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水道事業におけるサービスへの取り組み
Our Approach to the Service Business for Water Distribution Service

保守・保全サービス業務における長年の実績と培われたノウハウをベースとし，水道事業における各種サー

ビスツールの開発とサービス体制を構築した。これらのツール，体制を活用することで，水道事業における保

守・保全業務，運転管理業務の更なる効率化が図られるものと考える。本稿では，水道事業におけるサービス

の効率化に向けた当社の取り組みを紹介するとともに，水道法の改正により最近特に注目されている運転管理

業務への対応について検討する。
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We have developed and established various service tools and a service system for water distribution

service based on our longstanding expertise and practical know-how in maintenance and preservation

services. By utilizing such tools and the service system, we believe that further efficiency improvements

in maintenance and preservation work, and operation management for water distribution service can

be achieved. This paper introduces our approach to the efficiency improvement in operational services

for water distribution service and then discusses our response especially to the operation and

maintenance services recently highlighted by the revision of the Water Supply Law.

1. は じ め に

最近，“水道事業民間に開放”，“浄水場を全面受託”と

いった記事が新聞や雑誌の紙面を賑わしている。水道事

業における本格的な民活，民営化の足音が，徐々にでは

あるが高まりをみせてきた。

この背景には，地方公共団体の逼迫した財政事情と，

平成14年4月の改正水道法において，水道事業者の業務

のうち運転管理業務や水質管理業務など，技術上の業務

について第三者への委託が可能になったことがあるとい

える。

この第三者委託の制度化に伴い，官と民のパートナー

シップに基づく業務運営方式の検討が，今後盛んに実施

されるものと考えられる。

この官と民による業務運営方式は，PPP（Public Private

Partnership：民間にできるものは民間に委ねる）と称さ

れ，公的機関が実施してきた社会資本整備やサービスの

提供を民間にも開放し，サービスの提供手段の多様化を

確保することにより，サービスのレベルを向上させ，効

率を上げていくことだとされている。民間によるサービ

スの出番である。

当社は，2001年に長期経営構想「Vision21＆Action21」

を掲げ，従来の計測，制御を中心としたビジネスから，情

報系ビジネスへと事業領域を拡大しつつ，サービスカン

パニーへの変身を宣言した。

サービスカンパニーへの変身とは，ハードウエア，ソ

フトウエアを通じてサービスを提供する形態から，サー

ビスをお客様とのインタフェースとし，サービスを通じ

てハードウエア，ソフトウエアを提供する形態へと，ビ

ジネスモデルを変革することを意味するものである。

このビジネスモデルを展開することにより，お客様に

対しては，施設の運営におけるTCO（Total Cost of

Ownership）の最適化，TVO（Total Value of Ownership）

の向上を提案する。

本稿では，当社のサービス事業に対する取り組みと，

監視制御システム，計装機器を納入し，保守・保全サー

ビスを提供してきた長年の実績と培われたKnow Howと

ITツールをキーとする運転管理業務について紹介する。

2. サービス内容

水道施設におけるこれまでのサービスを顧みると，施

設全体の統括的な運転管理業務や保守・保全業務につい

ては，事業体が自ら実施するもので，機器やシステムを

提供する当社としては，定期点検や，異常発生時におけ

る窓口業務とその対応，といった一部のサービス業務に
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携わっているに過ぎなかった。

