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下水道におけるＩＣＴ活用に
関する調査研究

1.

背景，研究目的

1.1 背景
下水道事業が管理運営時代に変遷しており，下水
道事業における課題も変化してきている。
特に下水道施設は老朽化が進行しており，様々な
リスクが懸念されている一方，その管理を行うため
の人員は減少しており，退職者の技術・知識の継承
としての問題もある。さらに，人口減少により料金
収入の減少する中，適切な下水道事業運営を行うこ
とが求められており，そのツールとして ICT の活用
が求められている。
1.2 目的
下水道事業運営を行う上で，最も重要な要素の一
つは人・モノ・カネの経営資源の「見える化」であ
り，これらの「見える化」を ICT を活用することで
実現することにより，下水道の抱える高度かつ多岐
に亘る課題を解決し，持続的かつ質の高い下水道事
業の展開が可能になると考えられる（図－１）。
本研究では，ICT 導入検討のきっかけを与えるた
めに，下水道における ICT 活用の可能性や効果およ
び将来像を示すとともに，下水道 ICT 社会の実現に
向けた具体的取り組みを示した「ICT 活用ビジョン
報告書」を作成することを目的とした。
なお，本研究は，国土交通省の政策支援として実
施した。

持続的かつ質の高い下水道事業の展開
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2.

（経営の効率化、人材育成・技術継承、住民サービスの向上
など）

世界一安全で災害に強いインフラの構築
（調査・点検の効率化・震災対応の迅速化 など）

他分野との融合によるイノベーションの実現
（新たな技術開発・事業創造・国際展開 など）

など

ＩＣＴによる見える化
・広域監視・計測
○住⺠・企業等への情報提供
・遠隔制御・自動運転
○機器間データ交信（M2M）
・電⼦帳票（⼊⼒システム）
・情報（ビッグデータ）の分析
など
・シミュレーション予測
・双方向・多対多の情報伝達
など

下水道事業運営における ICT の位置づけ

研究期間

平成 24 年 10 月～平成 26 年 3 月

3.

研究成果

3.1

ICT による下水道事業の課題解決・イノベーシ
ョンの可能性
下水道事業は管理運営時代に変遷しており，下水
道事業における課題も変化してきているため，これ
らの課題（ニーズ）を個別の具体例に整理するとと
もに，そのニーズに対応する ICT（シーズ）につい
ても整理を行い，今後 ICT によるニーズ解決の可能
性を示した。
3.1.1 下水道事業に適用可能な ICT の抽出・整理
今まで体系的に明らかにされていなかった下水道
事業に適応可能な ICT について，パブリックコメン
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トを通じて，民間企業等から幅広く掘り起こしを行
った（26 者から 79 件の提案）。
ハードウェア

光ファイバー
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3.1.3

課題（ニーズ）と ICT（シーズ）のマッチ
ング
下水道事業における課題（ニーズ）に対して，課
題の解決に対応できる ICT（シーズ）のマッチング
を行った（図－４）。また，マッチングを行った ICT
（シーズ）が，どのように課題解決できるのか，そ
の解決方法のイメージを示すことで，ICT が下水道
事業の課題解決やイノベーションに資する可能性を
確認した。

マネジメント
システム

教育
・技術継承

下水道事業における課題
（ニーズ）

課題解決に必要な技術
（シーズ）

ニーズ解決のイメージ

③スマート オペレーション系
高度な施設運転・設計計画の支援

ソフトウェア

図－２

※ 円の大きさは、企業提案数に対応する

ICT のカテゴリー別整理の結果

また，パブリックコメントの結果から，下水道事
業に適用可能な ICT を，活用目的の観点から，フィ
ールドインスペクション（施設状態把握の高度化），
ビッグデータマネジメント（下水道事業経営の分
析・評価），スマートオペレーション（下水道施設
運転の高効率化）の３つのカテゴリーに整理した（図
－２）。

