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4.モニタリング 

4.1 ガイドラインが求めるモニタリング 

(1) ガイドラインでは雨天時浸入水対策が完了

する迄の間のほか、計画降雨量超過時も含め

て、モニタリングの必要性が示されている 

(2) 雨天時増水対策では、対策による事象の改善

判定、ゲート操作による管内貯留水位監視、

施設対策による溢水改善効果の判定などに

モニタリングを用いる 

(3) 国交省仕様の危機管理型水位計(セサミシリ

ーズ)や、ため池管理システムによる外水(洪

水)監視は、ポータブル遠隔監視システムを

使った内水(雨天時増水)監視に繋がっている 

(4) 発生源対策では、対策による雨天時浸入水の

削減効果判定に用いる 

(5) 計画降雨量超過時の実態把握や、緊急対策の

事業効果の判定にも用いる 

(6) モニタリングは、定置監視である必要はなく、

監視目的に合わせて、期間を限定したり、測

点を移動したりすることができる調査 WEB

監視が合理的 

4.2 ストマネと連動するモニタリング 

(1) 5 年毎に、重要管路の管路点検を行うこと 

(下水道事業のストックマネジメント実施に

関する ガイドライン） 

(2) 主要測点のモニタリングを、この 5 年点検に

合わせて連動できれば、ストマネと雨天時浸

入水対策とが連動する 

 

 

  

モニタリングについては、 

雨天時浸入水対策 を行う対象地区や対象 施設に対し、対策が

完了するまでの間、もしくは計画降雨を超過する場合などの状

況において、必要に応じて応急対策を行うとともに、事象の発

生を記録・保存するものとする。 

 

〔解説〕 

モニタリングは、雨天時浸入水対策が完了するまでの間に計画

降雨以下で 事象が発生した場合、または、対策が完了した後に

計画降雨を 超過し 事象が発生した場合などにおいて、継続的

に事象の発生状況を第２章１節に基づき詳細に記録し、関係者

への情報提供を行うものである。 

この際、必要に応じて消毒等の応急対策や、 未利用地を活用し

一時貯留するなどの暫定対策を行うことも有効である。 

また、重点的に対策を実施する地区については、施設対策の効

果の把握や、運転管理のノウハウの蓄積に努め、より効果的か

つ効率的な対策に反映していくことが重要である。 

第４章モニタリング ・ 応急対策 

危機管理型水位計(セサミシリーズ) 

https://www.pentough.com/catg_toughnet.html#catg01_04
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4.3WEB 監視(IoT)の時代 

(1) WEB 監視とは、インターネットに繋がる様ざ

まな現場端末を ICT(情報通信技術)使って、

ウェブブラウザ上で遠隔監視すること 

(2) 従来の有線ネットワークから通信インフラ自

体が隔世で変化し、あらゆる現場情報がスマ

ホや PC で共有できる時代になった 

(3) 弊社タフネットシリーズは現在、情報量が多

い画像監視、調査などの移動監視、流量、水

位、流速、河川監視画像等の定点観測用に、

商用通信網(4G)を利用したクラウド WEB 監

視システムを使用している 

(4) 水位端末レベルでは、通信費がほとんど発生

しない LPWA(低消費電力広範囲無線通信)方

式にも対応しているが、さらに通信インフラ

の普及に合わせて対応範囲を広げてゆく 

 

(5) ポータブル端末を仮設し、バッテリーだけ

で⾧期間監視ができる、調査 WEB 監視の

出現により、雨天時浸入水追跡調査のよう

な新しい形態の調査が生まれている 

(6) WEB 監視は、異常や欠測も含んだ計測情

報を、関係者全員がスマホや PC で即時に

共有できるため、コンプライアンス品質が

高いことが特徴である 

(7) アウトプットが紙ベースからデータ通信に

変化するにつれ、事業自体がシステム販売

とメンテナンスの時代から、システムの総

合レンタル【パックレンタル】を経て、情

報販売【サブスク】、【データサービス】の

時代へと変化しつつある 

 

 

 

 

 

  

タフネットイメージ図 

https://www.pentough.com/catg_toughnet.html
https://www.pentough.com/catg_rentals.html
https://www.pentough.com/catg_aaacloud.html
https://www.pentough.com/catg_fdatas.html
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4.4 定置 WEB 監視と調査 WEB 監視 

(1) 定置 WEB 監視と調査 WEB 監視 

 従来のモニタリングに延⾧にあるのが定置

WEB 観測、調査のように観測点を移動でき

るのが調査 WEB 監視である 

 流量監視なら、JIS 適合型の定置型流量計を

使うのが定置 WEB 監視で、ポータブル流量

計を使うのが調査 WEB 監視である 

 PC 上の監視プラットホームは、共通にする

ことができ、定置監視と調査監視とを組み合

わせることができる 

(2) 電源は、高容量電池・ソーラー電源・商用電

源(AC/DC 変換)の使い分けることができる 

 

 

