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監視システムのリスク等低減への
活用に関する共同研究
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３.下水道におけるリスクと�������

下水道事業は維持管理の時代に移行したと言われ，
膨大な下水道施設を適切に管理・運用することを通
じた機能確保が重要となっている。しかし，近年は
局地的豪雨をはじめ，施設の老朽化や不完全な技術
継承等の要因により，所定機能の確保が難しくなっ
ている。これらの要因は，リスク（望ましくない事
象）を引き起こす原因となり，放置すると処理停止
などの重大事象に発展する可能性がある。
一方，下水道は管きょや処理施設など複数の施設
の複合体であり，ポンプなど多種の装置により構成
されているため，下水道施設の保全や運転において
は，現場の情報を表示する監視システムが手段とし
て不可欠である。施設全般を一元的に処理し，可視
化表示することのできる監視システムを，リスク等
への適切な処置を行うために活用することは，リス
クを低減するうえで有効であると考えられる。
本研究は，監視システムを下水道のリスク等の低
減に活用する際に求められる機能を明らかにすると
ともに，必要となる支援システムの機能および効果
について検討し，技術資料としてとりまとめること
を目的とした。

２.����

3.1 下水道におけるリスク
下水道は，事業を実施していく中で自然災害等に
代表される外的な要因や，団塊世代の大量退職によ
る技術継承問題等の下水道事業の内的要因にさらさ
れており，処理機能の停止といったリスクを引き起
こす原因となる。また，下水道おけるリスクとリス
ク要因の関係は図－1 に示すように一対一での関係
ではなく，複数の要因が複合的なリスクを誘引して
いることが多い。そこで本研究では，下水道におけ
るリスクや要因を整理したうえで，リスク低減が望
まれる分野における監視システムの活用によりリス
ク低減が可能な監視システムの構築を検討する。

省エネ法尊守

図－1

本研究は，(株)東芝，(株)日立製作所，三菱電機
(株)，(株)明電舎，メタウォーター(株)，(財)下水
道新技術推進機構の計６者が共同で実施した。

-103-

下水道におけるリスクと要因の関係

3.2 下水道リスクの現状
3.2.1 下水道リスクの現状把握
下水道におけるリスク事象の実態を把握するため
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に，下水道管理者を対象にしたアンケート調査を実
施した。調査では，計画，保全，運転の３つの部門
に分類し，それぞれに対して調査を行った。
※下水道のリスク事象に関するアンケート調査
① 対象自治体
300 箇所（有効回答数：151 団体）件数は部門ご
とにそれぞれ異なる。計画（151 件）・運転（165
件）
・保全（336 件）
② 調査時期
平成 23 年１月
※H23.3.11 東北地方太平洋沖地震発生前の調査
③ 設問構成
計画部門―重要懸案課題（現地点における課題）
運転部門―場面別のリスク事象（発生実績）
保全部門―設備別のリスク事象（発生実績）
アンケートの結果，各部門ともに多くの望ましく
ない事象（リスク事象）が発生しており，職員の経
験やノウハウ不足に起因する支障，施設の能力不足
に起因する支障，環境への悪影響，外的要因による
浸水・水質悪化・処理停止等，手動操作ならびに自
動制御における支障，機械・電気設備等の故障や異
常，人的災害等，その他さまざまな望ましくない事
象（リスク事象）が発生していることがわかった（表
－1）
。
表－1

運転
保全

４.監視システムの概要�分野�の�題�
4.1 監視システムの基本機能
監視システムの基本機能は，図－2 に示すように
（1）状態監視機能，
（2）メッセージ管理機能，
（3）
トレンドグラフ表示機能，（4）帳票管理機能に集約
される。また，本研究では，監視機能のみを対象と
しているため，運転制御機能については将来構想と
して検討する。
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下水道のリスクに関する調査結果概要

