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１．はじめに

ダム管理用制御処理設備（以下「ダムコン」という。）
は、放流設備を操作規則等に基づき確実かつ容易に操
作するため、ダムの流水管理に関わる演算処理や放流
設備の操作ならびに操作の支援を行うための設備であ
る。ダム管理用制御処理設備標準設計仕様書（以下「ダ
ムコン標準設計仕様書」という。）は、国土交通省所管
のダムに設置されるダムコンの計画、設計のための標
準的な設計仕様について述べたものである。

近年、IP統合ネットワークの普及、光回線整備によ
る大容量通信の拡大、自動復帰型ブレーカの開発によ
るゲート操作の確実性の向上など、制御機器や情報通
信技術の進捗により信頼性の向上と情報伝達と処理の
迅速化が図られている。一方、ダムの操作員が参集で
きなくなる等の異常事態に対処するため、危機管理上

の手段として洪水吐きゲートの遠隔操作の導入に向け
た検討が着手されている。

これらを踏まえて、ダムコン標準設計仕様書は、平
成16年7月版の公表以降、約12年ぶりに改定されて
いる（平成28年8月）。また、同解説編についても、
平成17年6月版の公表以降、約11年ぶりに改定され
ている（平成28年8月）。

ダムコン標準設計仕様書の改定は、3回の幹事会と
3回の委員会を開催し、意見を反映させた。幹事会は
国土交通省、国土技術政策総合研究所、（独）水資源
機構の職員から構成される。委員会は、学識者、国土
交通省職員、ダム技術センターから構成される。

ダムコン標準設計仕様書（平成28年8月）は、洪水
吐きゲートの遠隔操作の導入や、最新の技術動向を反
映するとともに、本書を使用する技術者の使い勝手の
向上が図られている。
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The standard design specifications for an equipment of process control of dam management and the commentaries on 
them have been published in August 2016.
These specifications have been revised for the July 2004 edition. In addition these, commentaries have been revised for the 
June 2005 edition.
Contents reflect the introduction of remote operation of the spillway gate and the latest technology trends, and achieve 
user friendly ones for engineers.
In this paper, we show generally questionnaire result on the old edition of them, the result of the study on problems and 
countermeasures of existing equipment, and the study on the necessary and organized functions for introducing a remote 
operation. In addition, we summarize the major revision overview on the new edition of them.
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本稿は、現行ダムコン標準設計仕様書に対するアン
ケート調査、現行ダムコンの課題と対応方針の検討結
果、遠隔操作導入にあたって備えるべき機能の整理の
検討概要を示すとともに、ダムコン標準設計仕様書の
主な改定ポイントについてとりまとめたものである。

2. ダムコンに関する調査

（1）ダム管理者への調査（アンケート調査）
ダム管理用制御処理設備を導入しているダム管理者

（直轄・水機構ダム、補助ダム）に対して設備の運用、
機能及び構造における課題等についてアンケート調査
を実施した。

【調査内容】
・ ダム管理に関する基本情報及び現在設置しているダ

ム管理用制御処理設備の実態、ダム管理者が要望す
る新たな機能・性能、過去の課題（支障）等

・�現行仕様書のダム諸量演算、放流制御方式等の記載
内容と、実際の処理内容・演算機能等。
・�現行仕様書の記載項目･内容と最近発注された発注

仕様書の項目・内容。
・�ダム管理者（発注者）から見た現行仕様書の構成や

内容・使い勝手等に関する意見・要望。

（2） 製造メーカーへの調査（アンケート調査・ワーキ
ング）

ダム管理用制御処理設備を製造･納入しているメー
カ5社に対しアンケートを実施するとともにワーキン
グを設置し、現行仕様書に関する課題等を把握した

【調査内容】
・�製造上の課題並びに現行仕様書の記載内容と実際に

納入している設備仕様との相違等
・�ダム管理用制御設備に関連する情報処理技術（ハー

ド面／ソフト面）の最新動向の調査や課題等
・�現行仕様書の課題やダム管理用制御設備に関する

ハード面/ソフト面の最新技術動向に関する調査
・�現行仕様書では規定されていない、サーバー技術
（ハード、OS、コスト）、セキュリティ技術、リモー
トメンテナンス技術等の技術動向の調査

