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第１条 適 用 

１．本特記仕様書（以下、「本仕様書」という）は、購入仕様書でいう特記仕様書であり、「苫小牧施工試験フィー 

ルド観測機器購入外」（以下、「本購入」という）に適用する。 

２．本購入にあたり本仕様書に明示なき事項については、共通仕様書、関係法規・法令の他、寒地土木研究所「苫小 

牧施工試験フィールド観測機器購入外 概要書」（以下、「概要書」という）による。 

 

第２条 疑 義 

     本仕様書に記載された内容に疑義を生じた場合には、速やかに担当職員と協議するものとする。 

 

第３条 権利義務の譲渡等 

    １．受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２．受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。) を第三者に譲渡し、貸与し、 

又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

第４条 納入計画 

     受注者は、契約締結後速やかに以下の定めによる納入計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。 

なお、現地作業を伴う場合においては、現地作業における安全管理においても記載する。 

１．受注者は、契約締結後、14 日（休日等を含む）以内に納入計画書を作成し、担当職員に提出しなければならな 

い。 

２．納入計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

（１）履行概要 （２）実施方針 （３）実施工程 （４）業務組織計画 （５）打合せ計画 

（６）成果物の品質を確保するための計画 （７）成果物の内容、部数 （８）使用する主な図書及び基準 

（９）連絡体制(緊急時含む) （10）使用する主な機器 （11）その他 

（２）実施方針又は(11)その他には、個人情報の取扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対策の強化、適切

な情報管理に関する事項も含めるものとする。 

また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から履行に関する質疑等の応答を求められた時の



 

 

対応及び連絡体制を記載するものとする。 

３．受注者は、納入計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度担当職員に変更納入計

画書を提出しなければならない。 

４．担当職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な納入計画に係る資料を提出しなければならない。 

 

第４条 納入期限 

     令和 4年 12 月 28 日（水） 

 

第５条 納入場所 

     国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所 苫小牧施工試験フィールド内（詳細は概要書を参照のこと） 

 

第６条 購 入 品 

     概要書を参照のこと。 

 

第７条 仕 様 

     概要書を参照のこと。 

 

第８条 設置・調整等 

     概要書を参照のこと。 

 

第９条 資料等の提出 

受注者は、納入期限までに完成図、取扱説明書及び保証書を提出するものとする。 

 

第10条 グリーン購入法の推進について 

     本業務の実施に当たっては「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づいた

環境物品等を使用することに努めること。 

 

第11条 情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応 

     候補となる機器等についてはあらかじめ担当職員に機器等リストを提出し、発注者がサプライチェーン・リスクに



 

 

関わる懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、発注者と迅速かつ密接に連携し提

案の見直しを図ることとする。 

 

以 上 
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【概要】 

 国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（以下、寒地土研）が所有する苫小牧施工試験

フィールド（苫小牧市内）において、気象観測、土木計測、映像監視を目的とする機器を購入

及び据付し、寒地土研寒地地盤チーム執務室（札幌市内）にてリアルタイムでそれらデータを

取得可能なシステムを構築する。 

 

【納期】 

 契約日の翌日～令和 4 年 12 月 28 日 

 

【納入箇所】 

 ・苫小牧市柏原 211 番地 1 国道 235 号南側「苫小牧施工試験フィールド」（図 1 参照） 

 ・札幌市豊平区平岸 1 条 3 丁目 1-34 寒地土木研究所寒地地盤チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 苫小牧施工試験フィールド位置図 
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・購入品一覧 

 下表は購入予定の機器一覧である。仕様は後述する。据付に際しては併せて観測機器参考図

（1）～（5）を参照のこと。 

№ 品名 数量 単位 備考 

Ⅰ．気象観測機器 

1 風向風速計 1 台   

2 雨量計感部 1 台   

3 温度計感部 1 台   

4 気温計用通風筒 1 台   

5 露点計感部 1 台   

6 露点計用通風筒 1 台   

7 露点計用接続箱 1 台   

8 日照計感部 1 台   

9 日射計感部 1 台   

10 スイッチング電源 1 台   

11 避雷器 1 台   

12 取付アーム 1 個   

13 レーザー積雪深計 1 台   

14 入力端子モジュール 1 台 
風向風速、雨量、温度、 
露点、日照、日射、積雪  

15 ベースモジュール 2 台   

16 AC/DC 電源 1 台   

17 処理モジュール 1 台   

18 風向風速モジュール 1 台   

19 雨量モジュール 1 台   

20 温度湿度モジュール 1 台   

21 日照日射モジュール 1 台   

22 積雪モジュール 1 台   

23 気圧モジュール 1 台   

24 電源モジュール 1 台   

25 スイッチングハブ 1 台   

26 環境サーバプログラム 1 式   

27 気象観測処理装置 1 台 FA-PC  



28 露点計用電源箱 1 台   

29 高精度振動式気圧計モジュール 1 台   

Ⅱ．土木計測機器 

30 スキャナ 8 台   

31 スキャナ盤 8 面   

32 スキャナケーブル 3 本 20ｍ  

33 スキャナケーブル 2 本 30ｍ  

34 スキャナケーブル 2 本 300ｍ 

35 スキャナケーブル 1 本 500ｍ 

36 データロガー 3 台   

Ⅲ．映像監視機器 

37 Web カメラ 2 台   

38 カメラレコーダ支柱 1 本   

39 カメラ中継伝送盤 1 面   

40 PoeHUB 1 台   

41 カメラレコーダ 1 台   

42 無線 LAN 装置 1 台 親局装置  

43 無線 LAN 装置 1 台 子局装置  

Ⅳ．共通機器 

44 街灯 1 本   

45 防護機材 3 組   

46 分電盤 3 面   

47 収納ラック 1 架   

48 無停電電源装置 1 台   

49 モバイルルータ 2 台   

50 データ集録転送装置 1 台 FA-PC  

51 データ収録制御装置 1 台 FA-PC  

52 CPU 切替器 1 台   

53 データ受信処理装置 1 台 ノート PC  

 

 

 

 
  



・購入品の仕様 

 以下に購入品の仕様等を示す。なお「現場側」は苫小牧施工試験フィールドにおいて屋外を

指し、「管理棟側」は苫小牧施工試験フィール内にある建屋内を指す。 

 

Ⅰ.気象観測機器 

■現場側  

（1）風向風速計 

1) 検出方式 : 風向 / 尾翼～光電エンコーダ式 

 風速 / 風車～光電パルス式 

2) 測定範囲 ：風向 / 0 度～360 度 

 風速 / 0.4m/s～90m/s 

3) 精度（変換器含む） ：風向 / ±3 度 

 風速 / 6m/s 以下のとき …… ±0.3m/s 

 6m/s を超えたとき … 指示値の±5％ 

4) ブラレシス ：SMI 式（方形波磁気誘導） 

5) 起動風速 ：0.4m/s 以下 

6) 耐風速 ：110m/s（気象庁風洞で 108m/s の耐風速確認。理論値で耐風速 110m/s 以上） 

7) 出力信号 ：2 線式カレントループ（電源重畳） 

8) 適合変換器  ：WA4201 風向風速計変換器，WM8841-S1-2W Fis 風向風速モジュール 

9) 電源 ：DC24V±10%，約 140mA 

10) 使用環境 ：-30℃～+50℃（プロペラ部に氷結, 積雪無きこと） 

11) 絶縁抵抗 ：DC100V または DC125V,10MΩ 以上（信号線一括－FG 間） 

12) 隔測距離 ：1km 以下(1.25mm２ 以上のケーブルにて延長する場合) 

13) 材質 ：風車・胴体  /  ガラス繊維入りポリカーボネート樹脂 

           尾翼  /  FRP 

14) 塗装色 ：本体 / マンセル 2.5Y9/2 相当（樹脂素地） 

           尾翼 / マンセル 10YR8.5/1.5 相当 

15) 外形寸法 ：約 φ250mm(W:風車径)×660mm(H)×590mm(D) 

