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はじめに1

　1.1　NJSの取組み

　㈱ NJS は、2018 年２月に、事業環境の変化や
技術開発の取組みを勘案し、中期経営計画の改訂
を行いました。
　新計画では、社会経済のグローバル化・デジタ
ル化の急速な進展を踏まえて、事業の基本方針
に“水と環境の Consulting ＆ Software”を掲げ、
今後とも水と環境のフロントランナーを目指すこ
ととしました。
　日本の上下水道事業は、水道普及率は 98％、
下水道普及率は 79％（汚水処理普及率は 91％）
に達し、管理運営の時代を迎えています。昨今の
災害の激化・甚大化や人口減少を受けて、災害対
策の強化・事業の効率化・老朽化施設の的確な改
築更新などの課題への対応は“待ったなし”となっ
ています。
　災害対策については、防災・国土強靱化などの

ハード対策に加え、IoT・AI 等のデジタル技術
を活用したタイムリーで的確な情報提供によるソ
フト対策の展開が注目されています。
　事業の効率化については、上下水道事業ともに
広域化や官民連携事業の取組みが強まっていま
す。今後ますます多様な形態の事業改革が全国的
に展開されることとなるでしょう。
　老朽化施設の的確な改築更新については、ライ
フサイクルを通したインフラ管理により事業全体
の効率化を図ることが求められており、そのため
に、ドローン等新たなイノベーションツールの開
発や IoT・AI 等デジタル技術の活用が重要となっ
ています。
　NJS は、1951年の創業以来、水と環境のコンサ
ルタントとして上下水道事業の進展に貢献してきま
したが、1990 年代から、管理の時代を見据えて、
関連するソフトウェアの自社開発にも注力してき
ました。これらの技術とノウハウを生かして、デ
ジタル時代に対応した上下水道事業の推進に取り
組んでいます。また、今後、「デジタルトランス
フォーメーション」の動向を見据えつつ、「イン
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フラ管理ビジネスの構築」に力を注ぐ予定です。

　1.2　ライフサイクルを通した管理の実現

　高度成長期に整備した施設の老朽化が進行して
おり、老朽化対策は最も緊急性を要する課題です。
老朽化した施設の点検調査から最適な修繕・改築
の実施、運転管理まで、ライフサイクルを通した、
効率的な管理を実現する必要があります。
　NJS では、インフラのライフサイクルを、点
検調査、解析診断、修繕改築、運転管理、災害対策、
運営管理の六つのステージで捉え、それぞれのス
テージに対応したコンサルティングサービスとソ
フトウェアを開発・提供しています。また、管路
等閉鎖性空間点検調査用ドローンなど関連ツール
の開発と事業化、BIM ／ CIM による生産性向上
を推進しています。
　NJS が展開している主要ソフトウェアとツー
ルを図－１に体系的に示します。

　1.3　ソフト・ツールの全容

　図－１に示す当社のサービスやソフトウェア、
ツール類は、上下水道以外
のインフラ管理にも適用さ
れるよう、汎用化を図って
います。このうち、新たに
開発したソフトウェアのな
かから、以下の３ソフトお
よびツールについて、３回
にわたり、順次、紹介して
いきます。
⑴　「SkyManholeR」
　都市型水害等の雨水対策
モニタリングソリューショ
ン

⑵　「ConnectedCollector」
　IoT センサーによる設備
状態監視システム。クラウ
ド型システム

⑶　「AirSlider」
　管路等閉鎖性空間の点検調査用ドローン

　これらは、今後の「デジタルトランスフォーメー
ション」による下水道インフラマネジメントの改
革を進めていくための技術の核となるソフトウェ
アとツールです。いずれもインターネット等ネッ
トワークにつながり、革新的なイノベーションを
起こす可能性を持つ「コネクティッドシステム＆
ツール」です。
　今回は、第１回として、IoT センサーシステム

