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要 旨
近年の世界的な人口増加及び都市部への人口集中により水資源の需給が逼迫すると予想されており、一方で多くの国では
配管などの水道インフラの老朽化が進んでいます。このような状況下で、希少な資源である水資源を有効利用し、高品質
の水を安定かつ低コストで利用者に供給するため、水道インフラ向けの新たな技術が求められています。NECグループは
英国のインペリアル大学と共同で、水道インフラの運用を効率よく行うため、ICTとセンシング及び水理モデリング技術を
活用したスマートウォーターマネジメントシステムの研究開発を行っています。本稿では、その取り組みについて紹介します。

センサ／ビッグデータ／データ収集／分析／仮想モデリング／制御／水道／インフラストラクチャー／

Keyｗords

劣化／老朽化／水需要

スマートウォーターマネジメント研究のきっかけは、水道イ

1. はじめに

ンフラの管理運用を効率よく行いたいとのお客様からの要

地表にある利用可能な水は地球上に存在する水の 0.01％

望でした。水道インフラの老朽化や負荷の増大により、維

で、希少な資源です。今後、世界的な人口増加で水の需給

持・更新費用が増加する一方で、水道を利用するお客様か

の逼迫が予想されます。

らは、高品質の水を低価格で提供して欲しいとの要望があ

水道インフラは、水源からの取水処理、水質を高める浄

ります。
この課題解決に向け、ICT（情報通信技術）を活用し、

水処理、利用者に水を届けるための配水処理、使用した水
を浄化して水源に戻す下水処理など、大規模かつ多くの工

水道インフラを電子データでモデリングして電子的に最適な

程から構成されます（図1）。この運用には、専門知識と経

制御を施せば、水道運用管理を効率化できます。これによ

験を持つ技術者が多数必要です。そのような熟練した技術
るなかで、今後、水道事業規模の拡大に応える専門技術者
の不足が危惧されます。また、多くの国では配管を含む水道
インフラの老朽化が進んでいますが、一方で都市への人口
集中により水需要量が増加し、水道インフラへの負担は増
えており、その維持や更新、増設に必要な費用が増加します
（図 2）。
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世界の水道インフラ維持コスト試算
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り維持・更新費用を抑制することができ、老朽化と負荷の

になるため、本共同研究において英国の老朽化した水道イ

増大が進むなかでも、水道料金を上げることなく高品質な

ンフラに対して成功を収めることができれば、その技術を世

水を提供することができるのではないかとの着想から研究

界へと展開することが可能となります。

に着手しました。
2.1 英国の配水網構成
英国では漏水低減のため、DMA（District Meter Areas）

2. 英国インペリアル大学との

と呼ばれる配水網構成が広く用いられています（ 図 4 b）。

スマートウォーターマネジメントの共同研究

DMAは配水網を小さなエリアに分割するものであり、エリア

NEC は 2012 年より、インペリアル大学と共同で、新たな

ごとに夜間の水使用量を監視して、設定された閾値と比較す

コンセプトに基づく配水ネットワーク制御の研究プロジェク

ることにより、どのエリアで漏水が起きているかを判断する

トを開始しました。これは最適な圧力制御、漏水マネジメン

ことができます（図 4 a）。一方、本構成の主な欠点には、シ

ト、システムのレジリエンス（障害許容力）向上のため、配

ステムの冗長性が低下するので障害に対する許容力が低く

水網トポロジの構成変更を動的に行う適応型のシステムで
す。この研究は、弊社のICT、クラウド/ビッグデータ技術

Smart water management for the world

やセンシング技術とそれらのノウハウ、インペリアル大学の
水理学分野のモデリングやセンシング、モデルに基づく大規
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み合わせるというものです（図 3）。

Valuable informaon

英国の水道事業者は世界で最も古い水道インフラを運用
しています。例えば、ロンドンの水道管の約 50％は設置か
ら100 年以上、約 30％は 150 年以上経過しています。この
ような条件下で、増大する都市人口と水需要に水道料金を
上げずに対応することは、世界でも例のない挑戦です。し
かし、世界の多くの都市は今後同様の問題に直面すること
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Remote water pressure control

Water quality & pressure sensor, local data

インペリアル大学との共同研究
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a) 漏水検知のための配水網のDMAへの分割。
需要の小さい深夜時間帯
（2AM-4AM）
に適用される。

図4

b) 複数のDMAを結合して大きな1つの範囲として制御する。
深夜を除く時間帯
（4AM-2AM）
に適用。

配水網の動的構成変更
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なること、事故発生時の対応が困難になること、水質の低下