（3）過去の課題・支障事例の調査
国土交通省が保有する平成15年から現在まで過去

10数年のダム管理における障害事例調査資料（269件）
をベースにダム管理用制御処理設備に関連する障害を
抽出し、詳細事故データを収集･分析し、改訂標準仕
様書への反映すべき項目の抽出を行った。

3. ダムコンの課題と対応策

ダム管理者及び製造メーカへのアンケート調査結
果、過去の障害等の調査から改定標準設計仕様書への
反映の手順は、以下のフロー図のとおりとした。

アンケート調査等からの課題・要望を、ハード面：
34項目、ソフト面：72項目に集約し、ハード面の対
応策及びソフト面の対応策として標準設計仕様書改定
案を作成した。

ダム管理者の調査
（運用、機能、構造）

④標準設計仕様書改定案作成
・ハード対策検討
・ソフト対策検討
・仕様書構成の検討
・標準設計仕様書(検討素案）

・標準設計仕様書改定案作成

①現行設備の調査

②課題に対する対応策とりまとめ
・ハード面
・ソフト面

製造メーカの調査
（現行仕様書）

③遠隔操作の導入に関する検討
・備えるべき機能等の整理

幹事会（第１回）

アンケート調査票

（ヒアリング）

調査結果の整理及び改定反映
項目の基礎資料作成

幹事会（第２回）

委員会（第２回）

幹事会（第３回）

委員会（第３回）

意見
反映

過去の障害等の調査
（反映事項の抽出）

ダムの放流設備
の遠隔操作に関
する検討会

遠隔操作の導入に

向けて備えるべき
条件

ダム洪水吐き設備

に係る遠隔操作の
導入指針（案）

委員会（第１回）

意見
反映

意見
反映

図-1 ダムコン標準設計仕様書検討フロー

 直轄･水機構ダム 補助ダム 

発送先数 121 434 

回収総数 119 352 

回収率 98.3％ 81.1％ 

表-1 ダム管理者へのアンケート調査の回答状況　

現行設備の
アンケート調査等

課題･要望の集計

課題･要望の分類

課題･要望の集約
（仕様書項目）

対応策の検討

仕様書への反映

ハード面
の課題

ソフト面
の課題

ハード面
の課題

ソフト面
の課題

ダム管理者の調査
（機能、構造、運用）

製造メーカの調査
（現行仕様書）

過去の障害等の調査
（反映事項の抽出）

ハード面
の課題

ソフト面
の課題

ハード面集約
課題項目

ソフト面集約
課題項目

集約項目毎の対応策の検討

改定標準仕様書反映の検討（採否）

改定標準仕様書（案）

課題･要望 課題･要望 課題９４ ９１ １５

６３ ９３

３４ ７２

図-2 課題集約と標準設計仕様書への反映フロー
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4. 遠隔操作導入にあたって備えるべき機能の
整理

（1）検討方針
ダムの放流設備の遠隔操作の導入経緯やダムの放流

設備の遠隔操作に関する検討会の検討結果及びダム管
理者へのアンケート調査に基づく要望を踏まえ、ダム
コンにおける遠隔操作の導入にあたって備えるべき機
能等について検討し、改定設計仕様書に反映させた。

（2）遠隔操作の種類
遠隔操作は、表-2に示す洪水吐き操作と利水操作

を対象とする。

（3）遠隔操作の運用条件とダムコンの使用範囲
導入指針（案）の3.1洪水吐き遠隔操作の導入におけ

る整備方針として「洪水吐き遠隔操作を確実に実施す
るため、遠隔操作場所には操作設備、情報収集・伝達
設備、非常用電源設備、遠隔監視設備を整備する。」
とされ遠隔操作場所に整備する装置として表-3-1が
示されている。

導入指針（案）で示される「表-3-1 遠隔操作場所に

整備する装置」の内、ダムコンの標準設計仕様書の範
囲は、「遠隔操作装置」、「遠隔手動操作装置」、「非常
停止スイッチ」、「警報盤」とした。

また、表-3に示す「水文情報収集表示装置」、「遠隔
手動操作装置」、「放流警報用ディスプレイ卓」、「遠隔
監視設備」をオプション装置として、必要に応じて選
択するものとした。