＜１．日常的な維持管理
（点検・補修）＞
管理すべき施設が多い

モバイル・タブレット

・モバイル・タブレットの導入により、現地におい
て直接データ入力を行うことで、入力作業を効
率化

処理場・ポンプ場の運転手
順等が事案ごとに異なる

教育・技術継承、
ビッグデータ

・教育コンテンツやマニュアル、ナレッジデータベ
ースをクラウド化することで、現地においても閲
覧可能

点検・判断にばらつきがある

センサー、レーダー探査

・センサーやレーダー探査により客観的な状態の
判断が可能

適切な改築・更新の計画を
策定することができない

モバイル・タブレット

・予め設定した必要な入力項目について、モバイ
ル上で現地入力することにより、データ入力抜け
を防止

他事業との連携が図れてい
ない

ビッグデータ

・同一システムで管理できるファイリングシステム
を構築することで、他事業データを統合した分析

適切な機能的耐用年数の把
握が難しい

ビッグデータ

・クラウド上に台帳システム等を構築することによ
り、他の団体等とのデータ統合を行い、多くのデ
ータから分析を行なうことで、適切な耐用年数を
把握

効率的・効果的な経営分析・
判断の支援が必要

マネジメントシステム

・広域的な複数の施設を同一システムに入力し、
施設ごとの比較分析や、連携のシナリオ解析等
を行うことにより、広域的な施設運用マネジメン
トを実現

効率的・効果的な施設運転
・監視技術が必要

マネジメントシステム

・シミュレーションにより最適運転条件を設定する
ことや、広域的な需給を調整する等のマネジメン
トにより、施設運転の効率化を実現

多様な職務形態の確保

セキュリティ

・作業者の認証セキュリティーを確保することによ
り、在宅での業務遂行によるリスクを回避

＜２．中長期的改築・更新＞

＜３．経営マネジメント＞

＜４．下水道資源の有効利用＞

3.1.2 下水道事業における課題（ニーズの抽出）
大中小規模の各自治体の下水道職員に対するワー
クショップを開催し，下水道事業における課題（ニ
ーズ）を抽出した。抽出した課題は，①日常的な維
持管理（点検・補修），②中長期的な改築・更新，
③経営マネジメント，④下水道資源の有効利用，⑤
災害時の対応，⑥人員の育成・確保，⑦情報共有・
情報利用，⑧広報・広聴の 8 つに分類・整理を行っ
た（図－３）。

需要と供給のミスマッチ

マネジメントシステム

＜５．災害時の対応＞
被災状況の即時把握が困難

異常時のメール・ＳＮＳ通知

住民への・住民からの通報
の方法

センサー、シミュレーション

バックアップ体制の不足

遠隔操作、

＜ ３．経営マネジメント＞

定することができない。
・ 他事業との連携が図れていな
い。
・ 適切な機能的耐用年数の把握
が難しい。

・ 効率的・効果的な経営分析・判
断の支援が必要
・ 効率的・効果的な施設運転・監
視技術が必要。
・ 多様な職務形態の確保。

＜１．日常的な維持管理
（点検・補修）＞ ・ 適切な改築・更新の計画を策
・ 管理すべき施設が多い。
・ 処理場・ポンプ場の運転手順
等が事案ごとに異なる。
・ 点検・判断にばらつきがある。

＜８．広報・広聴＞
・ 住民の理解が得られない。
・ 住民からの情報提供が無い。

＜７．情報共有・情報利用＞
・ 職員間の情報共有ができてい
ない。
・ 他部署の情報を利用できない。
・ 情報の利用・分析が行われな
い場合がある。

図－３

下水道事業管理
（主な課題）
＜６．人員の育成・確保＞
・ 職員の技術力の低下。
・ 言葉で伝達できない経験知・暗
黙知がある。
・ 技術と事務の両立が難しい

＜４．下水道資源の
有効利用＞
・ 需要と供給のミスマッチ

＜５．災害時の対応＞
・ 被災状況の即時把握が困難。
・ 住民への・住民からの通報の
方法。
・ バックアップ体制の不足。

ワークショップによる下水道事業における
課題（ニーズ）の抽出

・施設に異常を検知した場合に、自動であらかじ
め設定した者にメールもしくはＳＮＳに情報を通知
・管渠内水位や雨量情報をセンサーやレーダー
により把握し、下水道管渠の雨水流出量シミュ
レーションを行なうことにより、浸水等の発生を
予測