16) 取付寸法 ：約 φ125mm 円周上に 3-φ12.4mm×14.9mm（長穴）取付穴 

17) 質量 ：約 3.3kg 

18）付属品 ：風向風速計用取付フランジ(耐食アルミニウム合金製) 

 

（2）雨量計感部 

1) 検出方式 ：転倒ます式 

2) 受水口径 ：200mm 

3) １転倒雨量 ：1.0mm 



4) 測定精度 ：40mm 以下の雨量のとき ………… ±1.0mm 以内 

  40mm を超える雨量のとき…………±3％以内 

5) 接点出力信号 ：無電圧メーク接点信号 

 （主接点・副接点） 接点時間   /  主接点 0.10～0.15 秒 

  /  副接点 0.10～0.24 秒 

  接点容量   /  30V DC,0.5A（抵抗負荷） 

  接点出力数  /  2 接点出力（主接点,副接点） 

 主接点，副接点ともに避雷素子付き 

6) ろ水器  ：2 重構造によるゴミ詰まり防止機能付き 

7) 温度調節器設定温度 ：20℃ 

8) 温度ヒューズ ：溶断温度 / 98℃,  定格電流 / 10A 

9) 絶縁抵抗 ：500V DC, 1OMΩ 以上 

10) 耐電圧 ：1000V AC,1 分間（ただし避雷素子を外した状態） 

11) 使用環境温度 ：-10～+50℃ 

12) 保管温度 ：-30～+60℃ 

13) 電源 ：100V AC±10％, 50Hz/60Hz 

14) 最大消費電力 ：120 W（AC 100 V の時） 

  上部にメタルクラッド抵抗器 50 W×2 

  下部左右排水口に巻線抵抗器 8.3 W×2 

            各ヒータの抵抗値許容誤差±5％ 

15) 平均消費電力 ：49 W 環境温度－10℃の時の平均消費電力（恒温槽試験による） 

16) 外形寸法 ：約 φ210mm×450mm(H) 

17) 質量 ：約 5.2kg 

 

（3）温度計感部 

1) 検出方式  ：白金測温抵抗体 

 2) 測定範囲  ：-50℃～+50℃ 

 3) 精度  ：JIS A 級，±（0.15＋0.002 |t|）℃ ※|t| は，温度の絶対値 

 4) 抵抗値  ：Pt（白金）100Ω（０℃のとき），４導線式 

 5) 保護管材質  ：SUS 304 

 6) 外形寸法  ：約 φ13mm×122mm(L) 

  7) 質量  ：約 0.03kg 

 

（4）気温計用通風筒 
 1) 方式  ：二重円筒強制通風式 

 2) 通風速度  ：約 5m/s～7m/s 



 3) 電源  ：AC100V±10％，50Hz/60Hz 

 4) 消費電流  ：約 0.1A/0.09A( 50Hz/60Hz ) 

 5) 外形寸法  ：約 310mm(W)×370mm(H)×φ140mm(D) 

 8) 質量  ：約 6.0kg 

 9) 適合ｹｰﾌﾞﾙ径  ：電源用 ………… φ 8.5mm～10.5mm（推奨品 CVVS 1.25mm2 ２心） 

            温度計感部用 … φ10.5mm～12.5mm（推奨品 CVVS 1.25mm２ ４心） 

 

（5）露点計感部  

 1) 検出方式  ：塩化リチウム塗布型露点計 

 2) 測定範囲  ：-40℃～+60℃（露点温度，測定雰囲気温度により変わります） 

 3) 精度  ：フルスケールの±0.5％以内 

 4) 測温抵抗体  ：ニッケル測温抵抗体 

 5) 通風速度  ：0.25m/s 以下 

 6) ヒータ電源  ：AC 25V 

 7) 外形寸法  ：約 118mm(W)×350mm(H)×100mm(D) 

 8) 質量  ：約 0.8kg 

 

（6）露点計用通風筒 

1) 方式  ：感部発熱による自然対流型 

2) 構造  ：二重円筒構造 

3) 取付感部  ：E-771 形 露点計感部 

4) 材質   ：ステンレス 

5) 外形寸法   ：約 269mm(W)×331mm(H)×φ135mm(D) 

6) 質量   ：約 5.0kg 

 

（7）露点計用接続箱 

1) 用途  ：発信器の取り外しを容易にする 

2) 方式  ：コネクタ脱着方式 

3) 構造  ：防滴構造 

4) 材質   ：ステンレス素地 

5) 外形寸法   ：約 116mm(W)×246mmH)×112mm(D) 

6) 質量   ：約 1.5kg 

 

（8）日照計感部 

1) 感知方式 ：太陽電池（シリコンフォトダイオード）3 面配置 

2) 日照時規定 ：出力電圧 DC20mV/0.12kW/m2（WMO 値） 



3) 精度 ：子午線に対し±10％以内 

4) 感知部保護 ：透明ガラスキャップ・防湿不活性ガス封入 

5）本体接続部 ：防水型 2 ピンメタルコネクタ（オス） 

6）ケーブル接続部 ：片側…防水型 2 ピンメタルコネクタ（メス） 

 片側…M3 矢型圧着端子 

7）出力調整器 ：ポテンショメータ（コネクタ端子部に固定） 

8）使用環境 ：全天候下連続使用 気温-20℃～+50℃ 

9) 外形寸法 ：外形図参照 

10) 質量 ：約 2kg（支持金具含む） 

 ※ 4 年ごとの校正と部品交換が必要 

 

（9）日射計感部. 

1) 検出方式  ：熱式 

2) 測定範囲  ：0～2.0kW/m2 

3) 波長範囲  ：285～3,000nm 

4) 器械定数  ：7mV/kW/m２ 

5) 応答時間  ：18s 以下（95％応答） 

6) 内部抵抗  ：20～140Ω 

7) 非直線性  ：±1％ 

8) 絶縁抵抗  ：信号端子とケース間；500 V DC、1 MΩ 以上 

 電源端子とケース間；500 V DC、10 MΩ 以上 

9) 使用環境  ：-40～+70℃ 

10) 表面処理  ：本体  /  アルマイト加工（陽極酸化処理） 

 ファン・ヒータユニット；アクリル塗装 

11) 電源  ：10.8～13.2 V DC 

12) 消費電力  ：ファン 1.9 W、ヒータ 7 W（12 V DC 入力時） 

13) 外形寸法  ：約 φ138(W)×160.5(H)mm 

14) 質量  ：約 1.1kg（ケーブル除く） 

15) その他  ：スイッチング電源、避雷器、取付アーム、 

 

（10）レーザ積雪深計感部(積雪モジュールとの組合せ仕様)    

1) 測定範囲  ：0～6m の積雪深 

2) 精度  ：±1cm（白色塗装板による） 

3) 測定分解能  ：0.1cm 

4) 設置高さ  ：7m 以下 

             2m 以上 3.5m 未満；感部取付角度 30 度 （測定可能範囲：0m～3m） 



             3.5m 以上 7m 以下；感部取付角度 10 度～20 度 （測定可能範囲：0m～6m） 

5) 出力分解能  ：0.1cm 

 感部仕様 

6) 方式  ：レーザ光による位相差検出方式 

7) レーザ製品クラス分け  ：クラス２ 

8) レーザ波長  ：620 ～ 690 nm （可視光，赤色） 

9) レーザ最大出力 ：1mW 

10) ビーム径  ：約 8mm （感部より 10m の距離） 

 11) ビーム広がり角(全角) ：0.16 × 0.6mrad 

12) 適合変換器  ：WM8851 形 積雪モジュール(WB7621 形人体検知器と組合せ) 

            WB7605 形 レーザ積雪深計変換器 

13) 取付ポール径  ：JIS 50A (φ60.5mm) 