（4）遠隔操作における放流設備と放流設備操作方式
遠隔操作における放流設備と放流設備操作方式は表
-4の通りとする。

遠隔操作においても遠方操作と同様な操作を可能と
することを基本とする。

（5）遠隔操作に必要な各装置の機能要件
a）遠隔操作装置

遠隔操作装置はダムコンの放流操作装置の処理機能
の一部を分担し、操作機能に関しては放流操作装置と
同様の操作性を有する。

遠隔操作を行うための遠隔操作装置の必要機能は、
「表示処理」、「操作演算処理」、「操作処理」とする。
b）遠隔手動操作装置

ダムコン標準設計仕様書

ダムの洪水吐き設備に係る
遠隔操作の導入指針（案）

1.総則
2.洪水吐き遠隔操作の基本方針
3.洪水吐き遠隔操作の導入に向
け備えるべき設備等

・課題と対策案の検討
・ダムコン標準設計仕様書（素案）

遠隔操作に必要な条件に
対する機能等の整理

ダムの放流設備の遠隔操作
に関する検討会

ダム管理用制御処理設備標準設計
仕様書検討委員会

ダムコン標準設計仕様書（案）

第２回 委員会/幹事会

第３回 委員会/幹事会
国土交通省所管ダム等における遠
隔操作導入について
（平成１４年９月事務連絡）

・現行設備の調査

第１回 委員会/幹事会

図-3 遠隔操作仕様検討に関わるフロー

操作対象 説 明 

洪水吐き

操作 

 洪水吐き（非常用洪水吐き、常用洪水吐き）

を対象とする遠隔操作。 

利水操作  ダムからの利水補給、流水の正常な機能の維

持のために行われる低水（利水）放流設備等

を対象とする遠隔操作。 

 原則として放流設備の一回当たり動作量に相

当する放流が下流の放流制限以下とする。 

表-2 対象とする遠隔操作

称名類分

(1)遠隔操作装置

(2)遠隔手動操作装置

(3)非常停止スイッチ(ＳＷ）

(4)警報盤

(5)水文情報収集表示装置

(6)FAX、電話

(7)放流警報用ディスプレイ卓

(8)CCTV操作端末

電源設備 (9)無停電電源設備、非常用予備発電設備

遠隔監視設備 (10)機器遠隔監視装置

操作設備

情報収集・伝達設備

※「ダムの洪水吐き設備に係る遠隔操作の導入指針（案）」より抜粋

表-3-1 遠隔操作場所に整備する装置

● ● 〇

表示部 ● ▲ 〇

操作部 ● ▲ 〇

非常停止スイッチ ● ● 〇

復帰スイッチ ● ● 〇

警報盤 ● ▲ 〇 ベル・ブザー・ランプ

ゲート動作中警報部 ● ▲ 〇 チャイム・ランプ

● ▲ △

● ● －

● ▲ △

● ▲ －

電源設備 ● ▲ －

遠隔監視設備 ● ▲ △

凡例（仕様規定）：　〇規定　△関連　－規定無

操作設備

(1)遠隔操作装置

ダ
ム
コ
ン

(2)遠隔手動操作装置

(3)非常停止スイッチ(SW)

情報収集・
伝達設備

(4)警報盤

(5)水文情報収集表示装置

関
連
設
備

(6)FAX、電話

(7)放流警報用ディスプレイ卓

(8)CCTV操作端末

(9)無停電電源設備、非常用予備発電設備

(10)遠隔監視設備

凡例（用途区分）：　●必須　▲オプション

備考洪水吐き
操作

利水運用
操作限定

分類 名称

設
備
区
分

操作の種類
ダムコン
仕様規定

表-3 遠隔操作場所に整備する装置
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遠隔手動操作装置は伝送装置を経由して遠方手動操
作装置に接続され、以下の機能を有する。

表示、操作等に関しては遠方手動操作装置と同様の
機能を有するものとする。操作性を確保するために遠
方操作装置と同様の方式、構成とすることが望ましい。
① 遠隔操作の対象となる放流設備のゲート毎の単独操

