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下水道施設電気設備の更新方法
に関する技術資料の概要
㈶下水道新技術推進機構
研究第二部長

松 島

はじめに

1

全国の下水道普及率は平成 20 年度末で 72.7％
に達し、改築更新が喫緊の課題となっている。こ
の対象のうち下水道電気設備は、機械設備等と異
なる性質を持つため、機械設備の更新に用いられ

3

修

研究内容
3.1 下水道電気設備概論

⑴ 電気設備の種類
下水道電気設備は、その機能によって電力供給

る考え方を適用することは難しい。また、電気設

設備と計装制御設備に大別される（表）
。このう

備は、運転管理支援等の新技術により下水道施設

ち前者は機械設備の動力となる電力を供給する設

の機能向上に大きく寄与してきた。

備であり、後者はその機械設備や水量、水質を監

本研究では、社会的要請に応えた高付加価値化

視し制御する設備である。

を考慮しつつ老朽化設備を効果的に更新する手法
をとりまとめた。今回はその内容の概要について

⑵ 電気設備の特徴

報告する。

① 劣化傾向の把握の困難性

技術資料の概要

2

技術資料は、
本編と資料編から構成されている。
本編は、下水道電気設備の持つ特性について整

一般に電気設備は動作状況を五感で確認するこ
とや劣化傾向を定量的に把握することが難しい。
表

電気設備の機能的分類

機能的分類

理した上で、更新計画の策定方法や電気設備の更
新を支援する具体的な技術について整理している。
資料編は、維持管理の実態把握等のためのア
ンケートや更新計画策定方法の適用事例としての
ケーススタディ等を掲載している。
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電力供給設備

計装制御設備

中分類名称
特高受変電設備
受変電設備
自家発電設備
電源設備
負荷設備
監視制御設備
計測設備
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したがって、電気設備は状態監視保全ではなく時
間計画保全によらざるを得ない。また、延命化は
蓄電池交換等の例を除き現実的には難しい。よっ
て、電気設備は長期間の使用にともなう信頼性の

パッケージングが目安となる。
3.2 設備更新の内容
⑴ 更新範囲
これまでの下水道電気設備の更新では、同時

低下を考慮して更新を実施する必要がある。
② システムとしての一体性

期に設置された一群やスペース等を考慮して複数

電気設備は、各々の設備が一体となって機械を

の小分類機器を包含する範囲で行われることが多

動作させ、制御するといった機能を持ち、さらに

い。このことを踏まえ、電気設備更新の範囲の設

は各機械設備の運転状況を適切にコントロールし

定にあたり次の３つの考え方を提示した（図－

ている。すなわち揚水、送風といった単独の機能

１）
。

を負う機械設備とは異なり、一体性を持ったシス

◦ 最小更新範囲

テムとしての機能要素が強い。したがって、この

物理的に交換が可能な範囲を取り替える場合の

システムに着目して同時更新する範囲を決定する

更新範囲である。最小更新範囲による更新は一時

必要がある。

的な更新費用の低減を図るためには有効ではある

③ 製品としてのパッケージング化

が、
システムの信頼性維持という観点からすると、

電気設備工事の多くは、仕様書を満たす性能の

必ずしも信頼性が回復するとはいえず、結果的に

設備を受注業者が選定して納品を行う性能発注が

経済性の点でも劣る場合がある。

行われている。それらは成果物となる設備がメー

◦ 最適更新範囲

カーごとにパッケージング化された製品であるこ

システム信頼性や設備のパッケージング（シス

とが多い。したがって実際の更新範囲は個別の

テム機能上の関連に基づいて一体化された設備構
成）の内容を考慮して更新する

図－１

場合の更新範囲である。最適更

更新範囲の概念図

新範囲により更新する場合は、
１系

中分類設備

小分類設備①

小分類設備②
小分類設備③
小分類設備④

一定のまとまった範囲の同時
更新を通じてシステム機能の
信頼性を回復できる。
◦ 更新実施単位
工事費用の最小化という観
点から、同時期に設置された

小分類設備⑤

複数の最適更新範囲を仮設ス
ペースや処理等の影響を考慮

２系

中分類設備

小分類設備①

小分類設備②

し、同時に更新することが適切
と判断される更新範囲である。

小分類設備③

⑵ 高付加価値化への対応
小分類設備④
小分類設備⑤
更新実施単位
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最適更新単位