調査対象 調査項目
計画

次に，運転管理や維持管理・保全活動の枠を超え
た事象，すなわち大規模災害等により都市機能自体
が麻痺し，下水道施設の復旧に数か月以上要する場
合や，予算削減等の財政的ならびに事業経営上の課
題に起因する要因は，監視システムでのリスク等の
低減が不可能なため，検討から除外した。
そのうえで，要因の中で自然災害に起因するもの
とそれ以外に分類し，下水道全体のリスクや要因検
討し，低減するために重要な分野を４分野（1）降雨
（豪雨等），
（2）省エネ対策，
（3）ノウハウ・技術継
承問題，（4）機器の経年劣化とし，本研究の検討対
象とした。

リスク事象（望ましくない結果）
発生延べ件
項目数
要員・情報
7
211
施設の能力・運用
21
322
環境影響
12
74
財政
2
170
外的要因
8
159
手動操作における支障
3
129
自動制御における支障
4
32
土木・建築
4
137
機械設備
4
250
電気設備
5
179
監視制御設備
5
241
停電
5
176
ユーティリティー
2
4
保全活動における人的災害
3
3
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図－2

監視システムの基本機能

4.2 現状の監視システムの課題
3.2.2 今後の対策が望まれる分野
効率的なリスク対策につなげるには，下水道にお
ける重要なリスクを発生実績の多寡で評価し，さら
に要因別に整理したうえで，要因に対応することが
必要である。そこで，リスク対策を必要とする分野
を本研究で選定する際，発生頻度（確率）を第一選
定の基準とした。なお，発生頻度（確率）について
の厳密な評価は難しいため，ここではアンケート調
査結果で整理した実績率を指標とした。
※ 実績率（％）

＝（実績件数/回答総数）×100
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現状の監視システムにおける状態監視機能では，
複雑化した下水道システムへの的確な対応や，既存
施設の能力の最大限の活用，また技術継承の問題へ
の対応能力に不足を生じる場面が多くなってきてい
る。また，単に機器等の運転状態を表示するのみで，
表示機能も主要な機器に限定されていることが多い
ため，よりきめの細かい運転制御や複雑な降雨への
適切な対応を行う場合には，相当の経験とノウハウ
が必要となる。また，故障・異常時等のアラームに
ついては，それを受信したオペレータが的確に問題
対処できることが前提となる。

2011 年度

下水道新技術研究所年報

現在の下水道システムは，高度処理の導入や機械
設備や制御技術の進歩等でより複雑化してきており，
その能力を活用し，要求事項を満たすためには，従
前よりもきめの細かい運転操作が要求されることが
多くなっている。

4.3 分野ごとの監視システムの課題
先に示した監視システムの活用によりリスクの低
減が見込める分野それぞれについて，現状の監視シ
ステムの機能上の課題をあげる。
4.3.1 雨水対策における課題
局所的な集中豪雨が発生すると，都市部において
は大部分が舗装されているため，降った雨水の大半
が下水道に流入し，急激な速度で雨水ポンプ場や合
流式処理場に流れ込むという問題が頻発している。
一般的に，監視システムでは，計測した雨量，管
きょ内水位，流入流量等の雨量情報を監視画面に表
示している。管理者は，これら監視システムからの
雨量情報の他に，テレビ，ラジオ，インターネット
等の外部からのニュース，天気予報情報を加味して，
各下水道施設への雨水流入量を自ら予測し，過去の
経験を基にして，雨水対策にあたっている。しかし
このような分散する雨量情報を整理する作業にはか
なりの労力が求められる。また雨水流入量の予測に
は，経験の積み重ねが必要となると共に，切迫した
状況において適切な判断を行うことが難しい。
4.3.2 省エネ対策における課題
地球温暖化等，省エネへの対応が求められる近年，
省エネ推進を先導する立場である自治体において，
最も多くのエネルギーを消費する下水道においては
厳しい電力消費量の削減が求められている。
一般的には，監視システムでの監視対象として，
消費電力の測定は，高圧系統（三相３kV 級以上）で
はほぼ実施されているが，低圧系統（三相 400 Ｖ級
以下）では，主幹部分で一括計測を実施している程
度で，機器単位での使用電力状況が把握できないこ
とが多い。そのため，管理者が現場で電流値等を指
示計から読み取り，手書き日報に書き留めた資料を
分析材料として使用するケースが多く，管理者の負
担増の一因となっている。また，各負荷の消費電力
をまとめた後に実施する原油換算や，経済産業省へ
報告する中長期計画書や定期報告書の作成も，特有
のスキルが必要であるため，これも管理者の負担増
の一因となっている。
4.3.3