14) 隔測距離  ：WB7621 形人体検知器間と感部間の距離最大 5m 

 WB7605 形レーザ積雪深計変換器と感部間の距離最大 200m 

15) 取付角度  ：0～30 度 

16) 使用環境  ：-30～+40℃ 

17) 電源  ：DC 12V（変換器より供給） 

18) 消費電流  ：最大 1.3A 

19) 塗色  ：マンセル 2.5Y7/1.5（半ツヤ）相当 

20) 外形寸法  ：約 160mm(W)×366mm(H)×451mm(D) 

21) 質量  ：約 3.8kg 

 

■管理棟側 

（1）入力端子モジュール 

①風向風速 

1) 避雷対策  ：入力端子ごと対接地線間にサージアブソーバを装着 

2) 使用環境  ：温度 / -10℃～+50℃  

           湿度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

3) 外形寸法  ：約 68mm(W)×154mm(H)×106mm(D)（突起部は除く） 

4) 質量  ：約 510g 

②雨量降雨強度 

1) 避雷対策  ：入力端子ごと対接地線間にサージアブソーバを装着 

2) 使用環境  ：温度 / -10℃～+50℃  

           湿度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

3) 外形寸法  ：約 68mm(W)×154mm(H)×106mm(D)（突起部は除く） 

4) 質量  ：約 510g 



 

③温度露点 

1) 避雷対策  ：入力端子ごと対接地線間にサージアブソーバを装着 

2) 使用環境  ：温度 / -10℃～+50℃  

           湿度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

3) 外形寸法  ：約 68mm(W)×154mm(H)×106mm(D)（突起部は除く） 

4) 質量  ：約 510g 

 

④日照日射 

1) 避雷対策  ：入力端子ごと対接地線間にサージアブソーバを装着 

2) 使用環境  ：温度 / -10℃～+50℃  

           湿度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

3) 外形寸法  ：約 68mm(W)×154mm(H)×106mm(D)（突起部は除く） 

4) 質量  ：約 510g 

 

⑤積雪 

1) 避雷対策  ：入力端子ごと対接地線間にサージアブソーバを装着 

2) 使用環境  ：温度 / -10℃～+50℃  

           湿度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

3) 外形寸法  ：約 68mm(W)×154mm(H)×106mm(D)（突起部は除く） 

4) 質量  ：約 510g 

 

（2）ベースモジュール  

1) スロット数  ：12 スロット 

2) 実装モジュール ：電源モジュール / WM8831 形１台実装可能（右側２スロット） 

            処理モジュール / WM8801 形１台実装可能（左側１スロット） 

            変換モジュール / 最大 10 台（１スロット／１台） 

                   ※電源モジュールの２スロット分を除いた台数 

            入力端子モジュール / 最大６台（２スロット／１台） 

3) 使用環境  ：-10℃～+50℃，90％ r.h.以下 

4) 外形寸法  ：約 422mm(W)×151mm(H)×16mm(D) 

5) 質量  ：約 790g 

 

（3）処理モジュール 

1) 入力周期  ：3 秒／1～9 台 

            6 秒／10～18 台 



             12 秒／19～31 台 

2) 変換モジュール接続数 ：最大 31 台 

3) 表示  ：仕様 / Web ブラウザ使用 

                  （Internet Explorer 11 にて動作確認しております） 

            内容 / リアルタイムデータ表示（入力周期 ※）  

 日グラフ表示 

 日表／日処理表 

              機器状態表示（入力周期 ※） 

                   ログ情報表示 

                 観測データのダウンロード 

                 設定 

                 ※ベストエフォート型のサービスであり, 更新周期を 

                       保証するものではありません。 

4) 正分データ記録 ：記録内容 / 各変換モジュールにて処理された定時データ 

            記録要素数 / 最大 128 要素 

            記録周期 / 1 分 

            記録期間 / 約 15 時間～約 10 日 

 ※ 記録要素数により異なります。 

5) 定時データ記録 ：記録内容 / 各変換モジュールにて処理された定時データ 

            記録要素数 / 最大 256 要素 

            記録周期 / 1 分,2 分,5 分,10 分,15 分,20 分,30 分,60 分から選択 

            記録期間 / 約 15 時間～約 45 日 

                   ※ 記録要素数および記録周期により異なる。 

6) 日処理データ記録 ：記録内容 / 各変換モジュールにて処理された日処理データ 

            記録周期 / 1 日 

            記録期間 / 45 日 

            記録時刻 / 日界時刻＋30 分 

            日界 / 24 時日界,9 時日界 24 時日替り,9 時日界 9 時日替りから選択 

7) ログ情報記録 ：記録内容 / システム情報,HK 情報,AQC 情報,自己点検情報 

            記録件数 / 各情報ごとに最大 1000 件 

8) 外部接続機器 ：電波時計（シーデックス株式会社製 JST2000） 

            GPS 時計（古野電気株式会社製 TS-820） 

            アナログモデム（弊社推奨機種による） 

            ※いずれか 1 つを接続可能。 

9) 保存ﾃﾞｰﾀ形式 ：CSV(Comma Separated Value)形式 

10) ﾃﾞｰﾀの停電保証 ：不揮発性メモリへ保存するため消去されない。 



11) 通信ｻｰﾋﾞｽ ：WWW サーバ (5 コネクション) 

            FTP サーバ (4 クライアント) 

            SMTP クライアント 

            SNTP クライアント 

            ソケット通信；リアルタイムデータ配信（10 クライアント） 

                   定時データ配信（6 クライアント） 

                   過去データ配信（1 コネクション） 

12) 通信  ：通信ポート / 10BASE－T/100BASE-TX×1 ポート 

                                      RS-232C×1 ポート（D-Sub9 ピン, オス） 

            プロトコル / TCP/IP,UDP/IP 

                                      PPP ※ 着信のみ可。 

13) 内部時計の精度 ：±8.64 秒／日（周囲温度＝23℃ ±2 秒／日） 

14) 時刻校正  ：SNTP クライアント機能、FIs.View ソケット通信、電波時計、GPS 時計 

15) 外部出力  ：ディジタル表示器プロトコル 

16) 使用環境  ：温 度 / -10～+50℃ 

            湿 度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

17) 消費電流  ：DC12V / 180mA 

                      ※但し、本モジュールの起動後（リセット時も含む）の約 40 秒間は, 

                      約 300mA。 

18) 外形寸法  ：約 34mm(W)×154mm(H)×106mm(D) 

19) 質量  ：約 360g 

 

（4）風向風速モジュール 

1) 適合発信器  ：WA7501-2W 形風向風速計発信器、WA7601-2W 形風向風速計発信器 

2) 入力信号  ：2 線カレントループ（電源重畳） 

3) 測定範囲  ：風  向 / 0°～360° 

                      風  速 / 0m/s～90m/s 

4) 精度  ：風  向 / ±3°以内 

                      風  速 / 6m/s 以下のとき±0.3m/s 以内 

 6m/s 以上のとき±5%以内 

             感部が WA7501/ENV 仕様の場合 

              10m/s 以下のとき±0.3m/s 以内 

               10m/s を超えるとき 指示値の±3%以内 

                （精度確認は社内検査による） 

5) 隔測距離  ：1km 以下(0.75mm2 以上のケーブルにて延長する場合) 

6) 使用環境  ：温度  /  -10℃～+50℃ 



 湿度  /  90%r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

7) 電源  ：DC5V，DC12V 

8) 消費電流  ：DC5V; 約 60mA，DC12V; 約 280mA 

9) 外形寸法  ：約 34mm(W)×154mm(H)×106mm(D) 

10) 質量  ：約 380g 

 

（5）雨量モジュール 

1) 適合発信器  ：雨 量 / B-071 形 いっ水式雨雪量計 

                WB0015 形 雨量計感部 

                 WB0017 形 温水式雨雪量計感部 

            感   雨 / B-082 形 感雨器 

           降水強度 / B-061 形 降雨強度計感部 

2) 入力信号  ：雨   量 / 無電圧接点パルス 

               0.1mm/パルス，0.5mm/パルス，1mm/パルス 

            感 雨 / 無電圧メーク接点 

           降水強度 / 電圧パルス 0.0083mm/パルス 

3) 測定範囲  ：雨 量 / 0mm～9999.9mm 

            感 雨 / 降雨あり … 1 

                   降雨なし … 0 

           降水強度 / 0mm/h～300mm/h（雨量パルス時間演算時） 

                   0mm/h～100mm/h（B-061 形 接続時） 

4) リセット信号 ：雨 量 / 接点信号 ON；0.1 秒以上 

5) 精度  ：フルスケールの±0.5％以内 

6) 隔測距離  ：300m 以下(発信器と変換モジュールの間) 

