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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

Water Distribution Control System Using Real-time Distribution Network Analysis
and Online Fuzzy Inference

上水道の配水管は配水エリアに網目状に広がっており，配水管網と呼ばれる。配水管網には，一箇所の給水

点のみの場合と複数の給水点を持つ場合とがある。複数の給水点から配水する方式は，各給水点の相互バック

アップが可能であり安全性に優れているが，需要に応じて各給水点の実配水エリアを積極的に調整することが

必要であり，各配水エリアの圧力と流量を同時に制御することは容易でない。

当社は，この制御を実行するために，新しい発想に基づき給水点の配水圧力と管網中のバルブを同時に制御

するシステムの開発を行った。このシステムでは，連続制御のために管網内の状態をシミュレーションする「リ

アルタイム管網解析」，管網モデルの中で望ましい状態とするのに必要な操作量を導き出す「オンラインファ

ジー推論」，これらの結果から導き出した操作量に基づきローカル制御の操作量を決める「推定末端圧力補正法」

を組み合わせて使用している。
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The water distribution network supplies water in two different ways: one from a single source and the

other from multiple sources. The advantage of distribution from multiple sources is excellent safety in

reliable water supply that enables mutual support among multiple sources even in the case of an

emergency. This way, however, calls for the simultaneous control of both water pressure and flow rate in

each distribution area, which is difficult to do. To solve this problem, we have developed an innovative

system which simultaneously controls the water supply pressure of the sources and valves in pipelines

in the water distribution network. This system comprises three main functions: real-time distribution

network analysis, online fuzzy inference, and correction for estimated pressure at the end of each pipeline.

1. は じ め に

上水道の配水では，需要者に必要な時，必要な量だけ

高品質な水を供給することが使命である。必要な時，必

要な量だけ供給するには，水源の水量確保と需要家での

適正配水圧力の確保が必要である。配水圧力は，過少で

あると需要家での需要量への対応ができなくなり，最悪

時は断水となる。また逆に，過大であると配水管からの

漏水を生じたり，エネルギーの浪費につながる。さらに，

水の需要量は朝，昼，夜，深夜で大きく変動し，それに

伴い配水管内の圧力損失も変動する。よって，需要家で

の適正圧力を確保するためには，その変化に合わせ給水

点の配水圧力を制御する必要がある。他方，常に一定流

速以下であった地点の流速が急速に上昇すると，濁水が

発生する恐れがあり，流速への配慮も必要である。この

ため，複数の給水点を持ち，相互干渉が考えられる管網

において配水コントロールを行うには，これら全てを考

慮する必要があり，その制御は容易でないと考えられて

いた。

従来A市は，図1に示す3箇所の浄水場が，それぞれ独
立した配水エリアを持ち，各浄水場で推定末端圧制御（注1）

を行っていた。ここに，県の広域水道の受水が開始される

ことになったため，受水池を1つの給水点とし，併せて4

箇所の給水点と配水管網中に設けた配水制御所との一体

制御を実現させ，受水の有効利用（受水の全量配水と需要

変動による浄水場の配水量変動の軽減），自己水源の能力
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に応じた最適運用（各浄水場の配分計画），並びに，より経