マネジメントシステム

・地震・津波等の災害時において、現地操作が
できない場合に、水門・ポンプ等を遠隔地から操
作が可能
・被災設備の代替品や必要な資機材について、
全国の自治体やメーカーでの所有状況を検索し
調達

職員の技術力の低下

教育・技術継承、ＡＲ

・教育コンテンツやマニュアル、ナレッジデータベ
ースをクラウド上で共有することにより、現地など
場所を選ばす知識取得る

言葉で伝達できない経験知
・暗黙知がある

教育・技術継承、ＡＲ

・現地調査における対象施設の点検手順や留意
事項をＡＲ（拡張現実）上に視覚的に表示が可能

マネジメントシステム

・システムをクラウド上に構築することにより、作
業の外部委託が可能

職員間の情報共有ができて
いない

ビッグデータ

・システムをクラウド上に構築し、クラウド上でデ
ータ入力を行うことにより、情報共有が可能

他部署の情報を利用できない

ビッグデータ、
情報解析・検索

情報の利用・分析が行われ
ない場合がある

センサー、レーダー探査

＜６．人員の育成・確保＞

技術と事務の両立が難しい
＜７．情報共有・情報利用＞

＜２．中長期的改築・更新＞

・下水処理場から再生される資源（希少資源、再
生水、エネルギー等）を把握し、ＧＩＳシステム上
で管理することで、利用可能な提携先を効率的
に検索

＜８．広報・広聴＞

・複数のシステム統合化を図り、データの相互利
用が可能
・各地に分散したデータベースを、複雑な条件で
必要なデータの検索を行なうことが可能
・教育コンテンツやマニュアル、ナレッジデータベ
ースをクラウド化し、情報の利用・分析方法の標
準化が可能

住民の理解が得られない

モバイル・タブレット

・クラウドを活用したＷＥＢ上での情報公開・共有
や、ＳＮＳの活用

住民からの情報提供が無い

教育・技術継承、
ビッグデータ

・視覚的な情報や、浸水状況など緊急性の高い
情報を提供することにより住民の関心を向上

図－４

課題（ニーズ）と ICT（シーズ）の
マッチング

3.1.4 下水道事業における ICT 将来像
現在導入可能な ICT を３つのカテゴリーごとに整
理し，ICT 導入により高度化・効率化された未来の
下水道事業の姿を提示した（図－５）。
施設状態把握の高度化（フィールドインスペクシ
ョン）では，センサーやモバイル端末を活用するこ
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とで，下水道施設調査・点検・計測などの高度化が
図れることの可能性を提示した。
下水道事業経営の分析・評価（ビッグデータマネ
ジメント）では，下水道事業におけるビッグデータ
を一元管理するとともに，データの公開を行うこと
で，下水道事業経営の分析・評価が進み，効率的な
経営が図れることの可能性を提示した。

下水道施設運転の高効率化（スマートオペレーシ
ョン）では，分析や解析シミュレーション予測の高
度化を図ることで，下水道施設運転の自動化や遠隔
制御などの運転操作判断の支援を行うなど，省エネ
ルギーで質の高い施設運転や，浸水などの災害リス
クの少ない施設運転を行うことの可能性を提示した。

