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上下水道における最新の監視制御技術
Latest Technologies in Supervisory Control Systems for Water and Sewage Services

ここ数年の社会環境の変化やコンピュータ技術の進歩に伴い，上下水道における監視制御システムも大きな

変貌を遂げている。特に，パソコン等に代表される安価な製品の普及によって，より低コストで汎用性の高い

システムが望まれている。一方，ライフラインである上下水道の監視制御システムが，本来有すべき安全性や

信頼性，継続性等の要求は従来から変わるものでない。本稿では，世の中の動向を踏まえ監視制御システムに

要求されている機能を整理し，その要求を実現するための当社の取り組みを紹介する。
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Supervisory control systems for water and sewage services undergo drastic changes in response to

recent changes in the social environment and rapid progress in computer technology. In particular, the

wide availability of powerful but inexpensive personal computers has led to a demand for systems that

are both low-cost and versatile. However, the supervisory control systems for water and sewage services,

serving as an essential "lifeline", are still need to be stable and reliable, as well as compatible with

existing systems. This paper summarizes the functions demanded for the supervisory control systems

based on market trends, and introduces Yokogawa's approach to meeting these market needs with the

latest technologies.

図1　最新の中央監視室例

1. は じ め に

上下水道事業には，長引く需要の低迷，施設の統廃合，

効率的運用，予算削減，情報の透明性などこれまでにな

い要求が生じている。また，国のe-Japan戦略でも示され

ているように，より一層のITの活用が推進されている。

しかし，技術の進歩や環境の変化は，我々に便利な社

会を実現してくれる半面，目覚ましいスピードで様々な

変化が同時に起こりうる不確定な要素を含んでいる。例

えば，循環型社会に向けた負荷低減やテロ対策などの社

会問題からより一層の管理体制の強化が要求されている

反面，省人化や高齢化によるノウハウの継承が難しくな

り，システム故障時の対応が困難となってきていること

などは，社会的変化の例である。

また，システム面からは，オープン化や高機能化がも

たらすコンピュータウィルスへの対応や，構成機器の多

様化によるこれまでの想定を超えた不適合の発生が起こ

りうる。

このような状況を踏まえ，本稿では監視制御システム

にとって不可欠な高品質・高信頼性技術をベースに，世

の中の要求を踏まえた監視制御の新しい要素技術につい

て紹介する。図1に，最新の中央監視室の例を示す。

2. 監視制御システムへの要求事項

従来から監視制御システムに要求されてきた高信頼・

高機能・拡張性に加え，以下の要求が高まっている。
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（1）施設統合への柔軟な対応

