水道技術研究センターは、水道の未来のために活動しています

私たちは、調査研究、技術支援、普及活動等を通じて、日本と世界における水道事業の諸課題の解決に向けて

2022

活動しています。その活動の発展のためには、事業体、民間企業、行政機関、学界、非営利活動団体、あるいは

水道水を利用する方々等、国内外の多くの関係者との連携が必要です。水道の未来を切り拓くため、この連携の
場への皆様のご参加とご協力をお願い申し上げます。

理事長

安藤 茂

JW R C これまでのあゆみ
1988
1991

（社）水道浄水プロセス協会を設立
初の浄水共同研究プロジェクト「MAC21」始動（～1993）

1996

水道管路技術センターと水道浄水プロセス協会を合併し、
（財）水道技術研究センターを設立

2000

膜ろ過浄水施設維持管理マニュアルの発行

2010

浄水技術ガイドライン2010の発行

2012

世界的な水道関係団体ネットワーク「Watershare®」に加盟

2017

2021

c

d

e

f

財団法人から公益財団法人へ移行

2015

2020

b

初の管路共同研究プロジェクト「Epoch」始動（～2004）

2005

2019

a

浄水技術ガイドライン2000の発行

2002

2018

公募型実証研究支援事業 「A-IDEA」創設

水道のスマート化に向けた研究 「A-Smart」始動

第9期浄水共同研究プロジェクト「A-Dreams」始動

紫外線水処理技術適用拡大プロジェクト「UV-ACE」始動

第7期管路共同プロジェクト「New Pipes」始動

新技術事例集「Aqua-LIST」掲載開始
第10期浄水共同研究プロジェクト「Aqua-MODELS」始動

数字でみるJW R C

調査研究
参加団体数

会員数

359
156団体

359
353

a. 第1回国際シンポジウム開会式

b. MAC21実験施設

c. (財)水道技術研究センター設立許可書受領

d. Epoch 野外実験施設

e. Watershare® 2019年次総会
f. A-Batons+説明会

※2022年1月末現在
発行図書数

359
176種

職員数

359
25人

公益財団法人 水道技術研究センター
〒112-0004

事業案内

（財）水道管路技術センターを設立
第 1 回水道技術国際シンポジウムの開催
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公益財団法人

水道技術研究センター
Japan Water Research Center

私たちは、
水道の未来を考えています。
水道技術研究センター （JWRC） は、さまざまな事業を、水道事業体、大学・研究機関、
民間企業等と連携して進めています。

水道の基盤強化に資する浄水システムの更新・再構築に関する研究
（Aqua-MODELS*共同研究）

現在、水道事業を取り巻く状況は変化しており、人口減少や施設老

朽化等の課題に直面していることから、適切な資産管理や広域連携の

推進といった水道事業の基盤強化が求められています。また、2050年

水道の基盤強化に資する管路の構築
及び情報活用に関する研究
（New Pipes 共同研究）

カーボンニュートラルの実現に向けて、施設の更新・集約再編等が望
まれています。

本研究では、維持修繕・更新、及び浄水場再構築を適切に行うため

の有用な情報の収集を行うとともに、その方策を提案することにより、

人口減少に伴う水需要の減少を考慮した効率的な管

水道施設を良好な状態に保ち、水道システムとしてのレベルアップを
図ることを目的としています。

プロジェクト発足式集合写真

*Aqua-Modernly and Optimally Designed, Efficient and Leading System
（最新・最適に設計された効率的・先端的システム）

2018年12月の水道法の改正により、水道事業者は、水道施設を良

好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならないこと

とされました。また、2020年7月の規制改革推進会議における規制改
革推進に関する答申では、「新技術を活用した具体的な点検方法や活
用事例、新技術の活用を前提とした発注仕様書の例をガイドラインや
事例集として、取りまとめる。」とされています。

これを受け、水道事業者の新技術の活用の取組みを支援するため、

水道施設の点検を含む維持・修繕に関する先端的、革新的、持続可能
な技術を情報収集及び調査し、有用性が高いものをリスト化し、水道

施設の維持・修繕に関する新技術事例集（Aqua-LIST）として、ホー
ムページ上で公表しています。

ム全体で水質の安全性確保や、経営の効率化が求めら

持向上を実現できる管理手法や情報の活用方法など

発見を目的とするシステム導入を目指し、監視すべき

頻発する自然災害に対する持続的な水道サービスの維
に適する管路網強化に関する研究」、「水道管路のリ

スク対応と付帯情報の効果的活用に関する研究」をメ
インテーマとして研究に取り組んでいます。
新技術の導入推進
新技術事例集取りまとめ
（新技術導入状況調査）
（Aqua-LIST）