済的でかつ災害に強い各浄水場の配水量のバックアップ

が可能な配水コントロールシステムの開発を目指した。

2. 配水コントロールの概要

システム構成を，図2に示す。各浄水場の「計算機シ
ステム」とのデータ授受には「通信制御装置」を，広域

水道受水や配水制御所とのデータ授受には「テレメータ」

を使用している。制御は，「アプリケーションサーバ」，

「制御用端末」，「DDC制御装置」で行う。なお，「データ

ベースサーバ」は通常データロガー機能を担うが，「アプ

リケーションサーバ」故障時には，自動切替により制御

機能をバックアップする。また，「DDC制御装置」のハー

ドウエア保守時の停止に備え，「監視操作卓」を設置して

いる。「地図盤」は，配水圧力，配水流量，配水池水位，

水質データ，設備の稼動状態等を表示し，市内全体の一

括監視に有効に活用されている。これらの設備により，

市内全域を一つの制御エリアとして捉え，受水池と各浄

水場の特性を活かし，効率的で経済的な運用を目指して

いる。

配水コントロールは，瞬時需要量（注2）から必要な浄水場

の配水量を求め，それに見合う必要なローカル（現状は4

箇所の給水点）操作量を出力する制御手法であり，その特

長を以下に示す。

・実プロセスの制御を実行する前に，リアルタイム管網

解析でプロセスの挙動をシミュレーションし，制御結

果を予測した上で制御する。

・多変数制御に適したファジー推論を，リアルタイム管

網解析と組み合わせ，効率良く操作量を決定する。

・長周期と短周期の演算処理の組み合わせで制御を行い，

短時間の需要変動にも追従させる。

・配水量の融通の実行は，浄水場にある推定末端圧制御

により行う。

3. 配水コントロール手法

制御手法の概要を，図3に示す。
①～⑦は長周期（現在15分周期），⑧～⑩は短周期（現

在1分周期）で実行する。

①現在値の取得

管網全体のプロセスデータを取得する。プロセスデー

タは，瞬時需要量の算出，および管網解析（注3）に使用す

る。

②配水量の計画

受水池の配水量は，予め時間毎に計画した配水量に，

受水池の配水実績から補正を加え決定する。浄水場の

配水計画は，瞬時需要量から受水池の配水計画量を減

算した後，時間毎に計画しておいた各浄水場の配分率

を乗算して決定する。

③管網解析

①で算出した瞬時需要量より交点需要量（注4）を求め，

計算用瞬時値（浄水場は配水圧力，受水池はバルブ開

度，管網内に存在する加圧ポンプ場・配水池は流量・

水位）を設定して管網解析を行う。

④判　定

管網解析の結果と，予め設定してある各給水点の配水

量，特定交点の動水位，特定管路の流向，流速の許容

値と比較し判定する。判定結果が不良であれば⑤に，

良であれば⑥に進む。

⑤操作量の設定

ファジー推論は，管網解析の結果が計画の範囲に入ら

なかった（浄水場間の負荷バランスが悪いなど）場合に，

操作量を変化させる役割を担う。管網の制御では給水

図1　給水区域概念図
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点が互いに影響を及ぼし合う特性があり，ファジー推

論の得意とする「多変数制御」が有効である。なお，現

在，操作端は給水点のみであるため，ファジーコント

ローラは4ユニットである。ファジー推論によって求

まった条件を設定して，再度③管網解析を実行する。

④の判定結果が良になるまでくり返す。

⑥配水圧力決定，バルブ開度決定

③→④→⑤をくり返し，判定結果が良になった時の配

水圧力とバルブ開度が，求める操作量となる。

⑦仮想末端圧力決定

⑥で求めた配水圧力は②の時点の計画量と各給水点の

配水量がバランスする値である。しかし，実際のプロ

セスでは時々刻々と需要量が変化しており，その変化

に合わせ配水圧力も変更する必要がある。本システム

ではこれを，上記シミュレーションで求めた給水点配

水圧力をもとに，浄水場で実施している推定末端圧制

御への設定を調整し実現する。その設定手順が⑦⑧⑨

である。第一段階として，推定末端圧制御の関係から，

（式1）により，⑥の配水量と配水圧力から仮想末端圧

力Pαを計算する。
Pα＝ Ṕ SV－KQn　　‥（1）
Pα ：仮想末端圧力
Ṕ SV：⑥で求めた給水点配水圧力

K ：エリア係数

Q ：給水点計画流量
　n ：流量係数

⑧仮想配水圧力決定

需要量が短時間で大幅に変化しても，前記仮想末端圧

力が保持される条件として，（式2）により，給水点の

仮想配水圧力Ṕ ŚVを短周期で求める。qは，短周期

毎の瞬時需要量と給水点の計画配分率から求める。

Ṕ ŚV＝Kqn+Pα　　‥（2）
P´́ SV：仮想配水圧力

q ：短周期毎の給水点分担量

Pα ：⑦で求めた仮想末端圧力

K，nは⑦と同じ

⑨推定末端圧補正値決定

浄水場の推定末端圧制御において用いる推定末端圧補

正値Hαを，（式3）により計算する。
Hα＝ Ṕ ŚV－PSVLP＋Hά 　　‥（3）

Hα ：推定末端圧補正値

P´́ SV：⑧で求めた仮想配水圧力

PSVLP ：現在の浄水場の配水圧力設定値

Hά ：前回の推定末端圧補正値

図2　配水コントロールシステム構成

図3 　制御手法概要
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⑩各浄水場には推定末端圧補正値を，受水池にはバルブ