7) パルス分岐出力 ：雨 量 / 無電圧メーク接点 

                   入力に対し出力が 1：1 に対応 

                   容 量 / DC24V，0.5A 

            降水強度 / オープンコレクタ 

                   入力に対し出力が 1：1 に対応 

                  容 量 / DC15V，50mA 

8) 使用環境  ：温 度 / -10℃～+50℃ 

           湿 度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

9) 電源  ：DC5V，DC12V 

10) 消費電流  ：DC5V … 約 50mA, DC12V … 約 120mA 

11) 外形寸法  ：約 34mm(W)×154mm(H)×106mm(D) 

12) 質量  ：約 380g 



 

（6）温度湿度モジュール  

1) 適合発信器  ：温 度 / E-723 形 気温計感部 

               E-734 形 温度計感部 

                E-735 形 温度計感部 

                E-736 形 温度計感部 

            湿 度 / E-771 形 露点計発信器※ 

2) 測定範囲  ：温 度 / -100℃～+100℃ 

            露 点 / -40℃～+60℃ 

            相対湿度 / 0％～100％ 

           実効湿度 / 0％～100％ 

3) 精度  ：温 度 / ±0.5℃ 

            露 点 / ±1℃ 

            相対湿度 / ±5％ 

            実効湿度 / ±5％ 

4) 隔測距離  ：300m 以下（発信器と変換モジュールの間） 

5) 使用環境  ：温度  /  -10℃～+50℃  

            湿度  /  90%r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

6) 電源  ：DC5V，DC12V 

7) 消費電流  ：本 体 / DC5V;60mA，DC12V;90mA 

8) 外形寸法  ：本 体 / 約 34mm(W)×154mm(H)×106mm(D) 

9) 質量   ：本 体 / 約 380g 

            ※別売りの『E-881 形露点計用電源箱』を必要とします。 

 

（7）日照日射モジュール 

1) 適合発信器  ：日 照 / H0621 形 日照計感部 

           日 射 / H2022 形 日射計感部，H2122 形 日射計感部 

           示差放射 / 示差放射計感部 

            熱 流 / 熱流計感部 

2) 入力信号  ：日 照 / 20mV／(0.12kW/㎡） 

            日 射 / 7mV／(kW/㎡) 

            示差放射 / 7mV／(kW/㎡) 

            熱 流 / 7mV／(kW/㎡) 

3) 測定範囲  ：日 照 / 0.0h～9999.9h 

            日 射 / 瞬間値：0.00kW/㎡～2.00kW/㎡ 

                   積算値：0.00MJ/㎡～999.99MJ/㎡ 



            示差放射 / 瞬間値：-0.40kW/㎡～1.60kW/㎡ 

                   積算値：-999.99MJ/㎡～+999.99MJ/㎡ 

            熱 流 / 瞬間値：0.00kW/㎡～1.00kW/㎡ 

                   積算値：0.00MJ/㎡～999.99MJ/㎡ 

4) 精度  ：フルスケールの±0.5％以内 

5) 隔測距離  ：300m 以下(発信器と変換モジュール間) 

6) 使用環境  ：温 度 / -10℃～+50℃ 

            湿 度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

7) 電源  ：DC5V，DC12V 

8) 消費電流  ：DC5V … 約 60mA，DC12V … 約 90mA 

9) 外形寸法  ：本 体 / 約 34mm(W)×154mm(H)×106mm(D) 

 10) 質量  ：本 体 / 約 380g 

 

（8）積雪モジュール  

1) 適合発信器  ：WB7621 形人体検知器（WB7611 形レーザ式積雪深計感部も必要） 

2) 入力信号  ：平衡 2 線通信，コネクタ；D-Sub9・メス 

3) 測定範囲  ：0m～6m 

4) 使用環境  ：温 度 / -10℃～+50℃ 

            湿 度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

5) 電源  ：DC5V，DC12V 

6) 消費電流  ：DC5V…60mA, DC12V…70mA 

7) 外形寸法  ：約 34mm(W)×154mm(H)×106mm(D) 

8) 質量  ：約 380g 

 

（9）気圧モジュール  

1) 適合発信器  ：F4711 形高精度振動式気圧計モジュール 

2) 入力信号  ：RS-232C (JIS X5101 準拠) 

            コネクタ；D-Sub9・メス(DCE 接続) 

3) 測定範囲  ：500～1300hPa 

4) 隔測距離  ：15m 以下(発信器と変換モジュールの間) 

5) 使用環境  ：温 度 / -10℃～+50℃ 

            湿 度 / 90％ r.h.以下（ただし，結露しないこと） 

6) 電源  ：DC5V，DC12V 

7) 消費電流  ：DC5V…60mA, DC12V…80mA 

8) 外形寸法  ：約 34mm(W)×154mm(H)×106mm(D) 

9) 質量  ：約 380g 



 

（10）電源モジュール  

1) 電源入力  ：AC100V±10％ 単相 50Hz/60Hz 

2) 消費電力  ：最大 80VA 

3) 突入電流  ：15A max. (AC100V，Ta=25℃) 

4) ヒューズ  ：2A 普通溶断形ヒューズ 

5) 定格出力電圧 ：DC5V，DC12V 

6) 定格出力電流 ：DC5V / 1.1A 

            DC12V / 2.7A 

7) 絶縁抵抗  ：外部端子一括 － ＦＧ端子間 

            DC500V 絶縁抵抗計にて 30MΩ 以上 

8) 耐電圧  ：外部端子一括 － ＦＧ端子間 

            AC1500V 1 分間 

9) 漏洩電流  ：0.5mA max. 

10) 不感瞬停時間 ：20ms 

11) ノイズ耐量  ：ノイズ電圧 1500Vp-p，ノイズ幅 0.8μs，立ち上がり 1ns， 

            繰り返し周波数 50Hz のノイズシュミレータによる 

12) 使用環境  ：-10℃～+50℃, 90％ r.h.以下 

13) 外形寸法  ：約 68mm(W)×154mm(H)×106mm(D) 

14) 質量  ：約 750g 

 

（11）環境サーバプログラム 

〇ハード条件 

1) 本体／メモリ ：OS のシステム要件を満たすパーソナルコンピュータ 

2) ハードディスク ：20G バイト以上の空き容量 

3) ディスプレイ ：1024 ドット×768 ドット以上，256 色以上 

4) CD-ROM ドライブ ：CD-ROM を読み込みできるドライブ 

5) プリンタ ：A4 サイズ，B4 サイズまたは A3 サイズの用紙が使用可能なプリンタ 

〇ソフト条件 

1) ＯＳ ：Windows Server 2016 Standard x64（日本語版） 

 Windows 10 IoT Enterprise x64（日本語版） 

 Windows 10 Pro x64（日本語版） 

 Windows Server 2008 R2 Standard with SP1 x64（日本語版） 

 Windows 7 Professional with SP1 x86/x64（日本語版） 

〇動作制限事項 

1) 最大記録要素数 ：本パッケージにて処理可能な１局（Ｆｉｓ）あたりの記録要素数は、下表のと



おりです。Ｆｉｓの記録周期設定と記録要素数の設定項目が下表の条件を満た

すように設定してください。 

 

記録周期 記録要素数 

1 分 1～25 

2 分 1～50 

5 分 1～125 

10 分 

制限なし 

15 分 

20 分 

30 分 

1 時間 

 

2) ブラウザ設定 ：オンライン作業モードにすること。 

 （オフライン作業モードでは定時／臨時回収は不可。） 

〇供給媒体 ：ＣＤ  /  １枚 

 

