
海況観測システム賃貸借仕様書 
 

１．目的 
西部浄化センター処理水放流に伴う放流海域の水質データの観測を目的とし、水質情報等を熊本市及び管

内漁業協同組合及び漁業者等（以下「管内漁業関連者」）において常時監視・閲覧できるシステムの賃貸借

契約を締結するもの。 
 

２．件名 
「海況観測システム賃貸借」 
 

３．賃貸借期間（測定開始～終了まで） 
平成２９年７月１日から平成３４年３月３１日までの５７カ月間 
 

４．システム賃貸借の概要 
本業務は、本市地先海域５箇所（別図１）に設定された観測点（観測ブイ設置点）から、水温や塩分等の

水質データをリアルタイムに遠隔収集し、本市 PC 端末局に格納するとともに、管内漁業関連者にインター

ネットを通じて公開を行うものである。 
賃貸借に係る本システムは、海上観測局と監視局（コントロール/Web サーバー；以下「監視局」）及び端

末局の３局から構成される。（別図２） 
海上観測局で自動測定されたデータは、パケット通信網等を経由して契約先が直接管理運営する監視局に

て受信、バックアップ、データ解析処理、監視を行うとともに、インターネット公開の機能も有するものと

する。また、システム不具合時など復旧に向けて速やかな対応が可能となるよう、体制を整えておくものと

する。 
本市の PC 端末局へのリアルタイムのデータ提供は、インターネット経由により監視局より本市 PC 端末

局への自動ダウンロードにより行うものとする。 
管内漁業関連者の PC や携帯電話機（スマートフォン、i-mode 等）へのデータのインターネット公開は、

監視局 Web 上にてオンデマンド方式にて行う。 
なお、観測データの品質管理、観測ブイ本体・係留施設等を含む観測機器等の定期的な保守管理、本シス

テムに必要な一切の機器の手配、設置、契約終了後の撤収及び処分も本件内容に含むこととする。 
 
５．本システムの基本構成と仕様 
（１）システム設置箇所 

①海上観測局：観測点（別図１） 
 
河内 観測局（北緯 32°48.658′  東経 130°34.619′ ） 
松尾 観測局（北緯 32°48.012′  東経 130°34.480′ ） 
小島 観測局（北緯 32°47.232′  東経 130°34.100′ ） 
沖新 観測局（北緯 32°46.184′  東経 130°34.329′ ） 
新港南観測局（北緯 32°44.147′  東経 130°33.588′ ） 

 
 



前述観測点に目印として既存の係留施設を設置しているため、観測にあたっては既存の係留施設を撤

去した上で新規係留施設を設置し観測を開始すること。なお、既存の係留施設の撤去・処分費用につい

ては契約相手方の負担とする。 
また、工事、災害、漁場の変更、その他の漁業調整等により観測点の変更があった際には、本市の指

示により契約相手方負担にて海上観測局の移設を行うこと。 
②監視局（契約先） 

CTL/W（コントロール/Web）サーバー局 
③端末局 

・熊本市水産振興センター（熊本市西区沖新町）に設置する PC 端末（以下、本市 PC 端末局） 
・管内漁業関連者（協同組合、漁業者等）所有の PC 及び携帯電話（スマートフォン、i-mode 等）端末 
 