では，これからのサービスはどうなるか。第三者委託

の制度化に伴い，官と民のパートナーシップに基づく業

務運営方式の検討が盛んに実施される中，効率的な施設

運用を実現する様々な形態のサービスが要求されること

により，サービスの多様化が急速に進むと考えられる。

従来のサービス形態は役務提供型であったが，これか

らは施設の運用を事業体職員の立場で考え，効率的な保

守・保全サービス，運転管理サービスを提供し，TCOの

最適化，TVOの向上を実現する施設改良やリニューアル

の提案を行うといった，ソリューション提供型の形態に

移行していくものと考える。

図1に，水道事業におけるサービスの全体像を示す。

2.1 保守サービス
・年間保守サービス（BEST2）

システムを構成する各種部品を確保。異常発生時の

コール受付，障害切り分けを行い，システム復旧支援

を実施，障害履歴の管理を行う。

・ソフトウエアサービス

OSのバージョンアップ，レビジョンアップ対応。必要

に応じ，常に最新のOSによるシステム環境を確保で

きるよう考慮する。

・設置環境診断

監視制御設備，計装設備を取り巻く温度，湿度，塵埃

といった環境を診断し，最適な対策を提案する。

・劣化診断／再生

部品レベルでの性能劣化調査，付着物及び腐食生成物

の分析を行い，監視制御機器，計装機器の劣化状態に

ついて診断する。

・バッテリー診断

バックアップ電源装置に使われているバッテリーセル

の余寿命を診断する。

・マルチベンダーサポート

システムに対し，レスポンスセンター「RC」が一括窓

口となり，あらゆる問題に対し専門エンジニアによる

的確なサポートとサービスを提供可能とする。

2.2 支援サービス
・巡視点検支援システム「IPPAT」

PDA（Personal Digital Assistance：携帯情報端末）で

現場パトロール業務を標準化，パソコンでレポートを

自動作成するパッケージシステム。

・Web版設備保全管理システム「eHOZEN」

設備台帳の電子化。設備管理業務を定量的に診断する

ことで保全管理業務の無駄を省き，効率化を促進する。

・異常解析システム「Exaplog」

各処理プロセスで発生した異常信号をデータベース化。

発生傾向や頻度，及び測定データとの関連を解析する

ことで，適切な予防保全計画が策定できる。

・運転支援システム「Exapilot」

一時的なろ過洗浄工程の変更，定期点検時のシステム

の立ち上げ，立ち下げなど，非定常業務を実施する際

の支援システムとして有効に活用することができる。

図1　サービスの全体像
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2.3 運転管理サービス（受託サービス）
・リモートサービス