〇システムの基本機能 

1 )動作環境の設定機能： 

        観測局の IP アドレスなどシステムを稼動させるうえで必要な設定を行います。 

2) Fis からのデータ回収機能： 

       ＬＡＮまたは通信回線を介して Fis より各種のデータを回収します。 

3) データの編集機能 ： 

       回収したデータを編集できます。統計値に関しては，編集後再計算を行います。 

4) ディスプレイへの帳票出力機能： 

        日表，日処理，半旬処理，旬処理，月処理，年処理，月表，年表を表示します。 

5) ディスプレイへのグラフ出力機能： 

    日グラフ，月グラフ，年グラフ，風向頻度のレーダーチャートならびにトレンドグラフ 

   を表示します。 

6) プリンタへの帳票出力機能： 

    指定された期間の日表，日処理，半旬処理，旬処理，月処理，年処理，月表，年表を印 

   字します。連続回収の場合，局ごとに日界を越えたときに自動印字することもできます。 

7) プリンタへのグラフ出力機能： 

    トレンドグラフ，日グラフ，月グラフ，年グラフ，風向頻度のレーダーチャートを印字 

   します。 

8) ハードディスクへのデータ記録機能： 



 回収したデータをデータベースに記録保存します。 

9) データのフォーマット変換機能： 

    指定された期間のデータを CSV（Comma Separated Value）形式に変換します。CSV 形式 

に変換されたデータは，Microsoft Office Excel などの表計算ソフトで読み込むことがで 

きます。 

10) データベースのバックアップ機能： 

 データベースのバックアップを行います。 

 

（12）気象観測処理装置（FA-PC） 

1) ＯＳ     ：Windows10 IoTEnterprise2019 LTSC 64bit 

2) ＣＰＵ    ：Core i3 8100 3.6GHz 4C4T 6MB 

3) メモリ    ：DDR4SDRAM 4GB×2 

4) ＨＤＤ    ：500GBS-ATA 

5) 光学ドライブ ：DVD±R/RW 

6) 外形寸法   ：136mm(W)×330mm(H)×340mm(D) 

7) 電源     ：AC100V 350W 

8)その他 ：液晶モニタ、キーボード、マウス付き 

 

（13）露点計用電源箱 

1) 出力電圧  ：AC 25V（無負荷時） 

2) 電源  ：AC 100V±10％，50Hz または 60Hz±2Hz 

3) 消費電流  ：約 41mA（無負荷時），約 300mA（ヒーティング時） 

4) ﾊﾞﾗｽﾄﾗﾝﾌﾟ  ：R32V，40W（鉄道車両用電球，JIS C7503）  

5) 適合感部  ：E-771 形露点計発信器，E-773 形露点検出器 

6) 取付方法  ：パネル裏面取付，取付方向自由 

7) 外形寸法  ：約 307mm(W)×103mm(H)×176mm(D) 

8) 質量  ：約 4.8kg 

 

（14）高精度振動式気圧計モジュール 

1) 検出方式  ：シリコン振動子式 

2) 測定範囲   ：500～1300 hPa 

3) 最大耐圧力  ：1500 hPa 

4) 精度  ：±0.15 hPa（当社校正用標準器によります。）※ 

 （-20～+50℃内，直線性，ヒステリシス，繰り返し性の総合値） 

 本気圧計は精密機器のため，6 ヶ月に 1 回程度を目安に校正 

5) 応答時間  ：5 秒 以内（500 hPa → 1300 hPa 変化時） 



6) ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ時間 ：5 分 以内 

7）測定間隔  ：0.5 秒 

8）平均時間  ：なし，10 秒，60 秒の移動平均（RS-232C による設定コマンドで切り替え） 

9) 表示  ：LCD，5×7 ﾄﾞｯﾄ，16 桁，1 行 

 データ  ;  小数点以下 2 桁まで 

 内容  ;  現在気圧，異常内容番号 

 更新間隔  ;  0.5 秒 

10) ディジタル信号入出力  ：RS-232C（JIS X5101 準拠） 

 コネクタ ; D-sub 25 ピン 

 フォーマット ; 当社標準 

 出力内容 ; 現在気圧，自己診断情報 

 分 解 能 ; 0.01hPa（最少出力単位） 

 最小通信間隔 ; 1 秒 

11) 動作モード  ：内部スイッチで，以下のモードを切り替え 

 ① 連続測定モード 

 ② 外部起動モード（RS-232C 信号または接点入力信号による） 

 ウォームアップ時間；RS-232C‥…5 秒間 

・外部出力が必要な場合，外部起動はウォームアップ時間以上前の

ON が必要 

 ③ ①②を RS-232C の設定コマンドで切り替え可能 

12) 接点入力  ：内容 / 外部起動モードのとき，接点メークで測定 

 条件 / 無電圧メーク接点 

 メーク時間 …… 0.2～5 秒 

 負荷 …… DC 10 V，10 mA（抵抗負荷）以上 

13) 設定  ：① 機能設定スイッチによる 

              RS-232C 通信条件 

              ボーレート ； 1200 bps／2400 bps／4800 bps／9600 bps 

              データ長 ； 7 bit／8 bit 

              パリティ ； なし／偶数／奇数 

              ストップビット； 1 bit／2 bit 

 ② RS-232C の設定コマンド 

 器差補正，動作モード，平均時間 

 

14) 自己診断機能 ：① 表示 / 機器異常，データ異常 

 ② RS-232C / 機器異常，データ異常 

15) 電源  ：DC 12 V(10.6～16.5 V) 



 測定時 ； 120 mA（DC 12 V）以下 

 外部起動モードでの待機時 ； 約 30 mA 

 AC アダプタ（別売り）を付加した場合；AC 100 V±10％，50／60 Hz, 約 6 

VA（ただし、アダプタプラグの差し

込みにより端子台からの DC 12 V 

入力は OFF） 

16) 使用環境  ：－20～＋50℃，90％ r.h. 以内（結露しないこと） 

 AC アダプタ使用時は 0～＋40℃ 

17）塗色  ：前面パネル；フロスティホワイト（マンセル 2.5Y8.4/1.2 相当） 

 ケース；ライトトープ（マンセル 1.1Y6.2/0.9 相当） 

18) 外形寸法  ： 180(W)×63(H)×180(D)mm 程度 

19) 質量  ：約 2 kg 

 

 

Ⅱ. 土木計測機器 

■現場側 

（1）スキャナ 

1)測定対象 ：ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、直流電圧…0~±50V、直流電

圧…0~±50mA、熱電対、測温機能付土木変換器、ポテンショメータ

式センサー 

2)測定点数 ：50 点 

3)接続台数 ：20 台まで（但し、データロガーが 30 点内蔵の場合は 19 台まで） 

4)入力端子 ：はんだ付け、ねじ止共用型。耐雷素子内蔵 

5)切替素子 ：半導体リレー 

6)測定点モード ：1 点ごとにデータロガーより設定 

7)測定チャネル番号 ：10 点ごとに上位 2 桁をディジタルスイッチ設定可能 

8)電源 ：データロガーから供給。ケーブル延長時及びスキャナ 4 台以上接続時

には、オプションでン現ユニットが必要 

9)外形寸法 ：(W)302ｘ(H)107ｘ(D)500 ㎜ 

10)質量 ：約 7.7 ㎏ 

11)オプション ：内蔵 AC 電源ユニット 

 

（2）スキャナ盤 

1) 形式 ：屋外自立型 

2）塗装色 ：クリーム塗装（2.5Y9/1） 

3）電源 ：Ac100V 



4）寸法 ：7000(W)×1200(H)×350(D)mm 程度 

5）その他 ：ヒーター、除湿器、電源タップなど付き 

 スキャナを実装する事。 

 