図－５ ＩＣＴを活用した下水道の将来像
3.2 ICT 導入効果検証
先進的な自治体において導入が進められている技
術や，今後の導入が見込まれているいくつかの技術
について導入効果の検証を行った。
3.2.1 プロセスラーニング（成功事例検証）
成功事例検証（プロセスラーニング）の中では，
ICT 導入を妨げる要因（ボトルネック）を調査する
ことにより，ICT 導入実現に向けた課題の整理を行
った。
対象技術としては，既に実用化段階の技術となっ
ている Web 広域監視を実施している自治体を対象と
し，多くの他自治体が参考として活用できるよう，

中規模および小規模の自治体から，それぞれ１箇所
を選定した。
Web 広域監視の導入前後の比較（図－６）のとお
り，維持管理費の年間約 4～6％のコスト削減の効果
が見込まれることを示した。また，経済的な効果の
他に，マンホールポンプの故障時の的確な対応が可
能となったことや，維持管理担当以外の職員への運
転管理の教育効果などの効果も確認した。
しかしながら，ICT の導入においては，必要とさ
れる情報のリアルタイム性・安全性・信頼性などの
条件も異なり，これらを考慮したうえで，技術の評
価・検討を行うためには ICT に関する高度な知識等
が必要であることも分かった。
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あったが，ICT を導入する規模や技術の組合せによ
り効果が変わることや，今後，実用化が進むことで
更なるコストダウンが期待され，導入効果が大きく
なる可能性を示した。
3.3 下水道事業における ICT 普及促進の取り組み
ICT 導入効果検証から，自治体の特性に合わせた
ICT 導入により下水道事業の課題解決につながる効
果が得られることが分かった。
しかしながら，ICT 導入の実現を図るためには，
ICT 導入の妨げとなるボトルネックを解決するとと
もに，情報のデータ活用に対する支援を進めていく
ことが重要である。これらの支援策の具体化に向け
た検討を行うとともに，その中での国，自治体，民
間企業等のそれぞれの役割を明確とし，ICT の普及
促進に向けた取り組み方針を示した。

図－６

Web 監視導入前後の施設監視の比較（例）

3.2.2 フィージビリティスタディ
点検・調査の効率化を図る技術をフィージビリテ
ィスタディの対象技術として選定した（表－１左欄）。
表－１ フィージビリティスタディ検討結果
対象技術

検討条件

コスト

上段：現況コスト

比較

下段：ICT 活用コスト

ひずみ計無し： 6,960 千円/年
光ファイバーセンサ

計測対象延長

（ひずみ計）

3,480ｍ

3.3.1 下水道 ICT 普及促進プラットフォーム（仮称）
構想
公益的な立場で ICT 企業からの最新技術や，先進
自治体の導入事例を収集・評価するとともに広く公
開するための仕組みとして，下水道 ICT 普及促進プ
ラットフォーム（仮称）を構築することを提言した。