システムに対して24時間体制で遠隔から保守を行う。

最新の通信技術により，リモート緊急保守，監視サー

ビス，リモートエンジニアリングサービスを提供する

もの。

・遠隔管理業務サービス「e現場」

場外に居ながら監視制御システムのデータ参照や設定

変更が可能であり，現地作業の支援機能を有する。音

声メッセージやメール機能も充実し，異常発生を即座

に現場作業員に伝えることも可能である。

・電子マニュアル「Exapilot」

運転操作方法を電子情報として登録し，設備の更新，

改善に対して，手軽に操作手順の追加・修正が行える。

・運転管理業務委託サービス

保守・保全サービスにおいて，これまで培われた技術，

Know How，人材と，監視制御システム，計装機器に

関する豊富な知識を活用することで，施設の運転管理

業務や保守・保全業務を効率的に実施する。

3. 上水道における運転管理サービス

ここでは，当社のサービスに関する新たな取り組みで

ある運転管理業務委託サービスについて紹介する。

3.1 我が国における運転管理サービス
水道事業体では，経営基礎の強化を目的として，多く

の事業体で運転管理業務の委託をはじめとする民間活用

の検討が行われている。これまでも，排水・排泥処理設

備の管理業務や水質検査業務等，一部の業務に関する委

託については既に実施されているところがある。ここで

は，その中で最近特に注目され，当社が力を注いでいる

運転管理サービスについて，その取り組みを紹介する。

今現在，日本で広く議論されているのは，“O ＆M

（Operation & Maintenance）契約”に基づく委託形態で

ある。これは，一般に契約期間が5年程度と比較的長期

であり，受託者は契約に基づく固定の委託料を受け取る

ことにより，浄水場の運転管理に関する全面的な業務を

一括して行うものである。インフラは，あくまでも事業

体が所有する。今後は業務効率化を目的とし，委託料が

業績に連動した形で設定されるものや，受託者がインフ

ラを含め一括して管理を行う方式について，検討が進め

られるものと考えられる。

3.2 当社の運転管理サービス
当社の運転管理業務は，市民への水道水の安全，安定

給水に貢献することを目的に実施する。

取り組みとしては，常に技術の向上を目指すとともに，

効率的な運転管理を行い，薬品使用量・電力費等の改善

に努める。

委託形態としては，前項で紹介した各種運転管理ツー

ル，サービス体制を活用し，運転管理の効率化に向けた

改善提案を積極的に実施するなど，ソリューション提供

型の業務を行うものである。

3.3 ITツール，サービス体制を活用した運転管理業務
（1）巡視点検ツール，設備管理ツール活用した予防保全

予防保全としては，“巡視点検支援システム

「IPPAT」”と，“Web 版設備保全管理システム

「eHOZEN」”が活用できる。両システムは電子情報

を共有することができるため，機器台帳データと点

検データにより，効率的な保全計画の策定を支援す

る。

（2）運転支援ツールを活用した運転マニュアルの完備

運転マニュアルとしては，“運転支援システム

「Exapilot」”が活用できる。本ツールは，監視制御

システムと接続し，運転支援システムとしても有効

に活用することができる。

（3）トレーニング体制によるオペレータ教育

より質の高いサービスを提供するためには，個人の

技術力を向上させることが必要である。当社では，

個々の現場における個別教育（OJT）を実施する他，

ISO9001認証取得に関わる教育・訓練規定，品質管

理マニュアルに基づいた教育・訓練制度を設け技術

力の向上に努めている。また，当社の製品に関する

各種教育プログラムが，“トレーニング・センター

「TC」”において定期的に実施されており，これらの

プログラムを受講することにより，短期間で高い実

務能力を習得することができる。

（4）バックアップサービス体制による異常時の対応

異常発生に対しては，一次対応を迅速かつ適切に行

う必要がある。個々の異常項目について，対応マ

ニュアル，緊急連絡体制表を完備し，これに基づく

対応が基本となる。

緊急時の対応としては，監視制御システムに詳しい

本格的なバックアップ体制が，サービス拠点である

“レスポンスセンター「RC」”に完備されている。異

常発生時における原因の切り分けや，関連部署，関

連機関への連絡体制が整っており，現地における復

旧作業に対して，冷静な判断のもと適切な作業支援

を行う。

（5）遠隔監視ツールを活用した異常時の対応

遠隔地での現場復旧作業の効率化を図るためには，

“遠隔監視システム「e現場」”を活用できる。

（6）中小規模向け監視制御システムを活用した遠隔運転

管理・保守の対応

水道事業は，より一層の効率化を目的に，市町村の
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行政の枠組みを超えた事業の広域化，統合化が検討

されている。

当社では，膜処理設備や点在する小規模施設の遠隔

監視サービスとして，あらゆるネットワーク（回線）

に対応可能な“中小規模向け監視制御システム

「Simplesight」”による広域化，統合化向け遠隔運転

管理，保守サービスを提供する。

3.4 運転管理業務における危機管理
運転管理業務を行う上で最も重要な項目の一つとして，

危機管理（リスク・マネッジメント）が挙げられる。事故

や災害を起こさず，安全な水道水を安定給水するために

は，以下のフェーズにおいて危機管理を徹底する必要が

ある。

①事前対策

②異常時の一次対応

③復旧処理

事前対策としては，予防保全の実施，運転マニュアル

の完備，及びオペレータ教育の実施が該当する。

異常時の一次対応，及び復旧処理としては，運転マ

ニュアルの完備，オペレータ教育の実施，及び現地にお

ける復旧作業へのバックアップ体制の完備等が該当する。

3.5 施設運用におけるTCO最適化手法の検討
運転管理サービスにおいては，安全性を優先すること

も重要であるが，施設全体の運営の効率化及び健全化を

図ることが望まれている。ここでは，この様な要求に対

する施設運用におけるTCO最適化手法を紹介する。

（1）統合管理センターを活用した運転管理

1988年に監視制御システムに対し，24時間，遠隔か

ら保守を行うRMS（Remote Maintenance Support

system）を開始し，その後，情報処理システムに対

しても適用範囲を広げ，サービス体制の強化，充実

を図ってきた。

この既存インフラ，体制を，遠隔監視を伴う運転管

理業務に適用させることにより，24時間の効率的な

運転管理を実現する。

（2）データに基づいた効率化提案

日常の運転管理，維持管理業務における巡視点検

データ，機器管理データなど各種データを統計的に

処理し，解析することで設備や機器単位での劣化状

況を把握する。

通常施設単位で一括して実施される定期点検業務に

対し，機器単位で保守点検周期を設定するなど，保

守点検費の削減など効率的な維持管理業務を行う。

（3）監視制御システムを含めた運転委託方式の検討

監視制御システム，広域統合監視システムは，オー

プン化，ネットワーク化を背景に，汎用性の高い装

置が採用される傾向にある。データ処理用サーバの

管理業務等を含めてシステムを一括し，運転管理業

務に含めることでシステム維持管理費の低減が期待

でき，効率的な運転管理を実現する。

4. お わ り に

上水道のサービスにおいては，役務提供型のサービス

から，運転管理業務の全面受託といった受託型サービス

に対する取り組みが話題の中心になっている。今後は，

水道の自由化（民営化）に向けた官と民とのパートナー

シップに基づく業務運用が検討される中，サービスは，

より一層多様化し大きな広がりを見せるであろう。

当社は，これまで培われた“Know How”，“ITツール”，

“サービス体制”を3本柱に，保守・保全業務，運転管理

業務の効率化，品質の向上に努めるよう考えている。

また，運転管理業務の受託に向けて，O&M研究会への

参画や，運転管理業務を受託するのに必要な人数の水道管

理技術者登録を既に済ませるなど，体制を整備している。

その中で,お客様に対しては，施設の運営におけるTCO

（Total Cost of Ownership）の最適化，TVO（Total Value

of Ownership）の向上を実現する提案を実践していきたい

と考えている。
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