（3）スキャナケーブル 

  データロガーからスキャナ及びスキャナからスキャナの接続が可能なもの。 

1) 1 本あたりの m 数     ：20ｍ/本 

2）数量 ：3 本 

3) 外径    ：Core i3 10100 2.1GHz  

4) 線芯数    ：8GB 

5) その他    ：ケーブル両端コネクタ付 

 

（4）スキャナケーブル 

  データロガーからスキャナ及びスキャナからスキャナの接続が可能なもの。 

1) 1 本あたりの m 数     ：30ｍ/本 

2）数量 ：2 本 

3) 外径    ：Core i3 10100 2.1GHz  

4) 線芯数    ：8GB 

5) その他    ：ケーブル両端コネクタ付 

 

（5）スキャナケーブル 

  データロガーからスキャナ及びスキャナからスキャナの接続が可能なもの。 

1) 1 本あたりの m 数     ：300ｍ/本 

2）数量 ：2 本 

3) 外径    ：Core i3 10100 2.1GHz  

4) 線芯数    ：8GB 

5) その他    ：ケーブル両端コネクタ付 

 

（6）スキャナケーブル 

  データロガーからスキャナ及びスキャナからスキャナの接続が可能なもの。 

1) 1 本あたりの m 数     ：500ｍ/本 

2）数量 ：1 本 

3) 外径    ：Core i3 10100 2.1GHz  

4) 線芯数    ：8GB 

5) その他    ：ケーブル両端コネクタ付 

 



 

■管理棟側 

（1）データロガー 

1)測定対象 ：ひずみ（地下水位計等）、直流電圧・電流、熱電対、測温機能付土木変換器 

2)搭載チャンネル ：10 チャンネル以上 

3)入力端子 ：ハンダ付け、ネジ止め共用型 

4)切換素子 ：半導体リレー 

5)スキャニング速度  ：50ms/チャネル（標準モード）、0.28ms/チャネル（高分解モード）、20ms/チャ

ネル（高速モード） 

9)動作モード ：リアルタイム測定、モニタ測定、自動測定（インタバル測定） 

10)測定ファンクション ：イニシャル値、メジャー値、オリジナル値、イージーメジャー値 

11)自動測定機能 ：インタバル測定…測定した時間間隔で測定 

トリガ測定…相対値（一定量変化）または絶対値によるトリガスタート 

トリガインタバル測定…上記トリガ測定とインタバル測定の組み合わせ 

14)ストレージ機能 ：内蔵メモリ。約 1.8GB 

15)内蔵時計 ：リアルタイムロック内蔵 

16)プリンタ ；印字方式…感熱紙 

用紙幅…58mm 

印字速度…60 ㎜/秒（最大） 

インタフェース：RS-232C、LAN、USB2.0 

17)ファイル変換機能 ：バイナリで保存したファイルを CSV 形式に変換 

18)使用温湿度範囲 ：0～50℃、20～80％RH（結露しないこと） 

19)電源 ：AC85～264V 50/60Hz 

20)外形寸法 ：W360×H88×D400mm 程度（突起部除く） 

 

 

Ⅲ.映像監視機器 

■現場側 

（1）Web カメラ 

1）電源     ：Poe＋(IEEE802.3at 準拠) 

2）防水性 ：防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) 

3）有効画素数 ：約 210 万画素 

4）動画圧縮規格 ：H.264、H.265 

5）最低照度  ：カラー：0.015 lx、白黒：0.006 lx 

6) ズーム比 ：光学 40 倍以上 

7) デジタルズーム ：16 倍以上 



8) 水平回転範囲 ：360°エンドレス旋回 

9) 垂直回転範囲 ：-15°～195°（水平～真下～水平） 

10) ネットワーク部 ：10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター 

11) 動画配信モード ：固定ビットレート／可変ビットレート／フレームレート指定／ベストエフォート

配信 

12) フレームレート ：1～60fps（8 段階程度） 

13) 動作温度 ：-30℃～+60℃ 

14) 保管温度 ：-50℃～+70℃ 

15) 付属品 ：インジェクタ(IEEE802.3at PoE+準拠) 

16)その他 ：LAN 用避雷器、取付金具含む 

 

（2）カメラ支柱（別紙図面にて）  

1) 材質 ：SS400  ※溶融亜鉛メッキ（JIS H8641 に準ずる）仕上げ 

2) 寸法 ：Φ114.3ｘＨ2300ｘ4.3mm 厚 

3) 突起部寸法 ：Φ60.5ｘH500ｘＷ368ｘ3.2mm 厚 

 

（3）カメラ中継伝送盤  

1) 材質 ：鉄 

2）形状 ：屋外用熱対策/遮光板タイプ、壁掛型 

3) 扉形式 ：片扉 

4）塗装色 ：クリーム塗装（2.5Y9/1） 

5) 寸法 ：W800×B600×H200mm 程度（遮光板含まず） 

6）その他 ：無線 LAN 装置（子局）、LAN 用避雷器、電源用避雷器を実装する。） 

 

無線 LAN インターフェイス 

  伝送方式  ：DSSS/OFDM/MIMO 

  セキュリティー ：WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、  

    WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、  

    WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、    

    WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、  

    WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、    

    WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、 

    Enhanced Open、Any 接続拒否、プライバシーセパレーター、  

    MAC アドレスフィルター 

  アンテナ  ：外部(External)、送受信(Tx/Rx)：2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵) 

  準拠規格  ：IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b 



  伝送速度  ：802.11ac:866Mbps、802.11n:400Mbps(BW 40MHz)、802.11g:54Mbps、 

    802.11b：11Mbps 

周波数範囲（チャンネル）：IEEE802.11ac、IEEE802.11a：5GHz(W56)(100～140ch) 

    IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1～13ch) 

有線 LAN インターフェイス 

  準拠規格  ：IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、IEEE802.3ab 1000Base-T、 

    IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol、 

    IEEE802.1Q VLAN tagging 

  対応プロトコル ：TCP/IP 

  伝送路符号化方式 ：8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、  

    Manchester Encoding(10BASE-T) 

  アクセス方式 ：CSMA/CD 

  ポート数  ：1Port(802.3at 対応) 

  伝送速度  ：10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 

  コネクター形状 ：RJ-45 型 8 極コネクター 

電 源  ：PoE(IEEE802.3at) 

最大消費電力 ：-25℃～55℃：18.3W/0～55℃：13.84W 

外形寸法  ：220（W）×280（H）×65（D）mm 程度（本体のみ/アンテナ・突起部除く） 

質 量  ：約 1306g(アンテナ、壁掛金具含まず) 

動作保障環境 

  温 度  ：-25～55℃ 

  湿 度（結露なきこと）：10～90％ 

 

無線 LAN アンテナ 

動作環境 

  温度  ：-30～60℃ 

  湿度  ：0～95％ 

  気圧  ：800-1060hPa 

周波数範囲  ：2.4～2.5GHz、5.47~5.825GHz 

アンテナ  ：パッチアンテナ 

コネクター形状 ：N 型ジャック 

偏波方式  ：水平・垂直偏波 

内蔵アンテナ数 ：2 本 

入力インピーダンス ：50Ω 

ゲイン 

  2.4～2.5GHz ：8±0.5dBi 



  5.47～5.825GHz ：7±0.5dBi 

VSWR  ：2 以下 

アイソレーション ：15dB 以上（偏波間） 

最大入力電力 ：1W 

適合マスト  ：φ25～48.6mm（40A） 

耐水性  ：IPX3（防水） 

耐風速  ：60m/s 以下 

外形寸法  ：111（W）×115（H）×168（D）mm 程度 

質 量  ：約 500g（マスト取り付け用金具を含む） 

 

■管理棟側 

（1）Poe HUB  

1) 入力電圧 ：ＡＣ１００Ｖ、50/60Ｈｚ 

2）入力電圧 ：1.4Ａ 

3）消費電力 ：75Ｗ 

4）伝送規格 ：IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠 

5）給電規格 ：IEEE802.3af/at 準拠 

6)伝送速度 ：10/100Mbps 全/半二重、1000Mps 全二重 

7)適合ケーブル ：Ethernet ケーブル 

8)給電ポート ：4 ポート 

9)給電能力 ：合計 62W 以内 

10）レコーダポート数 ：2 ポート 

 