厚生労働省

新技術の
積極的な
開発・掲載

新技術保有企業

JWRC

Aqua-LIST

新技術の
積極的な
活用検討

水道事業者

効果的な点検を含む維持・修繕の実施

Aqua-LIST概念図

公募型実証研究
（A-IDEAプロジェクト）

水道事業者が抱える課題の解決につながる民間企業

れています。そこで、水質変動や異常時における早期
水質指標の特定や水質指標監視技術の開発を行い、当

該技術を組み込んだ水道システムの評価や改良点等を
まとめていきます。

水道の国際比較
水道料金や浄水処理、スマート水道メーターの利用

の技術開発を支援することを目的として、水道事業者

状況など、日本の水道事業の改善や向上につながる先

から公募し、実証フィールドの確保を行っています。

た、浄水処理やマッピングシステムの利用など、国内

のフィールドで実証を行う必要がある研究を民間企業

また、学識経験者等による実証研究への指導や助言、
成果確認を行っています。2022年1月1日現在で、4件
の実証研究成果確認登録がなされています。

水道のスマート化に向けた研究
（A-Smartプロジェクト）

ICTを活用したスマート化が水道事業の課題解決に

貢献す るも のと 考え 、2017 年から 産官 学が一 体と

なったA-Smartプロジェクトを発足し、データの利活

用などについての検討、スマート水道メーター導入に
係る付帯設備の仕様（骨子）などについての検討、共

同検針などについての検討を実施しています。
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水道事業に携わる職員が減少しており、水道システ

路の構築手法、少ない職員での効率的な維持管理手法、
様々な手法を確立するため、「人口減少下の維持管理

水道施設の点検を含む維持・修繕に関する新技術事例集
（Aqua-LIST）

水道の基盤強化に資する技術の
水道システムへの実装に向けた研究
（厚生労働科学研究費補助金による研究）

進諸国の情報を取りまとめて随時発信しています。ま

水道事業のセールスポイントを英訳して海外に紹介し、
日本の国際貢献活動や海外展開の一助となることを目
指しています。

浄水施設等に関する技術支援
浄水施設に用いる設備等について、技術評価とその

認定を行っています。設備等の普及推進とともに、設

備選定時における選択基準を事業体に提供しています。
 水道用膜モジュールJWRC仕様適合認定：登録数 14

 紫外線照射装置JWRC基準適合認定：登録数 135
 浄水用設備等技術認定：登録数 173
 浄水施設等技術評価：登録数 1

（2022年1月1日現在）
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技術のチカラで貢献します。

JWRCは、膜ろ過技術・紫外線技術の導入から発展まで、日本の水道界を牽引しています。

膜ろ過浄水施設数の推移

2020

膜ろ過施設維持管理マニュアル2018を発行、

2018 UV-LED審査基準を制定
2015

地表水以外の水への適用における紫外線
2009 処理設備維持管理マニュアルを発行

紫外線浄水施設数の推移

水道における紫外線処理設備導入及び
維持管理の手引き～導入編～を発行

膜ろ過施設導入
ガイドラインを発行

938 施設

A-Batons+

（浄水技術継承支援システム※）

利用者

募集中
です

A-Batons+ (エーバトン プラス) は、産官学共同研究A-Batonsで構築し
た浄水技術の継承・人材育成を支援するためのICTシステムであり、
2021年9月に終了した産官学共同研究A-Dreamsにおいて、本システム
のさらなる充実が図られました。人材育成や研修等にも役立つものと
なっており、e-ラーニング教材には動画やアニメーションといった工
夫も施されています。

浄水技術継承支援システム（A-Batons+）

浄水技術データベース

？

浄水技術学習プログラム

技術継承評価ツール

浄水処理の e-ラーニング
教材と参考資料

技術継承の客観的な
現状評価

！

膜ろ過浄水施設維持管理

2005 マニュアルを発行

543 施設

膜ろ過高度浄水施設

2001 導入の手引きを発行

425 施設

小規模水道における膜ろ過施設
1994 導入ガイドラインを発行
産官学共同研究のプロジェクト

1991 で膜ろ過浄水設備を実用化

136施設

7 施設
浄水処理の課題解決に向けた
ハンドブック・ツールの作成

過去に実施したプロジェクトの成果物として、多くの

基幹管路の再構築促進ツールや
管網の再整備プロセスの作成

2021年3月まで実施したPipeΣプロジェクトでは、人口

浄水処理や維持管理
の ノウハウを蓄積

※ 2022年4月からの有料化に伴い、ご利用には手続きが必要となります。
詳細はログイン画面をご参照ください。
URL：https://abatons.jwrc-net.or.jp/main/.s1/login

