率化と維持管理の省力化を実現する，

水道統合情報処理システムの全体システム構成を図１に示

す。

全体システム構成図から，水道統合情報処理システムは，

プロセス監視制御システムにリアルタイム連携するマルチ

メディア情報監視・水運用系システムおよびその上位に位

置づけられる維持管理系システム，設計・計画・経営系シ
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ステムで構成される。

監視制御システムで収集するデータは，汎用データベー

スに格納することができる。これらのデータは，パーソナ

ルコンピュータ（パソコン）で動作する表計算ソフトウェ

アと容易に連携可能であり，データの編集・解析を自由に

行うことができる。

水道統合情報処理システムの特長は，次のとおりである。

各業務情報をデータベース化し，一元化することによ

り，情報を共有化することができる。

水道施設の最新情報もリアルタイムに監視できる。

水道事業の経営判断に必要な各種データが容易に作成

され，出力が可能である。

パソコンや汎用ネットワークの組合せにより，安価な

システムができる。

最新技術や各種業務をパッケージ化することにより，

目的に合った最適システムが安価に構築できる。

マルチメディア情報監視・水運用系システム

水道事業へのマルチメディアの導入が不可欠となってき

ている。高度情報化のキーワードとしては，コンピュータ

のネットワーク化・オープン化による情報の共有化が挙げ

られる。マルチメディアは，単にヒューマンインタフェー

スにおける利便性という面にとどまらず，施設や管理面へ

のシステム再構築をもたらす重要な要素となってきている。

３.１ マルチメディア情報監視

水道システムの広域化・遠隔化に伴い，各種設備機器の

監視制御情報は増大し，リアルタイムで判断し，操作する

には，多くの経験と知識を必要とする。こうしたなかで，

臨場感と操作性の向上を求めて，映像・音声・計測データ

を一体化した「マルチメディア情報監視」の導入により，

プラント状態の適切な把握と迅速な判断が可能となる。

３.１.１ シーンベースド監視システム

シーンベースド監視システムは，監視・操作対象に応じ

た情報の表示と操作の手順を，マルチメディア情報の形で

オペレータに通知する。そのために，次の機能を有してい

る。

映像の監視対象位置に監視対象の情報を重ねて表示

監視映像に関連する監視画面を同時に表示（図２参照）

監視映像に対応した現場音響を出力

これらの機能により，現場感覚の監視・操作，遠隔監視
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図１　水道統合情報処理システムの全体構成
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図２　監視映像の拡大と関連プロセス情報の表示例
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を実現する。