「SkyManholeR」をご紹介します。

IoT センサーシステム
SkyManholeR2

　2.1　SkyManholeRとは

　S
ス カ イ マ ン ホ ー ル
kyManholeRは、マンホールを活用した下水

管内の水位等を低コスト・広範囲にモニタリング
する、富士通㈱および富士通九州ネットワークテ
クノロジーズ㈱と共同開発した IoT センサーシ
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ステムです。頻発する局所豪雨などの都
市型水害や雨天時浸入水による雨天時増
水をリアルタイムモニタリングし、当社
クラウドシステム S

スカイスクレーパー
kyScraperRのデータ

解析機能により、管路施設の最適化を推
進します（図－２）。

　2.2　SkyManholeRの特徴

　SkyManholeRは、マンホール蓋に専
用アンテナと通信装置（以下、センサー
ノード：外形寸法 160 × 160 × 43㎜）を
組み合わせた IoT センサーシステムとし
て、２種類の観測方式に対応しています。下水管
内の水位を常時監視できるリアルタイム観測と調
査業務等での短期間観測するオフライン観測の
モード切替えが可能です。オフライン観測方式で
は、観測地点の変更が柔軟に行えます。主な特徴
を以下に示します。
①　低消費電力・長時間稼働
　LPWA（LowPowerWideArea）の活用、管内
水位に応じた通信頻度の切替えによる低消費電力
化により、約３年間のバッテリ駆動を実現。
②　広範囲の水位情報収集
　マンホールから受信アンテナ（中継機または
ゲートウェイ）まで約１㎞の無線通信が可能であ
り（専用マンホール蓋使用時）、地上部の中継機
により伝送距離を延伸でき、広範囲な水位情報の
収集が可能。
③　低コスト・短期導入
　マンホールごとの電源工事等が不要となり、低
コスト・短期間導入が可能です。また、中継機ま
たはゲートウェイまでの通信費用が不要となり、
ランニングコストを低減。
④　高セキュリティ
　インターネット（公衆回線）を使用しない、独
自の伝送方式であるため、高いセキュリティを確
保。
⑤　観測方式の切替え
　リアルタイム観測とオフライン観測のモード切
替えが可能。

⑥　クラウドシステムによるデータ管理
　当社クラウドサービス（統合型インフラ管理ソ
フトウェア：SkyScraperR）との連携。

　2.3　システム構成

　SkyManholeRのシステム構成は、センサー
ノードのモード切り替えにより、リアルタイム観
測とオフライン観測の二つのシステム構成が選択
できます。観測地点の検討段階には、オフライン
モードで水位観測を行い、観測地点決定後にリア
ルタイムモードへ切り替える等、柔軟な構成変更
が可能です。観測データはどちらの構成でも共通
してクラウド管理が行え、関係者間での迅速な情
報共有が行えます。
⑴　リアルタイム観測
　リアルタイム観測では、水位情報等を常時監視
することが可能となるため、局所的集中豪雨によ
る都市型浸水リスクを早期に検知し、警戒態勢構
築の迅速化や雨水対策施設の最適な運転支援に活
用できます。

⑵　オフライン観測
　オフライン観測は、既設のマンホール蓋を開け
ることなく、蓋裏のセンサーノードに蓄積したセ
ンサーデータを地上部からタブレット端末等に
よって収集することができます。中継機または
ゲートウェイの設置が不要なため、雨天時浸入水
発生箇所の絞込みなど広範囲の調査業務で活用で

図－２　モニタリング画面例
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きます。システム構成を図－３に示します。

　2.4　調査業務での活用事例

　本装置の活用事例として、不明水調査と浸水対
策検討業務においてオフライン機能を使用し水位
観測を実施しています（図－４）。不明水調査業
務の例では、６ヵ所× 60 日の水位観測を行い雨
天時の浸入領域の絞込みを行う業務でしたが、水
位観測開始後約 30 日で 20㎜／日を超える降雨が
数回あり、雨天時増水の特性を概ね把握できたた
め、観測地点を移し残り 30 日の観測を実施して
います。
　このように調査業務で活用する際は、出水期の
限られた期間内に効果的に調査を進める必要があ