下水道管理者である全国の多くの自治体では，団塊
世代の大量退職や人員削減に伴い，下水道施設の管理
ノウハウの伝承ができない等の状況が生じており，こ
の問題への対応が急がれている。熟練技術者が保有す
るノウハウを後世に伝えていくためには，確実に各施
設に残すことができる仕組みが必要である。
一般的には，現在の監視システムには技術継承を
補助するような機能は実装されていない。その下水
道施設特有の工夫を，自動モードでの運転条件や，
インターロック条件に盛り込むことで，誤操作の抑
制を行っていることはあるが，職員への技術継承を
補助することを目的とはしていない。
4.3.4 機器の経年劣化対策における課題
機器の経年劣化は年月と共に確実に進行するため，
予防策として機器が経年劣化を起こす時期を予測し
た設備管理を行う予防保全が求められている。
一般的に，監視システムでは，各機器の運転履
歴や故障履歴の情報はデータサーバに記録されてい
るが，設備保全の基礎情報として活用されることは
少ない。そのため，監視システムとは別に設備保全
管理用のデータベースを作成し，その管理を行って
いるため，整理を行うための負担は大きいものとな
る。さらに収集した膨大なデータの整理・蓄積は容
易なものではなく，データ収集時の欠測や，収集し
たデータの散逸等のヒューマンエラーの発生が危惧
される。

５.�ス��������監視システム
5.1 今後の監視システムのあり方
今後の監視システムは，図－3 に示すように現状
機器の有する機能を踏まえて，現状システムの課題
や下水道事業のリスク低減に向けた仕組みづくり，
さらには当該自治体や下水道施設のニーズを反映さ
せた機能を志向し，最新の技術を活用してシステム
化する必要がある。
図－3