（２）観測項目 
①海面下約 50cm における水温、塩分（比重）、溶存酸素、クロロフィル（５点中１点のみ）の 20 分間隔に

よる終日観測 
②各観測点の位置情報（GPS による） 
緯度、経度（世界測地系）の 20 分間隔による終日観測 

 
（３）機器構成及び仕様 

①海上観測局 
海上観測局は、以下の観測ブイ本体、係留施設及び搭載機器（A~D）より構成されること。なお、海上

の過酷な状況下での長期使用となるため、塩分、水分等による腐食、電食等を防ぐ構造であり、必要十分

な機密性を確保するものであること。 
 

【観測ブイ本体】 
海上観測局は定期的なメンテナンスが必要となることから、成人男性１名で取り扱える程度の大きさ、

形状、重量とする。なお、以下の A）～D）に示す機器がすべて搭載可能であることはもとより、搭載後

のブイの安定性が保持されること。また、夜間、荒天時などにおいても点滅灯等により視認性が確保さ

れていること。 
※参考として、別図３にて本市が所有する観測ブイの概略仕様を示す。 

 
【係留施設】 
観測点より観測ブイが移動、流失しないものであること。 

 
【搭載機器】 

A）多項目水質計 
各水質項目の電極仕様は以下のとおりか同等以上とする。 
また水質計は、設置制約の大きいブイにセットするため、１つの水質計本体にて全ての水質項目が

計測可能である多項目水質計であり、かつ過酷な海域における長期計測に適したものであること。 
特に水質計とケーブルとのコネクター部は、堅牢なステンレス製とする。 
また、多項目水質計は１観測点あたり２機以上準備し、異常値を示した場合や不具合が生じた場合

に備え、直ちに交換できる体制を整えておかねばならない。 
 （各水質項目仕様） 



・水温   測定範囲：－５～４５℃ 
分解能 ：０．０１℃ 
精度  ：±０．１５℃ 

・塩分   測定原理：４電極法 または 電磁誘導法 
測定範囲：０～７０ｐｐｔ（比重換算 WT１５℃：0.999～1.053） 

（比重換算 WT２０℃：0.998～1.052）  
分解能 ：０．０１ｐｐｔ 
精度  ：±１％（読値）または０．１ｐｐｔ 
 

・溶存酸素 測定原理：蛍光方式による 
測定範囲：０～５０ｍｇ/L 
分解能 ：０．０１ｍｇ/L 
精度  ：±０．２ｍｇ/L または読値の２％（０～２０ｍｇ/L） 

読値の１５％（２０～５０ｍｇ/L） 
備考  ：自動クリーニングワイパーが装備されていること。 

・クロロフィル（ブイ５基のうち１基のみ） 
測定範囲：０～４００μｇ/L 
分解能 ：０．０１μｇ/L 
備考  ：自動クリーニングワイパーが装備されていること 

B）GPS 受信機 
精度は、単独測位による方式と同等か、それ以上とする。 

C）データ制御・伝送モデュール 
水質及びＧＰＳデータは、パケット通信により２０分間隔の計測データを随時送信できることとす

る。また、伝送モデュールの通信障害時においても計測データの保全性が確保されるよう２カ月以上

の十分なデータメモリーを内蔵するとともに、機器の自動復帰機能を有すること。 
D）電源システム 

電源システムは、本システムの稼働に必要十分な容量及び機能を有すること。 
②監視局；CTL/W（コントロール/Web）サーバー（契約先） 

海上観測局で自動測定されたデータは、パケット通信網等を経由して契約者が直接管理運営する監視局

にて受信、バックアップを行うとともにデータ解析処理、監視を行い、インターネット公開の機能も有す

るものとする。 
以下に詳細要件を箇条する。 
・本市 PC 端末局へのリアルタイムのデータ提供 

ID／パスワードにて確保された Web 接続で監視局から本市 PC 端末局へデータダウンロードにて行

う。 
・管内漁業関連者等 の PC 及び携帯電話(スマートフォン、i-mode 等)端末へのデータ公開とアクセス 
解析 
アクセスセキュリティが ID及びパスワードにて確保されたWeb接続方式にて監視局より行う。また、

監視局へのアクセス件数、接続元の解析を行う機能を有すること。 
・ブイの係留状況の常時監視 

ブイの係留索からの離脱など GPS 情報の異常値によって検出された場合、ただちに警報メール 
の自動送信を本市の指定するアドレスへ行う機能を有すること。 



・収集データのバックアップ 
受信及びデータ保存・管理を行う監視局に対し、データのバックアップ用サーバーを確保すること。 

・管理運用 
監視局は、直接契約先において設置、運営、管理されるものとする。 

③本市 PC 端末局（熊本市水産振興センター設置） 
下記同等品以上の性能・機能を有すること。 
また、PC に関しては契約期間半ばを目途に更新を行うこと。 
◎パソコン本体 