るため、設置方法は簡易なものとし、計測データ
をクラウド側で速やかに解析し、迅速に意思決定
することが重要になります。
　そのため、SkyManholeRのセンサーノードを
既設マンホール内のタラップ等に設置し、タブ
レットやパソコンを使用して、マンホール蓋から
30 ｍ程度まで近づきデータ受信を行います（専
用蓋ではないため安定した長距離伝送は困難）。
タブレット等に蓄積されるデータを専用ソフトの
送信機能により、クラウド側にデータ伝送し、管
内水位やマニング式による流量換算値等を関係者
間で速やかに情報共有できます。
　データ受信の際は、マンホール内での作業が発
生しないため、降雨時でもデータ受信が可能です。

図－４　調査業務での活用

図－３　システム構成
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また、水位計は管径の大小、測定範囲等により２
センサーから選択可能です。仕様概要を表－１に
示します。

　2.5　モニタリングシステム（SkyScraperRI）

　モニタリングシステムは、SkyScraperRの機
能（SkyScraperRI）により、リアルタイム・オ
フラインの両手法のデータを共通で管理すること
が可能です。
　リアルタイム監視の際は、設定した閾値による
アラート機能（地図上色分け表示、メール送信、
パトライト表示等）に対応しており、浸水リスク
の早期検知、警戒態勢構築の迅速化やポンプ施設
等の雨水対策施設の最適運転に活用することが可
能です。
　調査業務での活用（オフライン観測方式）の
際は、管路データを地図上に設定し GoogleMaps

の機能（ストリートビュー、施設登録機能など）
を使用して、観測地点の検討を行うことができま
す。蓄積された水位データをもとに調査報告書の
作成が可能です。雨天時浸入水の調査の際には、
晴天時汚水量を設定することで、系統別の雨天時
増水量や増水率を簡易解析します。観測地点の移
動判断など、管路施設のモニタリングに係る意思
決定の迅速化や管内作業の低減等、生産性を向上
します。

雨水対策関連ソフトウェア
との連携3

　3.1　SkyScraperR機能連携

　SkyScraperRには、国土交通省の XRAIN や
地上雨量計、幹線水位等のデータ収集・蓄積・
解析する「雨量情報管理（RainManagement：
RM）」 や デ ィ ー プ ラ ー ニ ン グ を 含 む 機 械
学習を用いた解析機能を有する「機械学習

（MachineLearning：ML）」 を 雨 水 対 策 関 連
ソリューションとしてサービス提供していま
す。現在、関連する機能の共通化を進めており、
SkyManholeRを含む各ソフトウェアで収集する
データを共通利用でき、機能連携が柔軟に行える
ようになりました。各ソフトウェアの機能概要に
ついて、ご紹介します。

　3.2　雨量情報管理（SkyScraperRM、図－５）

　局所的集中豪雨による都市型浸水のリスクが増
大するなか、浸水被害の軽減を図ることや浸水要

図－５　SkyScraperRM機能例
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表－１　水位計仕様

項　　目 センサー１ センサー２
測定範囲 10 ｍ ２ｍ
測定精度 ± 0.3％ F.S. ± 0.1％ F.S.
環境条件 －２～ 50℃ －２～ 60℃
概略寸法

長さ、直径 115㎜、30㎜ 185㎜、17.5㎜

費　　用 廉価 小口径標準価格

イメージ
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因の検証などを目的として、雨水対策に係る情報
を統合管理するソフトウェアの必要性が高まって
います。
⑴　期待される導入効果
◦　浸水被害の軽減
　ゲートや雨水ポンプ等の効率的な先行待機およ
び、浸水時の速やかな稼働を可能とし、浸水被害
軽減を図ることができます。
◦　警戒態勢構築の迅速化
　浸水の恐れがある場合の職員待機や参集の判断
に活用できます。
◦　緊急対策の迅速化
　浸水危険地区等での土のう配備、流水阻害物除
去等の適切な対応の迅速化へ活用できます。
◦　対策優先度の明確化
　蓄積したデータによる精度の高い浸水要因の検
証が可能となり、雨水吐からの年間放流回数の推
定値とともに活用することで、ハード対策の優先
度の検討に活用します。