水道業務をサポートします。

これまでの研究成果は多岐にわたっており、さまざまな水道業務への活用が期待されます。

大規模自然災害の予防・対策に関する
手法の開発

想定される大地震や多発する異常気象への対策として、

水道事業ガイドライン（PI）を活用した
現状分析ツールの開発

水道統計のデータを基に、簡単にPIを分析・評価でき

ハンドブックやツールを作成しています。2018年10月か

減少に伴う水需要の減少や管路施設の老朽化への対策と

「浄水施設簡易耐震診断の手引き」や「高濁度原水への

るツールを作成しています。選択するだけで全水道事業

における様々な課題に対して、技術を主軸とした課題解

要の変動に対応した管路網の再整備プロセスを作成しま

います。

を行うことができ、事業体の現状を容易に把握できます。

ら3年間にわたり実施したA-Dreamsプロジェクトでは水道

決の入り口を提供する事例集の作成や浄水技術継承支援
システムのアップグレードを図りました。
＜産官学共同研究＞

 自然・社会条件等の変化による浄水障害への対応の手引き

 膜ろ過施設維持管理マニュアル2018
 膜ろ過技術の活用事例集

して、基幹管路の再構築を促進するためのツールや、需
した。また、ICTを活用した効率的で新しい管網管理の手

対応の手引き」など、様々な手引き・報告書を発行して
また、応急給水に利用できる浄水処理装置の紹介資料

法を提示しました。

をWeb上で公開しています。災害に備えて、各種の応急

 適正な管網構築のプロセスの提示

化に伴い漏水事故が発生しつつある海底送・配水管の対

 施設の統廃合に伴う基幹管路の再構築促進ツール
 JWRCホームページより他分野のICT情報を提供

体の過去6年分のPIの表示や、類似事業体との比較分析等

給水装置の仕様を確認することが可能です。更に、老朽
応・管理に関する事例集の作成に取り組んでいます。

 浄水技術継承支援システム（A-Batons+）

 将来を見据えたスマートな浄水システムの構築
～要素技術・システムによる課題解決事例集～

＜UV-ACEプロジェクト＞

水道情報活用システム標準仕様審査
業務

 水道における紫外線処理設備導入及び維持管理の
手引き

「水道情報活用システム標準仕様」は、CPS／IoT技術

を用いた水道情報活用システムのルール規程書で、不断
の見直しが求められます。令和2年度より、JWRCでは審

査委員会を設置し、本仕様に対する標準仕様研究会
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技術情報シート（出典：基幹管路の再構築促進ツール）
A-Dreamsプロジェクトのパンフレット

高濁度原水への対応の手引き

（ユーザー団体）からの改定要求を受け付け、改定要求
に対する審査を行っています。
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一緒に課題を解決しませんか？

研修会・講習会開催状況（2021年度）

水道界の抱える課題解決の糸口となるよう、多彩なプログラムを日本各地で開催しています。
水の未来と真剣に向き合う水道関係者の参加をお待ちしています。
また、一部イベントについては、オンラインでの開催も行っています。

研修会等を

専門的な
技術力向上

水道技術セミナー

膜ろ過浄水施設研修会
紫外線処理設備研修会

受講者の知識習得を目的と

膜ろ過浄水施設、紫外線処

水道事業体間
の人脈形成
水道技術
ワークショップ

水道事業体職員を対象に、

して、行政・学界・水道事業

理設備に関する技術力向上の

業務上の課題改善の支援や人

施設視察を実施します。

催地近隣の浄水場での現場研

て、講習や意見交換、現場見

体等による講演や事例発表、

会 員：会員価格
非会員：通常価格

支援を目的として、講義や開
修を実施します。

会 員：会員価格
非会員：通常価格

回開催

989

（うち1回はWeb併用、4回はWebのみの開催）

第16回水道講座

水道全般の
知識習得
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受講者数は

名（延べ）

第15回水道講座

UV-ACE成果報告会

脈形成の場の提供を目的とし
学・実務体験等を実施します。
会 員：無料
非会員：無料

管路技術ワークショップ

研究成果の
普及
JWRC
水道技術講習会

JWRCの研究成果の普及と

JWRC
水道講座

若手水道実務者が抱える課

研究成果報告会等
共同研究プロジェクトの成

活用を目的として、これまで

題を解決するヒントとなるよ

果報告会やスマート水道メー

をもとに講習や意見交換を実

る具体例も交えた講義や意見

究成果の報告会を都度実施し

JWRCが行ってきた研究成果
施します。

会 員：無料
非会員：無料

う、実務経験豊富な講師によ
交換を実施します。

会 員：無料
非会員：企業のみ有料

JWRC会員サービスのご案内

研究成果の
報告

若手実務者の
課題解決

ターフォーラム等、最新の研
ます。

会 員：無料又は会員価格
非会員：無料又は通常価格

会員価格での販売

研究成果報告書やマニュアル
等を発刊時に無料で入手し、以
降は会員価格で購入できます。

水道ホットニュース

水道技術相談室

水道技術に関する様々なお悩
みや困り事について、無料で相
談をお受けします。

水道技術ジャーナル

国内や海外の水道に関する最
新情報を、登録されたメールア
ドレスへ定期的にお届けします。

水道技術の特集やQ&A、世界
の水道情報等が掲載された
ジャーナルを年4回送付します。

共同研究への参画

講師・委員の派遣

JWRCが実施する産官学によ
る共同研究プロジェクトに参画
することができます。
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第33回水道技術セミナー

水道技術の専門家として、研
修会への講師派遣や各種委員会
への委員派遣をお受けします。

講習会・研修会

講習会や研修会を優先的に受
講できます。また、有料のもの
は会員価格で受講できます。

最新技術の情報提供

スマート水道メーターやPI等
のJWRCが進める研究の技術資
料をいち早く入手できます。

皆様のご入会を
お待ちしています。
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