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１. 基本事項 

１.１. 目的 

栃木県大気・地盤環境情報システムの開発及び賃貸借業務（以下「本業務」とする。）は、現在、栃木県が運用

している大気・地盤環境情報システムの更新を行うとともに、機能の最適化を図り業務効率の向上を目指すもの

である。 

 

１.２. 適用 

更新後のシステム（以下「本システム」という。）は、賃借人である栃木県（以下「甲」という。）と賃貸人

（以下「乙」という。）との賃貸借契約により運用する。 

また、本業務は、賃貸借契約にあたってのシステム構成、機器仕様等に係る設計を行い、本システムの円滑な

運用のための開発、テスト、データの移行、ハードウェア及びソフトウェア等の賃貸借物品の調達、各種工事の

実施、システム運用後の支援業務、保守業務を行うものとする。 

 

１.３. 納入期限 

令和４（2022）年12月31日までに本システムを設置、調整し、正常に稼働することを確認すること。 

 

１.４. 納入場所 

栃木県環境森林部環境保全課（宇都宮市塙田１－１－20栃木県庁本庁舎11階）ほか、別表「テレメータシス

テム設置場所一覧表」のとおり 
 

１.５. 賃貸借期間 

令和５（2023）年１月１日から令和９（2027）年12月31日まで 

 

１.６. 業務範囲 

本仕様書に基づく業務の範囲は、次の事項及びテレメータシステムを完全に動作させるために必要な機器及び

ソフトウェアの製作、運搬、据付調整及び諸工事、既設システムからのデータ移行、機器の操作研修及び保守、

既設システム機器一式の撤去に伴う収集運搬並びに関係機関への手続き、提出書類作成及びそれらに要する費用

の一切を含むものとする。 

(1) システムの設計及び製作 

(2) システムを完全に稼動させるための機器の製作 

(3) ソフトウェアの製作 

(4) システムの引渡しに必要な検査 

(5) 機器の運搬、現地据付、配線、試運転調整 

(6) テレメータシステム構築に伴う既設システムのデータ移行 

(7) 宇都宮市大気環境情報システム（以下「宇都宮市システム」という。）との接続設定 

(8) 環境省大気汚染物質広域監視システム（以下「そらまめくん」という。）との接続設定 

(9) 固定型モニタリングポスト都道府県収集サーバ（以下「環境放射線システム」という。）との接続設定 

(10) システムの操作研修 

(11) システムを正常に稼働させるための保守点検 

(12) 既設システム関係機器一式の撤去に伴う収集運搬（既設機器の返却作業は含まない） 

(13) 機器等の設置に関して必要な諸手続き（書類作成の代行並びにそれらに要する全ての費用、インターネット

サービスプロバイダとの契約手続き、電気通信回線の開設費用を含む） 

(14) システムの運用に必要な予備品の納入 

(15) 調整中の通信費（引渡し完了後であっても、定常状態で稼働するまでの間は、乙の負担とする。） 

(16) 本契約終了後における次期システムに移行するためのデータ類の作成、納入機器等撤去及び適正処分 
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対象機器、作業内容 数量 備考 

中央監視局 

・既設システム機器の撤去 １ 既設システム機器撤去、甲の指定場所への搬送 

・本システム機器の設置・調整 １ 電源工事、LAN構築、テレメータ親局装置の設置等 

・他システム接続調整作業 １ 宇都宮市システム、そらまめくん及び環境放射線システム保守業者と

の調整及び接続設定 

県庁監視局 

・既設システム機器の撤去 １ 既設システム機器撤去、甲の指定場所への搬送 

・本システム機器の設置・調整 １ 電源工事、LAN構築、端末の設置等 

中間局（宇都宮市） 

・既設システム機器の撤去 １ 既設システム機器撤去、甲の指定場所への搬送 

・本システム機器の設置・調整 １ ネットワーク機器の設置、宇都宮市システムとの接続、動作試験及び

調整等 

各測定局（大気測定局19局、地盤変動・地下水位観測所３局） 

・テレメータ子局装置設置・調整 22 全局対象 

・既設テレメータ子局装置等撤去 既設テレメータ子局装置等撤去、甲の指定場所への搬送 

 

１.７. 仕様書の疑義等 

(1) 本仕様書は、主要事項を明示するものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、本システムの更新整

備並びに業務の継続上具備しなければならない事項及び必要と認められるものについては、これを充足するこ

と。 

(2) 本仕様書に記載のない事項で、本システムの構築、据付等に必要な物品等については、乙が負担するものと

し、その他記載のない事項及び仕様について疑義のある場合は、乙はその都度、甲と協議の上、甲の指示を受

けること。 

(3) 本システム導入後、運用中に本仕様書と異なることが確認された場合は、速やかに修正すること。 

(4) 甲に協議せず一方的に解釈した場合は、乙の負担において、これを改めること。 

 

１.８. 打合せ及び現地調査 

本業務の実施にあたり、乙は甲と十分協議し、甲の意図を踏まえるとともに、かつ甲の指示に従い行うものと

する。 

乙は開発業務の実施のため、甲の指示により必要と認められる打合せ及び現地調査等を行うものとする。な

お、甲との打合せの結果については、乙が議事録として取りまとめ、甲に対して１週間以内に提出すること。 

 