⑵　機能概要
①　リアルタイム配信
　XRAIN（250 ｍメッシュ）の雨量情報を排水
区別等で集計し、リアルタイムに地図上に配信し
ます。流達時間の設定により、雨水対策施設等へ
の流入量の簡易予測が可能になります。
②　簡易解析機能
　浸水被害や雨水吐室からの放流状況等と雨量と
の関係を閾値として設定することにより、リアル
タイムに浸水危険度や雨水吐放流回数を推定する
ことが可能です。
③　施設運転監視
　雨水対策施設の湛水量の把握や雨水幹線等の放
流先河川水位等の施設運転に係る監視が可能で
す。

　3.3　機械学習（SkyScraperML）

　NJS では、日々蓄積される施設運転等のデジ
タルデータを有効活用し事業課題の解決を支援す
る機械学習を用いた解析技術の開発に取り組んで

います。
　雨水対策に係る技術開発として、雨水ポンプ場
の流入量予測や雨天時浸入水発生箇所推定をこれ
まで実施してきましたので、適用例についてご紹
介します。
⑴　雨水ポンプ場の流入量予測
　対象施設は、貯留機能を有する雨水幹線で５
台のポンプで全量排水するものです。2013 年～
2016 年の３ヵ年の実績データ（降雨量、流達時
間、浸透率、予測流入量、ポンプ運転、幹線湛水
量）で初期モデルをニューラルモデルで構築し、
30 分後の幹線湛水量の予測を 2017 年の実績デー
タにより精度評価を行いました。検証対象とした
時間最大 50㎜／ｈ以上となる降雨に対して、実
測値と予測値を比較して誤差率が 10％を下回る
結果が得られました。
　継続して機械学習モデルにデータを蓄積してい
くことで、流入水量の予測精度の向上が可能とな
り、大雨時の浸水被害の最小化や放流先水質や使
用燃料を考慮した最適な施設運転を推進できま
す。

⑵　雨天時浸入水発生領域のスクリーニング技術
　分流式下水道の汚水施設では、管路施設の老朽
化等により、雨天時に処理場やポンプ場への流入
水量が急激に増加する問題（雨天時浸入水）が生
じています。雨天時浸入水は、下水道施設に流入
する水量を増大させ、汚水管路からの溢水や処理
施設の負担を増加させるなどの問題を発生させま
す。これは下水処理費用の増大や公共水域の水質
悪化等の原因となることから、対策が強く求めら
れています。
　雨天時浸入水は、発生の可能性がある領域が広
域にわたることや調査データが膨大になることか
ら、発生箇所の特定が困難という課題があります。
　NJSでは、スクリーニング技術の一手法として、
AI を活用した技術開発に取り組んでいます。
　現地における流量・水位等の計測の前段階にお
いて、雨天時浸入水の全体的な傾向の把握や、現
地計測を行う場所を選定するのに有効です。
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①　システムの概要
　AI モデルの構築は、平成 29 年度にＴ都から受
託した人工知能等を活用した雨天時浸入水解析手
法の検討業務で実施しました。
　流域下水道管内処理区 3,530ha を対象とし、平
成 23 年度における雨天時浸入水の絞り込み調査
結果を基に構築したモデルです。
　AI モデルの入力情報として、雨天時浸入水に
関する流域特性を加えて初期モデルとし、直近の
降雨データを入力することで、AI モデルの最適
化を試みる処理フローとしました（図－６参照）。
　初期モデルは、小ブロック（２～５ha 程度）
の 250 ｍメッシュで解析し、降雨量と雨天時浸
入水率から算出した雨天時浸入水量と処理施設へ

の流入量（教師情報）を比較し差異を最小化する
ことで AI モデルの最適化を行いました。
　使用する雨量は、地上雨量計を使用し、ティー
セン法により処理分区ごとに平均雨量を整理し、
評価対象降雨は、４時間無降雨を１降雨とする総
降雨量が 30㎜以上の降雨としました。
②　AIモデル精度
　AI モデルの精度は、平成 29 年度の雨量と管内
水位や処理場流入水量により検証を行い、処理場
流入水量の総量が AI モデルによるアウトプット
と概ね一致していることを確認しています。流域
特性で複数パターンの精度を比較した結果、浸透
水量や降雨継続時間、民間開発団地との相関が高
い AI モデルとなり、流域下水道の接続点の流量