最小更新範囲

電力エネルギーの削減には
維持管理における運転手法の
改善だけでは限界があり、今後
は新たな設備投資による対策
が必要となることが予想され
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る。このほか、維持管理業務における省力化や維

を定めるものである。

持管理性の向上が求められている。このような点か

② 中期計画
長期計画で定めた更新時期に対して「更新優

らの高付加価値化の要請に留意する必要がある。
このことについて、本研究で実施した自治体向

先度」を設定し、具体的な実施スケジュールを定

けのアンケート結果によると、電気設備の持つ課

めることを目的とする。対象とする設備は、直近

題として老朽化の他に次のような点が挙げられて

10 年間程度の期間に更新を迎えると想定される

いる。

設備とし、事業費が平準化するよう実施時期の調

◦ 維持管理性の向上

整を行う。

◦ 省スペース化

③ 事業実施計画
更新内容と時期の最終決定を目的とする。対象

◦ 省エネルギー化

となる設備は、中期計画で定めた実施スケジュー

◦ 環境性能向上
更新工事はこれらの課題を解決する絶好の機会

ルに対して直近５年間程度の期間に更新を迎える
設備とし、予算面の制約等を考慮して更新内容と

であると考えることができる。

時期を決定する。
⑶ 工事の実施方法
下水道施設は供用開始すると、長時間に渡って
停止することが難しい施設である。更新内容を決

⑶ 中期計画における検討項目
上記各計画のうち電気設備更新の中核をなす中

定する際には、一時に更新できる工事の範囲を決

期計画の選定フローを、図－２に示す。

めていく必要がある。

① 評価指標の選定
更新優先度の評価方法は、評価指標の選定と評

3.3 設備更新の時期

価指標に対する重み付けという２つの要素に分け

⑴ 更新時期の設定手順

られる。このうち評価指標の選定は、更新事業の

電気設備の更新においても、下水道事業全体の

実施の判断に関し重要視する指標を選定するもの

最適な事業実施の観点から他施設を含めた長期的

である。本技術資料では「故障リスク」と「高付

な計画を要する。また更新時期が近づ
いてくると、必要性に基づいた優先順

図－２

位付けや、事業実施が目前にせまる段

①評価指標の選定

階ともなれば予算面の制約等について
も考慮する必要がある。

中期計画の策定フロー

「故障リスク」「高付加価値化」

したがって、電気設備の更新計画と
しては、長期計画、中期計画および事

故障リスクに関する評価方法

高付加価値化に関する評価方法

故障リスクの評価値

高付加価値化の評価値

業実施計画として立案する必要がある。
⑵ 各計画の目的と概要
① 長期計画
年次別の更新事業量と対象設備を大
まかに把握することを目的として、各
事業体で定める設備使用の目標耐用年
数に基づいて将来 20 年間程度の更新
事業に対し事業実施単位と概略の時期
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②重み付けの方法
更新優先度

凡

例
検討内容

更新時期の設定

アウトプット

更新時期
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図－３

優先度評価票の例

優先度評価票

調査実施日：

No.

年

月

日

評価対象名称 .
最小更新範囲の区分：

①

機能維持の評価
１つ選択

⑴

201％
181 〜 200％
161 〜 180％
141 〜 160％
121 〜 140％
101 〜 120％
100％
〜 99％

耐用年数経過率

16 点
15 点
14 点
13 点
12 点
11 点
10 点
1点

（Ａ）

点

１つ選択

⑵

あり（異音）
あり（発熱）
あり（絶縁劣化）
あり（動作不良）
あり（外観異常）
あり（電圧異常）
あり（比重の異常）
あり（計測後の異常）
なし

異常の有無

運転への

⑶
故障時の

影響

影響度

冗長性

全停電する
主ポンプが、全台停止する
主ポンプが、部分的に停止する
高級処理・汚泥処理・再生水供給が停止する
高級処理・汚泥処理・再生水供給が部分停止する
計装・制御が不可能になる
計装・制御が部分的に不可能になる
高度処理（再生水以外）が停止する
高度処理（再生水以外）が部分停止する
中央での監視制御が、不可能になる
中央での監視制御が、部分的に不可能になる
遠方監視制御が、不可能になる
情報管理が、不可能になる
情報管理が、部分的に不可能になる
設備管理に影響がある
施設管理に影響がある
なし
あり（バイパス回路、予備回線、二重化、ループ
化、予備機、予備ユニット、計器二重化等）