(3) 雨天時増水対策では、対策期間に応じて中ブ

ロック規模の定置または調査 WEB 監視によ

り、事業効果を時系列で監視できる 

(4) 発生源対策では、絞り込んだ細・小ブロック

を対象に、流量の調査 WEB 監視により事業

効果を時系列で監視できる 

(5) 定置監視を有期ととらえる場合は、通信コス

トを含んだ【サブスク】の利用が経済的であ

る。イニシャルコストが平滑化され、一定期

間後はいつでも止めることができ、撤去費用

も発生しないので、契約内容に基づいて随時、

撤去が可能であるため、計画変更にも柔軟に

対応できる 

  

サブスク（ＡＡＡクラウド） 

https://www.pentough.com/catg_aaacloud.html
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(6) 中期の調査 WEB 監視には【調査データサー

ビス】、短期の調査 WEB 監視には【パック

レンタル】の利用が経済的である  

データサービス・パックレンタルのフロー 

パックレンタルの契約手順 

https://www.pentough.com/catg_fdatas.html
https://www.pentough.com/catg_fdatas.html
https://www.pentough.com/catg_rentals.html
https://www.pentough.com/catg_rentals.html
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4.5 ポータブル遠隔監視システム 

(1) ポータブル端末を現場に仮設して、現場情報

を PC やスマホで監視するシステム。 

(2) 通信規格は 4G。監視データはクラウド上で

データベース化され、DX 展開が可能 

(3) 電源や計測端末を選択すれば、調査だけでは

なく、定置 WEB 監視の代用にもなる 

(4) これまでの実績は、水位、流量、雨量、温度、

劣化度監視のほか、警報水位発報による画像

監視など。このほか水質やガス等の監視につ

いても、適宜、適合試験を経て新製品として

ラインアップする予定 

(5) 地上の通信感度により、WEB 監視が困難な

ケースもあるが、現地感度試験などの事前確

認により、ほとんどの野外で対応が可能 

【マンホールステーション】 

(1) 既設マンホール内に装置を仮設して、バッテ

リー電源で稼働させ、水位、流量、劣化等の

情報を、最短 1 分ごとに収集し、設定した間

隔で WEB 通信する 

【タフネットポータブル】 

(1) 地上に装置を仮設して、ソーラー電源かバッ

テリー電源で稼働させ、水位、流量、劣化等

の情報を、最短 1 分ごとに収集し、設定した

間隔で WEB 通信する 

【増水監視カメラ】 

(1) 1 分毎に水位を計測し、警報水位に達すると、

最短 1 分間隔で撮影データを発報する 

(2) 人孔内監視用(マンホールステーション：バ

ッテリー電源)と地上監視用(タフネットポー

タブル：ソーラー電源)のほか、定点監視用(ソ

ーラー電源または商用電源)がある 

(3) 水位のほか、流量や水質、ガス濃度をトリガ

ーにした警報時撮影システムも開発中 

 

 

 

  

監視水位のトレンド表示 

ポータブル遠隔システム 

https://www.pentough.com/catg_toughnet.html#catg01_01
https://www.pentough.com/img_2021/pdf/catalog/catalog_kanshicamera_2110.pdf#view=Fit
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【ポータブル遠隔監視システムのパックレンタル】 

(1) パックレンタルの対象は、マンホールステー

ション、タフネットポータブルおよび増水監

視カメラ 

(2) 土木・電気工事が不要で、調査のように装置

を仮設して、その日から計測データを PC や

スマホで監視することができる 

(3) 増水監視カメラは、計測水位と連動し、警報

水位に達すると 1 分毎に撮影データを送信

する 

(4) 警報水位に達すると、グループメールを発報

する方法で常時監視を代行する。増水地点を

含む全計測点は、マップで管理される 

(5) パックレンタルには、機材のレンタル、仮設

撤去、保守点検、設定・較正、通信システム

の管理、通信登録費用が含まれている 

(6) 計測データの 2 次加工や、レポート出力など

のサービスもオプションで別途、承る 

 

(7) 電源は、大容量蓄電池、ソーラー電源、商用

電源（AC/DC 変換）から、現場に合わせて

選択できる 

(8) 下水用：管路(マンホール内)、事業排水路、

都市下水路、バイパス等の増水・分水監視 

(9) 農水・環境用：農業用水路、小規模河川、た

め池、樋門、ポンプ施設等の増水・溢水監視 

  

ポータブル遠隔監視システムのパックレンタル 

マンホールステーション＋増水監視カメラ 

＋タフネットポータブル 

https://www.pentough.com/img_2021/pdf/catalog/catalog_packrental_2206.pdf#view=Fit
https://www.pentough.com/catg_toughnet.html#catg01_01
https://www.pentough.com/catg_toughnet.html#catg01_01
https://www.pentough.com/catg_toughnet.html
https://www.pentough.com/img_2021/pdf/catalog/catalog_kanshicamera_2110.pdf#view=Fit
https://www.pentough.com/img_2021/pdf/catalog/catalog_kanshicamera_2110.pdf#view=Fit