市町村合併の推進を背景に，これらの状況を解決す

る手段として，施設の統合や点在する施設の広域管

理に柔軟に対応できる監視制御システムが求められ

ている。

（2）運転管理・維持管理の効率化

上下水道のプラント操業においても省人化が進み，

運転管理や維持管理における効率化が求められてい

る。また，法規制緩和により運転管理業務の民間委

託も活発化しており，より一層の管理強化と情報の

共有化が必要となっている。

（3）IT技術の活用

Windows OSやパソコン，ネットワーク機器といっ

た汎用技術・製品の高機能化，低価格化が進み，監

視制御システムにも汎用技術の採用が求められ，ユ

ビキタスな環境での運転管理も要求されている。

（4）トータルコストの削減

公共の自治体においても業務の見直しを始めとする

経営の効率化，健全化が図られており，初期投資の

低減のみならずシステムの保守および運用を通じて，

トータルコストを最小とするシステムの構築が必須

条件となってきている。

3. 監視制御システムの機能区分と取り組み

監視制御システムの機能区分を，図2に示す。システ
ムを大きく3つの構成に分け，それぞれの特性を生かし

た取り組みを行っている。

（1）制御機能部

上下水施設というライフラインを確実に運転するた

めには，高い信頼性，稼動率を達成する必要があり，

CPUの冗長化設計，安全化設計，高信頼ハードウエ

アの採用，上下水道専用ソフトウエアパッケージ等，

専用機としての機能を提供している。

（2）監視操作部

オペレーション機能は，施設を安全かつ効率的に運

転するための専用のソフトウエアで構築されている。

ハードウエアには低コストにも対応できるよう専用

機と汎用機の2種類を提供している。

（3）情報処理部

ネットワーク環境の整備，情報共有の要求等により，

自治体のネットワーク（イントラネット）との連携が

求められてきている。ここでは，プロセスの各種

データ管理と，水運用などの施設毎に必要な各種ア

プリケーションを実行する。汎用PC やWindows

OS，MS Office等の汎用技術を採用し，イントラネッ

トやインターネットと連携し，ネットワーク上のど

こからでもアクセスが可能なユビキタス環境を実現

している。

4. 最新監視制御技術

当社が提供する最新の監視制御技術の具体例を，以下

に紹介する。

4.1 施設統合化に対する技術
市町村合併や施設統合では，広範囲に点在する施設を

中央の管理センターで集中的な運転管理，保全業務を行

う技術や，既に稼動している異なるシステムの情報を容

易に統合できる技術を提供している（図3）。これらの対
応技術として広域対応バス通信と標準インタフェース技

術を紹介する。

（1）広域対応バス通信

当社の監視制御システム（以下CENTUM）の制御用

LANを，広域通信用ゲートウェイにより電気通信事

業者が提供するデジタル回線で接続し，A処理場か

ら遠隔地にあるB処理場の監視操作を実現する。

従来のTM/TC・モデム方式に比較し，伝送データ
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図 2　監視制御システムの構成と各部の特性 図3　広域対応バス通信 システム構成
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量が多く，制御パラメータ，警報設定値といった