３.１.２ インテリジェント監視システム

インテリジェント監視システムは，ポンプ場の設備機器

に設置した振動計，温度計，流量計などからの計測情報と

音響・画像情報により，設備点検員による総合判断をコン

ピュータで行い，日常点検の遠隔化を実現する。その機能

を図３に示し，その効果を次に記す。

電動機，ポンプの機器異常の兆候検知機能および誤操

作防止と重大事故未然防止。

マルチメディア情報により，現場に駆けつける場合と

同様の臨場感での異常部位・異常状況確認機能および迅

速な対応と早期復旧，異常波及の防止。

各設備機器の計測データの傾向管理と運用補修履歴管

理による保守点検支援機能および設備費の削減。

３.２ 水運用シミュレータ

水運用制御は，水道システムにおいて，取水から配水池

への送水までの系統で，水量を経済的，かつ効率的に配分

することを目的とする。そのためには，配水区ごとの 1日

の需要量を予測し，浄水場，取水場の水量分担を決定する

ことが必要となる。さらに，1日の予測需要量から時間単

位の予測需要量に展開し，配水池への送水量を平滑化した

り，ポンプ運転台数の変更回数を最小化する送水計画を立

てることが必要となる。これらの要求にこたえ，使いやす

く，かつ容易に結果を評価できる水運用シミュレータにつ

いて述べる。

本水運用シミュレータのシステム機能構成を図４に示す。

パソコンで動作し，需要予測シミュレーションと配水池

運用シミュレーションを行うことができる。さらに，需要

予測結果と連携した配水池水運用シミュレーションも可能

である。需要予測シミュレーションでは，カルマンフィル

タによる日量予測とその日に該当する時間パターンによる

時間量予測を行う。結果の理解の容易化とその評価のため

に，次のような表示機能がある。

需要パターンの表示が可能である。

日需要量予測と実績日需要量および誤差率のグラフ表

示では，曜日別需要量，予測・実績相関図，天候別需要

量，誤差度数分布，最高気温・需要量相関図の詳細表示

が可能である。

時間需要量予測と実績時間需要量のグラフ表示では，

予測・実績相関図，誤差率，誤差度数分布，誤差率，需

要パターンごとの誤差度数分布の詳細表示が可能である。

一方，配水池シミュレーションでは，動的計画法により

水位の上下限制約のもとで，送水量の平滑化，ポンプ運転

台数変更回数最小化および電力費用最小化の各運用計画を

48時間先まで立てることができる。また，計画後に実際の

需要量が変化した場合のシミュレーション機能（水位検定）

や，水位が上下限制約を逸脱する場合の修正計画も可能で

ある。配水池水位と流量のシミュレーション結果はトレン

ドグラフで表示される。

本水運用シミュレータを使用することにより，

予測精度の評価や，誤差要因の抽出・修正（例えば，

曜日の誤差が大きい場合には，その係数の修正など）が

可能である。

目的に応じた最適化条件の選択による配水池水運用計

画立案が可能である。また，計画後の水位検定や修正計

画機能により，実運用に即したシミュレーションを実行

できる。

３.３ 気象情報管理

気象情報サービス会社から配給される実績データ，予報

データ，注意報，警報，地震情報を NTT［日本電信電話

（株）］公衆回線を利用して自動受信する。受信したデータ

を加工し，CRT画面やプリンタへ表形式，グラフ，シン

ボルで分かりやすく表示・出力可能である。

また，受信したデータは監視制御システム（水運用シス

テム）へ送信し，従来，配水量予測の際にオペレータが手

入力していた天気予報，予想最高気温を自動入力し，水運

用の完全自動化を実施する。

システム機能は以下のとおりである。

気象実況表示

給水地域や取水地域の現在の気象状況をリアルタイムで

受信し，自動リフレッシュで表示する。図５に気象実況表

示画面例を示す。
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図３　インテリジェント監視機能
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図４　システム機能構成
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降雨量グラフ表示

