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上下水道事業の動向と当社の最近の取り組み
Latest Trend in Water and Sewage Services and Our Current Approaches

水は，全ての生命活動を支える自然環境の主要要素であるとともに，経済活動における重要な資源でもある。

日本における上下水道事業では，この重要な水の質と量を適正に管理するため，時代と地域の特性に合わせ，技

術開発と施設建設が進められてきた。しかし，近年，さらなる効率化と機能向上を必要とする社会状況の変化

があり，上下水道事業においても，限られた資源と施設の一層の活用に期待が集まっている。この状況に対応

するには，新しい処理プロセスの導入とそれを支える計測機器・監視制御・情報システムの開発，経営の広域

化・民営化等の活用を考慮する必要がある。

本稿では，今後の上下水道事業の運営強化に資する情報の提供を目的に，法規及び国の政策等を中心に新し

い状況を紹介し，それに関連する当社のソリューションを示す。
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Water is a key resource for economic activity as well as a key factor for the natural environment

maintaining all life activities. In order to manage the quality and quantity of this important water properly,

technical development and facilities construction in Japanese water and sewage services have been

advanced in line with the features of a time and area.  However, there has been a social change recently

requiring further improvement in operation efficiency and functionality, thereby raising expectations

for further utilization of limited resources and facilities. To meet this demand, new enterprise

management need to employ new water treatment processes, to develop process-supportive measuring

instruments, monitoring and control systems, and information-based systems, and to address the issues

surrounding wide-area operation, privatization and others,

Consequently, with a view to offering information for enhancing management of future water and

sewage services, this paper introduces our solutions to such a new trend in the services in the context

of new law- and policy-based administration.

1. は じ め に

近年，経済の停滞，少子高齢化等の社会状況の変化が

あり，人材も含む限られた資源及び施設の現状以上の活

用への期待が高まっている。さらに，この傾向は，資源

及びエネルギーの利用効率を定量的に評価するライフサ

イクルアセスメント等が一般化するにつれ，より強まる

と考えられる。

これらの社会的要請に応えるには，上下水道事業にお

いても従来から積極的に進められてきた高度処理プロセ

スの開発導入，計測機器・監視制御・情報システム等に

よる各事業の管理の高度化，及び経営の広域化・民営化

を含む運営の包括的な改善が必要になると考えられる。

本論文では，上下水道事業に関わる法規及び国の開発

プロジェクトを紹介するともに，当社のソリューション

提供の状況を示す。

2. 上下水道事業に関わる最近の動向

2.1 上下水道関連法規及び施策

2.1.1 上下水道共通
従来，上下水道事業のみならず，個別の公共事業が，事

業特有の課題設定に基づく取り組みを進めてきた。しか

し，近年，事業を巡る状況が厳しくなる中，これまでの

方式や事業の枠に拠らない，効率的・効果的運営推進の

必要性が意識されるようになり，法的条件や政策に関連

する調整・再編成が進んでいる。

主要なものに，平成11年の「PFI法/民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」制定，

「合併特例法/市町村の合併の特例に関する法律」の成果
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を推進する目的で，平成13年から行われている政府「市