CENTUMの内部データの確認や変更も可能となる

ため，施設統合により無人化となる施設を，遠隔地

から有人時と同等な運転管理を可能としている。

また，双方のシステムが同一システムとなるため，

通信機能や制御機能が重複せず増改造時もコスト低

減が可能である。

（2）標準インタフェース技術

OPCインタフェース（OLE for Process Control）は，

マイクロソフトの技術であるOLEを利用した産業用

システムの標準化仕様で，異なるベンダー間の監視

制御システムの接続を可能にする技術である。

従来の統合化システムでは，異なるベンダー間の相

互接続のためにインタフェースを開発する必要が

あったが，OPCインタフェースを採用することによ

り，各ベンダーのサーバと標準化されたデータアク

セスが可能となる。

この技術により，大規模な施設を系列毎，または水

処理と排水処理設備といった設備毎に稼動している

異なるベンダーのシステムの統合を容易にしている。

4.2 運転管理・維持管理の効率化技術
人員の削減や民営化の促進が進む中，施設の運転・維

持管理の効率化は重要な位置付けとなってきている。こ

こでは，運転管理の効率化を支援する技術として運転支

援パッケージExapilotと情報処理システム水明を，設備

維持管理の効率化を支援する技術としてフィールドバス

を紹介する。

（1）運転支援システムExapilot

施設の異常時や保守時における非定常運転は，自動

化が難しいため手動操作に依存している場合が多い。

運転支援パッケージExapilotは，熟練オペレータの

ノウハウをシステム化することで非定常時の運転の

自動化／半自動化を実現し，これによって運転品質

を均一化し，運転効率を向上させるシステムである。

主な特長を以下に示す。

・ 動作環境は汎用性の高いWindows OSを採用，OPC

により監視制御システムとの接続が容易

・ 熟練オペレータの運転手順をフローチャート化し，

工程オブジェクトを並べるだけで容易にシーケンス

の構築が可能

・ 作成フローを運転マニュアルとして活用可能

上下水道の設備では，次のような非定常時の運転に

適応可能である。

・ 停/復電を伴う保守点検時の運転

・ 池，機械設備のメンテナンス時の運転

・ 渇水に伴う水量制限運転

・ 雨水対策時の運転管理

・ 停電時における，水処理停止，一部減量運転，水処

理立上げ運転

また，水質事故時の対応や防災マニュアルとしても

活用できる他，定常時運転においても運転員の誤操

作防止等の異常警報のガイダンスや，各種シミュ

レーション機能もあり，オペレータが減少していく

傾向の中，本システムの活用により，安全性の確保

や運転ノウハウの継承が可能となる。

（2）情報管理システム水明

情報管理システム水明はWindows OS を採用し，

オープンな環境で上下水専用の各種アプリケーショ

ンを実現するシステムである。水明は監視制御シス

テムとOPCを経由してデータの入出力を行い，取り

込まれたプロセスデータは，上下水道の基幹プロセ

ス用に設計されたアプリケーションパッケージによ

り，データベース化される。

水明には，当社が長年に亘って培ってきた上下水道

施設の運転管理に関するアプリケーションパッケー

ジが準備されている。

・ 上水でのアプリケーション例

需要予測，水量管理，配水コントロール，水質管

理機能等

・ 下水でのアプリケーション例

汚水流入管理機能，シミュレータ機能等

これらは，図4に示すように必要時に追加すること
ができる機能カセットのイメージで構成され，初期

投資を抑えることが可能である。

（3）フィールドバス

上下水道の設備においては，プラント内の広いエリ

アに点在するフィールド機器が多数存在し，これら

の製品の維持管理負担の削減が望まれている。

フィールドバスは，双方向通信が可能なフィールド

機器用デジタル通信方式であり，従来の4～20 mA

図4　情報管理システム 水明
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のアナログ信号に代わる，フィールド情報のネット

ワーク化を実現する国際規格（IEC）に定められた技

術である。

フィールドバスには，以下のような特長がある。

・ 1本のケーブルに複数の機器を接続できる（マルチド

ロップ接続）ため，システムの省配線化が可能

・ 多重伝送ができるのでPV値やMV値以外にも制御

に使用する多くのフィールド情報のやり取りが可能

・ 相互運用性が確保されているので異なるメーカの機

器の組み合わせが可能。

このように，フィールドネットワークを通じて多種

多様な情報をオンラインで得ることが可能となった

ため，当社では，フィールドバスによる統合機器管

理パッケージPRM（Plant Resource Manager）を提

供している（図5）。PRMを用いることにより，フィー
ルド機器の保全管理を効率化し，施設の維持管理費

の低減に寄与することができる。

4.3 トータルコスト削減技術
上下水道の施設は，年次計画による事業が実施され最

終的な姿を迎えるまでに，数年から数十年を必要とする

施設も少なくない。その結果，システムの部分的な老朽

化や初期導入システムの機能制限による拡張性の限界が，

システムのライフサイクルコストを押し上げる要因と

なっている場合がある。

このように，新旧システムが混在している環境におい

て，トータルコストを削減する方法の一つとして，シス

テムの部分的更新技術を紹介する。

（1）段階的更新（マイグレーション）手法

マイグレーションは，既設の資産を活用しながら最

小の投資で最新の機能に移行し，トータルコストの

削減を図る手法である。当社の監視制御システム

（CENTUM）における段階的更新ステップを，図6に
示す。

STEP1：機能的な老朽化が顕著なHMI（ヒューマ

ン・マシン・インタフェース）部を更新し，最新の監

図6　段階的機能アップ手法の例図5　フィールドバス構成例
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視操作環境およびネットワーク環境を導入する。

STEP2：機能拡張や老朽化にあわせ制御装置のCPU

を更新し，機能および信頼性の向上を図る。

STEP3：機能的に変化がない筐体やI/O部は，物理的

な寿命を迎えるまで流用し更新コストの削減を図る。

本手法は，機器毎による物理的・機能的な劣化速度

の違いを吸収し，機能や品質を最新・最適な状態に

保つと共に，納入時期が異なる制御部や入出力部の

分割更新（新・旧装置の混在）もできるため，余寿命

がある機器の更新時期を遅らせられることでトータ

ルコストの削減が可能である。さらに，切り替え工

事において，既設のフィールド配線をそのまま活用

できるため，切り替えに伴うプラントへの影響度（運

用支障）もほとんど無く，安全性が非常に高いことも

本手法の大きな特長である。

5. ま と め

上下水道事業はすでに高度に普及し，運転・維持管理

の時代になったと言われている。しかし，上下水道は社

会のライフラインであり，その重要性はさらに高まって

いる。これらの施設の運転管理の中枢となる監視制御シ

ステムにおいても，従来以上の高品質を維持し高効率運

転を図ると共に，市場のニーズの多様化，高度化に対応

できるシステム開発を継続していく所存である。

参 考 文 献
（1）“浄水場施設の非定常運転における運転支援システムの適用”，

第54回全国水道研究発表会講演集（7-14），2003. 5，日本水道協

会，p. 15-18

（2）森宏，町田明春，尾崎真広，助川裕子，“統合機器管理パッケー

ジ”PRM"”，横河技報，vol. 45，no. 3，2001，p. 15-18

（3）黒木成多，難波英二，高木仁志，“CENTUM CS広域監視制御

システ導入事例”，横河技報，vol. 42，no. 4，1998，p. 37-40

*本文中の製品名，名称は，各社の商標または登録商標です。