・プロセッサー (3.60GHz,3MB) 
・OS Windows® 10 Professional 
・モニター １７インチワイド TFT 液晶 
・メモリー 8G Byte 
・HD ドライブ 1TByte 
・DVD スーパーマルチドライブ 
・GbLAN インタフェース 
・アプリケーションソフト Mictrosoft Office2016 （Excel、Word） 
・アンチウイルスソフト 

◎周辺機器 
・無停電電源    オムロン BX50FW 相当 
・USB キーボード／マウス 

◎プリンター 
・カラープリンター CANON TS6030 相当 

（４）データ収集・処理ソフト仕様（本市 PC 端末局） 
データ収集・処理ソフトは熊本市水産振興センター（熊本市西区沖新町）内に設置した本市 PC 端末局に

インストールするものであり、以下の機能、条件を満たすこと。 
①海上観測局（５基）の測定データは随時本市 PC 端末局に自動的に収集することができるものとする。ま

た、収集データはすべて HD ドライブ内に自動的に蓄積され、測定局毎に、観測項目、日付、時刻及び期間

を自由に設定、時系列グラフや数値リストにて表示することができ、該当部分についてテキストファイルあ

るいは CSV ファイルにて出力が可能であるものとする。 
②ソフトの画面上で、漁場環境速報（内容；地先海域概略図、海上観測局の位置、海上観測局毎の日統計・

最新２４時間データ・最新値）を表示できるとともに、同画面のプリンター出力も可能であること。 
なお、日統計及び月統計のリスト印刷（観測日報印刷）は、水温（℃）、塩分（‰）、塩分比重（σｔ）、

溶存酸素（mg/L、％）、クロロフィル（μｇ/L）に対応するととともに、テキストファイルあるいは CSV
ファイルにて迅速な出力・印刷が可能であること。 
③その他、当該ソフトについての利便性及び改善点等、熊本市から指摘を受けた場合には早急に対応するこ 
と。 

