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項目 定めるべき事項 坂田電機・NTTドコモ 対応状況

 1.準拠する基準 準拠する基準 －

(1) 対象機関 －
(2) 対象分野 －
(3) 測定対象 －
(4) 観測データ －
(5) 公開 －
(1) 備えるべき設備

・水位標及び標識 －
・水位計の二重化 －
(2) 水位計計測部

・

・

(3) 観測装置

・

・

・不稼動(休止モード) －
・

・

・

・

・死活監視(寒冷地仕様除く) 1回/日の死活通信を実行

・

・

・ロガー機能
2500測定分のデータを保持。それ以上は古

いデータから上書き

・時計機能 LTE回線から取得した時刻に同期

(4) 電源等

・

・

・

・

■

観測時間間隔 洪水観測時間 観測回数

　大河川 10分 24時間

　中小河川 5分 12時間

　急激な水位上昇のある河川 2分 5時間

(5) (2)～(4)の共通

・

・

・

・製品性能証明(試験成績)
・

対応可

・

・

・

・

(2) 点検方法 －

(1) データ保存の考え方 上位クラウドシステムの仕様による

(2) データ照査 上位クラウドシステムの仕様による

対応

対応

設置方法 －

・

・

死活監視 1回/日の死活通信を実行

耐凍性 対応(凍結中は計測不可)  ※1

・

・

・

※1 自社試験による実証済み

観測開始水位以下の場合、データ送信は不要(死活監視を除く)

観測開始水位を上回った場合に水位観測を実施する(観測モード)

観測停止水位を下回った場合に観測を停止する(監視モード)

※ダムの後期放流等の影響により水位の高い状況が長期間継続する河川については、電源容量も考慮しつつ

適切に設定する

対応。電池容量も問題なし

1cmとする

画像処理型水位計の場合は、対象範囲と撮影画素数から算出される分解能について明示する

水位は、サンプリング間隔1秒以内による20秒間以上平均観測水位により決定する。その際、瞬間的に発生す

る異常値を除去して平均する

なお、異常値の除去に代えて、最大・最小の2データずつを除去したデータの平均化により決定しても良い

 例)1秒間隔20秒間計測ならば16データを平均する

観測開始水位に達するまでは、10分間隔以内で水位を監視する(監視モード)

－

製品の性能証明は、調達時の特記仕様書に定める精度に対して、機器メーカーが作成する機器の型式仕様に

対する出荷時品質保証による
水位計設置地点や近隣の氾濫開始高さ(堤防高、河岸肩等)を基準高として設定する

基準高までの水深または水位で表示する

原則として基準高の標高を求めることとする。GNSS等を用いた簡易な方法や橋梁等の既知の標高等を活用し

求めてもよい

河川整備等で基準高(氾濫開始高さ)が変化した場合、水位計の基準高を変更する

・洪水時水位観測

                  (観測モード)

1日1回以上の死活監視のため、計測データを送信する

ロガー機能は河川管理者の判断により必要に応じて確保する

調達時の特記仕様書に定める通信仕様にて閉域網接続で別途外部データベースに伝送する

データ伝送に未達が生じた場合に再送する機能を有する

水位が観測開始水位を上回った場合、大河川は10分、中小河川は5分、水位が急激に上昇する河川は2分間隔で

観測及び計測データの送信を行うことを標準とする

※観測時間間隔は河川の出水特性を踏まえて河川管理者が決定する

当面は国土交通省河川砂防技術基準調査編(平成26年4月)の「カテゴリー2：特定目的観測」における的確な予警

報や早期避難などの実施に役立てること、また特定の場所の洪水位、氾濫水位を把握すること等を目的とした観

測を行うものとして危機管理型水位計を扱う

基準・仕様

河川管理者(国、都道府県、政令指定都市、市町村)

河川の洪水　※準用河川を含む

河川水位 2.運用体制

 3.観測機器

                ・設備

・最小読取単位
水圧式：1mm

超音波式：1cm

・水位の決定方法 対応

・平常時水位監視

                   (監視モード)
対応

・観測開始水位

・観測停止水位

IoT水位計が自発的に動作モードを切り替え

る

水位データ

一般公開(オープンデータ化)を原則とする

水位標(量水標)、水準基標は河川管理者の判断により必要に応じて設置する

水位計の主副二重化は、河川管理者の判断により必要に応じて実施する

・通信装置 Docomo系LTE回線であれば対応可

・耐久性、耐湿性、耐雷性

電波時計、GPS、NTP(ネットワーク・タイム・プロトコル)等で定期的に時刻補正を行う

対応。ケース：IP65

避雷耐性：

・避雷器を標準装備。JIS C 61000 4-5規格

   (レベル4以上)

・電源系統や通信系統は1つの格納箱に

  収納されており誘導雷の影響がないた

  め、避雷対策は不要

原則として太陽電池または化学電池を用いる
下記観測を5年間継続して観測が可能な電源容量を確保することを標準とする

太陽電池を用いる場合は、通年、平常時は監視モードとし、9日間無日照の後、観測モードで150回程度の観測

が可能な容量以上を確保する

化学電池を用いる場合は、通年、平常時は監視モードとし、観測モードで年4回、各々150回程度の観測が可能

な容量以上を確保する(5年間電池交換不要)

観測回数の目安                                     ※設置する箇所の状況に応じ特記仕様書に定める

調達時の特記仕様書に定める設置箇所における環境条件下での耐久性、耐湿性等を確保する

屋外ボックス等の防塵・防水性能はIP55以上とする

誘導雷に対する耐性機能を確保する(特に河道内に配線する水位計)

