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はじめに

(5) セット販売とトータルサポート
タフネットは、製品販売だけではなく、電気・

タフネットは、マンホール内の水位や流量をス
マホや PC で簡単に見ることができないかという、

土木工事、維持管理、クラウドデータ管理まで、

計測技術者の思いから生まれた WEB 型遠隔監視シ

トータルサポートを選択することができます。
(6) まるで調査をするように

ステムです。

マンホールステーション®は、端末とアンテナを

㈱みどり工学研究所の開発協力を得て、アンテ

マンホール内に仮設する方法で、まるで調査のよ

ナと電源の問題を解決し、マンホール内だけでは

うに管路施設内情報を WEB 監視することができる

なく、ポータブルと定置型の垣根をなくして、様

新技術です。

ざまな用途の計測値と画像情報を、スマホや PC

WEB 監視は、関係者がいつでも計測データを閲

で簡単に見ることができるようになりました。

覧でき、不測データの共有までも含んだコンプラ

(1) 1 分間隔の連続測定・通信

イアンスと、定期現場点検を不要にする経済性な
ど、従来調査の次元を超えたデータサービスを実

タフネット専用に設計された、デュアル MCU 搭

現しています。

載の計測・通信エンジン(コミュニケータ)により、

(7) 様ざまな冠水予防の現場に

洪水等の出水時解析に最低限度必要とされる、1

道路、鉄道のトンネルやアンダーパス、冠水影

分間隔の連続レベル計測・通信が可能になりまし

響が甚大な公共施設など、冠水防止が必要な現場

た。液体のほか、粉体・粒体・塊体のレベル計測

に、タフネットは水位周知システムやゲート・ス

にも対応します。

クリーン管理システムの構築を応援します。

(2) ポータブルと定置型の垣根がありません

(8) タフネットを生んだ SESAME シリーズ

タフネット最大の特徴は、電源とハウジングを

タフネットの生みの親である SESAME シリーズ

変えるだけで計測調査業務用のポータブル端末と、

は、㈱みどり工学研究所の製品で、弊社は、販売

遠隔監視装置用の定置端末両方に対応できること

代理、現場施工、維持管理を手掛けています。
タフネットとの違いは、計測・通信間隔が、国

で、SIM 装着だけで直ちに WEB 監視を始めること

交省プロジェクト仕様にも適合する 10 分間隔で

ができます

あることで、多様な計測用途に対応しています。

(3) カメラ監視が併用できます

① 水 位 監 視 用 ：河川・農地・ため池

もう一つの特徴は、カメラ監視(タイムラプス)

② 気象災害監視用：風向・風速・降雨量・温度・

を併用できることです。

相対湿度・気圧・日射量

カメラ監視は独立した別のサーバーで管理され

③ 水質環境監視用：濁度・水温・水深・ｐH・

ますが、タフネット WEB サーバー上でも見ること

ORP・溶存酸素・電気伝導度

ができるため、例えば水位グラフを見ながら高水

④ 農 地 監 視 用 ：日射量・土壌水分

位時のグラフを指して、出水時の現場写真を同じ

⑤ 環 境 監 視 用 ：地表面変動・樹木成長量

画面で確認することができます
(4) 今ある計測環境もそのまま生かして

国内外を問わず多くの納入実績があり、その技

既存計測施設をそのまま生かして WEB 監視や、

術がタフネットに生かされています。

複合 WEB 監視システムを構築することができます。
1
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1. 共通仕様

1.2 カメラ端末
(1) カメラ仕様

1.1 計測端末
(1) コミュニケータ(計測・記録・通信制御)
品名
通信方式

アンテナ
電源

入力

品名

SESAME CAMERA(ポータブル変更可)

設置

人孔内および地上設置兼用

タフネット コミュニケータ

通信方式

3G/4G（LTE）

CSM/GPRS(2G)、W-CDMA/LTE(3G･4G 規格)

アンテナ

専用外部アンテナ

SIM フリー対応(docomo・softbank ほか)

撮影間隔

5 分～4 時間間隔または日時指定

専用外部アンテナ

時間間隔は電源により制限される

バッテリー：DC12V 7.2AH

電源

ソーラーパネル：3～10W(外部別付け)

