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統合型監視システムソリューション



ＭｅＴＩＳ-ｓ
(Meiko Thinking Integrate SolutionSystem  stationary)
現場管理担当者の負担を軽減し、施設の円滑な運用をサポート
ＭｅＴＩＳ-ｓは離れた場所にある複数の施設の情報を集中管理するシステムです。

設備状態をリアルタイムに把握することができ、スムーズな設備運用や異常の早期発見を加速化させ

生産性向上と施設の安定運用を実現できます。

１号機の完成納入から３０余年。ノウハウを集め、改良を重ね、現在では全国各地の上水道のみならず、

下水道、ゴミ処理場、最終処分場、ダム等の様々な施設でご利用いただいています。

実績を積み重ねていく中で、お客様からいただくご要望も一段と高度なものとなりつつあります。

すべてのお客様にご満足いただけるよう、システムは進化し、これからも成長を続けます。

①導入期

④廃棄
処分期

②安定
運用期

③老朽
進行期

遠方現場の距離短縮

通信回線でつながった現場を、

集中的に監視。また必要に応

じ、各設定値の変更や機器の

制御を中央側から行えます。

これまで移動にかかっていた

非実務的な時間を、大幅に削

減できます。

正確なデータ管理 緊急時への対応

人の手によるメーターチェッ

クや記録、またペン式記録計

に必要だった用紙・インク補

充の手間は皆無。２４時間、

正確なデータを収集・加工・

保存。必要な日時のデータを

帳票やグラフ等の形式で、自

在に出力できます。

現場設備に異常が発生した場

合、警報の種類や異常箇所の

情報をもとに、迅速な対応が

可能。

地震・その他の災害が起こっ

た場合、各設備の緊急停止・

非常運転なども、この装置か

ら制御できます。

設備動作異常予測・判定

トレンドグラフや日報等を日

常活用することで、例えばポ

ンプの運転電流の数値から故

障を予測したり、配水流量の

観測により漏水を早期に発見

できたりと、異常の発生が予

測でき、不測の事態を回避す

ることができます。

ライフサイクルコストを徹底的に追求
① お客様の設備に合わせたシステム構築【目的の明確化】

② ランニングコスト低減【通信媒体の選定】

③ 経年劣化に伴う修理コスト低減【特殊部品を採用しない】

④ システムリプレース、及び環境問題への対策【バージョンアップ対応】

操作・機能・将来性に優れたシステム

緊急事態に対するバックアップ体制の確立

● 誰でも簡単に扱える・利用できる操作性

● 監視・制御・管理の一元化

Ｗｅｂ監視への対応

● リモートメンテナンスによる施設監視

年中無休 ２４時間３６５日での緊急修理体勢●

●

システムレベルの向上

システムの導入効果



監視 制御

管理 オプション
ＭｅＴＩＳ-ｓ

●総合モニタ画面 ●詳細モニタ画面 ●制御設定値変更●機器制御

監視域の設備位置図と各機能
へのメニュー的役割。

グラフィカルなフロー図により
設備状態を把握。

下記機能及びサービスは、オプション
商品となります。詳しくは担当にお尋ね
ください。

●監視ネットーワークＴＲＵＳＴ

●モバイル映像伝送システム

２４時間３６５日態勢で専門スタッフ
が設備を監視＆サポートします。

水道施設現場に監視カメラを設置し、
セキュリティシステムのレベルアップ
が図れます。

システムの構築段階でランニングコスト

を大きく左右するのが、通信手段の選定。

現場状況、通信条件、予算等を考慮に入

れ、一つの通信方式に限定されない混合

型の通信手段を提案します。

機器設定に関するアナログ設定
値が変更可能。

●帳票（日報・月報・年報） ●トレンドグラフ ●履歴表（警報・操作）

印刷・ＣＳＶ出力・データ変更
も可能。

水位・流量等の推移状況や
機器類の運転停止状況を
データにて把握。

警報の発生／復帰、また機器
の運転／停止やモード変更を
履歴一覧表で表示。

機器を選択し、制御モードの変更
や機器の運転／停止を運行。

ＮＴＴ専用
回線
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ネット網

一般電話
回線

無線ＬＡＮ
小エリア
簡易無線

高速
デジタル
専用線

モバイル
回線

光回線
ＶＰＮ各種通信媒体

機能一覧

●警報ポップアップ

発生した警報をポップアップで表示。

●警報メール送信

発生した警報をメールに
てお客様端末へ通報。

●棒グラフ（日報・月報）

月報・年報を棒グラフ形式で表示

●警報設定値変更

アナログデータに対して
異常高・異常低の警報設定値
が変更可能。

●音声出力

条件を満たした場合音声
出力を行う。



現場設備Ｂ

ｅ地区ｄ地区ｃ地区

現場設備Ｃ

ｆ地区

現場設備Ａ

ｂ地区ａ地区

上下水道以外にも、多種多様な施設において

本システムが採用されています。

●し尿処理場

●ごみ焼却場

●下水処理場

●マンホールポンプ

●ダム ｅｔｃ・・・

ＵＰＳ

Ｗｅｂ監視

ＬＡＮ

モニタ

ＣＰＵプリンタ ルータ

インターフェース

モバイル回線 ＶＰＮＮＴＴ専用回線

警報メール

モバイル監視

モバイル映像
伝送システム

インターネット網

モバイル回線

構成図（例）

ＶＰＮ

サーバ