町村合併支援プラン」等がある。さらに，効率化は必要

であるが民間に委ねては確実な実施が確保できない場合

への対策として，平成15年には「地方独立行政法人法」

制定も行われ，公共サービス効率化に向けた条件が整っ

てきている。

また，上下水道施設運営に関する規制事項となる一般

的な水質面及び環境，資源，エネルギー面での関連法律

の制定・改正も行われており，平成13年の第五次水質総

量規制による窒素・りんの追加，平成15年の「省エネ法/

エネルギーの使用の合理化に関する法律」一部改正によ

る第一種エネルギー管理指定工場の業全業種への対象拡

大等が，既に上下水道事業運営に直接影響を及ぼしてい

る。

さらに，法的規制ではないが，国際的にみた重要な動

向として，平成18 年発効を目指し，上下水道事業のグ

ローバル化とサービス貿易の自由化を背景に進められて

いる「飲料水供給と下水道に関するサービス活動の標準

化」に関するISO/TC224の活動がある。

2.1.2 上水道関連
日本における上水道の普及率は既に96％を超え，事業

的な成熟段階に入って久しいと言える。しかし，その実

情を見ると，施設の老朽化・水源水質・水量確保・人員

確保等に関し課題を抱える事業が少なくない。

厚生労働省は，既に前世紀末からこの事態への対応の

必要性を認識し，諸課題への対応を「ふれっしゅ水道」活

動等で推進・啓発するとともに，対策実施に必要な法的

基盤の整備等を行ってきた。平成12年の「水道施設の技

術的基準を定める省令」の制定，平成13年の水道の第三

者委託・経営の一体化による事業統合を認める「水道法」

の改正，平成15年の最近の社会的・科学的状況の変化を

踏まえた「水質基準に関する省令」の改正等は，その代

表的なものである。

2.1.3 下水道関連
下水道については，昭和30年代からの長期計画により

急速な普及と拡充が実現されたが，小都市の低普及率，

特定地域での雨水対策，高度処理の低普及率，汚泥処理

量の増大等の課題が残されている。近年事業費の削減が

不可欠な事態を迎える中，維持管理負担費の増大の他，

依然施設建設も重要な位置を占めており，従来の事業別

長期計画のみでは諸施策の遂行が困難な状況となってき

た。

そのような状況を踏まえ，国土交通省では平成15年か

ら事業の長期計画を総合的に捉え，重点的・効果的・効

率的に社会資本整備を進める新たな取り組みとして，「社

会資本整備重点計画」を開始している。この重点計画の

特徴は，計画の目標を，作る側の「事業費」から国民か

ら見た「達成される成果」に転換し，目標設定を成果の

数値により示す方式としたことである。

以下に，上記重点計画の中で示された下水道に関わる

今後五年間の重点項目の概要を示す。

①衛生的で快適な生活の実現。農林水産省，環境省の汚

水処理施設整備事業との連携も含む効率化の推進。

②大雨にも安全な都市づくり。河川事業と連携した雨水

被害削減対策，及びハザードマップ策定等のソフト面

の対策推進。

③良好な水環境の形成。高度処理施設の普及，合流式下

水道の改善推進。

④循環を基調とした環境負荷の削減。下水汚泥処理技術

の開発，民間ノウハウ活用も含む広域的下水汚泥処理

事業の推進，下水処理過程の省エネ化の推進。

⑤下水道施設の徹底的な活用。下水道施設に関する処理

水の有効利用。管渠への光ファイバ収納，上部空間の

緑化等の空間の有効利用。消化ガス等を用いたエネル

ギー利用推進。施設ストックに合わせた管理と計画的

再構築の実施。

下水道においては，これらの施策を推進する法的・政

策的な整備が進んでいる。平成15年に公布された地方分

権への対応，合流式下水道の改善，水処理の高度化等の

位置付けを法的に明確にした「下水道法施行令の一部を

改正する政令」，河川管理と下水道の事業間連携による都

市部の浸水対策推進へ向けた「特定都市河川浸水被害対

策法」の成立等が，法的基盤整備の代表的なものである。

また，平成15年からの東京湾周辺地区の高度処理，合

流下水道改善等の推進に向けた「東京湾再生のための行

動計画」は，国と地方公共団体の連携活動として，今後

の下水道事業にとって大きな意味を持っている。

2.2 国としての開発プロジェクト
前述のごとく，上下水道事業においては，新たな取り

組みに向けた制度的及び政策的条件が整いつつあり，こ

れらに対処するための技術的ソリューションが求められ

ている。

上水道については，水質面と水量面での課題がある。

水質面ではトリハロメタン等長期暴露により健康影響の

ある物質，クリプトスポリジウム等急性障害を起こす耐

塩素性病原微生物，水源の富栄養化による藻類増殖・マ

ンガン溶出・pH変動による浄水処理への障害，事故等突

発性事象による油等の障害。水量については，地震災害

時の必要水量確保，渇水頻発地域の水源確保・有効利用

等が依然重要課題として残っている。さらに，小規模で

管理体制の維持確保が難しい事業体については，管理業

務の負担増加と効率化の緊急度が増しつつある。

これに対し，上水道事業全体が直面する技術的課題に
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対しては，産官学共同での取り組みが行われており，「膜