＋ソーラー：10 分間隔、連続撮影可能

商用 AC100V,AC/DC コンバータ、UPS

5 分間隔の連続撮影は不可

4-20ｍA×1ch：水位計測用ほか

2 分間隔撮影モデルを現在開発中

0-2V×1ch：水質・ガス計測用ほか

記録媒体

0-3.3V×2：ケース内温度監視用

WEB サーバー

パルス×1：雨量計測用

警報

計測間隔：１分～１時間

WEB 監視

送信間隔：１分～24 時間

画素数

メール発報：１～３段階設定

画面解像度

トランスミ
ッタ

カメラ専用サーバー使用

ポータル、カレンダー、タイムライン
最大 200 万画素
320*240/640*480/800*600
/1280*720/1920*1080

メモリーカード（SD カード）

標準装備

および内部メモリ（１MB）
計測

USB メモリ（バックアップ用）

タフネット WEB チャートと重ね表示可能

パルス出力：２点
記録媒体

バッテリー：10 分間隔、14 日間撮影可能

オプション

LED フラッシュ、赤外線照明
カメラ同時増設：3 台まで

水位計測用：圧力式 2 種・超音波式 2 種

警報水位で撮影間隔を制御する機能

流量計測用：超音波式 2 種

大容量赤外線ライト

(せき・フリュームとの組み合わせ)

動体感知センサ

流量演算は水位データからの別作業

超高感度タイプ（深夜カラー撮影用）

雨量計測用：0.5mm 転倒桝式雨量発信器
消費電力

圧力センサ(STS 社 ECO 型)：0.0053V/日

(実証試験)

超音波センサ(ABM 社ﾐﾆ型)：0.013V/日
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1.3 WEB 監視

水位チャートをクリックすると
同時刻の画像を表示（カメラオプション)

ポータルモード

(1) ソフトウェア仕様
品名

(2) 警報設定

タフネットＷＥＢ

操作

現場端末側

WEB サーバー側

動作条件

インターネット環境および各種ブラウザ

警報対象

水位 4-20ｍA 入力

4-20ｍA 入力ほか計測項目

アクセス

契約に基づく専用 ID・パスワード発行

警報設定

PC から設定(要ソフト)

WEB 画面から直接入力

ポータル

測点地図、計測点設定・一覧表示、

メ ー ル：1～3 段階

メ ー ル ：1～3 段階

タイムライン（計測データ時系列表示）
、

パ ル ス：1～2 段階

時 間 間 隔：10 分以上

拡大表示計(計測地点名、水位、雨量、温度)

時間間隔：１分以上

商用電源時：1 分以上

計測データの設定警報

WEB 更新時、計測データの

現場状況写真(カメラシステム併用時)

超過時に、WEB サーバー

設定警報超過時に、メール

測点・計測項目・時系列単位・期間を選択して、

へメール発報

発報を指示

チャートに表示する。複数測点の比較可能

発報は計測時間間隔

発報は送信時間間隔

なし

あり

モード

日間・週間・月間チャート(水位・雨量・警報)

分析
モード

計測データの保存（CSV ファイル）
警報

警報開始

警報表示

登録全測点の発報警報と警報履歴を表示

現場端末側とWEB サーバ

モード

ー側の両方を設定すれ

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

点検記録表 計測地点、作業日、件名、作業時

モード

間、次回点検日、作業内容、添付資料

監視
モード

ば対応可能
警報水位

常時監視用 MAP 表示

制御

時刻、測点、水位、降雨量、温度、警報レベル

3

計測・通信間隔の

不可

変更が可能

メール

最大 999 箇所

無制限

送信先

1 ユーザーにつき

WEB 画面から、ユーザーと

登録

１メールアドレス

メールアドレスを登録
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(3) スマホ・PC 管理

2. ポータブル端末

PC のメイン監視画面とその他の各画面、スマ
ホ操作画面、警報送受信時画面、各種設定画

2.1 マンホールステーション®

面と操作説明、計測データ収集操作
(4) データサービス

(1) まるで調査のように、既設マンホール内に

・計測データの閲覧・転送・保存・出力

監視端末を仮設する方式のWEB 監視システ

・警報メールの送受信(サーバー経由)