観測所ごとの 1日分の降水量と降水量のデータ（時間降

水量，積算降水量）を，1時間ごとにグラフで履歴表示す

る。水質悪化の予防，適切な薬注制御が行える。

警報・注意報表示

給水地域や取水地域の気象警報・注意報，地震情報をリ

アルタイムに表示・印刷する。

気象履歴表示

データベースの過去から現在までの気象履歴データ（ア

メダス日報，月報）を表形式，グラフ形式に表示・印刷す

る。監視制御システムや水質管理システムでは，気象デー

タ，水質データとの相関傾向を分析する。

システム連携

リアルタイムで受信した実績データや予報データは他シ

ステムで活用でき，全自動による精度の高い水運用，水質

管理を実現する。

３.４ 管網計算

実管網およびモデル管網において，配水管の接続形態や

需要量の分布などをデータ入力することにより，管網内の

圧力や流量の分布を迅速に計算し，CRT画面上にビジュ

アル表示する。

施設管理システムとのデータ連携により，配水管・仕切

弁データの二重管理やデータ修正漏れが防止可能である。

システム機能は以下のとおりである。

管網モデルデータ入力

CADの画面上に実際の管路図面を描き，データを設定

するので，入力修正が簡単で正確である。

管網データ自動設定

施設管理システムとのデータ連携機能により，管網計算

に必要な管路データを自動設定できる。

配水制御システム連携

気象情報システム，水運用シミュレータと連携すること

により，管網内の圧力・流速変化を予測でき，配水圧力の

適正制御が可能となる。図６に管網計算結果表示例を示す。

管網計算結果表示

計算結果を管網流向図，等圧線図でビジュアルに表示で

き，CAD図面から表形式で計算結果を表示することもで

きる。図６の左部の等高線と管網中に表示されている矢印

が，等圧線図と管網流向図である。

管路設計時の管網計算

複雑な管網計算も高速・高精度に計算処理でき，配水管

や加圧装置減圧弁の最適配置が可能となる。

３.５ 水質管理

水質データの一括管理・報告書作成と最適な薬注制御の

シミュレーションを目的としたシステムである。キーボー

ドから入力する手分析データと水質に関するオンライン計

測データをデータベース化し，分かりやすくグラフ形式で

CRT表示したり，報告書として帳票出力する。

また，大量の水質データをもとに薬注演算式モデルのシ

ミュレーションを実行し，最適解を求めることが可能であ

る。

システム機能は以下のとおりである。

残留塩素データ表示

時間単位の残留塩素（全機場）を一覧形式で確認でき，

最高，最低，平均値，上下限逸脱値が表示・印字できる。

水質データ表示

原水や浄水の水質データを画面や帳票にて確認でき，最

高，最低，平均値，上下限逸脱値が表示・印字できる。

手分析データ表示

キーボードから入力する手分析データと監視制御システ

ムと連携して，オンラインデータを一括管理する。同じ画

面や帳票に表示・印字できるため，比較・分析が容易であ

る。

データトレンドグラフ表示

収集した水質データを見やすくグラフィカルに表示する。

指定期間内での計測データのトレンド表示により，水質の

調査・分析が行える。

シミュレーション計算

過去の気象・水質データを基に，薬注シミュレーション

を実行する。最適な薬注演算式を求めることができる。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

富士時報 Vol.71 No.6 1998

367（59）

図５　気象実況表示画面例 図６　管網計算結果表示例



効率経営をめざした水道統合情報処理システム

維持管理系システム

４.１ 固定資産管理

地方公営企業法に基づいた資産分類の体系化を行い，台

帳化することにより，資産評価を算出し，保有資産の取得

価額，資産の財源内訳，減価償却費などを把握することが

できる。

システム機能は以下のとおりである。

工事精算業務

振替資産修正，工事台帳登録，本勘定振替実行などを行

う。

資産取得事務

工事，購入，増設など，新たに資産が発生したとき，資

産計上や財産決定などを行う。

固定資産評価事務

過去から現在までの減価償却費推移，減価償却期間の延

長，現在資産の評価などを情報化して把握できる。

予算・決算時の固定資産事務

予算時，決算時に繰り返される減価償却費計算を行う。

４.２ 設備管理

電気機器，機械設備の仕様・メーカー・形式・故障履

歴・定期点検履歴を管理し，設備分類を体系化することに

よって，業務部門，建築部門，施設管理部門間の情報共有

化を実現し，データ検索や使用機器の残存年数把握などを

行う。

システム機能は以下のとおりである。

定期点検・修繕業務

監視制御システムと連携することにより，施設内各機器