・電源装置

約150回

対応

 4.技術基準
(1) 基準高の設定方法 上位クラウドシステムの仕様による

 5.データ整理

                  ・管理

 6.データ形式 水位計の有すべき情報

出水期前等、年1回以上の定期点検により、機器の設置状況等の確認を行う

危機管理型水位計による計測水位は、原則として事後照査を実施しないものとするが、洪水解析等にデータを用

いる場合には必要に応じて観測値の異常値の検出等を実施する

観測開始水位以上で計測され、外部データベース上に登録された観測水位データについては、一定期間保存する

調達時の特記仕様書に定める送信データ形式にて外部データベースに伝送する

危機管理型水位計は設置時に危機管理型水位計台帳を作成する

 7.寒冷地仕様

計測可能温度

水圧式：-20℃～+50℃に対応(水位計受感

部は凍結しないこと)  ※1

超音波式：-20℃～+50℃

耐寒性、耐雪性、耐塩性

地域の積雪状況に応じて設置、保護を行う

(水圧式は豪雪地域での機器設置多数実績

あり)

冬期に取り外しても良い  ※容易に取り外せる構造とすること

電源を落とす冬期以外の期間において1日1回以上の死活監視のため、計測データを送信する

(接触型水位計の場合)

センサー(計測部)が凍っても破損しない耐凍性を確保する

(冬期に取り外さない水位計の場合)

-5℃以上で平常時監視・洪水時水位観測可能

ただし-5℃未満では自動的に電源を落としても良い

設置箇所の状況に応じた耐寒性を確保する

積雪で破損しない耐雪性を確保する。または、積雪により破損しないように対策を講じる

凍結防止剤を使用する橋梁等に設置する場合は、凍結防止剤で劣化・腐食しないよう対策を講じる



■革新的河川管理プロジェクトについて

■水位計は水圧式 /超音波式 /電波式に対応！

■IoT水位計の概要

■現場実証実験の結果(鶴見川水系鳥山川)

■ユーザーは何ができる？

日本の最大手通信事業者。
LTE回線およびデータ可視化アプリケーションを構築でき
るクラウドサービスを担当。

項目 仕様

測定範囲 0～10m

最小読取範囲 1mm

計測精度 ±0.1%F.S (1cm)

使用温度範囲 -30℃～+80℃
水位計本体

(水圧式)

中小河川における水位観測設備においては、設置・維持コストの克服が課題となっています。
このため、国土交通省では、洪水時の水位観測に特化し、機器の小型化や通信機器等のコストの低減した
水位計(危機管理型水位計)の開発を行いました。
坂田電機・NTTドコモチームは、2016年10月に始動した本プロジェクトに参加し、2017年12月に実証実験を
終え、技術仕様適合の評価を受けました。

土木計測、災害監視等のセンサメーカー。
65年の実績を持つ。水位計および制御・電源を担当。

センサ
技術

制御
技術

通信
技術

クラウド
技術

【危機管理型水位計の特長】

○長期間メンテナンスフリー (無給電で5年以上稼動)
○省スペース・小型化 (橋梁等へ容易に設置が可能)
○維持コストの低減 (クラウド集約により管理コストの低減)

●販売実績 ●主な仕様

IoT水位計
IoT水位計

水位計、LTE携帯回線、電源等全てが一体化されており、
現場での設置が容易です。制御方式は自律型になります。

国土交通省
全国統一危機管理型
水位計統合システム

クラウドサーバ
坂田電機㈱

クラウドサーバ

坂田電機・NTTドコモチームの水位計は、実証実
験の結果、技術仕様適合の評価を受けた6チー
ムの内に入りました。（参加：12チーム）

例）自治体管理者、河川管理者の場合
• 降雨等で河川水位が警戒水位を超過した場合に、メールによる通知を受けられます。

お手持ちのPCやスマートフォンから水位データを確認できます。

• IoT水位計に機器異常が発生した場合、メールによる通知を受けられます。

• 日常監視において、お手持ちのPCやスマートフォンからいつでも水位データを確認できます。

→河川状況の適切な管理、洪水時の早期避難に役立ちます

※国交省クラウドと坂田電機のクラウド
両方に対応しています。

・ダム湖周辺の堤内水位計測
津軽ダム、胆沢ダム、月山ダム、寒河江ダム、宇奈月ダム、殿ダム

・河川堤防の堤内水位計測及び地震計測
淀川河川事務所、千曲川河川事務所、北上川下流河川事務所、
和歌山河川国道事務所、利根川下流河川事務所、帯広河川事務所

国内の河川、ダム、地下水位観測等で多数の実績があり
ます。また、寒冷地での長期運用実績もあります。

機器側 W300×H408×D152(mm)

水位計側

水位計本体
(超音波式)

水圧式水位計(坂田電機製)

超音波式水位計 項目 仕様

測定範囲 10m

最小読取範囲 1cm

計測精度 ±0.3%F.S以内

使用温度範囲 -30℃～+50℃

●主な仕様

高い計測精度・長期耐久性が特長です。変換方式に差動トランスを採用しており、温度変化、ノイズ、
絶縁低下に強く、耐環境性・耐雷性の強いセンサとなっています。
差動トランスは非接触式の変換方式であるため、破損の心配が少なく、長期運用に適しています。

センサ側から発信した超音波を水面で反射させ、受信までの
伝達時間から水位を検出するセンサです。
非接触式の水位計であるため、設置が簡単です。

電波式水位計

センサ側から発信したマイクロ波を水面で反射させ、受信ま
での伝達時間から水位を検出するセンサです。
超音波式と同じく非接触式の水位計ですが、こちらは測定範
囲が長いこと、水面付近の大きな温度勾配での計測に強い、
という特長があります。

項目 仕様

測定範囲 0～20m

最小読取範囲 1mm

計測精度 ±10mm

使用温度範囲 -20℃～+70℃

●主な仕様

水位計本体
(電波式)


