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器材等仕様 

１．直下流観測設備更新では、収納箱（設置台を含む）は、既存のものを流用するが、

ロガー・発信器、コントローラ、蓄電池の外寸、質量が大きく既存の収納箱に収納で

きない場合は、新規に製作して既存のものを取り外して同じ場所に設置する。 

 

２．本工事で使用する器材及び仕様は、次表のとおりとする。 

なお、指定された器材については、仕様等が確認できる資料等（以下、「器材に関す

る資料」という。）を作成、提出するものとする。 

器材名 規格 器材に関する資料 

直下流センサ収納箱 （ロガー・発信器、コントローラ、

蓄電池が収納できること） 

耐候性、特に積雪に耐えられる構造

とすること 

（必要に応じて） 

直下流センサ保護管 SUS304 250A L=9,000mm 

サドル等含む 

 

   

 

直下流観測設備 

携帯電話回線及びクラウドシステムについては機構が別途契約するため、相互の機器接続

とともに、この回線、システムと接続可能な機器を選択するものとする。指定された機器に

ついては、仕様等が確認できる資料等（以下、「機器に関する資料」という。）を作成し、

提出するものとする。 

 

(1) 水温センサ 

      測定方式      半導体方式 

   測定範囲      －１０℃～＋５０℃ 

   精  度            ±０.２℃ 

      分解能             ０.１℃ 

      ケーブル      濁度センサと共用 

   材  質            SUS304 

   外  形            濁度センサに組込 

   消費電力      計測時 150mA 以下、通信時 110mA 以下、待機時 0.6mA 

 

(2) 濁度センサ 

      測定方式      積分球散乱光式、ワイパー(モーター駆動) 

   測定範囲      ０～５００FTU 

   精  度            ±２％ of FS 

      分解能             ０.１FTU 

      ケーブル      ２５ｍつき 

   材  質            ジュラコン樹脂製 



- 2 - 

 

   外  形            φ２０×１００mm 

   消費電力      計測時 150mA 以下、通信時 110mA 以下、待機時 0.6mA 

 

(3) ロガー・発信器 

   ＣＰＵ       AD 変換 

   表示画面      液晶２０文字×４行 以上 

   入 力       水温データ、濁度データ 

   インターバル    １分～２４時間の約数で任意設定可能 

   メモリ       産業用 SD ガード 1GB, csv 記録 

   電 源       DC１２V～１６V 

   材 質       ポリカーボネート製ケース（防水規格 IP６６） 

   外形寸法      W170×H270×D110 程度 

      データ送信     NTT docomo 4G 以上 

             発注者が別途契約する遠隔監視システムに対応していること 

 

   送信アドレス    定時送信最大３件、警報送信最大３件 

   送信機能      定時送信機能、条件送信機能（設定以上・以下で送信） 

 

(4) 電 源 

   太陽電池パネル   公称最大出力(Pm)12W 

公称最大動作電流(Ipm)0.64A 

公称最大動作電圧(Vpm)18.8V 

公称短絡電流(Isc)0.71A 

公称開放電圧(Ioc)22.5V 

公称質量 1.5kg 程度 

収納箱への取付架台、取付金具、配線等含む 

   シールバッテリー  容量（24 時間率）24Ah 

             公称電圧 12V 

             質量 9.3kg 程度 

             外寸 125mm×166mm×175mm 程度 

             耐候性 

      コントローラモジュール 

             システム電圧 12V 

             自己消費電流 20mA 未満 

             動作温度範囲-40℃～45℃程度 

             外寸 153mm×105mm×55mm 程度 

             質量 0.4kg 程度 

             耐候性 

                          太陽電池パネル及びシールバッテリーに適合していること 
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岡島橋観測設備 

携帯電話回線及びクラウドシステムについては機構が別途契約するため、相互の機器接続

とともに、この回線、システムと接続可能な機器を選択するものとする。指定された機器に

ついては、仕様等が確認できる資料等（以下、「機器に関する資料」という。）を作成し、

提出するものとする。 

 

(1) 水温センサ 

      測定方式      半導体方式 

   測定範囲      －１０℃～＋５０℃ 

   精  度            ±０.２℃ 

      分解能             ０.１℃ 

      ケーブル      濁度センサと共用 

   材  質            SUS304 

   外  形            濁度センサに組込 

   消費電力      計測時 150mA 以下、通信時 110mA 以下、待機時 0.6mA 

 

(2) 濁度センサ 

      測定方式      積分球散乱光式、ワイパー(モーター駆動) 