１.９. 契約の履行 

乙は、契約の履行に際しては下記を遵守し、遅滞なく業務を行うこととする。乙の一方的な理由により履行が

困難と認められる場合には、甲は契約を解除することができることとする。 

(1) 設計及び製造 

乙は、機器製作にあたり製作承認図を提出し、甲の承認を得ること。もし、乙が一方的な解釈により製作に

取りかかる場合は、甲は契約を解除することができる。 

(2) 梱包輸送 

乙は、機器の輸送方法について、あらかじめ甲に連絡し実施すること。また、機器の工場出荷に際しては、

輸送中に破損等が生じないよう厳重に梱包し輸送すること。 

なお、輸送中における機器の損傷、建物の破損並びに第三者に与えた危害の補償修理等は、全て乙が責任を

負うものとする。 
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(3) 据付調整 

ア 乙は、機器等の搬入、据付等に際し、事前にその手順、日時等について甲と協議すること。 

イ 本システムに関わる電気関連工事等については、庁舎管理担当課と十分に調整を行い、その指示に従うこ

と。 

ウ 乙は、甲の指定する位置に機器等の据付、配線、調整等を行い、稼働可能とすること。 

エ 上記打合せに基づき、乙は据付調整の作業着手１週間前までに、甲に対して施工計画書を提出し、安全管

理体制を明確にした上で作業に着手すること。 

オ 乙は熟練技術者を派遣することとし、作業に必要な工具、器具、測定機器等は、乙が用意すること。 

カ 機器等の搬入、据付等に際しては、建物、設備等に損傷等を与えないような保護対策を講じ、損傷が生じ

た場合は、乙がその責任を負うこと。 

キ 契約開始期日前に生じた機器等の搬入、据付等に関わる事故、故障については、乙がその責任を負うこ

と。 

(4) 据付調整作業の範囲 

各測定局、中央監視局及び県庁監視局等における付帯工事の範囲は、次のとおりとする。なお、本システム

に係る機器等の設置にあたっては、既存の構造物等への影響を最小限度にとどめ、操作性及び機能性を損なう

ことのないよう、設置場所レイアウトを行うこと。 

ア 既設システムの機器等の撤去及び本システムの機器等の搬入、据付工事 

イ 分電盤等からの電源配線工事 

ウ 電気通信回線引き込み箇所からの回線配線工事 

エ 機器等に必要となる設置配線工事 

オ 測定機器とテレメータ子局装置との間及び各装置間全ての配線工事 

カ 機器等の据付、配線に必要な床工事及び配管工事 

キ 設置場所の原状復帰工事 

ク その他本システムの運用に必要な工事 

(5) 通信回線の整備 

局舎への入線に際して、配管工事など通信事業者の提供する標準工事の範囲を超える工事が発生するなど問

題の生じた場合については、別途甲と協議の上、対応方法を決定すること。 

 

１.１０. 適用法令 

業務の実施に当たっては本仕様書に定めるものの他、以下の関係法令等を遵守すること。 

(1) 大気汚染防止法 

(2) 栃木県生活環境の保全等に関する条例 

(3) 有線電気通信法及び同法関係規則 

(4) 電気設備技術基準 

(5) 電気用品取締法 

(6) 日本産業規格（JIS） 

(7) 日本電気工業会規格（JEM） 

(8) 日本電気規格調査会標準規格（JEC） 

(9) 国際標準化機構規格（ISO） 

(10) 電気通信端末機器審査協会技術基準（JATE） 

(11) 日本電信電話株式会社標準規格（NTT規格） 

(12) 電子情報技術産業協会標準規格（EIAJ-EDI標準） 

(13) 廃棄物処理法 

(14) 小型家電リサイクル法 

(15) その他関係法令及び規格・基準 
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１.１１. 計画書等の作成 

乙は、契約締結の日の翌日から14日以内に実施計画書を甲へ提出すること。また、実施計画書の内容につい

て甲の承認を得ること。 

乙は、ソフトウェア及び機器の製作・設置・調整の実施による測定データの欠測や本システムでのデータ未収

集状態が発生しないよう、全局のデータを参照できるように作業手順を組み、その作業手順書を実施計画書に添

付すること。なお、この作業手順書は実施期間中、既設システムが稼動していることを前提として作成し、その

内容について甲の承認を得ること。 

 乙は、この作業を実施するにあたり、既設システム保守業者と連携し、乙の責任において実施すること。 

＜既設システム保守業者＞ 

・栃木県大気・地盤環境情報システム 

  グリーンブルー株式会社 045-322-3155 

・宇都宮市システム 

  株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 078-803-2901 

・環境放射線システム 

  東芝電力放射線テクノサービス株式会社 045-770-2218 

 

１.１２. 検査及び検収 

本システムが納入されるまでに甲が行う検査は次のとおりとし、全ての検査に合格した後に引渡しとする。ま

た、検査及び検収等に要する費用は乙の負担とする。 

(1) 工場検査 

本システムを構成する各機器及びソフトウェアについて、当該機器の製作工場において当該工場の担当部門

の品質管理者が必要時、甲の立会いのもとに行うものとする。なお、甲の判断により必要がないと認められる

場合は、写真検査（自主検査の様子を写真に記録したもの）、出荷検査成績書による検査にて工場検査に代える

ものとする。 

(2) 完成検査及び引渡し 

甲は、乙からの本システム完成の届出に基づき、完成検査を実施し、その合格をもって検収とする。 

 