データセンター

http://www.m-technos.co.jp

本 社 鹿児島市小松原1-10-8

TEL.099-269-2711 FAX.099-268-9062

東京支店 東京都中央区日本橋小網町3-17近仁ビル

TEL.03-6231-0082 FAX.03-6231-0083

大阪支店 大阪市港町波除2丁目4番13号シャトー波除402号

TEL.06-7652-9499 FAX.06-7653-0267

福岡支店 福岡市東区社領1丁目9番16号

TEL.092-292-1802 FAX.092-292-1803

宮崎支店 宮崎市大字島之内9766-3

TEL.0985-42-8866 FAX.0985-42-8862

営業所 沖縄／薩摩川内／鹿屋／霧島／姶良／日置／松山

日置工場 日置市伊集院町清藤2110-8
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スマートフォン

パソコン

タブレット

上下水道施設

常時接続
遠隔監視

ダム施設 中継基地局

コスト削減

処理施設

モバイル回線

モバイルルータ

Ｍ２Ｍ
（モバイル回線網）

インターネット網

システム全体構成例

設備台帳機能一覧

施設・機器台帳 施設や機器の情報を登録（住所、耐用年数、製造年月日 等）

工事台帳 工事の情報を登録（施工業者名、担当者名、設置機器、工期 等）

機 能 概 要

施設・機器検索 名称検索・地域・分類・購入年月日・製品名称等で検索が可能

データ更新 ユーザでデータの更新が可能（更新履歴は自動保存される）

写真・図面保存 施設台帳、機器台帳、工事台帳に写真や図面を登録保存が可能

マスタ登録 マスタ登録を行うことで、使用者の必要なデータの登録が可能



施設監視機能

設備台帳機能

ダッシュボード機能一覧

表示項目
カスタマイズ機能

ユーザー毎に各ダッシュボード画面の表示項目や表示周期の変更が可能

警報発生状況 発生中の警報件数を表示し、警報一覧へ遷移ができる

発生中の警報一覧 発生中の警報及び警報履歴の表示

機 能 概 要

MeTIS-cには、施設監視、設備台帳、地図情報の
三つの機能があります。それぞれの重要な情報を
集約した「ダッシュボード画面」から展開すること
で、利便性と操作性の向上を推進しています。

ＭｅＴＩＳ-ｃ 画面表示イメージ

離れた場所に点在する施設の情報を M2M/IoT技術とモバイル回線を用いた通信
により、データセンターへ蓄積します。その情報をタブレットやスマートフォン
などのモバイル機器から「いつでも・どこでも」利用できるようにしたシステム
で、管理者の重視する情報を集約したポータルサイトから、様々な機能へ展開
することができる統合型クラウドシステムです。

離れた場所に点在する施設の情報を M2M/IoT技術とモバイル回線を用いた通信
により、データセンターへ蓄積します。その情報をタブレットやスマートフォン
などのモバイル機器から「いつでも・どこでも」利用できるようにしたシステム
で、管理者の重視する情報を集約したポータルサイトから、様々な機能へ展開
することができる統合型クラウドシステムです。

ＭｅＴＩＳ-ｃとは・・・

ＭｅＴＩＳ-ｃ 導入効果

いつでも、どこでも利用可能
インターネットに接続できる環境であれば、いつでもどこでも利用することが可能です。
端末もタブレット、スマートフォン、パソコンと幅広く利用が可能です。

情報の共有化
従来の中央監視装置と違い、離れた場所でも複数人で同時に同じ画面を確認できるため
情報が共有でき、問題解決をスムーズに行うことが出来ます。

イニシャルコスト／ランニングコストの低減

従来システムではお客様の固定拠点に高価な中央監視装置を設置する必要がありましたが、
データセンターを利用するクラウドシステムである為、中央監視装置を設置しない運用が
可能です。その為、初期費用を大幅に抑えることが出来ます。
また、モバイル回線を利用した場合は他の回線と比べ安価で利用できるため、ランニング
コストを抑えることが可能です。

設備担当者の負担減
施設の状態がすぐに把握できる為、施設の異常に対して迅速に対応することが出来ます。

監視設備情報 配水池の水位や流量などの指定した項目が表示

トレンドグラフ 各施設のトレンドグラフの項目を登録し表示

プルダウンメニュー 各ページから各機能画面へ遷移ができる

MDCSとは・・・
施設監視機能一覧

設備状況モニタ 設備の運転や異常の状況をグラフィカルに表示

トレンドグラフ 液位や流量、圧力、温度などのアナログ値を折れ線グラフで表示

帳票 流量や電力量などの積算パルスを日報・月報形式で表示

指示計 広角指示計や縦型指示計で設定値やアナログ値を表示

警報履歴 警報発生/復帰の履歴を表形式で表示

警報一覧 全警報を一覧で表示し、現在発生中の警報を色替えで確認可能

操作履歴 機器の運転/停止、自動/手動切替などの運転・操作履歴を表形式で表示

メール通知 発生した警報やイベントをメールにて通知

機 能 概 要

地図情報機能一覧

地点の登録
Googleマップと連動し、施設の情報を地図上に登録。
設備台帳と連動し情報の登録が可能。

GISソフト連動 当社の上下水道地図情報システムにて登録済みの管路・弁栓の情報を参照可能

機 能 概 要

簡易登録機能 ユーザがWeb画面上で管路を登録可能。

ダッシュボード機能