図－７　雨天時浸入水発生領域の絞り込み

図－６　機械学習による処理フロー

解析結果マップ絞り込みフロー

雨天時浸入水量をデータにより解析

•降雨
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•浸透浸入水
•晴天時汚水

雨天時浸入水
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地図上で対象エリアを選択し機械学習の初期モデル構築
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「処理分区～評価ブロック単位」
　でシステムに入力
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も概ね一致していることを確認しました。
　収集可能な情報を基に流域特性の変化に応じた
AI モデルを生成し、その解析結果を 50 ｍメッ
シュで検証することで、雨天時浸入水の発生領域
の精度向上が図られるものと考えています（図－
７参照）。

今後の展開4
　下水道事業が管理運営の時代を迎え、維持管理
の重要性が高まっていますが、一方では技能労働
者数が減少しているなかで、いかに下水道事業の
質を確保し永続的な市民サービスを提供していけ
るかは、デジタルトランスフォーメーションによ

る生産性の向上や AI 等を用いた施設管理に係る
情報分析力の向上が不可欠となっています。
　NJS では、水と環境のコンサルティングを通
じて、日々の業務で SkyManholeRを含む自社開
発ソフトウェアを活用するほか、関係機関との共
同研究や試行調査等を通じてソフトウェアの適用
性を高め、下水道事業を総合的に支援する ICT
ソリューションとして、引き続き技術開発を推進
したいと考えています（表－２）。
　下水道事業に係る多くの関係者とクラウド・IoT
ソリューション「SkyManholeR」、「SkyScraperR」
を通じて繋がり、上下水道事業における課題解決
に取り組んでいきたいと考えています。

表－２　NJSのソフトウェア開発の取組み状況

【ソフトウェア開発の取組み】
　NJS は、水と環境に係るインフラ管理システム
の構築を目指し、事業運営上の課題解決に貢献す
るソフトウェアの開発に取り組んでいます。1951
年より多くの上下水道事業体のコンサルティング
を行ってきた経験を活かし、1998 年より NJS 独
自でのシステムの開発に着手し、今日までに施設
情報の管理、災害対策、施設の運転管理、財務管
理の各分野を網羅した統合型ソフトウェアを開発
しています。
　デジタル技術の急速な進展とともに、当社の
ソフトウェア・情報基盤も進化を遂げ、平成 26
年より、開発コンセプトを統一し、製品名を

「SkyScraperR」と命名して、クラウドサービス
を本格化しています。現在、社内に約 40 名のシ
ステムエンジニアを有しており、これまで約 20
年間で 370 件の納入実績があります。

【統合型インフラ管理ソフトウェア】
SkyScraperRの特徴
◦　インフラ資産に係る情報の一元管理
　SkyScraperRの 12 製品のアプリケーションが
連携し、関連するすべての情報を一元管理します。
◦　財務情報の品質確保
　管路施設、処理場・ポンプ場の施設情報を固定

資産システムと関連付け、会計管理業務の正確性、
財務情報の品質を向上します。
◦　都市型水害等の災害への対応
　XRAIN、地上雨量計、管内水位等の観測情報
を基に浸水シミュレーションし、雨水対策施設の
運転最適化やタイムリーな情報共有により災害対
策を支援します。
◦　タブレット端末による現地調査
　タブレット用ソフトウェアで、現地での施設属
性・関連図書等の閲覧、情報入力等により、情報
管理を効率化します。
◦　アセットマネジメントの推進
　SkyScraperRに蓄積された施設情報を基に健全
度や劣化予測を行い、中長期的な更新需要の予測
とリスク評価を行います。
　予算制約等を基に、更新事業量とリスクをシ
ミュレーションし、最適な改築事業シナリオを選
定する等を行い、アセットマネジメントを推進し
ます
◦　堅牢かつ可用性の高い情報基盤
　国内２ヵ所のデータセンターにより、災害時に
も早期復旧が可能な可用性の高い情報基盤を有
し、セキュリティの専門家を配置・常時監視す
る体制を整備し、安全なクラウドサービス運営を
行っています。