今後の監視システムに求められる機能
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5.2 現状の監視システムに付加すべき機能
現状の監視システムの基本機能に付加すべき機能
としては，従前のプロセス監視データの項目に不足
がある場合には，情報点数を追加し，その情報を利
用者が視認しやすい形で明確化して表示することが
求められる。また，必要に応じて別途整備するデー
タベース群の情報を活用しながら，適格な運転を可
能とする仕組みづくりが求められている。
これらは監視システムの基本機能が拡張される部
分と付加機能として整備される部分の２つに大別さ
れる。基本機能に付加すべき機能として，次の５つ
が挙げられる。
（1）情報蓄積，
（2）見える化，
（3）予測，
（4）ガイ
ド，
（5）予測に基づく制御（将来）
（1）
［基本機能＋］情報蓄積（図－4 の（a）
）
運転履歴データやプロセス計測データだけでな
く，ベテラン技術者のノウハウや有益な資料等の
情報も一元管理することで，貴重な技術情報が分
散することを防ぐことができる。
例１） 台風等による大雨が予測される場合の
事前対策ノウハウを登録し，台風時期に備
える。
例２） 省エネに有効なノウハウを登録し，省エ
ネ対策の検討を行う際に適用する。
（2）
［基本機能＋］見える化（図－4 の（b）
）
これまで監視対象に含まれていなかった情報を
新たに監視対象に取り込み，分かりやすく可視化
することで，従来よりも監視精度を上げる。異常
状態に到達してから分かるのではなく，異常状態
に近づくプロセスが察知できれば，従来以上の監
視精度を有することができる。
例１） 現在の使用電力量について，主幹部だけ
でなく，主要機器個別データを監視対象に
含めることで，電力使用状況が細かに分析
し，省エネ対策の検討を行う際に応用する
ことが可能となる。
例２） 降雨対策として雨量情報の測定ポイン
トを拡充し，監視エリアを拡大する。
（3）
［基本機能＋］予測（図－4 の（c））
過去の発生事象のパターンを蓄積・解析し，そ
の発生パターンから未来の事象を予測する。この
ように次の事象を予測支援することで，職員は次
に起き得る事象への事前準備が可能となり，管理
品質はさらに向上することが期待できる。
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例１） 降雨時の雨水処理施設への流入量を予
測することで，先行待機型ポンプの推奨運
転台数や運転タイミング，そして沈砂池流
入ゲートの操作タイミング等をガイド表
示し，職員の事前対策を支援する。
（4）
［基本機能＋］ガイド（図－4 の（d）
）
ベテラン職員は過去の経験値から，現在の情報を
適宜組み合わせて監視の精度を高めている。また，
何か異常が発生しても，その次に何をすれば被害
を最小限に留められるかのノウハウを持っており，
そのノウハウに従った対処をすることで，ムダの
ない手当てが可能となる。このように次に何をす
べきかをガイドするような支援があれば，職員は
迷うことなく最適な一手を選ぶことが可能になる。
DO 値や MLSS 値が低下したときに，確認すべきポ
イントをガイド表示することで，水処理の水質管
理を支援する。
例１） 汚水ポンプやブロワ等の重要機器や，冷
却水ポンプや空気圧縮機等の共通機器
が故障したときに，取るべき項目をガイ
ド表示することで，緊急対応時の行動を
支援する。
例２） 大雨時の雨水ポンプの運転タイミング
や沈砂池流入ゲートの操作タイミング
等をガイド表示する。
例３） 使用電力量にしきい値を設定し，そのし
きい値を超えた場合には監視画面に電
力消費大であることをガイド表示する。
（5）
［基本機能＋］予測に基づく制御（将来機能）
（図－4 の（e）
）
前項（3）の予測支援に加えて，次に発生する事
象に対し，制御支援までを行う。このように次の
事象への制御支援を行うことで，職員への負担は
より低減し，かつ，技量差による品質差の発生も
低減することが出来る。ただし，制御支援は職員
の意図と異なる制御を行う場合があるため，制御
支援機能の採用には十分な検討が必要である。
例１） 大雨が予測されるときに，雨水処理施設
への流入予測値に基づいて先行待機型ポ
ンプを自動運転させる。
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行う上で，検索効率を高める等で効果的であり，ま
たノウハウの散逸を防ぐことも期待できる。
5.3.4 機器の経年劣化対策への対応
この設備管理と予防保全を実現するための方法と
しては，点検業務，故障対応，修繕業務等の保全管
理履歴を効率的に集計し，改築・更新計画の検討に
必要な設備保全データを蓄積する仕組みづくりが求
められる。

5.4

図－4

監視システムの基本機能と
高付加価値機能の関係

5.3 リスク低減が有効な分野への対策
先に示した４つの分野について，リスク等の低減
に有効な，監視システムの基本機能に追加すべき点
について述べる。
5.3.1 雨水対策への対応
雨水対策を解決するためには，各地に点在する処
理場，ポンプ場，貯留施設等に対して，急激な流入
の変化にも適切に追従できるように，統合的な管
理・運営可能な仕組みづくりが必要である。

リスク低減を考慮した支援システム

先に示した４つの分野について，リスク等の低減
を考慮した新たな支援システムの概要は，次の通り
である。
5.4.1 「雨水対策支援システム」
雨水対策は，常に迅速且つ的確な判断が求められ
るため，広域に設置した雨量計や流量計，水位計，
降雨レーダー等の観測機器から得られる情報量を増
加させると共に，処理場への流入量予測や浸水予
測を実施し，施設運用の支援や，下水道管理者及び
防災関係者への情報配信等を支援する。また予測に
基づいた雨水ポンプの制御支援も行う。
雨水対策支援システム