１.１３. 書類の提出 

乙は、設置設定作業完了後に、以下の書類を指定期日までに甲に提出すること。併せて、電子媒体でも提出す

ること。 

書類名 部数 提出期限、内容 

主任技術者及び現場責任者選任届 ２ 契約締結後14日以内 

緊急時の連絡・体制表 ２ 契約締結後14日以内 

基本設計書 ２ 基本設計完了時及び納入時 

詳細設計書 ２ 詳細設計完了時及び納入時 

機器リスト（機器仕様書） ２ 納入時 

機器配置図面 ２ 納入時 

操作マニュアル 

（取扱・保守点検用説明書等） 

２ 納入時（子局用は22部） 

検査・試験成績書 ２ 納入時 

保守体制連絡表 ２ 納入時 

官公署等への手続き関係書類の写し ２ 手続き後10日以内 

その他甲が必要と認める書類 指定部数 甲の指定する時期 
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システム説明資料（日本語版） 電子媒体

のみ 

納入時 

本システムの概要、構成、測定局の位置及び測定項目等

について記述する。 

Ａ４サイズ、６ページ程度、カラー 

デザイン等については、甲と協議を行い決定すること。 

なお、本システム運用後、甲において容易に修正ができ

ること。 

 

１.１４. 技術指導 

乙は、本システム納入時の他、年１回、本システムの運用操作及び運用管理に必要な技術指導を行うこと。 

(1) 担当職員への研修会を実施すること。 

(2) 実施の日程、場所及び内容等については、甲と協議して決定すること。 

 

１.１５. 保証 

(1) 本システムを構成する機器等は、甲の規定する運用期間内において、その精度を維持し、かつ本仕様書に定

める本システムの機能を保証すること。 

(2) 次に定める事項に要する費用は、乙の負担とする。 

ア 機器等の検査、調整、工事等において、変質、消耗、破損した物品等の復旧に要する費用。 

イ 本業務の施行に際して発生した機器の損傷、建物等の破損並びに第三者に与えた損害及び修理等に要する

費用。なお、この事態が生じた場合は、速やかにその旨を甲に報告すること。 

 

１.１６. その他 

(1) 乙は、本仕様書及び本システムの設計の実施にあたって、知り得た甲の業務上の機密を外部に漏らさないこ

と及び他の目的に利用しないこと。 

(2) 乙は、本システムの構築に際して、特許権、著作権その他第三者の権利の対象となっている製造方法あるい

は意匠等を使用する場合、これらの権利使用に関する一切の責任を負うものとする。 
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２. 基本的事項 

２.１. システムの基本要件 

本システムは以下の要件を全て満たすものとする。 

(1) 大気汚染防止法及び環境大気常時監視マニュアル（第６版）に定める大気汚染状況の常時監視業務のための

テレメータ機能及びそれに伴う測定データの管理、環境省報告ファイルの作成等を遂行するための標準的な機

能を有すること。契約期間中に同法及びマニュアルが改正された場合は、改正後のものに準拠すること。 

(2) 光化学スモッグに関する準備情報提供、注意報、警報及び重大緊急報の発令及び解除とPM2.5注意喚起の発

令及び解除（以下「光化学スモッグ等発令」という。）について、栃木県光化学スモッグ対策要綱及び栃木県微

小粒子状物質（PM2.5）に係る注意喚起実施要綱に基づく業務を実施するための機能を有すること。契約期間中

に同要綱が改正された場合は、改正後のものに準拠すること。 

(3) 回線、ネットワーク機器、サーバ等システムの稼動に必要な機器は、24時間365日稼動し、自動監視及び障

害発生時の対応が行われること。ただし、データのバックアップのための停止及びサーバの再起動に要する時

間帯については甲と協議を行うこと。 

(4) 本システムで使用するソフトウェアは、具体的に指定した場合を除き、本業務の処理に事実上の標準となっ

ているソフトウェアを使用すること。 

(5) 環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様に対応すること。なお、アナログ仕様の自動測定機に

ついては、契約期間においてデジタル仕様に設定変更又は機器更新した時点で対応すること。 

 

２.２. 機器及び部品の基本要件 

(1) 本システムを構成する機器については、５年以上の使用に十分耐えられるものとし、部品等については、故

障等に備え、供給に万全を期すこと。 

(2) 日常の操作、保守点検、修理、部品交換等が容易であり、取扱者に危険を生じさせないこと。 

(3) 機器の設置にあたり、床置きが不適当なものについては、適切な置き台を用意し、運用に支障のないよう考

慮すること。 

(4) 機器は、耐震性を考慮し設置することとし、必要な補助具は乙の負担で用意すること。 

(5) 電気関係 

切替部、回転部及び接触部は、繰り返しの動作によっても電気的性能が低下しないこと。 

(6) 機械関係 

ア 切替部、回転部及び接触部は、動作が良好で、かつ、機械的強度の堅牢なものを使用すること。 

イ ネジ等の締付け及び回転体による調整部等は十分に固定し、必要に応じてペイントロックすること。 

ウ 各機器は、輸送、搬入、据付等の振動に対しても機械的に異常がなく、電気的性能を低下させないこと。 

(7) 使用部品 

ア 使用部品は、JIS、JEM、JEC規格等に合格したものを使用すること。 

イ 通信関係部品は、JIS、JATE規格又は同等以上の性能を有する部品であること。 

(8) 配線及び接続 

ア 配線材料は、JIS規格以上のものを使用し、他の回線又は機器等から発生するノイズ等の影響を受けない

よう、それぞれの機器仕様及び線路条件に応じたものを使用すること。 

イ 複数の配線は束線し、保守点検を容易にするとともに、危険防止を図ること。 

ウ 配線工事材料には、全て耐久性、耐油性及び耐熱性の良好なものを使用すること。 
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２.３. システム構成 