利用型新浄水システム開発研究：MAC21計画」，「高効率

浄水技術開発研究：ACT21」等が完了している。現在は，

環境配慮型の社会実現に向けて必要となる施設の整備，

既存施設の改良に貢献できる技術開発を目指した「環境

影響低減化浄水技術開発研究：e-Water」が，財団法人水

道技術研究センターにおいて，平成14年から3年の期間

で進行中である。また，厚生労働省は新たな状況も考慮

し，今後の水道施策の明確化を目指すため，有識者によ

る「水道ビジョン検討会」を進めている。

一方下水道においても，前記の施策の中から，特に技

術的に優先度の高い課題を選定し，公募による民間技術

評価プロジェクト「下水道技術開発プロジェクト：

SPIRIT21」が，財団法人下水道新技術推進機構の下で実

施されている。この活動においては，平成14年から，第

一課題として「合流式下水道の改善に関わる技術開発」

が進められており，さらに平成16年度から開始される事

業運営の総合的取り組みを重視した第二課題「下水汚泥

資源化・先端誘導プロジェクト：LOTUS Project」の公

募が行われている。

3. 横河が提供する上下水道ソリューションの概要

3.1 上下水道事業への取り組み
当社は，計測機器・監視制御・情報システム，及びプ

ロジェクト管理・保守サービス提供能力を基盤に，新し

い水処理技術，広域化する設備管理・運用，及びインター

ネット等の情報利用に関し，高い信頼性の下で個々の事

業体の特性に合わせて柔軟に対処することを目指して技

術開発を進めている。参考として，図1に，当社が提供
する最近の上下水道ソリューションの中から代表的な項

目を示す。

3.2 業種対応のソリューション
2章で示したごとく，上下水道事業に対しては，それぞ

れの事業の課題に合わせた特有のソリューションが必要

とされる。ここでは，本特集号に掲載する業種対応技術

から，その概要を紹介する。

（1）貧酸素水域への酸素供給技術

当社では，貯水池に代表される成層する水源の水質

改善手法として，高濃度酸素を特定の水深に選択的

に注入する技術の開発を進めている。今回は，主に

浄水処理に大きな影響を持つ，低層からのマンガン

溶出抑制に関わる報告を行う。

（2）粒子カウンタによる凝集沈澱制御

浄水場の凝集沈澱ろ過設備の効率改善を目的に，従

来の濁度計測では検知できない粒子径構成を粒子カ

ウンタにより検出し，制御に適用した事例に付き報

告を行う。

（3）リアルタイム管網解析とオンラインファジー推論を

用いた配水コントロールシステム

複数の給水点からの配水では，給水点が相互に影響

を及ぼし適正な圧力と水量を全体的に確保すること

が難しいと考えられる配水管網において，標題に示

す二種類の技法を用い適正な制御出力を見出し，現

場制御に適用する方式を報告する。

（4）下水処理場に流入する有機酸のオンライン自動測定

装置

下水道高度処理の中で，生物学的りん除去に影響が

あるとされる有機酸濃度の計測装置開発，及びそれ

を用いて確認された有機酸濃度とりん除去特性の関

係について報告する。

（5）その他

当社の目指すものとして，法規制に対する迅速かつ

適切なソリューションの提供がある。図1にも，ク
リプトスポリジウム対策暫定指針に向けた高感度濁

度計，水質総量規制対応の全窒素全りん計測システ

ム，新水道水質基準における自動計測の基準に対応

した配水モニタなど，新しい要請に応え続けた結果

が示されており，今後もこの課題には適宜対処して

いく。

図1　横河電機の最近の上下水道ソリューション
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3.3 共通技術について
当社の提供するソリューションには，前記の事業特有