導入効果
対象管路のライフサイク
ルコストを約 3％削減でき

ひずみ計設置： 6,742 千円/年
現場盤式：

9,700 千円/年

る
水位計のライフサイクル

マンホールアンテナ

水位計設置箇所

（水位計）

40 箇所

マンホールアンテナ式：8,140 千円/年

MMS による管渠台帳

台帳作成延長

通常測量：

241,920 千円

管渠台帳作成に係るコス

作成

576km

MMS 利用：

175,680 千円

トを約 30％削減できる

コストを約 15％削減でき

通常調査：

3,000 千円/年

る

マンホール蓋劣化調査（ス

MMS に よ る マ ン ホ ー

マンホール基数

ル蓋の調査

40,000 基

MMS 利用：

2,310 千円/年

管渠系 AR を活用した

計測管渠延長

通常調査：

34,680 千円/年

管渠劣化調査に係るコス

管渠劣化調査

1,000km

ＡＲ利用：

28,570 千円/年

トを約 20％削減できる

設備系 AR を活用した

日常点検件数

通常点検：

120,000 千円/年

日常点検調査

3,443 件

ＡＲ利用：

81,490 千円/年

住民からの Web 情報

年間情報件数

電話受付：

882 千円/年

情報提供対応に係るコス

提供システム

200 件

Web 受付：

654 千円/年

トを約 25％削減できる

通常調査：

2,460 千円/年

IC タグ利用：

2,120 千円/年

クリーニング調査）コスト

IC タグを活用した

マンホール基数

マンホール蓋の調査

40,000 基

を約 25％削減できる

日常点検に係るコストを
約 30％削減できる

マンホール蓋劣化調査（詳
細調査）コストを約 30％

現況：

177,682 千円/年

ICT 活用：

130,026 千円/年

削減できる
ICT を活用することで、

合計
－
（管渠台帳作成を除く）

約 25％の年間コスト削減
効果が見込まれる

フィージビリティスタディ検討の結果，いずれの
技術においてもコスト面での優位性があることが確
認できた（表－１）。ただし，いくつかの技術につ
いては，大きなコストメリットが得られないものが

図－７

下水道 ICT 普及促進プラットフォーム（仮
称）による自治体支援

具体的な機能としては，図－７に示すように，
「情
報発信」「技術開発」「人材育成」「事後調査」「ユー
ザー評価」「技術評価」「検討支援」の７つの項目と
し，ICT 導入検討の意思決定の円滑化・効率化を図
るとともに，ICT を活用した下水道事業全般につい
ての技術の橋渡しができるものとした。
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3.3.2 下水道ナショナルデータベース（仮称）の構
築
(1) フィージビリティスタディにおけるデータ活用
に関する課題
フィージビリティスタディでは，ICT 導入による
現地調査の効率化に関する技術の導入可能性の検証
を行った。これらの技術を導入することにより，調
査・点検業務自体の効率化が図れることを明らかに
したが，いくつかの技術については期待した十分な
効果が得られないものがあった。
検討の結果，ICT 導入の効果を上げるためには，
マネジメントにデータを活用することが重要である。
しかし，アセットマネジメントを行うための点検・
調査のデータ数量は極めて膨大なもの（ビッグデー
タ）であり，これらの中から有用な情報を抜き出し，
さらにそれを分析・評価するためには高い技術が必
要であると判断された。
(2) データ活用に関する課題の解決策
これらの課題に対応し，点検・調査等のデータ活
用を促進させるためには，適切な保存データのフォ
ーマットや，分析・評価などの有用なデータ活用の
手法を示すことが重要である（図－８）。
そのための具体的な施策として，全国自治体の下
水道台帳や維持管理などの下水道情報を一元的に管
理し，全国一律的な基準による分析・評価を行う下
水道ナショナルデータベース（仮称）の構築が有効
であることを提言した。
データ活用に関する課題

課題解決のための取り組み

b）厖大なデータを利用した分析・評
価を行うことが困難（ビッグデー データ検索・分析・評価方法など標準的な
データ活用方法の検討
タマネジメント）

が少ない
データ対 象 数

c）管理している施設が少ない場合に 全国データを収集
は、データ対象数が少なくなるた
め、有意な分析・評価を行うこと
ができない
収集したデータの公開

図－８

下水 道 情報 の一 元管 理

データ量が厖 大

a）必要なデータの抽出が困難（デー データフォーマットの検討
タマイニング）

データ活用に関する課題とその解決策

(3) 下水道ナショナルデータベース（仮称）の
活用目的
下水道ナショナルデータベース（仮称）を構築す
るにあたって，その活用目的を明確としておくこと
が重要である。
下水道事業におけるニーズ（課題）とシーズ（ICT）
のマッチング結果の中から，データベース一元管理
が課題解決となるものを抽出し，その内容を整理し
た結果，「アセットマネジメント」「迅速な被害状