本システムの全体構成は、別図「システム構成図」を参照すること。 

本システムの機器による機能概要については、次のとおりとする。 

機器名称 数量 概要（機能） 

中央監視局 

・収集・データベースサーバ １式 子局、環境放射線システム及び宇都宮市システムのデータ収集 

・外部通信サーバ １式 ホームページへのデータ転送、そらまめくんへのデータ転送 

・データ処理端末 １台 データ監視、処理系ソフト、発令等の処理端末 

・NAS １台 バックアップ装置 

・ファイアウォール １台 ネットワークセキュリティ対策 

・VPNルータ ２台 各測定局モバイル通信及びインターネット通信用ルータ 

・カラーレーザープリンタ １台 印刷機能 

・耐雷トランス １台 テレメータ親局電源用耐雷トランス 

県庁監視局 

・データ処理端末 １台 データ監視、処理系ソフト、発令等の処理端末 

・遠隔操作端末 １台 モバイル端末 

・カラーレーザープリンタ １台 印刷機能 

・NAS １台 バックアップ装置 

・VPNルータ １台 中央監視局通信用ルータ 

・ファクシミリ １台 光化学スモッグ等発令用 

中間局 

・VPNルータ １台 中央監視局通信用ルータ 

各測定局 

・テレメータ子局装置 22式 大気測定局（19式）、地盤変動・地下水観測所（３式） 

・VPNルータ 22台 中央監視局モバイル通信用ルータ 

・耐雷トランス 22台 大気測定局内電源用耐雷トランス 

設置不要な局舎を一部除くため、別途協議により削減する可能

性があり。 
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３. 施工及び試験調整 

３.１. 機器の設置 

既設システムと並行運用を行えるように設置すること。 

既設システム保守業者と調整を行い、既設システムの運用に支障のないようにすること。また、既設システム

への影響が発生した場合、乙の負担で対応すること。 

 

３.２. 設置仕様 

機器の導入に際して、以下に述べる説明を行うこと。設置に際しては、関係各部署と十分に調整を行い、円滑

に作業が進捗するよう配慮すること。 

(1) 監視局内設置 

ア 本システムの為の設置スペースを確保すること。（既設システムが停止することのないよう配慮するこ

と。） 

イ 本システムの設置及び調整を行うこと。 

ウ 本システムへの移行に際しては、常時全局のデータが確認できる仕組みを構築すること。またテレメータ

子局装置からの収集データが途切れないようにすること。 

エ 本システムへの移行が完了したときには、既設システムを甲が指定する場所へ回収すること。 

(2) テレメータ子局装置設置 

ア 本テレメータ子局装置の設置及び調整を行うこと。設置に際しては、工事期間を通じて監視局にて常時全

局のデータの参照を可能とするために、既存システムとの並行稼動を行うことを前提とした設置方法とする

こと。 

イ 本テレメータ子局装置への移行に際しては、欠測が発生しないように実施すること。 

ウ 移行が完了した際には、既設テレメータ子局装置及び甲の不要品を甲が指定する場所へ回収すること。 

 

３.３. ネットワーク機器整備 

システムで使用する通信回線の申込み、開通調整及び確認を行うこと。申込費用その他の開通に必要な費用は

乙の負担とする。なお、本システムのネットワーク構成は、別図「システム構成図」を参照すること。 

(1) テレメータ子局装置設置スケジュールに合わせて、通信回線の開通手続きと調整を行うこと。 

(2) 通信回線開通確認までは乙の責任において実施すること。 

(3) 更新の際に不要になった既設通信回線については、休止手続きを行うため、速やかに甲に連絡すること。 

(4) 通信回線の敷設が遅れる場合、代替として専用線等の仮設回線を敷設すること。また、仮設回線に必要な通

信機器及び費用は乙の負担とする。 

(5) 遠隔保守用の回線費用については、乙の負担とする。 

回線サービス名称 数量 仕様 

中央監視局 

・光回線（フレッツ光ネクスト） １ インターネット回線、県庁監視局、中間局、各測定局通信用 

・フレッツ・VPNワイド １ フレッツ・VPNワイド10拠点対応 

・インターネットサービスプロバイダ １ インターネット接続、ホームページ用 

県庁監視局 

・光回線（フレッツ光ネクスト） １ 中央監視局通信用 

・フレッツ・VPNワイド １ フレッツ・VPNワイド10拠点対応 

・インターネットサービスプロバイダ １ インターネット接続用 

中間局 

・光回線（フレッツ光ネクスト） １ 中央監視局通信用 

・フレッツ・VPNワイド １ フレッツ・VPNワイド10拠点対応 
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各測定局 