（2）カメラレコーダー  

1) 録画 

 同時録画・録音カメラ台数 ：最大 20 台 

 録画モード  ：常時、スケジュール、モーション等（カメラに依存） 

 録画設定項目  ：解像度、画質、フレームレート、 

ビットレート（カメラ性能、ネットワーク環境に依存） 

 映像圧縮方式  ：M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265（カメラに依存） 

 録画ファイル形式  ：独自 AVI ※専用コーデックが必要 

    汎用 AVI ※設定にて選択可能 

2）記録媒体 

 SATA HDD  ：最大 2 台 

インターフェース 

 LAN ポート  ：RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替）×2 



 USB 端子  ：USB3.0×4（Type A×3、Type C×1） 

 映像出力端子  ：HDMI×2（映像・音声出力用） 

    同時出力可能。ただし 4K モニター接続の場合はモニター1 台のみ 

3)管理 

 ユーザー管理  ：カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能 

 アラート通知  ：E メール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知 

4）ネットワーク 

 対応プロトコル  ：HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP 

5）一般仕様 

 電源   ：AC100V（専用 AC アダプタにより供給） 

 消費電力   ：約 35W（1TB HDD×2 使用時） 

 使用温度範囲  ：0℃～+40℃ 

 使用湿度範囲  ：20％～80％RH（ただし、結露なきこと） 

 外形寸法   ：約 108(W)×164(H)×230(D)㎜（突起物含まず） 

 質量   ：2.0 ㎏（HDD 含まず） 

 

（3）無線 LAN 装置（親局） 

無線 LAN インターフェイス 

  伝送方式  ：DSSS/OFDM/MIMO 

  セキュリティー ：WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、  

    WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、  

    WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、    

    WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、  

    WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、    

    WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、 

    Enhanced Open、Any 接続拒否、プライバシーセパレーター、  

    MAC アドレスフィルター 

  アンテナ  ：外部(External)、送受信(Tx/Rx)：2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵) 

  準拠規格  ：IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b 

  伝送速度  ：802.11ac:866Mbps、802.11n:400Mbps(BW 40MHz)、802.11g:54Mbps、 

    802.11b：11Mbps 

周波数範囲（チャンネル）：IEEE802.11ac、IEEE802.11a：5GHz(W56)(100～140ch) 

    IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1～13ch) 

有線 LAN インターフェイス 

  準拠規格  ：IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、IEEE802.3ab 1000Base-T、 

    IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol、 



    IEEE802.1Q VLAN tagging 

  対応プロトコル ：TCP/IP 

  伝送路符号化方式 ：8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、  

    Manchester Encoding(10BASE-T) 

  アクセス方式 ：CSMA/CD 

  ポート数  ：1Port(802.3at 対応) 

  伝送速度  ：10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 

  コネクター形状 ：RJ-45 型 8 極コネクター 

電 源  ：PoE(IEEE802.3at) 

最大消費電力 ：-25℃～55℃：18.3W/0～55℃：13.84W 

外形寸法  ：220（W）×280（H）×65（D）mm 程度（本体のみ/アンテナ・突起部除く） 

質 量  ：約 1306g(アンテナ、壁掛金具含まず) 

動作保障環境 

  温 度  ：-25～55℃ 

  湿 度（結露なきこと）：10～90％ 

 

無線 LAN アンテナ 

動作環境 

  温度  ：-30～60℃ 

  湿度  ：0～95％ 

  気圧  ：800-1060hPa 

周波数範囲  ：2.4～2.5GHz、5.47~5.825GHz 

アンテナ  ：パッチアンテナ 

コネクター形状 ：N 型ジャック 

偏波方式  ：水平・垂直偏波 

内蔵アンテナ数 ：2 本 

入力インピーダンス ：50Ω 

ゲイン 

  2.4～2.5GHz ：8±0.5dBi 

  5.47～5.825GHz ：7±0.5dBi 

VSWR  ：2 以下 

アイソレーション ：15dB 以上（偏波間） 

最大入力電力 ：1W 

適合マスト  ：φ25～48.6mm（40A） 

耐水性  ：IPX3（防水） 

耐風速  ：60m/s 以下 



外形寸法  ：111（W）×115（H）×168（D）mm 程度 

質 量  ：約 500g（マスト取り付け用金具を含む） 

 

 

Ⅳ.共通機器 

■現場側 
（1）街灯  

1) 器具光束 ：10700ｌｍ 

2）光色 ：昼白色 

3））配光 ：ワイド 

4）質量 ：5.7 ㎏ 

5)レンズ ：アクリル樹脂 

6）本体材質 ：アルミダイカスト（シルバーメタリックポリエステル粉黛塗装） 

7)取付-ポール ：φ89.1ｘ(H)5000 ㎜、材質/STK400（溶融亜鉛メッキ仕上げ） 

8)コンクリート基礎 ：照明台コンクリート（アンカー式）/(W)500ｘ(D)500ｘ(H)1300 ㎜ 

9)付属品 ：自動点滅器（100V3A）、ポール取付金具、アンカーフレーム 

 

（2）防護機材  

1) 人感センサーライト ：1 台/箇所取付 

2)落下防止柵 ：単管による組立、φ48.6×L6000 等 

3)その他 ：単管カバー、直交クランプ、クランプカバー含む 

4）ソーラ LED ライト ：屋外型、太陽光充電タイプ、人感センサー付き 

定格光束 ：1000Lm 

発光色 ：6500k 

連続点灯回数 ：200 回以上 

バッテリ ：リチウムイオン 3.7V 7500mAh 

電池寿命 ：約 1000 回 

質量（灯具） ：約 1.1kg 

質量（ソーラーパネル） ：約 735ｇ 

寸法（灯具） ：W120×B236×H121mm 程度（突起部含む） 

寸法（ソーラーパネル） ：W270×B185×H109mm 程度（突起部含む） 

 

（3）分電盤  

1）ブレーカ種類 ：主 50AF~1、分岐 20AT~10 

2）端子 ：送り端子付き 

3）その他 ：取付金具付き 



4）塗装色 ：クリーム塗装（2.5Y9/1） 

5）寸法 ：500(W)×700(H)×200(D)mm 程度(突起部除く) 

 

■管理棟側 

（1）収納ラック  

1) 主要材質 ：アルミ、スチール 

2）塗装色 ：メーカー標準色 

3）構造 ：屋内自立据付型 

4）寸法 ：570(W)×1750(H)×650(D)mm(突起部除く) 

5）その他 ：扉、棚板、電源供給盤を実装する。 

 

(2)無停電電源装置 

1)入力電圧 ：AC100V 単相 50/60Hz 

2) 切換時間（通常） ：効率優先モード…3ms 以下 

 給電品質優先モード…無瞬断 

3)バッテリ使用時の電圧 ：効率優先モード…-10%、+8%以内 

 給電品質優先モード…±2%以内 

4)最大容量(VA/W) ：1500VA/1050W 

5)過電流保護機能 ：あり 

6)バッテリ ：鉛蓄電池(期待寿命 4～5 年) 

7)外径寸法 ：480(W)×86(H)×500(D)mm(取付金具、突起部含む) 

 

（3）モバイルルータ  

1)LAN ポート ：4 ポート L2 スイッチ 

2)WAN ポート ：1 ポート 

3)ONU ポート ：1 ポート 

4)内蔵無線 LAN ：1 ポート 

 通信方式/LTE 

 アンテナ数/2 

 通信速度/LTE…下り最大 150Mbit/s、上り最大 50Mbit/s 

 対応周波数帯/LTE:Band1.3.19.21 

 対応キャリア/NTT ドコモ 

5)TEL ポート ：2 ポート 

6)SIM カードスロット ：1 スロット（標準 SIM（mini-SIM）のみ対応） 

7)microSD スロット ：1 スロット 

8)USB ポート ：1 ポート（USB2.0） 



9)IP ルーティングプロトコル：RIP、RIP2、OSPF、BGP4（EBGP、IBGP） 

10)IPv6 ルーティングプロトコル：RIPng、OSPFv3 

11)電源 ：AC100V 

12）外形寸法 ：（W）220ｘ（Ｈ）41ｘ（Ｄ）161.9 ㎜ 

13）質量 ：700ｇ 

 