作
②ゲートの開･閉･停の各操作
③ 遠隔手動操作装置と遠隔操作装置（設定操作）の切

換
④状態表示機能（ゲート開度、状態信号SV）
⑤ゲートの非常停止操作
⑥ゲート動作中の吹鳴
c）非常停止スイッチ

非常停止スイッチは、ゲートの異常な過動作時等に
遠隔手動操作装置を経由して遠方手動操作装置の非常
停止回路に接続され、放流設備の非常停止を可能とす
る。遠方操作では非常停止回路はゲートの動力電源を
強制的に遮断するため機側操作盤と直結したメタル
ケーブルによる操作としているが、遠隔操作の場合に
はメタルケーブルによる接続は困難なため、伝送装置
を経由した独立した通信回線で構成する。

また、遠隔操作で非常停止を行った後で、再度ゲー
トの操作が必要となった場合に機側操作盤でリセット
操作することは困難なため、復帰スイッチを備えるも
のとする。基本的に遠方手動操作装置の非常停止ス
イッチと同様の構造、操作とすることが望ましい。
d）警報盤（警報部）

警報盤（警報部）は遠隔手動操作装置の機能の一部
としてゲート動作状態や異常等を音声（チャイム）や

ランプ表示を行う。警報項目、構成等はダム管理所と
同様とすることが望ましい

（6）セキュリティ対策
a）ネットワークセキュリティ

・ 通信回線は基本的に専用通信回線（光／無線の二
重化）を基本とする。
・�事業者線を使用する場合にはセキュリティを十分

考慮した回線を選定する。
・�遠隔操作を行う事がない場合は通信回線をダムコ

ン側で遮断する。
・�ダムコンと遠隔操作設備の通信はVPNなどで構

成し他のネットワークと分離する。
・�ファイアーウォールの設置（MACアドレスフィ

ルタリング等）
・�使用しない物理ポート、論理ポートの閉塞を設定

する
b）端末セキュリティ

①遠隔操作場所等の建物セキュリティ
・�入退出管理、ICキー、生体認証、建物機械警備、

CCTVによる監視等の導入。
②端末セキュリティ、誤操作防止（遠隔操作装置等）
・�パスワード（暗号化／ワンタイムパスワード）、

生体認証の導入。
・�キーロック（物理キー）、誤動作防止カバー、二

挙動動作の設置。
③ウィルス対策
・�ウィルスパターンのオンライン配信は、インター

ネット接続リスクを十分考慮。
・�ウィルスパターン自動更新やウィルススキャンに

よるオンラインソフトの影響を考慮。
・�端末隔離（ウィルスパターンのオフライン設定、

補助記憶装置等の接続制限）の実施

（7）通信回線
遠隔操作場所とダム管理所等の間の通信回線につい

ては、光回線と多重無線回線などを併用して多重化を
図るものとする。光回線については、監視のための
CCTV画像や放流設備制御等に必要な回線容量を確保
し、ループ化することが望ましい。

5. 標準仕様書改定案

（1）改定方針
a）抽出した課題に対するハードウェア対応策

遠方手動操作
装置経由の

操作

手動
操作

一回限り操作
(開度設定値)

半自動
操作

自動
操作

非常用洪水吐設備 ○*2 ○ ○*1 ×

常用洪水吐設備 ○*2 ○ ○ ×

貯水池維持用放流設備 ○ ○ ○ ○*3

低水（利水）放流設備 ○ ○ ○ ○*3

貯水位低下用放流設備 ○ ○ ○ ×

選択取水設備 × × × ○*4

副ゲート（予備ゲート） × × × ×

○：適用可　　　×：適用不可

○*1：通達に基づくただし書き操作要領が定められている場合は適用可

○*2：洪水吐き遠隔操作を行う場合は必須とする。

○*3：ゲートの一回あたり動作量に相当する放流能力が下流の放流制限量

　　　　（30～50ｃｍ/30分）以下に相当する量の場合に選択できる

○*4：必要に応じて機側自動の起動及び停止、取水深設定の選択ができる。

遠方操作

放流操作装置
経由の操作

　　　　          放流設備
                  操作方式

　放流設備

注）各ダムにおいて「○：適用可」となっている放流設備操作方式の中から必要な機能
を選択する。

表-4 遠隔操作における放流設備と放流設備操作方式
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⇒34項目中29項目を反映
b）抽出した課題に対するソフトウェア対応策