・モバイル回線（4G／LTE） 
22 

中央監視局通信用、IP－VPN方式 

ただし、電波状況により通信が難しい場合は光回線とする。 

 
３.４. データの移行 

(1) 既設システムに蓄積されたデータを本システムで利用可能となるようにデータ変換をし、データベースに登

録すること。なお、既設システムのデータエクスポートについては、乙が既設システム保守業者と協議の上、

進めるものとする。 

(2) 移行するデータは、以下とする。 

・既設システムに蓄積された全ての過去の１時間値とする。月間値、年間値については移行したデータをもと

に再計算すること。 

・光化学スモッグ等発令通知先、各詳細設定（平日、休日など）、発令履歴 

(3) 過去に測定していて、現在は測定を行っていない測定局、測定項目のデータも移行すること。 

(4) 移行する既設システムのデータについては、バックアップを取り、本システムに保存しておくこと。既設シ

ステムのデータについては、何らかの疑義が生じたとき、データの確認ができること。なお、本システムで運

用するにあたり、既設システムのデータが必要であれば、そのデータも移行すること。 

(5) 環境省報告とデータを照合して、相違あるものについては、その都度、甲と協議し、データを修正するこ

と。 

(6) 移行作業を行う前に、必ず移行計画書及び移行手順書を提出し、甲の承認を得ること。 

(7) 既設システムと並行運用を行い、データ収集及びデータ処理が途切れる期間がないように移行すること。 

(8) 子局の工事期間中は、既設システム、本システムの双方のデータをデータ処理端末において閲覧できるよう

にすること。 

(9) 既設システム保守業者との調整を取り、運用に支障のないように進めること。また、移行するためのデータ

類の作成は、既設システム保守業者で実施するが、それ以外の既設システム保守業者への依頼事項が発生する

場合は、全て乙の負担で行うこと。 

 

３.５. セキュリティ対策の実施 

(1) ウイルス対策 

ア 安全にシステムが運用できるよう、サーバ、操作端末等の機器にウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス

の感染を防ぎ、ウイルス定義ファイルを常に最新のバージョンに保つこと。 

イ ウイルス対策ソフトの更新費用も業務範囲に含めること。 

(2) 利用者制限 

  本システムにおける次の利用にあたっては、ユーザIDとパスワードによる認証を行うことで不正な利用を防

止すること。 
 ア 本システムで設置する機器の利用 
 イ 本システムで設置するサーバや端末のOSの利用 

(3) ウェブサイト 

  ウェブアプリケーションのセキュリティ実装とウェブサイトの安全性向上については、独立行政法人情報処

理推進機構（IPA）がとりまとめた「安全なウェブサイトの作り方」に基づいた対策を施すこと。 

 

３.６. 撤去物等の処分 

本システムの搬入、据付等に際して生じた不要物及び甲が指示するものは、関係法令（廃棄物処理法等）を遵

守した上で、乙が適正に処分すること。 

撤去した既設システム機器等については、甲が指定する場所へ搬送すること。 
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４. 機器仕様 

２．３のシステム構成に基づく機器仕様を下記とする。 

機器の仕様は、仕様書に記載のある内容と同等以上の機能で、栃木県グリーン調達推進方針に適合した納品時

最新のものを納入すること。 

なお、各機器のOSやソフトウェアのサポートが契約期間に切れた場合は、乙の負担で新たな機器に更新する

こと。 

４.１. 中央監視局 

① 収集・データベースサーバ 
収集・データベースサーバの主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

本体 タワー型 

OS Windows Server 2019 Standard（日本語版）以上 

CPU Intel Xeon Silver 4210R（10C/20T、2.40GHz）以上 

データベースソフト SQL Server 2019以上 

メモリ 16GB以上 

HDD 1TB×２（RAID 1）ホットプラグ対応以上 

光学ドライブ DVD-ROM 

インターフェース 1000BASE-T、シリアルポート 

USB、CRT、キーボード、マウス、モニタ 

入力デバイス キーボード、マウス 

KVMスイッチによりサーバの切り替えが可能であること。 

出力デバイス 17インチ以上TFT液晶モニタ 

冗長化 FTサーバ又はクラスターを利用して二重化を図ること。 

サーバ個体の電源についても二重化を図ることとする。 

無停電電源装置 停電発生時に５分以上の電源供給を行なった後に、自動シャットダウン

が可能なこと。また、復電時には、自動起動すること。 

その他アプリケーション バックアップソフト（データベースを停止せずにオンラインバックアッ

プが可能であること。） 

保守パック ５年間メーカー保守パック（当日訪問対応） 

 

② 外部通信サーバ 
外部通信サーバの主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

本体 タワー型 

OS Windows Server 2019 Standard（日本語版）以上 

CPU Intel Xeon Silver 4210R（10C/20T、2.40GHz）以上 

メモリ 16GB以上 

HDD 1TB×２（RAID 1）ホットプラグ対応以上 

光学ドライブ DVD-ROM 

インターフェース 1000BASE-T、シリアルポート 

USB、CRT、キーボード、マウス、モニタ 

入力デバイス キーボード、マウス 

出力デバイス 17インチ以上TFT液晶モニタ 
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無停電電源装置 停電発生時に５分以上の電源供給を行なった後に、自動シャットダウン

