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第１節 業務概要 

本業務は、徳山ダムの施設管理として、堤体外部変形についてＧＮＳＳを利用する変位計測

機器を設置し自動計測することにより、安全かつ迅速な変位計測を行うとともに、地震等緊急

時の監視体制を強化するものである。 

・打合せ協議      １式 

・計画準備       １式 

・機器設置       １式 

・計測監視       １式 

・既設機器撤去     １式 

・報告書作成      １式 

 

第２節 適用 

2-1 適用 

本業務は、独立行政法人水資源機構が別に定める測量調査等共通仕様書（平成27年4月）第1

編第1章第1節第1項に示す「測量業務」とする。 

 

2-2 準拠基準等 

次の基準類によるものとする。 

(1)「フィルダムの変位計測に関するGPS 利用マニュアル（平成26年12月 一般社団法人 ダム

工学会）」（以下「マニュアル」という。） 

 

第３節 業務場所 

岐阜県揖斐郡揖斐川町開田地内他 

 

第４節 履行期間 

1. 履行期間は、雨天、休日等を含み、契約締結の翌日から令和5年6月30日とする。 

なお、休日等には、日曜日、祝日及び年末年始休暇のほか、履行期間内の全土曜日を含ん

でいる。 

 

第５節 業務内容 

5-1 計画準備 

受注者は、ＧＮＳＳ計測機器設置の着手前に、設置する機器について監督員の承諾を得ると

ともに、設置方法及び工程等について、適切な作業計画を作成し、これを提出するものとする。 

 

5-2 機器設置 

1. 計測機器配置及びデータ通信構成 

本業務で設置するＧＮＳＳ計測機器の配置等は参考図－１～８に示すとおりとする。 

2. ＧＮＳＳ計測機器の仕様及び機能 

本業務で設置するＧＮＳＳ計測機器の基本的な仕様・機能は次のとおりとする。 



 

 

(1)回線集約器 

【仕様】 

項     目 仕       様 

測位方法 スタティック測位法 

受信信号 GPS L1帯C/Aコード 12ch 

QZSS L1帯C/Aコード 4ch 

GLONAS L1帯 10ch 

GPS/GNSSデータ取得周期 30秒 

無線LAN接続周期 5分 

無線LAN通信 IEEE802.11 b/g/n 

無線LANアンテナ 2.4G㎐帯に対応 

3G/4G通信方式 WCDMA/HSDPA 

内蔵メモリー 1GB 約1年分のデータ保存が可能 

動作温度 -20～60℃ 

防水機能 IPX5相当以上 

電源 AC電源 

 

【機能】 

・変位計測センサーからのデータは、4G回線等により指定されたFTPサーバー等に、自動的

にアップロードする。 

・AC電源による機器稼働が可能なこと。 

・無線LAN アクセスポイントの接続が確立されていない場合は、一時的に内蔵メモリーに

データを保存し、再接続後に最新データからデータを転送できること。 

・shamen-net 研究会仕様に対応した機器とすること。 

(2)中継器 

【仕様】 

項     目 仕       様 

測位方法 スタティック測位法 

受信信号 GPS L1帯C/Aコード 12ch 

QZSS L1帯C/Aコード 4ch 

GLONAS L1帯 10ch 

GPS/GNSSデータ取得周期 30秒 

無線LAN接続周期 5分 

無線LAN通信 IEEE802.11 b/g/n 

無線LANアンテナ 2.4G㎐帯に対応 

内蔵メモリー容量 1GB 約1年分のデータ保存が可能 

動作温度 -20～60℃ 

防水機能 IPX5相当以上 



 

 

電源 AC電源 

 

【機能】 

・変位計測センサーからのデータは、無線LANのアクセスポイント機能により、回線集約器

にデータ送信が可能であること。 

・AC電源による機器稼働が可能なこと。 

・無線LANアクセスポイントの接続が確立されていない場合は、一時的に内蔵メモリーにデ

ータを保存し、再接続後に最新データからデータを転送できること。 

・shamen-net 研究会仕様に対応した機器とすること。 

(3) GNSS変位計測センサー 

【仕様】 

項     目 仕       様 

測位方法 スタティック測位法 

受信信号 GPS L1帯C/Aコード 12ch 

QZSS L1帯C/Aコード 4ch 

GLONAS L1帯 10ch 

GPS/GNSSデータ取得周期 30秒 

無線LAN通信 IEEE802.11 b/g/n 

無線LANアンテナ 2.4G㎐帯に対応 

内蔵メモリー 1GB 約1年分のデータ保存が可能 

動作温度 -40～60℃ 

防水機能 IPX5相当以上 

電源 AC電源 

 

【機能】 

・変位計測センサーからのデータは、無線LANのアクセスポイント機能により、回線集約器

にデータ送信が可能であること。 

・AC電源による機器稼働が可能なこと。 

・無線LANアクセスポイントの接続が確立されていない場合は、一時的に内蔵メモリーにデ

ータを保存し、再接続後に最新データからデータを転送できること。 

・shamen-net 研究会仕様に対応した機器とすること。 

3. 機器設置等 

(1)計測点及び基準点設置 

・計測点（GNSSセンサー、回線集約器、中継器）の設置方法は既設コンクリート標的基礎

に、基準点（GNSSセンサー）の設置方法は新規設置又は既設コンクリート基礎にベース

プレート、アンカーボルト、支柱等を用いて設置するものとする。 

・設置する支柱構造は別添図に示す支柱構造を想定しているが、現場条件等により構造の

変更を行うことがある。この場合は、監督員と協議するものとする。 



 

 