（4）データ集録転送装置（FA-PC） 

1) ＯＳ     ：Windows10 IoTEnterprise2019 LTSC 64bit 

2) ＣＰＵ    ：Core i3 8100 3.6GHz 4C4T 6MB 

3) メモリ    ：DDR4SDRAM 4GB×2 

4) ＨＤＤ    ：500GBS-ATA 

5) 光学ドライブ ：DVD±R/RW 

6) 外形寸法   ：136mm(W)×330mm(H)×340mm(D) 

7) 電源     ：AC100V 350W 

8)ソフトウェア ：気象観測データと土木計測データを集約し寒地地盤チームに設置するデータ受 

 信処理装置へ転送できる事。 

9)その他 ：液晶モニタ、キーボード、マウス付き 

 

（5）データ収録制御装置（FA-PC） 

1) ＯＳ     ：Windows10 IoTEnterprise2019 LTSC 64bit 

2) ＣＰＵ    ：Core i3 8100 3.6GHz 4C4T 6MB 

3) メモリ    ：DDR4SDRAM 4GB×2 

4) ＨＤＤ    ：500GBS-ATA 

5) 光学ドライブ ：DVD±R/RW 

6) 外形寸法   ：136mm(W)×330mm(H)×340mm(D) 

7) 電源     ：AC100V 350W 

8)ソフトウェア ：気象観測データと土木計測データを集約し寒地地盤チームに設置するデータ受 

 信処理装置へ転送できる事。 

 

（6）CPU 切替器 

対応機種 

1）パソコン（Windows） ：Windows10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各 Edition 対応) 

    Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、 

    Windows Server 2016、Windows Server 2019 

2）USB 機器  ：USB A コネクタ メス 

3）ディスプレイ  ：ミニ D-sub(HD)15pin コネクタを持つマルチスキャンディスプレイ 



4）最大解像度  ：1920×1200（WUXGA）、1920×1080（フル HD） 

5）電 源  ：バスパワー 

6）動作電圧  ：DC+5V 

7）最大消費電流  ：320mA 

8）最大 PC 接続台数 ：2 台 

9）インターフェイス（PC 側）：オールインワンコネクタ/SPDB 15pin メス×2 

    ※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化 

10）寸法  ：120（W）×80（D）×25（H）mm 程度（本体サイズ） 

 

■寒地土木研究所側 

（1）データ受信処理装置 

1) ＯＳ     ：Windows10 Pro 

2) ＣＰＵ    ：Core i3 10100 2.1GHz  

3) メモリ    ：8GB 

4) ＨＤＤ（SSD）    ：256GB 

5) 光学ドライブ ：DVD±R/RW 

6）モニタ ：LED 液晶 15.6 型 

7) 外形寸法   ：94mm(W)×30mm(H)×41mm(D)程度 

8) 電源     ：リチウムイオンバッテリまたは AC アダプタ(AC100～240V±10%、50/60Hz) 

9)その他 ：マウス付き 

 

（2）モバイルルータ（管理棟側（3）と同じ） 

1)LAN ポート ：4 ポート L2 スイッチ 

2)WAN ポート ：1 ポート 

3)ONU ポート ：1 ポート 

4)内蔵無線 LAN ：1 ポート 

 通信方式/LTE 

 アンテナ数/2 

 通信速度/LTE…下り最大 150Mbit/s、上り最大 50Mbit/s 

 対応周波数帯/LTE:Band1.3.19.21 

 対応キャリア/NTT ドコモ 

5)TEL ポート ：2 ポート 

6)SIM カードスロット ：1 スロット（標準 SIM（mini-SIM）のみ対応） 

7)microSD スロット ：1 スロット 

8)USB ポート ：1 ポート（USB2.0） 

9)IP ルーティングプロトコル：RIP、RIP2、OSPF、BGP4（EBGP、IBGP） 



10)IPv6 ルーティングプロトコル：RIPng、OSPFv3 

11)電源 ：AC100V 

12）外形寸法 ：（W）220ｘ（Ｈ）41ｘ（Ｄ）161.9 ㎜程度 

13）質量 ：約 700ｇ 

 

 

・購入品の据付 

 購入品は「配線ルートイメージ図」と「苫小牧施工試験フィールド 観測システム構成図」を

参照し、各購入品が機能するように適切に据え付けること。その際、上記購入品以外に必要とな

る材料、部品は受注者が準備すること。具体的な据付の箇所や方法等については協議により決定

する。 

 

以上 
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数量総括表
品          名 品 質・形 状 数 量 呼称 備  考

【Ⅰ.気象観測】

■現場側

風向風速計 概要書参照 1.0 台

雨量計感部 〃 1.0 台

温度計感部 〃 1.0 台

気温計用通風筒 〃 1.0 台

露点計感部 〃 1.0 台

露点計用通風筒 〃 1.0 台

露点計用接続箱 〃 1.0 台

日照計感部 〃 1.0 台

日射計感部 〃 1.0 台

スイッチング電源 〃 1.0 台

避雷器 〃 1.0 台

取付アーム 〃 1.0 個

レーザー積雪深計 〃 1.0 台

■管理棟側

入力端子モジュール 概要書参照 1.0 台

ベースモジュール 〃 2.0 台

AC/DC電源 〃 1.0 台

処理モジュール 〃 1.0 台

風向風速モジュール 〃 1.0 台

雨量モジュール 〃 1.0 台

温度湿度モジュール 〃 1.0 台

日照日射モジュール 〃 1.0 台

積雪モジュール 〃 1.0 台

気圧モジュール 〃 1.0 台

電源モジュール 〃 1.0 台

スイッチングハブ 〃 1.0 台

環境サーバプログラム 〃 1.0 式

気象観測処理装置 〃 1.0 台

露点計用電源箱 〃 1.0 台

高精度振動式気圧計モジュール 〃 1.0 台

■据付費

据付費 材料費、経費等含む 1.0 式
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数量総括表
品          名 品 質・形 状 数 量 呼称 備  考

【Ⅱ.土木計測】

■現場側

スキャナ 概要書参照 8.0 台

スキャナ盤 〃 8.0 面

スキャナケーブル 20m 3.0 本

スキャナケーブル 30m 2.0 本

スキャナケーブル 300m 2.0 本

スキャナケーブル 500m 1.0 本

■管理棟側

データロガー 概要書参照 3.0 台

■据付費

据付費 材料費、経費等含む 1.0 式

【Ⅲ.映像監視】

■現場側

Webカメラ 概要書参照 2.0 台

カメラレコーダ支柱 〃 1.0 本

カメラ中継伝送盤 〃 1.0 面

■管理棟側

PoeHUB 概要書参照 1.0 台

カメラレコーダ 〃 1.0 台

無線LAN装置 〃 1.0 台

無線LAN装置 〃 1.0 台

■据付費

据付費 材料費、経費等含む 1.0 式
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数量総括表
品          名 品 質・形 状 数 量 呼称 備  考

【Ⅳ.共通機器】

■現場側

街灯 見積依頼用仕様書参照 1.0 本

防護機材 〃 3.0 組

分電盤 〃 3.0 面

■管理棟側

収納ラック 概要書参照 1.0 架

無停電電源装置 〃 1.0 台

モバイルルータ 〃 1.0 台

データ集録転送装置 〃 1.0 台

データ収録制御装置 〃 1.0 台

CPU切替器 〃 1.0 台

■寒地土木研究所側

データ受信処理装置 概要書参照 1.0 台

モバイルルータ 〃 1.0 台

■据付費

据付費 材料費、経費等含む 1.0 式