が可能なこと。また、復電時には、自動起動すること。 

その他アプリケーション バックアップソフト（データベースを停止せずにオンラインバックアッ

プが可能であること。） 

保守パック ５年間メーカー保守パック（当日訪問対応） 

 
③ データ処理端末 
データ処理端末の主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

本体 デスクトップ型 

OS Windows 10 Pro（日本語版）以上 

CPU Intel Corei5-10500 (3.10GHz/6コア/12スレッド)以上 

メモリ ８GB以上 

HDD（SSD） 500GB以上 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 

インターフェース 1000BASE-T、HDMI 

USB、CRT、キーボード、マウス、モニタ 

入力デバイス キーボード、マウス 

出力デバイス 19インチ以上TFT液晶モニタ 

アプリケーションソフト Microsoft Office Professional 2019以上 

 
④ NAS 
NASの主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

容量 1TB×２（RAID1）以上 

データベースやシステム等のバックアップファイルを保存できること。 

インターフェース 1000BASE-T 

 
⑤ ファイアウォール 

ファイアウォールの主な仕様を以下に示す。    

機器、機能名称 仕様 

インターフェース LAN：10BASE-T／100BASE-TX×４以上 

WAN：10BASE-T／100BASE-TX×１以上 

スループット 50Mbps以上 

最大同時セッション数 8,000以上 

新規セッション数／秒 2,000以上 

最大セキュリティポリシー

数 

200以上 

サポートユーザ数 無制限 

ファイアウォール機能 ネットワーク攻撃検知、DoS/DDoS攻撃防御、総当り攻撃緩和 

 

⑥ VPNルータ 

VPNルータの主な仕様を以下に示す。なお、導入する回線に合わせて選定すること。 
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機器、機能名称 仕様 

インターフェース LAN：10BASE-T／100BASE-TX×４以上 

WAN：10BASE-T／100BASE-TX×１以上 

IPサービス機能 RIPv1、RIPv2、NAT、DHCP、DNS、OSPF 

VPN機能 L2TP、L2TPv3、DES、3DES、AES128、AES256、IPsec 

ステータス確認 筐体前面のLEDによる状態確認が行えること。 

対応回線 光回線及びモバイル回線（4G／LTE） 
 

⑦ カラーレーザープリンタ 
カラーレーザープリンタの主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

メモリ １GB以上 

プリント解像度 600dpi×600dpi以上 

印刷スピード カラー30枚/分、モノクロ30枚/分（片面）以上 

両面印刷 対応 

インターフェース 10BASE-T／100BASE-TX、USB 

用紙サイズ A3～A6、はがき 

給紙トレイ A3、A4 

その他 キャスタ付きの台を含めて整備すること。 

 

⑧ 耐雷トランス 
耐雷トランスの主な仕様を以下に示す。なお、テレメータ親局に必要な容量のものを選定すること。 

機器、機能名称 仕様 

容量 単相15KVA程度 

電力基本周波数 50Hz/60Hz 

入出力電圧 100V又は200V 

相数 単相 

 
４.２. 県庁監視局 

① データ処理端末 
データ処理端末の主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

本体 デスクトップ型 

OS Windows 10 Pro（日本語版）以上 

CPU Intel Corei5-10500 (3.10GHz/6コア/12スレッド)以上 

メモリ ８GB以上 

HDD（SSD） 500GB以上 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 

インターフェース 1000BASE-T、HDMI 

USB、CRT、キーボード、マウス、モニタ 

入力デバイス キーボード、マウス 

出力デバイス 19インチ以上TFT液晶モニタ 

アプリケーションソフト Microsoft Office Professional 2019以上 
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② 遠隔操作端末  
遠隔操作端末の主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

本体 12.5型ワイドFHD液晶(1920×1080ドット)(Webカメラ付き) 

OS Windows 10 Pro（日本語版）以上 

CPU Intel Corei5-1130G7 (1.80GHz/4コア/8スレッド)以上 

メモリ ８GB以上 

HDD（SSD） 500GB以上 

インターフェース 1000BASE-T、HDMI 

USB、CRT、キーボード、マウス、モニタ 

入力デバイス キーボード、マウス 

重量 １Kg以下 

アプリケーションソフト Microsoft Office Professional 2019以上 

モバイルルータ 内蔵または外付け、５年間契約（通信容量は、使用に支障が出ない範囲

で甲と協議の上、決定すること。） 

 
③ カラーレーザープリンタ 
カラーレーザープリンタの主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

メモリ １GB以上 

プリント解像度 600dpi×600dpi以上 

印刷スピード カラー30枚/分、モノクロ30枚/分（片面）以上 

両面印刷 対応 

インターフェース 10BASE-T／100BASE-TX、USB 

用紙サイズ A3～A6、はがき 

給紙トレイ A3、A4 

その他 キャスタ付きの台を含めて整備すること。 

 

④ NAS 
NASの主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

容量 1TB×２（RAID1）以上 

データベースやシステム等のバックアップファイルを保存できること。 

インターフェース 1000BASE-T 

 
⑤ VPNルータ 

VPNルータの主な仕様を以下に示す。なお、導入する回線に合わせて選定すること。 

機器、機能名称 仕様 

インターフェース LAN：10BASE-T／100BASE-TX×４以上 

WAN：10BASE-T／100BASE-TX×１以上 

IPサービス機能 RIPv1、RIPv2、NAT、DHCP、DNS、OSPF 

VPN機能 L2TP、L2TPv3、DES、3DES、AES128、AES256、IPsec 
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ステータス確認 筐体前面のLEDによる状態確認が行えること。 