ムです

・加工データの閲覧・転送・保存・出力

(2) 管内の水位・流量・水質・ガス濃度などを
スマホや PC に伝送します
(3) マンホール蓋＋マンホール内アンテナを
利用する特許通信技術で、大半の既存マン
ホールに対応することができます
(4) マンホール以外の密閉施設にも対応し、液
体・粉体・粒体・塊体を問わず、多様なレ
ベル監視が可能です
(5) 3 段階レベルの警報を発報し、管路施設内

図 1-2.タフネット WEB 分析画面

作業員の安全確保、用水路や溜池の危険水
位管理、溢水危険個所の警報発報など、迅
速性・簡易性・経済性が求められる様々な
場面に、最適な警報システムを提供します
(6) 土木・電気工事が不要で、SIM を装着する
だけで直ちに通信を開始できます
(7) 電波感度が悪く送信が困難なケースでは、
事前にマンホール内に到達する通信感度
を判定し、場所変更やソーラー電源の可否
などを検討することができます
図 1-3.タフネット WEB CSV 出力

(8) 基本的な監視頻度(1分毎計測＋1時間毎通
信)では、標準バッテリーだけで 40 日以上
連続計測が可能です
(9) 調査・販売実績
・管更生工事に付随する管内水位監視
・地下水位分布監視
・農業用水路の湧水監視
・流量監視(PB フリューム式)

4
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2.2 管内危険水位警報器(M.H.S アラート)
(1) マンホールステーションの警報発報機能
だけに特化した省機能版です
(2) 専用の圧力式水位トランスミッタ×1 入力
を使用します
(3) 3 点までの水位警報を、スマホや PC にメー
ル発報します
(4) 迅速性・簡易性・経済性が求められる、様々
な場面に即応します
(5) 調査・販売実績
・管更生工事中の管内危険水位監視用
・地上出水予想箇所の警報水位管理用

コミュニケータ
別カメラオプション

超音波式水位トランスミッタ

収納バッテリー

専用アンテナ
硫化水素濃度トランスミッタ

ＥＣトランスミッタ

圧力式水位トランスミッタ

コミュニケータと端末群

図 2-2. 管内危険水位警報器(MHS アラート)

流量監視用(超音波トランスミッタ＋PB ﾌﾘｭｰﾑ)
図 2-1.マンホールステーション

5
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2.3 マンホールステーション®の通信適合判定
モバイル通信網を使用するマンホールステーシ
ョンの通信適合地域は、当然ながら、地上の電波
強度に依存します。
1年以上の実証試験と3年以上の納品実績から、
絶縁されたマンホール蓋と、蓋に密着させた内部
アンテナを使用する方法により(特許出願)、マン
ホールが位置する地上部分の電波強度が-75dBm
以上であれば、減衰を見越したマンホール内の電
波強度が-90dBm 台前半でも、問題なく通信でき
ることを確認しています。
もちろん最終的には、マンホール内に仮設した
試験発信器を使用して通信適合を判定しています。