なものの他に，上下水道共通に適用可能な計測・監視制

御・情報技術がある。ここでは，それらについての概要

を示す。

（1）中大規模システム対応

上下水道に関わる施設の内，浄水場・処理場・大規

模ポンプ場に代表される中大規模施設の監視制御に

おいて，今後期待される機能として下記がある。

① 施設に適した信頼性と機能性が選択可能なこと。

② 運転管理ノウハウを蓄積し活用できること。

③ 既設プラントでの増設，更新が考慮されていること。

④ ITの進歩に追随できること。

当社は，このような機能を有する中核的な監視制御

システムとして，上下水道事業に対してCENTUM

シリーズを基本としたシステムを推奨している。こ

れらについては，本特集の「上下水道における最新

の監視制御技術」に詳しく述べる。

（2）小規模システム対応

上下水道事業では，広域に分散する小規模施設の監

視を中心とした業務の効率化に役立つシステムへの

期待も大きい。このシステムに要求される機能は，

下記のようなものである。

① 操作管理が簡便であること。

② 導入費用と維持管理費用の低減化が図れること。

③ 広域分散施設の管理に対応していること。

この条件を満たすシステムとして，当社はネット

ワークベース制御システムSTARDOMをベースと

した上下水道広域管理システムSimplesight on Web

（図2）を開発した。このシステムの主要構成要素は，

プロセスデータサーバ，Webブラウザを用いたHMI

（Human Machine Interface）としてのクライアント，

コントローラから構成される。その特色は，ネット

ワーク環境のオープン性を生かし，カメラやレコー

ダ等を含み接続可能な機器の範囲を広げるとともに，

システム構成をフラットで簡潔なものとし，その一

方で信頼性と頑健性も目指すという新たな開発思想

にある。当社では，今後の上下水道広域管理におけ

る主要ソリューションとして強化を進めている。

（3）計測に関する共通技術

流量，レベル，圧力計測のようなプロセス制御の基

本センサの重要性は，今後も上下水道事業にとって

変わらないと考えられる。最近では，電極付着検知

機能を備えた電磁流量計ADMAG AXFシリーズ，

気泡の影響を低減した超音波流量計US350など，上

下水道事業の課題への対応も配慮した新製品を開発

しており，今後も継続的に市場の要請に対応してい

く。

（4）その他のソリューション

当社は，監視制御システムと現場機器及び情報シス

テムとの関係を，オープンかつ高機能に確保する基

本技術を開発し，CENTUM，Simplesight on Web

等に適用している。これらを代表するものに，現場

機器に関しては，通信機能 FF バス（FOUNDATION

Fieldbus）とその管理ソフトウエアPRM（Plant Re-

source Manager）があり，情報システムに関しては

オープン化技術OPC（OLE for Process Control /

OLE: Object Linking and Embedding）に対応した

ソフトウエアExaopcがある。さらに，当社では施

設管理業務委託を始め維持管理，保守，運転に関わ

る総合的なサービス体制を構築している。サービス

事業の展開についても，本特集号にて別途詳細に述

べる。

4. お わ り に

上下水道事業は，水質と水量の管理について多くの課

題に直面している。さらに，このような水に関する要素

だけでなく，資源有効利用・省エネルギー等環境負荷削

減に関わる課題が重要性を増してきている。

横河電機は，これまでに蓄積した上下水道に関わるノ

ウハウに基づき，さらに開発を推進するとともに，産業

一般の効率化・高品質化に向けた計測・制御・情報技術

を用いて，上下水道事業の，またそれらに関連する社会

全体の効率的かつ機能的な運営に寄与していきたいと考

えている。

*本文中の製品名，名称は，各社の商標または登録商標です。

図2　Simplesight on Web 概念図