対応回線 光回線 

  
⑥ ファクシミリ 

    ファクシミリの主な仕様を以下に示す。 
機器、機能名称 仕様 

本体 普通紙ファクシミリ 
機能 メモリ機能、データ蓄積機能、リダイアル機能 

その他 ③のカラーレーザープリンタにファクシミリ機能を追加してもよい。 
 
４.３. 中間局 

① VPNルータ 
VPNルータの主な仕様を以下に示す。なお、導入する回線に合わせて選定すること。 

機器、機能名称 仕様 

インターフェース LAN：10BASE-T／100BASE-TX×４以上 

WAN：10BASE-T／100BASE-TX×１以上 

IPサービス機能 RIPv1、RIPv2、NAT、DHCP、DNS、OSPF 

VPN機能 L2TP、L2TPv3、DES、3DES、AES128、AES256、IPsec 

ステータス確認 筐体前面のLEDによる状態確認が行えること。 

対応回線 光回線 

 
４.４. 各測定局 

① テレメータ子局装置 
テレメータ子局装置の主な仕様を以下に示す。 

機器、機能名称 仕様 

入力測定項目 
容量 

アナログ電圧・パルス項目 16項目以上 

測定レンジ信号入力 64点以上 

状態信号入力 80点以上 

デジタル出力 32点以上 

制御部 

OS リアルタイムOS相当 

メモリ 128MB以上 

CPU 16ビット以上のマイクロプロセッサ 

時計装置 

①方式     ：水晶発振方式 

②計数内容   ：年、月、日、時、分、秒 

③精度     ：日差±１秒以下 

④時刻同期方式 ：NTPによって時刻同期を行うこと。 

⑤停電対策   ：３日以上の停電に対応できること。 

測定値入力部 
アナログ電圧入力 

①入力電圧     ：DC 0～＋1V 

②入力インピーダンス：5MΩ以上 

③A/D変換分解能   ：12ビット以上 

④A/D変換精度       ：±0.3％以下 

パルス入力 
①入力形式     ：無電圧メーク接点 

②接点容量     ：DC50V 0.1A以下 



16 
 

③接触抵抗     ：200mΩ以下 

④接点開閉時間   ：100ms以上（ON/OFF共） 

⑤最大パルスカウント：約4,000カウント/時 

監視信号入力 

①測定レンジ信号入力 

 ・入力形式：無電圧メーク接点 

 ・入力点数：64点以上 

 ・接点容量：DC24V 0.1A以下 

②状態信号入力（調整中・異常等） 

 ・入力形式：無電圧メーク接点 

 ・入力点数：80点以上 

 ・接点容量：DC24V 0.1A以下 

制御信号 
出力部 

リセット信号出力 

①入力形式：無電圧メーク接点（メーク時間 500ms以上） 

②出力点数：12点以上 

③接点容量：DC50V 0.1A以下 

④出力周期：1時間ごとの毎正時 

親局停止信号出力 
①出力形式：無電圧ブレーク接点（停止時はブレークが継続） 

②出力点数：12点以上 

③接点容量：DC50V 0.1A以下 

表示部 
操作部を有するディスプレイを本体前面に装備すること。 

なお、本体前面にディスプレイが搭載されていない場合は、別途テレメータ子局装置用保守端末を

必要数用意すること。 

補助記憶装置 
半導体メモリとする（SDカード、コンパクトフラッシュカード等も可とする）。 

なお、記憶容量は、テレメータ子局装置機能の仕様を満足すること。 

無停電電源装置 
停電発生時に電源供給を行なった後に、自動シャットダウンが可能なこと。また、復電時には、自

動起動すること。なお、内蔵バッテリーにより瞬時停止防止が可能であれば、設置しなくてよい。 

測定機との 
接続条件 

信号線は基本的にシールド線とすること。 

測定機との接続は、コネクタ付きケーブルで行うこと。 

測定機（PM2.5）との接続について、測定機とテレメータ子局装置が離れている場合は必要に応じて

アイソレータを用いて信号線を延長すること。 

ノイズが発生しないように十分に対策を講ずること。 

不用意にケーブルが外れないように対策を講ずること。 

その他 
24時間連続運転に耐えうる構造とし、防塵及び防湿の対策を施した機器仕様とすること。 

デジタル対応測定機との接続が可能なこと。 

装置一式は、堅牢な専用ラックに収納すること。 

 
② VPNルータ 
VPNルータの主な仕様を以下に示す。なお、導入する回線に合わせて選定すること。 

機器、機能名称 仕様 

インターフェース LAN：10BASE-T／100BASE-TX×４以上 

WAN：10BASE-T／100BASE-TX×１以上 

IPサービス機能 RIPv1、RIPv2、NAT、DHCP、DNS、OSPF 

VPN機能 L2TP、L2TPv3、DES、3DES、AES128、AES256、IPsec 

ステータス確認 筐体前面のLEDによる状態確認が行えること。 
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対応回線 モバイル回線（4G／LTE） 
ただし、電波状況により通信が難しい場合は光回線とする。 

 
③ 耐雷トランス 
耐雷トランスの主な仕様を以下に示す。なお、テレメータ子局に必要な容量のものを選定すること。 

機器、機能名称 仕様 

容量 ３KVA以上 

電力基本周波数 50Hz/60Hz 

入出力電圧 100V又は200V 

相数 単相 
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５. 機能仕様 

５.１. 収集・データベース機能 

収集・データベースサーバについては、次の機能を実装すること。 

機能名称 機能概要 

１時間値データ取込 
テレメータ子局装置から送信された１時間値データをデータベースへ格納すること。 

テレメータ子局装置からのデータは、データベースに直接格納すること。 

１分値データ取込 
テレメータ子局装置から送信された１分値データをデータベースへ格納すること。 

テレメータ子局装置からのデータは、データベースに直接格納すること。 

警報データ取込 テレメータ子局装置から送信された警報データをデータベースへ格納すること。 

警報処理 
データベースに格納された、収集データ・警報データの警報チェックを行うこと。また、未

収集データのチェックも行うこと。 

システム状態表示 子局装置、各サーバの状態を色分けして、画面に表示すること。 

収集状況ログ表示 年月日で指定した日の収集状況ログを画面に表示すること。 

子局ステータス表示 

 