10 点
10 点
10 点
10 点
10 点
10 点
10 点
10 点
1点

8点
7点
6点
6点
5点
5点
4点
4点
3点
3点
2点
2点
2点
1点
1点
1点
点数通り
点数 ×0.5
（小数点以下切り上げ）

（Ｂ）

点

（Ａ）
＋
（Ｂ）

（Ｃ）

（（Ａ）
＋
（Ｂ））×（Ｃ）

②

高付加価値化の評価
⑴
⑵
⑶
⑷

省エネ性 の向上余地がある
環境性能 の向上余地がある
省スペース化 の余地がある
操作・視認・維持管理性の向上

点

点

点

複数選択

の余地がある

10 点
5点
1点
5点

点
合 計

更新優先度
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加価値化」を評価指標として示し、更新優先度は

した。逆に、耐用年数に達していない場合は、実

それらの評価値の和として表現した。

態としてほとんど更新事業が行われないことか

（更新優先度）
＝（故障リスクの評価値）
＋（高付加価値化の評価値）
② 故障リスクに関する評価方法
「リスク」とは一般的に、発生の可能性と被害

ら、重みとしては最低の値にした。
また、異常の有無については、異常の発生＝耐
用年数相当の劣化状態として考え、何らかの異常
が一つ以上あった場合には耐用年数経過率 100％
と同等の重みを配点することとし、逆に異常がな
かった場合には最小の重みを設定することとした。

の大きさの積で表される。
そこで本技術資料では、

故障時の影響については、耐用年数経過率

発生の可能性を「耐用年数経過率」と「異常の有無」

100％の点数より低めに設定し、冗長性がある場

の和として、被害の大きさを「故障時の影響」として、

合にはさらに大幅に減点するものと考えた。

各々の積を故障リスクの評価値として次のように

⑤ 更新時期の設定
中期計画においては更新優先度に基づき、長期

表現した。
（故障リスクの評価値）
＝（
{ 耐用年数経過率）＋（異常の有無）}
×（故障時の影響）
③ 高付加価値化に関する評価方法

計画における年次計画の再設定を行うものとした。
このとき、将来確保が可能な予算額を予め設定
し、それを越えない範囲で年度当たりの事業費が
平準化されるように更新事業を各年次に割り振る
ことが重要であるとした。

アンケートの結果、過去の更新事例の多くで高付

3.4 設備更新を支援する技術

加価値化を行っていることが判明したが、その内容

本技術資料では、電気設備の更新を支援する以

は処理場等や機械設備によってさまざまであった。
よって、高付加価値化については、その必要性と内

下のような具体的な最新技術について、メーカー

容を具体化するため現状の維持管理状況等につい

各社からの情報をもとに体系的に整理した。

て自治体ごとに調査を行って設定するものとした。

◦ 維持管理性の向上技術

④ 重み付けの方法

◦ 省スペース化技術

一方の評価指標に対する重み付けは、選定した

◦ 省エネルギー技術

評価指標について点数化を図り、優先度を設定す

◦ 環境性能向上技術

るものである。設定する重み付けの内容次第で更
新優先度が大きく異なることや、
代替方法の有無、
設備の設置環境等は処理場等の状況によって多様
であることから、自治体や処理場等ごとに弾力的
に設定する指標であると考えた。
ただし本技術資料では、図－３のとおり一般的
な重み付けの考え方と設定例を示した。

4

まとめ
本技術資料では、下水道電気設備をとりまく現

状の課題や電気設備の特性を踏まえて、電気設備
の更新計画を作成する際の考え方を検討し、技術
資料としてとりまとめた。

耐用年数経過率は、これが 100％の状態を基準

本格的な改築の時代を迎えつつある中、電気設

として 10 点とし、実態として標準的耐用年数を

備の劣化状況の把握の難しさ等の要因もあり、電

超えて長期間使用されていることが多いことから

気設備の更新に関する議論は、それが持つ機能の

経過率の上昇と重みの上昇は比例しないものと考

重要性に比して不十分と考えている。今後各自治体

え、経過率が 200％となった場合でも 100％の場

等において電気設備の更新を計画される際に、本

合の重みの半分（150％）として設定するものと

技術資料がその一助となることを願う次第である。
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