（５）インターネット公開 Web ページ仕様 
収集した観測データの、監視局によるインターネット公開についての基本仕様は以下のとおりとする。な

お、Web ページは PC 端末局と携帯電話局の双方をサポート可能なものとする。 
① 表示項目 

日付、時刻、水温（℃）、塩分（‰）、塩分比重（σｔ）、溶存酸素（mg/L、％）、クロロフィル（μｇ/L）、
予定潮位（熊本港）、測定局の GPS 座標とする。 



また、全測定局の位置を示した位置図を表示するとともに、位置図において測定局ごとの稼働状況（正

常、測定異常、流失、水没等）を表示すること。 
② 表示形式 

測定局毎に、観測項目、日付、時刻及び期間を自由に設定することができ、過去データとの比較ができ

るよう平年値（５年平均、１０年平均）と合わせて時系列グラフや数値リストにて表示することができ

ること。（PC 端末局用のみ） 
また、水温、塩分（比重）、溶存酸素、クロロフィルについて、最新値のほか、前日から５日前までの日

平均値を表示すること。 
③ 帳票アウトプット 

表示したものは、PC では随時ダウンロード可能でかつ、A-4 版（縦・横）にてプリンター出力可能と 
する。（PC 端末局用のみ） 

④ ファイルアウトプット 
データは既存の表計算ソフトで容易に編集できるよう、テキストファイルあるいは CSV ファイルによる

読み出しが可能であるものとする。（PC 端末局用のみ） 
⑤ セキュリティ 

ID 及びパスワードによりセキュリティを確保するとともに、熊本市からそれらの変更の要請があった

場合には速やかに対応できるものとする。また、ホームページの基本設定（グラフ表示等）では各一般

端末 PC やスマートフォン毎の表示設定は可能とするが、監視局の基本設定自体はその影響を受けない

ものとする。 
⑥ その他、当該 Web ページについての利便性及び改善点等、熊本市から指摘を受けた場合には早急に対応

すること。 
（６）保守管理 

当システムは、すべて賃貸借にて対応するものとするが、海上という過酷な環境下における機器等の機

能・精度維持のため、以下事項により整備を実施すること。 
①海上観測局センサー精度点検・校正 

１回/月の頻度で行うこと。 
②海上観測局センサー及び観測ブイ清掃作業 

・４月～１１月は、１回／７日の頻度で行うこと。 
・１２月～３月は、１回／１０日の頻度で行うこと。 

  ③海上観測局 陸揚げ点検整備 
   １回／年以上の頻度で行い、必要に応じてオーバーホールを行うこと。なお、実施時期については事前に

熊本市と協議の上決定すること。 
  ④係留施設 点検整備 
   １回／年以上の頻度で、潜水士による点検・整備を行うこと。 
（７）トラブル発生時の代替品等 
   本システムを構成する機器の代替品の納入及び調整等は迅速に対応すること。ただし、１０月～３月の期

間はトラブル発生時または本市から通知のあった日より３日以内とする。 
（８）管理運用 

本システムの管理運用については、直接契約相手方において実施するものとする。 
（９）その他 
   ・本海況観測システム賃貸借に関わる言語はすべて日本語とする。 
   ・本仕様書に定めの無い事項については、本市と契約相手方が協議の上判断するものとする。



 
 

別図１ 

熊本市海況観測テレメーターブイ位置図 

河内 

松尾 

小島 

沖新 

新港南 

河 内： 北緯 32°48.658′  東経 130°34.619′ 
松 尾： 北緯 32°48.012′  東経 130°34.480′ 
小 島： 北緯 32°47.232′  東経 130°34.100′ 
沖 新： 北緯 32°46.184′  東経 130°34.329′ 
新港南： 北緯 32°44.147′  東経 130°33.588′ 

（測地系：世界測地系 WGS84） （H28.12.21 平成丸搭載 GPS にて計測） 



別図２           システム概念図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海上観測局 

観測ブイ５基 

●河 内 

●松 尾 

●小 島 

●沖 新 

●新港南 

監視局（コントロール/Web）サーバー 

（契約先設置・管理） 

パケット通信による 

データ伝送 

遠隔保守管理 

（TCP/IPアクセス） 

データバックアップ用 

サーバー 

（契約先設置・管理） 

管内漁業関連者 

PC 及び携帯電話端末 

熊本市水産振興センター 

本市 PC 端末 

データ収集・処理ソフト 

機器構成 

■多項目水質計 

 水温・塩分・溶存酸素・クロロフィル 

■GPS 受信機 

 緯度・経度 

■データ制御・伝送モデュール 

■電源システム 

端末局 

インターネット 



 
別図３ （参考）本市所有観測ブイ概要 
 
 
 表―１及び図―１に本市所有の観測ブイに関する概略仕様を掲げる。 
 

 
（表―１）観測ブイ諸元 
 

構造  

浮体部 ポリエチレン 

伝送モデュール格納部 FRP 

浮体部コンポジット 発泡ウレタン充填 

ムアリングロッド SUS３０４ 

寸法・重量  

ブイ浮体部外径 ５０ｃｍ 

ブイ浮体部高さ ３６ｃｍ 

全長 １６３.９ｃｍ 

全重量（空中） ２８ｋｇ 

灯火・閃光周期 黄色・４秒１閃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（図―１） 観測ブイ係留設備 概略図 
 
 

観測ブイ 

中間ブイ 

アンカー アンカー 

係留索 

係留索 

アンカーロープ 

係留金具 