   測定範囲      ０～５００FTU 

   精  度            ±２％ of FS 

      分解能             ０.１FTU 

      ケーブル      ５０ｍつき 

   材  質            ジュラコン樹脂製 

   外  形            φ２０×１００mm 

   消費電力      計測時 150mA 以下、通信時 110mA 以下、待機時 0.6mA 

 

(3) ロガー・発信器 

   ＣＰＵ       AD 変換 

   表示画面      液晶２０文字×４行 以上 

   入 力       水温データ、濁度データ 

   インターバル    １分～２４時間の約数で任意設定可能 

   メモリ       産業用 SD ガード 1GB, csv 記録 

   電 源       DC１２V～１６V 

   材 質       ポリカーボネート製ケース（防水規格 IP６６） 

   外形寸法      W170×H270×D110 程度 

      データ送信     NTT docomo 4G 以上 

             発注者が別途契約する遠隔監視システムに対応していること 

 

   送信アドレス    定時送信最大３件、警報送信最大３件 

   送信機能      定時送信機能、条件送信機能（設定以上・以下で送信） 



- 4 - 

 

 

(4) 電 源 

   太陽電池パネル   公称最大出力(Pm)12W 

公称最大動作電流(Ipm)0.64A 

公称最大動作電圧(Vpm)18.8V 

公称短絡電流(Isc)0.71A 

公称開放電圧(Ioc)22.5V 

公称質量 1.5kg 程度 

収納箱への取付架台、取付金具、配線等含む 

   シールバッテリー  容量（24 時間率）24Ah 

             公称電圧 12V 

             質量 9.3kg 程度 

             外寸 125mm×166mm×175mm 程度 

             耐候性 

      コントローラモジュール 

             システム電圧 12V 

             自己消費電流 20mA 未満 

             動作温度範囲-40℃～45℃程度 

             外寸 153mm×105mm×55mm 程度 

             質量 0.4kg 程度 

             耐候性 

                          太陽電池パネル及びシールバッテリーに適合していること 

 

据 付 

機器の配置、据付及び配管配線は、添付図面及び電気通信設備据付標準図集によるも

のとする。 

直下流濁度水温計、岡島橋濁度水温計ともに、既設機器の更新であるため、既設の機

器を撤去し、以下のとおり、既設機器と同じ場所に同じ配線・配管をおこなって、新規

の機器を設置し、試験、調整等を行うものとする。 

 

直下流観測設備 

１．収納箱（設置台を含む）は、既存のものを流用出来ない場合は、ロガー・発信器、ソ

ーラーパネル、コントローラ及び蓄電池とともに収納箱を取り外し、収納箱を設置する。 

２．収納箱（設置台を含む）は、既存のものを流用する場合は、これを破損することなく、

ロガー・発信器、ソーラーパネル、コントローラ及び蓄電池を取り外す。 

３．既設のセンサ保護管を撤去し、SUS304、250A、L=9,000mm の保護管を設置する。 

４．濁度水温センサを挿入保護管に挿入する。メンテナンス作業が容易に実施できるよう

に引き上げが出来る構造で、設置深度が変動しないように固定する。 

５．ロガーについては、収納箱内に組み込むものとする。 

６．太陽電池については、収納箱内に設置するものとする。 



- 5 - 

 

７．太陽電池用蓄電池は収納箱に設置するものとする。 

８．配線（配管）・接続を行う。 

 

岡島橋観測設備 

１．岡島橋水位計局舎で、水位計等の既存の機器を損傷しないように十分に注意して、ロ

ガー・発信器、コントローラ、蓄電池及びソーラーパネルを取り外す。 

２．濁度水温センサについては、既存センサを取り外して、既設の保護管に濁度水温セン

サを挿入する。メンテナンス作業が容易に実施できるように引き上げが出来る構造で、

設置深度が変動しないように固定する。 

３．ロガー・発信器、コントローラ、蓄電池については、岡島橋水位観測局舎内に収納盤

として設置するものとする。あわせて、局舎屋上部にソーラーパネルを設置する。 

４．配線（配管）・接続を行う。保護管から局舎までの保護配管は、既設のものを流用し、

配線のみ交換する。 

 

調 整 

１．据付完了後、各機器の単体調整及び総合調整を行うものとする。 

２．試験調整等 

       濁度水温計設置後、携帯電話回線、クラウドソフトにより、管理所へデータ伝送

を確実に行うことを確認するものとする。携帯電話回線及びクラウドシステムにつ

いては機構が別途申し込みを行うものとする。このため、携帯電話回線及びソフト

ウェア使用料は本工事には含まない。 

 