の稼動時間を把握できる。図７に定期点検対象機器検索，

修繕対象機器検索，補修履歴管理などが行える定期点検・

修繕業務の画面例を示す。

故障修理業務

施設内機器の故障内容や修理内容などを個別機器ごとに

管理し，履歴検索ができる。

機器台帳更新業務

機器の新設・更新・移設・撤去などに伴う台帳更新時に，

関連する固定資産台帳と連携できる。

建物台帳更新業務

取得年度，取得額，延床面積などの建物情報を管理・検

索できる。

４.３ 図面管理

施設機器の各図面情報をデータベース化し，情報の最新

性の確保，保守時・緊急時の図面検索時間の短縮化を図る。

システム機能は以下のとおりである。

機器修理・修繕・定期点検業務

該当施設や機器の図面の表示・印刷や図面変更差替えが

行える。図８に完成・関連図面の表示例を示す。

機器新設・撤去業務

図面データが関連する属性情報と連結している。

４.４ 施設管理

場内施設や場外の配水管，仕切弁，消火栓，水管橋など

の施設を地図と台帳でデータ管理ができる。

システム機能は以下のとおりである。

配管管理業務

配管情報をデータベース化し，地図上にそのルートを描

画形式で登録できる。詳細な配管情報を検索（索引図・住

所検索）できる。

竣工（しゅんこう）図面管理業務

竣工図面も地図上の配管などとリンクして管理できる。

竣工図の表示，印字，また登録，更新もできる。

属性情報管理

配水管や弁栓の埋設場所，路線名称，布設年度などの文

字情報，さらに工事写真まで検索できる。

施設情報更新業務

地図上の配管から施設情報を検索し，表示や更新，登録

が可能である。
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図７　定期点検・修繕対象機器の検索表示画面例 図８　完成・関連図面表示画面例



効率経営をめざした水道統合情報処理システム

設計・計画・経営系システム

５.１ 企業会計

予算編成のための事務や決算・収入・支出・振替に伴う

会計上の資産価額管理を行う。

システム機能は以下のとおりである。

予算事務

年度当初の予算配当をはじめ，年度途中に発生する補正

予算の配当事務，予算残額チェック，予算執行状況の把握

を行う。

収入事務

予算配当後の調定事務から収納・還付事務，収入科目更

生，不納欠損処理を行う。

支出事務

予算配当後の支出負担行為の起案・決定をはじめ，契

約・変更契約事務，検収・工事検査，支出科目更生，支出

精算戻入処理を行う。

振替事務

減価償却費の計上，引当金の計上，経営赤字の補 （ほ

てん），利益余剰金の取崩し処理を行う。

５.２ 水道料金計算

毎月の検針・徴収・集計・調定業務を受給者台帳に基づ

き，管理を行う。

システム機能は以下のとおりである。

受付け・異動事務

新設受付時に，水栓番号を自動的に採番し，発生の都度，

異動情報を入力することにより，異動履歴が自動的に登録

され，過去の情報を確認できる。

検針・調定事務

ポータブルターミナルにより，手軽に検針ができる。検

針完了分から，料金計算，調定，調定振替を行う。

収納事務・預り金事務

分納，過納，誤納のあらゆる「水道料金」の収納に対応

できる。また，日々の収入伝票が出力される。

未収金管理

使用者ごとの未収状況を確認できる。

転居精算事務

使用者に対し，精算調停情報を提示できる。

５.３ 設計積算

個々の単価データおよび積算率をもとに，工事費を自動

的に積算処理し，見積書，工事設計書を自動出力できる。

システム機能は以下のとおりである。

積算処理

積み上げメニューを表示し，機能や種類を選択し，見積

書を作成する。

単価改訂処理

市販のデータや他システムで作成したデータを取り込め

る。図９に基礎単価登録データ作成画面例を示す。

積上げ処理

施工条件に合った歩掛り数量と単価を積み上げ，設計書

を作成する。

あとがき

水道事業体における水道統合情報処理システムおよびシ

ステムメニューについて述べた。

水道事業体において，今後ますます設備保全方式の改善

や保全費用の軽減をめざして，業務の効率化，情報管理シ

ステムの構築が求められる。

今後も，システム構築にあっては，業務分析から企画，

導入，運用支援，保守まで一貫したソリューションサービ

ス業務の必要性が高まると予想される。富士電機は，水道

事業体関係各位に，水道統合情報処理システムを核とした

ソリューション技術を提供していく所存である。
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図９　基礎単価登録データの作成画面例
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