⇒72項目中63項目を反映
c）アンケート集計結果に基づく対応策

⇒ アンケート集計19項目を反映（設備構成等：9項
目／機能等10項目

d）遠隔操作の導入指針（案）に基づく対応策

⇒ 改定仕様書の総則及び関連箇所の修正、機能仕様
に「遠隔操作処理」を追加

e）検討委員会・幹事会修正意見の反映

⇒ 委員会からの指摘74項目、幹事会からの指摘371
件を反映。

（2）全体構成
【全体構成の変更（図-4）】
・ 仕様の全ての設備･機能を必要としないため、設備

の位置づけ（基本機能、オプション）を明確化
・�「保守設定処理」、「遠隔操作処理」等を追加。

【使い勝手の向上】
・�表現の修正（表現の適正化、明確化、読みやすさ等）
・�不整合の修正（用語の統一、項番の整合等）

・�新規追加・修正（最新技術等）
・�削除（シンプル化、使用頻度等）

（3）仕様の範囲
・�基本機能（赤字）とオプション（青字）の範囲を明確

化した。
・�「遠隔操作装置」を仕様書対象外からオプションと

して規定範囲に変更した。
・�貯水位計測装置を仕様書対象外から規定範囲に変更

した。

伝送部

伝送部

制御・処理部

制御部

貯水位計（正）
貯水位（正）
計測装置

貯水位計（副）
貯水位（副）
計測装置

非常用
洪水吐

開度計

付属機器

駆動装置

常用
洪水吐

開度計

付属機器

駆動装置

開度計

付属機器

駆動装置

開度計

付属機器

駆動装置

発電所
使用水量

付属機器

伝送部

入出力装置

光
ケ
ー
ブ
ル
接
続
盤

Ｈ
Ｕ
Ｂ

制御部

伝送部

遠方手動操作装置

制御部

表示部

操作部

光
ケ
ー
ブ
ル
接
続
盤

Ｈ
Ｕ
Ｂ

非常
停止SW

操作表示器

光ケーブル
ＦＬーｎｅｔ

光ケーブル
ＦＬーｎｅｔ

制御系ＬＡＮ

放流操作装置１

処理部

キーボード

情報系ＬＡＮ
（ＴＣＰ／ＩＰ）

放流操作装置２

記憶部

訓練装置

処理部

キーボード
記憶部

（情報提供装置）

情報入力・
提供装置

処理部

記憶部

キーボード

電話応答
通報装置

地震観測装置

テレメータ装置

河川情報
システム

堤体観測装置

水質観測装置

凡例

基本機能 ｵﾌﾟｼｮﾝ機能 関連設備

中
継
端
子
盤

注） 洪水調節の初期放流に用いるバルブ等は
オプションで遠方手動操作装置と接続可能

ベル・ブザー

←非常停止

→ゲート動作中
チャイム

時計

ランプ

チャイム

非常停止ＳW

遠方
伝送装置

遠隔
伝送装置

遠隔操作装置

伝送部

制御部
キーボード

遠隔系ＬＡＮ
（ＴＣＰ／ＩＰ）

伝送部

伝送部

制御・処理部

制御部

伝送部

伝送部

伝送部

伝送部

制御・処理部

制御部

制御・処理部

制御・処理部

ベル・ブザー

ランプ

表示装置

大型モニタ

遠隔手動
操作装置

警報部

気象観測装置

大型モニタ表示装置

流出予測装置

処理部

キーボード

記憶部

伝送装置

伝送装置
プリンタ

モニタ

モニタ

モニタ

プリンタ

モニタ

モニタ

遠隔操作場所（情報連絡所、宿舎等）

(ﾌｧｲｱｰｳｫｰﾙ)