地上電波強度
㏈m

判定

モバイル通信の適合性

ｍＷ

-30

1/千

優良

現場で達成可能な最高感度

-50

1/十万

優良

ネットワーク使用に最適

-65

1/316 万

良好

モバイル通信に最適

-70

1/1000 万

良好

データ通信仕様の推奨下限

-75

1/3162 万

適合

マンホールステーションの適合限界

-80

1/1 億

不良

時々圏外

-100

1/100 億

不可

圏外レベル

※㏈ m：1ｍＷを 0 ㏈（デシベル）とする電波感度の対数表示 ㏈m=10log10（ｍＷ）

6
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2.4 タフネット ポータブル

2.5 セサミ ポータブルカメラ

(1) マンホールステーションを地上配備型し

(1) SESAME-CAMERA をポータブルにしました

た、汎用遠隔監視システムです

(2) マンホール内と地上配備の両方に使え、ソ

(2) バッテリー又はバッテリー＋ソーラーパ

ーラー電源を利用できれば、定置型と同様

ネルで動作します

の画像 WEB 監視が可能です

(3) 雨量監視に最適で、雨天時浸入水の定量業

(3) 基本的な性能は 1.2 をご覧ください

務に多くの実績があります

(4) オプションで、タフネットポータブルと組

(4) 下水幹線の工事水位監視用として、水位ト

み合わせた、定時 1 日 1 回撮影＋警報水位

ランスミッタを管きょ内に配置し、装置本

時 5 分間隔などの、マルチインターバル撮

体は地上に配備してソーラー電源で連続

影による、リスク管理が可能です

計測監視する方法が採用されています

(5) 下水道管路施設、用水路・溜池等からの出

(5) 用水路、河川、溜池や遊水地などの溢水調

水時監視、降雨時や高潮時のゲート・ポン

査などにも適合します

プ施設監視などに利用できます

(6) 調査・販売実績

(6) 調査・販売実績

・農業用水路の湧水監視用

・雨天時浸入水調査に伴う調査用

・流量監視(せき・フリューム式)用
・雨天時浸入水調査に伴う雨量調査用

図 2-3.タフネットポータブル(＋雨量トランスミッタ)
図 2-5.セサミポータブルカメラ

図 2-4. 降雨量表示(タフネット WEB)
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3. 定置端末

3.2 タフネット 流量計＋
(1) JISFIT 開水路流量計(各種せき・フリュー

3.1 タフネット 定置型

ム式流量計や面速式流量計)をセットにし

(1) マンホールステーションと同じエンジン部

た WEB 監視システムです

分(コミュニケータ)を持つ定置型です。

(2) 開水路流量計以外にも、水位・水質・ガス

ソーラー電源型と AC 電源型があります

計測トランスミッタなどの、
4-20mAや0-2V

(2) ハウジング形式、材質、配置方法等は、計測

出力に対応します

対象や用途に応じて選定されます

(3) 機器販売のほか、電気・土木工事をパッケ

(3) ソーラー電源型は、商用電源が不要で電気工

ージにしたセット販売も承ります。詳細は、

事もありませんが、連続計測・間欠通信にな

機器事業部までご照会ください

ります

(4) 販売実績

(4) AC 電源型は、用途に応じて AC/DC 変換器や

・大型公共施設

UPS(無停電電源装置)を使用し、1 分毎の連続

・大型テーマパーク

計測・通信が可能です

・都道府県

(5) UPS(無停電電源装置)マルチ対応型：1 台の

・事業所

UPS で複数の計測発報装置に接続可能な小型
タイプ。配線工事が簡単で、設置場所の制約
を大幅に緩和しています
(6) 販売実績
・事業排水監視用

図 3-2.タフネット＋面測式流量計
図 3-1.タフネット 定置型
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3.3 タフネット 通信+
(1) 既存の計測トランスミッタ(水位・流量・
水膣・ガス濃度ほか)やレベルスイッチな
どにコミュニケータを付加するだけで、
WEB 監視システムを構築できます
(2) 同様に、既存の遠隔監視システムから、専
用パソコンや大掛かりなシステムが不要
な、WEB 監視システムに再構築できます
(3) 機器販売のほか、電気・土木工事をパッケ
ージにしたセット販売も承ります。
詳細は機器事業部までご照会ください
(4) 広域の農集遠隔監視システム、流域下水道
監視システム、マンホールポンプ施設の集
中監視など、旧来のシステム更新時にはぜ
ひご検討ください
(5) 販売実績
・事業排水監視用
・マンホールポンプ施設用

図 3-3.タフネット+マンホールポンプ施設
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4. SESAME シリーズ
4.1 クラウド型水位計
(1) 10 分間隔計測・通信ベースの WEB 型水位・
雨量監視システムです
(2) 水位のほか各種アナログデータのロギン
グおよび伝送が可能です
4～20mA×1ch、0-2V×1ch、
0～3.3V(温度)×2ch、パルス×1ch
(3) 革新的河川技術プロジェクト(第二弾)／
国土交通省危機管理型水位計(寒冷地型)
(圧力式)