なお、支柱構造の変更が指示された場合は、設計変更の対象とする。 

・機器を稼動させるための電源装置（AC電源）を設置すること。 

・新旧観測データの比較を行うため、既設機器は運用した状態で新規機器の設置を行うも

のとする。K-3（基準点）の機器設置にあたっては、既設コンクリート基礎に設置し、既

設機器は同基礎内で移設するものとする。 

(2)電源ケーブル配線設置 

・電源ケーブルの配線については、配管を含むものとしている。 

・既設電源分電盤からの繋ぎ込みは現地状況を確認後、監督員と協議するものとする。 

監督員との協議後、変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。 

(3)総合調整 

・変位計測センサーと回線集約器及び中継器間の通信は無線LANによりデータ送信する。 

・回線集約器は、携帯会社等の４Ｇ回線等の通信網によるインターネットを使用し、変位

計測センサーからの計測データを送信するものとする。計測データは集約後に監視セン

ターに送信するものとする。 

・設置した各機器について単体調整を行うとともに、各機器間の通信状態(無線 LAN 通信,

専用ケーブル通信,外部通信等)の確認調整を行う。また、設置した全ての計測機器の計

測データを、インターネット上の専用 WEB サイト上で閲覧出来る環境を構築する。 

・構築したシステム全体の性能を十分に発揮できるように総合調整を行うものとする。な

お、総合調整にあたっては、shamen-net 研究会の指導を受けるものとし、shamen-net

監視センター（東京都府中市晴見町 2-24-1）へデータ送信を行い、異常がないかどうか

を十分に確認するものとする。 

 

調整箇所 調整項目 

現地機器 

1)各機器の外観・内部に損傷や汚れがないかどうか 

2)各機器間のｹｰﾌﾞﾙ,ｺﾈｸﾀ等が正しく接続されているか 

3)各機器の初期設定が正しく実施されているか 

4)各機器の電源供給が正常に実施されているか 

5)各 GPS/GNSS 機器が衛星データを 30 秒毎に受信されているか 

6)各機器間の無線 LAN 通信が正しく実施されているか 

7)記録媒体に正しくデータが記録されているか 

8)外部通信を行う機器の外部通信が正常に実施されているか 

監視センター 

1)計測データが正常に送信されているか 

2)計測データのファイルサイズが正常な範囲となっているか 

3)基線解析処理を行い三次元座標差を正しく算出できるか 

4)時系列統計処理(トレンドモデル)による誤差処理ができるか 

5)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等のﾈｯﾄﾜｰｸを介して計測結果が正常に閲覧できるか 



 

 

6)計測値が基準値を超えた場合の通報が正しくできるか 

 
・GNSS 計測データについて、総合調整に必要なデータは、監視センターへのデータ送信が

常時可能となる日から 15日分のデータを使用する。 

 
5-3 計測監視 

1. GNSSセンサーによる計測監視 

解析セッション（計測頻度）は１回/１日とし、監視センターは設置した全ての計測機器

について、365日専任の技術員を配置して機器の異常等を常時確認しなければならない。ま

た、異常が確認された場合、速やかに監督員に報告するとともに、原因の究明や問題解決

に取り組まなければならない。（参考資料 別表－１） 

なお、監督員が解析セッション（計測頻度）の見直しを指示した場合は、設計変更の対

象とする。 

2. 計測データの誤差処理・インターネット上の更新 

計測されたGNSSデータについて、GNSS基線解析を行うことにより三次元座標差を算出し、

時系列統計解析（トレンドモデル）による誤差処理を実施し、各測点の変位量を計算する

ものとする。変位量の計算結果は、各測点毎に時系列グラフやベクトル図（平面・断面）

等にとりまとめ、インターネット上のWEBサイト等で更新・閲覧できるようにしなければな

らない。 

WEBサイトへのアクセスにはID/PWの入力を必要とするとともに、暗号化処理SSLにより情

報セキュリティを確保することとする。 

なお、解析した計測データのインターネット上のWEBサイト等への更新頻度は１回/月と

する。 

3. 観測結果とりまとめ 

(1)図表等とりまとめ 

計測されたGNSSデータ（計測点9箇所、基準点3箇所）は、観測パラメータ、観測期間、

座標系、平滑化処理の方法気象条件の記録、計測記録（GNSS計測値、平滑化結果）につい

て整理するとともに、経時変化、相関、分布等について図表をとりまとめるものとする。

（参考資料 別表－２） 

(2)比較とりまとめ 

別途貸与する既設機器で計測されたGNSSデータ（計測点7箇所、基準点3箇所）と時系列

で比較し、観測値の整合性についてとりまとめるものとする。 

4. 地震時の報告 

地震発生後のダム臨時点検のため、 

・ダム基礎岩盤或いは堤体底部に設置した地震計の地震動の最大加速度が25gal以上 

・ダム地点周辺の気象台で発表された気象庁震度階が４以上である地震 

に該当する地震が発生した場合、 

・地震直後の報告 



 

 

・地震後の安定性を確認するための報告 

が行える監視システムでなければならない。 

なお、本業務履行期間中に地震が発生し、別途地震時の対応を指示した場合は、設計変

更の対象とする。 

5. 計測監視期間 

計測監視期間については、６０日間とする。 

なお、上記計測監視期間以外に監視を行う場合は設計変更の対象とする。 

 

5-4 既設機器撤去 

既設のＧＮＳＳ計測機器の配置等は参考図－９～１０に示すとおりとする。 

既設機器（センサー、支柱、ケーブル、配管等）の撤去は、5-3計測監視における計測監視

期間終了後に行うものとする。撤去品は適切に処分するものとする。 

 

5-5 報告書作成 

マニュアル第7章を参考に、設置時の記録（表-7.2 記録項目）及び観測結果（表-7.4 整理・

とりまとめ）等を報告書にまとめるものとする。 

以 上 

 