開度をそれぞれ送信する。

浄水場は，（式4）により計算する配水圧力を用いて，推

定末端圧制御を実行する。

PSVL＝KFn＋Hα 　　‥（4）
PSVL：浄水場の配水圧力設定値

F ：浄水場の配水流量

Hα ：推定末端圧補正値
K，n は⑦と同じ

4. 管網解析とファジー推論

本システムの中心技術は，管網解析とファジー推論で

ある。双方とも，既に確立された技術ではあるが，実運

用に適応するには，実プロセスに適合した管網モデルと

ファジーコントローラのチューニングが重要である。

4.1 管網モデル
管網モデルは，複数の配管特性を仮想的な配管で代替

する縮約も検討したが，実配管変更時に常に縮約モデル

の妥当性の検討が必要となり，手順が煩雑になるので，

主な配管は全てモデル化した。その結果，管路総数約

8700本，管路延長約1500 kmとなった。

これらに対して，実プロセスの圧力，流量の測定値と

管網解析結果を比較検討し，実プロセスとモデルの違い

を一つ一つ整合させた。当該事業体殿の多大な努力の結

果として，主要交点では動水位10 cm程度の精度で解析

できるまでに至っている。本システムにはプロセスデー

タを管網解析の条件として簡単に設定する機能があり，

モデル検証の効率を上げるのに非常に有効であった。

4.2 ファジー推論
ファジー推論は，本施設のような多変数プロセスの制

御に適している。その原理は，ある状態が「高い」「低い」，

「多い」「少ない」などについての熟練経験者の知識を定

量化して演算することにあり，アルゴリズム確定を次の

手順で行う。

・事象にかかわる「もしAが・・・であれば，Bを～する。」

といった制御則を，複数用意する。

・プロセスの状態量をメンバーシップ関数という表現方法

を用い，それぞれの制御則の適合度（影響度）を求める。

・全ての制御則の適合度を併せて考慮し，操作量を決定

する。

本システムでは，熟練経験者の知識の代わりに管網解

析シミュレーションを行うことで管網の特性を把握し

ファジー推論アルゴリズムの構築を行った。最大20回程

度管網解析とファジー推論を繰り返すことにより，目標

値に近づけることが可能なアルゴリズムの構築ができた。

以下に，アルゴリズム構築の一部である，管網解析を

用いたA浄水場のファジーコントローラ入力変数の選定

手順を紹介する（表1参照）。
（1）初回管網解析を行い，給水点および主要交点の圧力，

流量を求める。

（2）A浄水場の配水圧力を変化させ，再度管網解析を行

い，給水点および主要交点の流量，圧力変化量を求

める。

（3）各給水点および主要交点の流量，圧力につき，変化

率＝変化量／初期値を計算する。

（4）（3）で計算した各変化率をA浄水場の配水圧力の変

化率で除し，正規化した影響度とする。

（5）（4）で求めた影響度の絶対値が0.2以上であるものを，

そのファジーコントローラの入力変数として採用する。

同様に，A浄水場以外のファジーコントローラも，給

水点の配水圧力と主要交点の影響度を見極め，入力変数

を選定する。

5. お わ り に

本システムは，プロセスデータを管網解析の条件にオ

ンライン入力する機能を持ち，効率的な実管網のシミュ

レーションを実現する。本システムは制御を目的として

いるが，この機能はオフライン管網解析にも応用可能で

ある。

最後に，本システムの開発に際し，多大なご協力を

賜った当該事業体の方々に，感謝の意を表します。

（注1）末端需要者給水栓までの損失圧力を想定する演算式と給水点

の配水流量を用い，需要者側の必要圧力を確保するための配

水圧力を設定する制御方式。給水点での測定値のみで遠方の

圧力を管理できるため，従来から水道施設で多用されている。

（注2）特定の時刻に測定した給水点からの配水量，および配水管網

内配水池の入出量により算出される，配水エリア全体で使用

される水量を示す。

（注3）管網解析は配管構造を数値モデル化し，数値計算により圧力，

水量の分布を求める手法であり，上水道配水管網の解析にお

いて多用されている。

（注4）交点需要量とは一定のルールで決めた配管の分岐点（交点）廻

りの区域内で使用される水量を示し，年間検針データをもと

に総需要量とその区域の需要量比率を求めておき，瞬時需要

量とこの需要量比率の積から算出する。

表1　A浄水場ファジーコントローラ入力変数選定

項　　目 

初期値 
（m） 
（m3/h） 

変化量 
（m） 
（m3/h） 

変化量 
／初期値 正規化 動作 
（%） 

 基準 

A浄水場配水圧力を上げると流量増加，下げると流量減少。 

A浄水場配水圧力を上げると圧力上昇，下げると圧力低下。 

A浄水場配水圧力を上げると流量減少，下げると流量増加。 

ほとんど影響を受けない。 

A浄水場配水圧力を上げると圧力上昇，下げると圧力低下。 

A浄水場配水圧力を上げると流量減少，下げると流量増加。 

ほとんど影響を受けない。 

A浄水場配水圧力を上げると圧力上昇，下げると圧力低下。 

A浄水場配水圧力を上げると流量減少，下げると流量増加。 

A配水圧力（m） 

A配水流量（m3/h） 

E圧力（m） 

B配水流量（m3/h） 

B配水圧力（m） 

F圧力（m） 

C配水流量（m3/h） 

C配水圧力（m） 

D配水流量（m3/h） 

D配水圧力（m） 

38.25 

8879.74 

30.90 

1345.51 

33.88 

26.98 

349.10 

36.05 

509.24 

29.28

－3.46 

－938.44 

－2.26 

208.40 

－0.03 

－2.01 

14.95 

－0.06 

19.25 

－1.76

－9.05 

－10.57 

－7.31 

15.49 

－0.09 

－7.45 

4.28 

－0.17 

3.78 

－6.01

1.00 

1.17 

0.81 

－1.71 

0.01 

0.82 

－0.47 

0.02 

－0.42 

0.66


