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2020 年 10 月 26 日（月）中国経済産業局長賞授賞　「クラウド型リアルタイム表示（特許第 6527660 号）」

 

 

小小松松電電機機産産業業  「「水水のの広広域域総総合合管管理理シシスステテムム  ややくくもも水水神神  ククララウウドド型型リリアアルルタタイイムム表表示示特特許許でで  

((社社))発発明明協協会会  中中国国地地方方発発明明表表彰彰受受賞賞  中中国国経経済済産産業業局局長長賞賞をを受受賞賞ししままししたた」」  

 
hhttttpp::////wwwwww..kkoouueekkii..jjiiiiii..oorr..jjpp//iinnddeexx..hhttmmll                              ２２００２２００年年１１００月月１１２２日日発発表表  

 
令和２年度中国地方発明表彰受賞者一覧 （敬称略） 

 
特 
別 
賞 

文部科学大臣賞 安原環境テクノロジー株式会社 
特許庁長官賞 ＪＦＥスチール株式会社 
中小企業庁長官賞 日本植生株式会社 
中国経済産業局長賞 小松電機産業株式会社  
発明協会会長賞 株式会社アサヒメッキ、奥野製薬工業株式会社、鳥取県産業

技術センター 
日本弁理士会会長賞 株式会社ダイセル 

 各県知事賞  
 各県発明協会会長賞  
 発明奨励賞  
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水神特許ご紹介 情報監視システム（クラウド型リアルタイム表示） 

 
 
 
現現場場のの計計測測デデーータタをを現現場場にに設設置置さされれたた情情報報端端末末のの負負荷荷をを増増大大すするるここととななくく情情報報監監視視シシスステテムムにに提提供供すするる手手法法  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 現場施設での情報を計測する計測装置と、センタ施設に設置され且つネットワークを介して計測装置と通信
可能なコンピュータ上で実行される受信プロセスと、センタ施設に設置され且つネットワークを介して前記情

報端末と通信可能なコンピュータ上で実行される送信プロセスとを備え、計測装置は、計測データを所定間隔

毎に受信プロセスに送信し、前記送信プロセスは、センタ施設に接続する情報端末に応じて起動され且つ上記

受信プロセスからの計測データを該情報端末に送信するシステムとなっており、情報端末が、センタ施設を経

由して、現場施設での計測データを取得するにあたり、一つの現場施設に対して、計測データの取得を希望す

る情報端末が増加しても計測装置の負荷増大が防止される情報監視システムを提供するものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こんなことができます 

技術の概要

図・写真 

特特許許番番号号//  特特許許第第 66552277666600号号  
特許登録日/ 2019.5.17 
審判番号/ 審判不服 2017-12477 
公開番号/ 特開 2015-26352 
出願番号/ 特願 2013-157206 
出願日 / 2013.07.29 
発明の名称/ 情報監視システム 
特許権者/ 小松電機産業株式会社 
代表発明者/ 小松昭夫、他 12名 
実施実績 /  有り 

【解決したポイント】 
クラウド型リアルタイム監視とは インターネット
経由で施設の監視が行えるシステム。 施設間の回
線に専用線やNTT回線を使用せずに監視画面の計
測値データが自動的に更新される監視システム。 

【従来の技術】 
一般的にリアルタイム監視を行うため

には中央監視装置を備えたシステムで

施設間の回線には専用線や NTT回線
を用いて行われることが多かった。  

発明者からのコメント 

本件特許の経過情報・権利者 

クラウド型リアルタイム監視装置

の基本技術として水神技術の根幹

を保護する存在となっています。 

2012年 9月 兵庫県加西市の水道施設の監視システムを更新する案件から開発 

 
 

                          情情報報監監視視シシスステテムム（（ククララウウドド型型リリアアルルタタイイムム表表示示））  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
兵庫県洲本市では上水道の監視・制御に採用されています。 
福井県あわら市では下水道の主要施設の監視にリアルタイム監視を採用されています。 
パソコンだけではなく、庁舎に設置した大型画面でもリアルタイムに変化する状況を映し出されています。 
 

 
 

水水神神特特許許のの使使用用例例 

実際の画面（兵庫県洲本市：上水） 

実際の画面（福井県あわら市：下水） 
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                          情情報報監監視視シシスステテムム（（ククララウウドド型型リリアアルルタタイイムム表表示示））  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京都町田市、神奈川県厚木市、千葉県千葉市、福島県須賀川市では、近隣住民への情報提供の観点から、水