況調査・復旧活動」「ベンチマーク」の３つを主要
な活用目的とすべきことを提示した。
全国の自治体における下水道台帳等のデータを電
子化し，そのデータを活用することができれば，自
治体等のアセットマネジメント活動やベンチマーキ
ングによる効果的な経営管理の促進や，災害時支援
の効率化を推し進めることが可能となる。
これらの機能を構築して自治体が利用することに
より，自治体のデータ登録も促進され，ICT 導入の
普及促進も進むものと考えられる。
3.3.3 ICT 社会の実現に向けた具体的な取り組み
(1) 国の取り組み
下水道事業の課題を背景とした閉塞感を打破し，
アセットマネジメントなどによる事業の適正化・効
率化を行うためには，ICT を普及促進が必要である。
これを実現するため，国は，自治体や企業等の先
駆的な取り組みを行うための場の提供など，支援の
取り組みを行うこととした。
特に ICT 導入の初期段階には，これを積極的に支
援することが重要であり，具体的な取り組みとして，
下水道 ICT 普及促進プラットフォーム（仮称）の構
築を図ることとした。また，下水道ナショナルデー
タベース（仮称）の構築や，先駆的技術実証と全国
展開，他省庁との連携の強化などに取り組むことを
提言した。
(2) 自治体の取り組み
自治体は ICT を活用する主な主体であり，ICT 導
入検討を促進するとともに，導入済みの ICT に関す
るユーザーとして評価等の提供や，ICT 情報に関す
る知見の共有化を積極的に行うことが望まれる。ま
た，ICT 開発等に必要なフィールド等を有すること
から，民間企業との共同研究や，フィールド提供等
に協力することが重要である。具体的な取り組みと
して，ICT 導入検討の促進，知見の提供，研究開発
への協力，人材の育成すべきことを列挙した。
(3)民間企業の取り組み
民間企業は ICT を開発・供給する主体であり，自
治体のニーズに基づいた技術の創出に積極的に取り
組むことが求められる。また，PFI など下水道施設
の管理を行う民間企業も増えていることから自治体
と同様に ICT 開発企業に協力することも必要である。
具体的な取り組みとして，積極的な技術開発，ICT
導入検討すべきことを列挙した。
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(4)ステークホルダーの連携
ICT 社会の実現に向けた具体的な取り組みを効果
的・効率的に進めていくには，国・自治体・民間企
業の各ステークホルダーが，技術開発・実証，評価，
市場形成を有機的に連携させ，一体的に推進してい
く必要がある。その際，前項で示した下水道 ICT 普
及促進プラットフォーム（仮称）を活用して，情報
の集約・共有等を行うことを方針として提言した（図
－９）。

で，自治体からのデータ登録の促進や，見える化を
行うための ICT 導入が進む可能性があること示した。

図－10 下水道ナショナルデータベース（仮称）
を軸としたステークホルダー連携イメージ

4.

図－９ 下水道 ICT 普及促進プラットフォーム（仮
称）を軸としたステークホルダー連携イメージ
また，導入した ICT を有用に活用して，将来的に
ICT の利用価値を高めていく好循環を作り上げてい
くための有効な手段として下水道ナショナルデータ
ベース（仮称）を活用し，ステークホルダーの連携
を強化していくことを提言した（図－10）。
下水道ナショナルデータベース（仮称）のデータ
を分析することにより，下水道事業運営に有効に活
用できる情報を自治体に提供できることを示すこと
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まとめ

本研究では，下水道における ICT 導入効果および
将来像を示すことで ICT 導入検討のきっかけを与え
るため「下水道 ICT 活用ビジョン」を作成した。ま
たビジョンについては，有識者を集めた検討会を行
い，その中で議論をすることで内容の充実を図った。
今後の具体的な取り組みとして，下水道 ICT 普及
促進プラットフォーム（仮称）や下水道ナショナル
データベース（仮称）を構築し，これらを活用して
情報の見える化を図ることを提言した。
今後，下水道界への ICT の普及促進が進むことに
より，持続的かつ質の高い下水道事業の展開を図れ
ることが期待される。
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