2.3 振動センサで水道管の破裂予兆を捉える

につながることなどが挙げられます。今回の共同研究におい

インペリアル大学の水道実 験設備を使用して、水圧を

ては、動的に構成変更可能な配水網をコンセプトの1つとし

徐々に高め、振動センサで水道管の破裂予兆を捉える実験

て掲げています。

を行いました。水道管に設置した振動センサから出力され

このコンセプトは DMAの漏水検知の利点と、大規模配

る振動振幅の電気信号が徐々に増加し、やがて破裂に至り

水網の利点である高い冗長性、信頼性、障害許容力を兼ね

ました。この信号の増加は水道管の破裂予兆の信号と解釈

備えています。また、本共同研究では新たな遠隔測定用機

することができ、振動波形を観察することで、破裂前の水道

器として、水の動的な状態変化を観察するための多機能ネッ

管の早期交換につながることが期待されます（図 5）。

トワークコントローラを開発しています。また、配水網の動
的構成変更や圧力制御向けに計算効率が高い最適化手法

2.4 バルブの開閉による水圧と振動の変化の把握
新開発のセンサユニットを実際の水道管に設置し、水圧

も開発しています。更にインペリアル大学では、都市の高密
度な配水網の一部を使用した実証試験により、センシング、

調整バルブの急激な開閉操作により生じた、水圧と水道管

データ分析、制御技術の開発や、技術のもたらす効果の確

の振動波形データを収集する実験を行いました（図 6）。水

認を進めています。

圧波形変化に応じた振動波形が得られました。水圧の急激
な変化は水道管に大きな機械的負荷を与え、劣化・老朽化

2.2 水道インフラの健全状態や水の流れを見える化
水道インフラを効率よく運用するために、はじめに、水道
インフラの状態と水の流れの正確な把握が必要になりま

の進行に至ることが推測されます。センサによる状態把握
により、老朽化した水道インフラをいたわりながら、ポンプ
やバルブを最適に運転することが可能になると考えます。

す。水道インフラは広域にわたり地中に埋設されているた
め、目視によるリアルタイムでの状態把握は困難です。ま

2.5 仮想モデリングで水道インフラをスマートに運用

た、これまで動的な水の状態の測定や解析はできていませ

ビッグデータ技術を応用し、センサで収集したデータを分

んでした。そこで、水の流れを検知する水圧センサと、水道

析することで、水道インフラの仮想モデリングを行えます。

インフラの健全状態を検知する振動センサを搭載したセン
サユニットなど、新たなセンシング方法を開発しています（写

真）。この技術の特長は、高感度、高時間分解能、広周波
数帯域できめ細やかにデータ収集ができることです。これ
まで捕捉できなかった水圧の急激な変化の波形データもリ
アルタイムで収集、分析が可能になります。

破裂した水道管
破裂前に振動振幅が増加

図5

破裂前の振動信号変化
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これは、実世界の水道インフラや水の流れを数理モデルで
記述しようとするものです。水道網を通信網に見立て、遠隔

水撃発生

水撃抑制

従来手法

提案手法

からポンプやバルブなどを電子制御し、効率よく水道インフ
ラを運用する試みです。老朽化した水道管の破裂を回避し
て水損失をなくし、利用者の需要量に必要十分な水量を届け
る無駄のない水道インフラの運用が可能になります（図 7）。
また、水圧バルブの電子制御で配水経路を変更し、水需
要の高い利用者に個別に十分な量を配水することで、水の

図8

バルブの精密制御による水撃の抑制

作りすぎをなくして設備投資を抑制することもできます。
象、イベント、時間帯、季節など多数のデータから、利用者
の水需要を予測して最適な運用計画を導く研究にも取り組

2.6 水道網の制御シミュレーション
水道インフラの仮想モデリングを利用し、シミュレーショ

んでいます。

ンでポンプやバルブを運転するアルゴリズムを導き出す研究
を紹介します。我々が開発しているモデルは、水の流れの
動的な変化、過渡状態も表現できる高精度なものであり、本

3. むすび

モデルを用いることにより、従来よりも高度な水道網制御が

本稿では、水資源の有効活用をICT で実現するスマート

可能となります。例としてポンプ、水道管、水圧バルブから

ウォーターマネジメントの研究開発の取り組みについて紹介

構成される水道インフラモデルに、急激な水圧変化の衝撃

しました。

波形を入力した場合を示します。バルブをきめ細やかに開

最近は、リアルタイムにデータ収集が行える高感度で安

閉する制御信号を与えることで、水圧衝撃波形を干渉させ、

価なセンサが市場に登場しています。また、インターネット

衝撃を抑制することが可能になります（図 8）。

の普及により、世界のどこでもデータを送受信できる環境が

更に、NECグループではビッグデータ技術を応用し、気

整い、更にコンピュータの仮想化、通信ネットワークの SDN
化、ストレージの仮想化といった ICTインフラの有効活用
技術が進展しています。将来、土木分野やICT分野など異
分野の技術や概念が融合し、実世界にある社会インフラそ
のものが ICT でデータ化・仮想化され、正確なデータ分析

タンク

と制御で、最良な運用ができるスマートな世界が到来すると

ポンプ

考えています。

正常

バルブ

今後も、弊社はグループ企業やパートナー会社と協業しな
がら、社会の課題をICT で解決する研究開発を精力的に進

劣化：中

めてまいります。

劣化：大
配水区域

破裂
危険度大
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水道インフラのモデル化と経路変更による
破裂回避
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