神ネットワークによりクラウドに集積したデータの一部を一般公開している。用途は地下雨水貯留槽の水位情

報・河川水位、ダム水位など。一般公開画面はスマートフォンにも最適化しており、一般の方がいつでも迅速

に状況確認できるように配慮した。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京都武蔵野市では、地下の雨水貯留施設に溜まった水を河川に排水するにあたって、武蔵野市および近隣市

町村の範囲（地図上の赤く塗られた範囲）で、現在から３０分後まで降雨がないときに自動排水する仕組みを

構築。これまでは自治体の担当者の方が降水情報を確認の上、現地に行ってポンプを動かしておられたが、現

在は自動制御している。降水情報は気象庁が配信する「高解像度降水ナウキャスト」を使用し、５分間隔で送

られてくる全国の降水データ（現在値・予測値）から上記範囲内の降水情報を解析して制御している。 
 

水水神神特特許許のの使使用用例例 

クラウド型リアルタイム表示の応用：一般公開 

クラウド型リアルタイム表示の応用：降水量制御 

 

本本発発明明のの基基礎礎技技術術おおよよびび本本発発明明技技術術をを用用いいたた「「ややくくもも水水神神」」のの全全国国普普及及状状況況  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水色塗り部分が自治体に納入されている地域 
 

（参考） 
右の各地方の納入件数は、自治体の他に 
大学や公共機関等への納入も含まれて 
おり、全国への納入は 513自治体・機関と
なります。 
 

全全国国 447700自自治治体体  
 13,000施設に採用 

北北海海道道    2211自自治治体体    
東東北北地地方方  8866自自治治体体  
 青森県、秋田県、山形県 
 岩手県、宮城県、福島県 
関関東東地地方方  4466自自治治体体  
 栃木県、群馬県、埼玉県 
 東京都、神奈川県、茨城県 
 千葉県 
中中部部地地方方  9900自自治治体体 
 新潟県、富山県、石川県 
 福井県、山梨県、長野県 
 岐阜県、静岡県、愛知県 
関関西西地地方方  5599自自治治体体  
 三重県、滋賀県、京都府 
 大阪府、兵庫県、奈良県 
 和歌山県 
中中国国地地方方  7711自自治治体体 
 鳥取県、島根県、岡山県 
 広島県、山口県 
四四国国地地方方  2211自自治治体体 
 徳島県、香川県、愛媛県 
 高知県 
九九州州地地方方  111199自自治治体体 
 福岡県、佐賀県、長崎県 
 熊本県、大分県、宮崎県 
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（（参参考考））論論文文・・ママススココミミ記記事事のの一一覧覧表表  要要部部写写真真・・図図入入りり  

