
水のICTであなたの街 日本 世界が変わる水のICTであなたの街 日本 世界が変わる

ドコモデータセンター・Rubyで構築ドコモデータセンター・Rubyで構築

やくも水神ネットワークで現場を共有、楽しく安全管理やくも水神ネットワークで現場を共有、楽しく安全管理

社内に緊急対策本部を設置社内に緊急対策本部を設置

施設突破465自治体11,000
(2018年9月現在)納入実績
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上下水道施設クラウド管理技術を応用して

コールセンターと
現場情報を共有

設定情報を
クラウドに
アップロード

コールセンター

現地門番の状態を確認しながらサポート。
現場で発生中の問題を早期解決。

門番とスマートフォンを接続して、
門番の状況をクラウドで共有。
電話で説明する必要もなく短時間で対応。

設定情報
送信

現場情報
受信

設定情報
受信

現場情報
送信

現  場

スマートフォン・タブレットを
使ってスマート管理

門番をスマートフォンで管理

省 エ ネ・衛 生 管 理 に

台達成170,000
(2018年9月現在)1980年発売以来

東京築地・豊洲新市場に大量採用

SEOUL FOOD 2015SEOUL FOOD 2015

八雲志人館「ゆう科学通信」第27号（2016年 2月 10日）・「財界にっぽん」(2017年 10月 2日 )にて発表

企画：小松昭夫
制作：寺戸良信（遺作）

広島､岡山の復興資金に
大橋川改修を即中止

2 号炉1号炉

3 号炉

島根原発防災センター・県庁・市役所・松江市街地は8km、人間自然科学研究所は12km圏内

 

災害列島日本災害列島日本

周囲の様子周囲の様子 新制御盤設置後新制御盤設置後

九州北部豪雨で制御盤冠水九州北部豪雨で制御盤冠水年年 月月20122012 77
冠水時の水位冠水時の水位

盤内に残る土砂盤内に残る土砂

施設が水没、脇の橋が崩落施設が水没、脇の橋が崩落

冠水時の水位冠水時の水位
3.5m3.5m

新潟福島豪雨で制御盤冠水年 月2011 7 新潟福島豪雨で制御盤冠水年 月2011 777

西日本豪雨で制御盤冠水年 月2018 7 西日本豪雨で制御盤冠水年 月2018 777

コントローラー交換コントローラー交換

機器交換機器交換

溢水によりゴミや枝木が散乱溢水によりゴミや枝木が散乱

冠水時の水位冠水時の水位

岡山県矢掛町岡山県矢掛町

冠水時の水位冠水時の水位

既設盤撤去既設盤撤去 新設完了新設完了

冠水時の水位冠水時の水位

島根豪雨で制御盤冠水年 月2006 7 島根豪雨で制御盤冠水年 月2006 777

福島県20自治体納入
須賀川市･郡山市･白河市･喜多方市･田村市･南相馬市･大玉村･只見町･南会津町･会津坂下町･湯川村･昭和村･会津美里町･西郷村･塙町･三春町･浪江町･葛尾村･新地町･飯館村

福島県 20 自治体 319施設でやくも水神稼働東日本大震災

2006 年 7月豪雨災害 大橋川氾濫

① ② ③

1972年 7月豪雨災害 松江駅周辺

1972 年 7月豪雨災害 出雲空港

1972 年 7月豪雨災害 松江市街

3 号炉を動かさず  千年の観光資源に3号炉を動かさず  千年の観光資源に
日本最大・世界最新鋭日本最大・世界最新鋭

2018.08.20　日本水道新聞掲載

2018.08.29　山陰中央新報掲載

2014 年 11月開催　八雲立つ出雲から陽が昇る

2017年 4月開催　真の地方創生時代が始まる !

2018 年 3月開催　映画 日本と再生上映

対立の文明から共生の文化へ21世紀のイノベーション  禍を転じて福となす
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朝日新聞  神里達博先生記事
横 1140mm×縦 552mm
日本水道新聞  南会津受賞記事
横 200mm×縦 222mm

豪雨被害記事
日経新聞　　　横 253mm×縦 444mm
日本水道新聞　横 255mm×縦 230mm
毎日新聞　　　横 255mm×縦 207mm

【正面イメージ】

看板サイズ　W15000×H500

山陰中央新報  原子力防災訓練記事
横 350mm×縦 560mm
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