に適合しています
(4) ソーラー＋バッテリー電源の定置型
(5) 国内の他、インドネシア・タイ・ベトナム・
ミャンマーなど、国際規模の納入実績があ
ります
(6) 気象災害監視用：ヴァイサラ㈱製ウェザー
トランスミッタ WXT530 専用
多項目水質監視用：㈱堀場製作所製マルチ
水質チェッカーU53 専用

(超音波式)

(7) 販売実績(2020 年 11 月現在)
・国土交通省向け 96 台
・都道府県向け 43 台
・農政局向け 14 台
・海外向け 184 台

(電波式)
図 4-1.クラウド型水位計
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4.2 ため池管理システム

4.3 SESAME－CAMERA

(1) ため池出水対策のために開発された、水

(1) タイムラプス撮影仕様のWEB監視システム

位・雨量・画像 WEB 監視システムです

です

(2) 仕様の詳細は、1.1～1.3 をご覧ください

(2) 基本仕様は、1.2 をご覧ください

(3) 監視装置 1 台につき、カメラ 3 台までをオ

(3) 国土交通省「簡易型河川監視カメラ」仕様

プションで設置することが可能です

に適合しています

(4) 水位計測トランスミッタは、現場条件に応

(4) 農作物の育成管理、灌漑用水路や溜池の出

じて、超音波式、電波式、圧力式から選択

水管理などに、国内外を問わず多くの実績

することができます

があります

(5) 販売実績(2020 年 11 月現在)

(5) 販売実績(2020 年 11 月現在)

・市町村向け 5 台

・国土交通省向け 264 台

・土地改良区向け 1 台

・都道府県向け 306 台

図 4-2.ため池監視システム
図 4-3.SESAME-CAMERA
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管内水位ハザードマップの製作

5. ご要望にお応えします。

(3) コンサルタントや専門企業との協業によ
る、不明水ビッグデータの AI 評価、出水

5.1 WEB 監視型の調査

箇所のリスク管理解析など

(1) ID 付与者は、いつでも計測原データを WEB

(4) 監視データのクラウド一元管理

上で閲覧することができ、権限範囲で自由

5.5 既存計測施設の WEB 監視

にデータをダウンロードできます
(2) WEB 上の常時監視により、定期的な現場点

(1) コミュニケータを既存計測器(水位計・流

検が不要で、不測の事態にも迅速に対応す

量計・水質計等)に取り付けるだけで、WEB

ることができます

監視が実現し、多測点の一元管理や、スマ

(3) 計測原データの 2 次加工、判定・評価業務

ホや PC への警報発報機能を利用すること

も承っています

がきます

(4) 協業による、BIG データの統計処理や AI

(2) 旧来の遠隔監視システムも、簡単にコンパ

解析等もお手伝いします

クトな WEB 監視システムに変更でき、管理

(5) 様ざまな監視ケースに真摯に対応します。

専用 PC が不要になります

調査設計時には、ぜひご相談ください

5.6 JISFIT 流量計 WEB 監視システム

5.2 スクリーニング調査

(1) 取引又は証明用の開水路流量計 JISFIT シ

(1) 同時多測点スクリーニング調査や、グルー

リーズに適合したWEB監視システムを構築

プ単位の移動経年調査における、観測基点

することができます

にマンホールステーションのご利用をお

5.7 データサービス

勧めします
(2) 測点数×単価だけの期間契約形式のデー

(1) 計測器の購入やリース・レンタルではなく、
必要な現場計測情報だけを買うスタイル

タサービスにも対応します

です

5.3 定点観測データサービス

(2) 警報サービスにより、合理的なリスク管理
システムを構築することができます

(1) 計測や撮影の定点観測を、期間契約だけで

(3) 期間契約で、初期コストや冗漫になった維

提供します

持管理コストを節約することができます
以上

(2) 複数測点のクラウド一元化管理にも対応
します

5.4 データ加工サービス
(1) 雨天時浸入水の定量評価など不明水対策
関連データ加工
(2) 水位スクリーニングデータの解析評価と
12