情報の流�

����への情報��

����雨

気象予測値

�水�理施設等
観測機器

5.3.2 省エネ対策への対応
省エネを実現するための方法としては，下水処理
場内における各設備の電力消費状況をリアルタイム
で正確に把握し，各設備に使用する電力量や使用す
る時間帯等を最適化することが必要である。さらに，
下水処理場トータルでの電力消費量に加えて，機器
単位での電力使用状況を把握することで，節電すべ
きポイントを知ることも効果的な省エネに繋がる。
省エネ対策としては，このような仕組みづくりが求
められる。
5.3.3 技術継承問題への対応
技術継承問題を解決するためには，熟練技術者が
保有する運用ノウハウや，熟練技術者が対処したリ
スク経験の記録等を蓄積していく仕組みづくりが有
効となる。またノウハウは，雨水分野，水処理分野，
汚泥処理分野と多岐に渡るものであるが，それらを
一元管理することも，少ない人員で効率的に業務を

データ集約機能

・雨量
・管渠水位,流量

情報配信機能

� 雨情報
流 入予測値
水 位予測値

広域ネットワーク

運転支援

監視装置

流出解析機能

流量等運転情報
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雨水対策支援システムの概要（例）

5.4.2「省エネ支援システム」
下水処理場内における各設備の電力消費状況をリ
アルタイムで正確に把握した上で，エネルギー削減
対策計画を立案する。そして，削減対策を実施し，
その対策効果を確認して次の管理計画に繋ぐ PDCA
を展開することを支援する。
データ入力機能
・施設概要
・運転データ
・水質データ
・使用機器

台帳/帳票作成機能
・機器台帳
・エネルギー帳票
日報/月報/年報

エネルギー管理支援機能
・エネルギー使用状況把握
・目標値設定 ・対策案選定
・対策効果確認
・中長期計画 ・定期報告

対策支援機能
・対策案抽出
・対策効果評価
・費用対効果試算
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雨水対策支援システム

グラフ作成機能
・設備区分別
エネルギー使用量
・現状-対策案比較
・実績-目標比較
・トレンドグラフ
・散布図

データベース機能
・中長期計画指針
・省エネ創エネデータベース
・電気エネルギー抑制計画

省エネ支援システムの概要（例）
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5.4.3「ナレッジデータベースシステム」
技術継承問題を解決するためには，熟練職員が有し
ている様々なノウハウを蓄積すると共に，容易に検
索・閲覧できるような支援システムの導入が望まし
い。
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ナレッジデータベースシステムの概要（例）

5.4.4「設備保全管理システム」
機器の経年劣化対策を実現するための方法として
は，点検業務，故障対応，修繕業務などの保全管理
履歴を効率的に集計し，改築・更新計画の検討に必
要な設備保全データの蓄積及びシステム化を行う。
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故障
履歴情報
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付加情報
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設備保全管理システムの概要（例）
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技術資料は，本編と資料編から構成される。各編
の内容は以下のとおりである。
第１章 総則
第１節 目的
第２節 適用範囲
第３節 用語の定義
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本研究では，下水道をとりまくリスクや要因を分
析し，監視システムを用いたリスク低減に有効な分
野ならびに支援システムに関する機能を明らかにす
るとともに，導入方法及び効果について検討した結
果を技術資料にとりまとめた。
下水道事業者を取り巻く環境は絶えず変化し続け
ており，それぞれのニーズに適応した監視システム
の構築が下水道のリスク等の低減に寄与し，結果と
して下水道の継続的な機能確保に寄与する。本技術
資料が監視システムの導入の際に活用され，適切な
機能の選定に向けた一助となれば幸いである。
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研究第二部副部長
城間 菊次
研究第二部主任研究員
井藤 元暢
研究第二部研究員
大嶽 祐介
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