                 応募発明の特許出願日 平成２５年（２０１３年）７月２５日以降 
№ 誌名 題名  要部の写真・図 発行日 号数 
１ 下水道協会誌 ２０１２年３月号 

災害時におけるマンホールポンプ 
停電時の危機管理対策 
   町田市上下水道部水再生課 
（（本本発発明明のの基基礎礎ととななるる重重要要なな技技術術開開示示  

 
でで論論文文提提示示いいたたししまますす。。）） 

201２年３月 5日 
第 49巻 
第 5９３号 

２ 財界   2015 8/25号 
八雲立つ出雲から「電波の雲」ククララウウドドで 
悠久の平和を生み出す「和の文化」の創造   

2015年 8月 25日 
第 63巻 
 第 17号 

３ 財界  2015 9/22号 
世界に先駆けククララウウドド総総合合水水管管理理シシスステテムム
「「ややくくもも水水神神」で、悠久の平和を提唱  

2015年 9月 22日 
第 63巻 
 第 19号 

４ 日本下水道新聞 
武蔵野市環境部 水位見える化と自助共助 
リリアアルルタタイイムム遠遠隔隔監監視視  自主判断で避難  

2015年 12月 16日 

５ 2016 年版水資源関連市場の現状と将
来展望（株）富士経済 
Ｄ－４．遠遠隔隔監監視視シシスステテムム  
水処理Ｏ&Ｍサービス及び関連機器 
  

2016年 2月 
 
小松電機産業 
35.3％ 

６ 水道産業新聞 
熊本地震の被災地へ団体・企業が支援 
下下水水道道 5511施施設設をを自自主主点点検検  小小松松電電機機産産業業  

2016年 4月 25日 

７ 日本水道新聞 
小規模水道を変えるククララウウドド小小松松電電機機産産業業
「「ややくくもも水水神神」」が福島県南会津町で活躍  

2016年 4月 28日 
第 5215号 

８ 日本下水道新聞 
武蔵野市 ハード・ソフト両面からの 
浸水対策 ⑤⑤ソソフフトト対対策策のの推推進進  

2016年 8月 31日 

９ 水道産業新聞 
持続可能な水道を目指す  地域特性
踏まえた創意工夫～鹿児島県霧島市 
水水道道施施設設のの大大半半をを遠遠隔隔監監視視  

2016年 9月 12日 
第 5104号 

10 水道産業新聞 
広域・点在化する上上下下水水道道関関連連施施設設をを  
遠遠隔隔管管理理・・監監視視 福島県南会津町  

2016年 9月 12日 

11 月刊建材ナビ  2017年 4月号 
社会問題で商材をめざして時代の変化
の風を使ってマーケットを興すをキー
ワードに「「ややくくもも水水神神」」事業を創出  

2017年 4月 1日 

12 日本水道新聞 
鹿児島市県霧島市・旧１市６町１２０
カ所の施設監視を同時実現 
「「ややくくもも水水神神」」がが地地域域にに大大ききくく貢貢献献   

2017年９月 21日 
第 5333号 

13 財界にっぽん 2017年 11月号 
社会問題を経営資源に進化する 
小松電機産業株式会社 
水水のの総総合合管管理理シシスステテムム「「ややくくもも水水神神」」   

2017年 10月 1日 
第 49巻 9号 
通巻 578号 

14 一般社団法人内外情勢調査会 会報誌 
八雲立つ出雲から真のイノベーション
を追求  全国・世界に広がる三三つつのの
事事業業をを創創造造  小小松松電電機機産産業業株株式式会会社社  

2018年 10月 25日 
第 12巻 8号 
通巻 140号 

15 日本水道新聞 
福島県南会津町 ＩＩＯＯＴＴにによよるる効効率率的的
監監視視・・管管理理  ククララウウドドが組織活性化の礎に 祝祝福福島島県県 

2018年 12月 10日 
第 5475号 
南南会会津津町町受受賞賞  

16 第 7回 水道の基盤強化のための地域
懇談会（北海道・東北地域） 
会場 仙台市 
ＩＩＣＣＴＴ技技術術「「ククララウウドドシシスステテムム」」へへのの
遠遠隔隔監監視視・・管管理理導導入入とと効効果果  
南会津町 環境水道課 水道係 

 

 

2019年 2月 7日 
 
福島県南会津町 
環境水道課 
水道係長 
星 善介氏講演 

17 月刊下水道 
2019年 11月号  環境新聞社 
クラウド遠隔管理システムを活用した
上下水道および水関連施設の災害対策
「「ややくくもも水水神神」」小松電機産業（株） 

 

 

2019年 10月 15日 
VOL.42 
№,13 

18 2019 年版水資源関連市場の現状と将
来展望（株）富士経済 
Ｄ－４．上上下下水水道道遠遠隔隔監監視視・・制制御御シシスス
テテムム     水処理関連サービス  

2019年 10月 28日 
 
小松電機産業 
30％ 

19 JACEM  №69 2019 
一般社団法人 農業土木機械化協会 
報文 高知県中土佐町 農農業業集集落落排排水水
施施設設管管理理シシスステテムムのの選選定定及及びび運運用用  
田中雄一郎（中土佐町役場 町民環境課）   

2019年 12月 
 
ネネッットトワワーークク構構成成図図
中中にに「「ややくくもも水水神神」」のの
表表記記あありり  

20 農業農村工学会誌 
公益社団法人 農業農村工学会 
九頭竜川下流地区におけるククララウウドド型型  
水水管管理理にに関関すするる現現状状とと展展望望  
    倉田進 平井亨 

 

 

2020年 1月 
第 88巻 
第 1号 

 ★）本文の詳細、その他、写真、動画等は、小松電機産業ＨＰhttps://www.komatsuelec.co.jp/を参照ください。 
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中国経済産業局長賞 表彰式　動画

ダイジェスト版

（20 分）

https://youtu.be/x-FKERuLnxU

全編

（1 時間 12 分）

https://youtu.be/oHIYuxo-YgU