選択取水設備

貯水池維持用
放流・利水放
流・貯水位低
下用放流設備

機側操作盤

機側操作盤

機側操作盤

機側操作盤

機側操作盤

ダムコンの範囲

チャイム

図-5 ダムコンと関連設備（ゲート調節ダム）

第１章、第２章（略）

第３章．設備機能仕様

3-1～3-2-8（略）

3-2-9放流判断支援・流出予測処理

3-2-10操作演算処理

3-2-11操作処理

3-2-12訓練処理

3-2-13操作ガイド処理

3-2-14点検応急対策ガイド処理

第４章 （略）

第５章安全対策

5-1～5-4（略）

第６章．更 新

現 行 第１章、第２章（略）

第３章．設備機能仕様

3-1～3-2-8（略）

3-2-9放流判断支援・流出予測処理（オプション）

3-2-10操作演算処理

3-2-11操作処理

3-2-12訓練処理

3-2-13操作ガイド処理

3-2-14点検応急対策ガイド処理（オプション）

3-2-15保守設定処理

3-2-16遠隔操作処理（オプション）

第４章 （略）

第５章．安全対策

5-1～5-2（略）

5-3遠隔操作における安全対策

5-4～5-5（略）

巻末資料 1. 更新

改正案

図-4 現行と改正案の比較
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・�関連装置を明確化し、ダムコンとのインターフェー
スを接続仕様で明確化した。
・�遠方手動装置の操作範囲に利水放流設備を加えた
（遠隔操作対応：オプション）。
・�表示装置とモニタを分離し、表示装置の接続を変更

した。

（4）主要装置の構成
・�「放流操作装置」は二重化されている実態が多いた

め、「放流操作装置2」を構成に追加した。
・�「放流判断支援・流出予測装置」は別装置で整備さ

れるケース等が多いことから関連装置とした。ダム
コンに機能を実装する場合はオプションとして「放
流操作装置2」に実装した。
・�「点検・応急対策ガイド装置」は事例が少ないため

構成から削除した。ダムコンに機能を実装する場合
は「放流操作装置2」に実装した。
・�「訓練装置」は、ダムコンの機能が停止した場合を

想定して、操作員が手計算等によって対応するため
の訓練を追加し、基本機能として独立して設置した。
・�ファイル装置は、放流操作装置の蓄積装置で処理し
「ファイル装置」は構成から削除した。

（5）基本事項（信頼性の確保）
・�設備更新なども踏まえた信頼性向上対策を追加し

た。
・�FAパソコンの信頼性向上対策、稼働期間等を規定

した。
・�放流操作装置の二重化の考え方を規定した。
・�OSの選定ソフト製作における移植性の確保を規定

した。

（6）基本事項（（操作性の確保）
・�堆砂による貯水容量の変化を想定し、運用において

変更の可能性のあるH-V、貯水位〜開度〜放流量対
応表（ゲート放流機能曲線）などの定数は、システ
ム上からデータの取り込みや設定の変更ができるよ
うにした。

（7）通信処理
・�テレメータ装置、電話応答通報装置、上位局向け通

信装置及び各観測装置は、シリアル通信又はネット
ワーク通信（TCP ／ IP）とした。

（8）ダム水文量演算処理
・�ゲリラ豪雨のような急激な出水時に追従しきれない

場合がある。そこで、「ダム放流設備制御装置の設
計仕様参考書」で採用されていた時間間隔算出法を
追加した。

（9）データの蓄積処理
・�データの保存期間が規定されていなかった。そこで、

保存のニーズが高いデータを「オプション」から「基
本」にするとともに、保存期間を見直した。

（10）放流判断・流出予測処理
・�放流判断･流出予測処理は実装実績が少ないため、

基本機能からオプション機能に変更した。また、処
理内容を限定して、処理内容の事例を解説に追加し
た。

（11）遠隔操作処理
・�遠隔操作処理を追加した。

（12）訓練処理
・�オプション扱いから基本への変更した。
・�箱書き文と解説文の記述を充実した。

（13）操作ガイド処理
・�解説文の記載を充実した。

6. おわりに

本仕様書はダムコンの計画、設計のための標準的な
設計仕様について述べているものである。個別ダムの
ダムコンの設計や発注仕様書の作成においては、個別
ダムの特性や設備、操作規則等との整合や必要な機能
の明確化を図ることが必要である。さらに、個々のダ
ムにおいて必要な機能は特記仕様書において記載する
必要がある。
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