子局の現在のステータスを表形式で画面に表示すること。また、１分周期で画面を更新する

こと。 

測定機情報表示 現在の測定機の状態を表示すること。また、１分周期で画面を更新すること。 

警報装置 

点灯状態表示 

現在の警報装置の状態の表示をおこなうこと。警報名と警報に対応する警報装置の状態の表

示と停止が行えること。 

警報装置点灯設定 

自動点灯させる場合の警報装置に対しての点灯色を設定できること。 

また、自動点灯させない時間帯も設定できること。 

警報装置自動点灯用の基準の設定が行えること。 

子局選択 

画面表示される子局の一覧から子局を選択すると、選択された子局装置の画面が表示され、 

各テレメータ子局装置に対して、以下の制御・指示を行うことができること。 

サンプリングモニタ 
収集生値（電圧値）、工学変換値、１時間換算値（推定値）の収集・

表示ができること。 

ログモニタ 測定機警報信号ログ、エラーログの表示ができること。 

遠隔保守スイッチ 
各測定機の保守（調整中、故障）の設定、解除の制御ができるこ

と。 

時刻設定 テレメータ子局装置の時刻の補正ができること。 

測定機リセット 任意の測定機に対しリセット信号の送信ができること。 

子局リセット 
任意のテレメータ子局装置へリセット信号を送り装置の再起動がで

きること。 

１時間値・１分値 

再収集 

自動再収集 

通信異常や中央監視局の停電により、収集できなかった１時間値、

１分値を自動再収集できること。 

自動再収集可能な時間の範囲は、過去72時間以上とすること。 

手動再収集 
通信異常や中央監視局の停電により、収集できなかった１時間値、

１分値を手動再収集できること。 

宇都宮市システムと

のデータ通信 

宇都宮市システムから直接送信される１時間値及び１分値を受信し、取込みできること。通

信時間及び処理時間の短縮のため、他のサーバを中継せず、直接、収集・データベースサー

バで収集すること。 

市が設置した子局とのデータ通信仕様については、宇都宮市システムに改造が発生しないよ

うにすること。データ通信の仕様について不明な点がある場合は、勝手な解釈をせず、乙が

宇都宮市システム保守業者に確認し、必要な調整を行うこと。 
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宇都宮市子局の１時

間値・１分値再収集 
自動再収集 

通信異常や中央監視局の停電により、収集できなかった１時間値、

１分値を自動再収集できること。 

自動再収集可能な時間の範囲は、過去72時間以上とすること。 

環境放射線システム

とのデータ通信 

環境放射線システムから送信される１時間値データを受信し、取り込みできること。 

データ通信仕様については、環境放射線システムに改造が発生しないようにすること。 

データ通信の仕様について不明な点がある場合は、勝手な解釈をせず、乙が環境放射線シス

テム保守業者に確認し、必要な調整を行うこと。 

二次演算処理機能 

収集した１時間値については、次の二次演算処理を行うこと。 

 ・窒素酸化物(NOX) ＝ 一酸化窒素(NO) ＋ 二酸化窒素(NO2) 

 ・全炭化水素(THC) ＝ メタン(CH4) ＋ 非メタン炭化水素(NMHC) 

 ・風向(WD)・風速(WS) 

 ・CALM値以下の風速は、風向をCALM(無風)とすること。なお、CALM値については、マス

タで設定変更が可能なこととする。 

データ蓄積処理 
収集した１時間値や１分値、エラー情報をデータベース化し、蓄積すること。 

集計項目については、データベース化の際に自動的に集計を行うこと。 

スクリーニング機能 
収集したデータから異常値を検出すること。１時間値、日平均値、月平均値を対象とする。 

上下限値、階差上限値、変分上限値、単調性、変動率のチェックができること。 

集計機能 １時間値から日次、月次、年次データを集計すること。 

時刻補正機能 時計装置又はインターネットのタイムサーバと時刻同期できる機能を持つこと。 

メッセージ通知機能 

測定機や各装置から送られてくるエラー情報及びデータベースサーバで判定した基準値異常

を、メールやポップアップを使用して管理者等に通知すること。 

職員のメールアドレスを10件以上追加登録し、通知できること。 

通知時間帯に際しては、平日、休日、昼間、夜間の設定ができること。 

 
５.２. 外部通信サーバ機能 

外部通信サーバについては、次の機能を実装すること。 

機能名称 機能概要 

ホームページデータ

転送機能 

１時間値データは、ホームページを管理するWebサーバに送信すること。なお、データは大

気測定局19局、環境放射線システム９局のデータとする。 

そらまめくん送信機

能 

１時間値データをそらまめくんに送信すること。 

 
５.３. データ処理端末機能 

データ処理端末については、次の機能を実装すること。 

・操作ソフトウェアは、Windows上で操作が容易に行える構造であること。 

・基本操作は全てWindowsによる操作と同一で、マウスによる操作の他にコピー＆ペースト機能により出力結果を

ワープロ（Microsoft Word）、表計算ソフトウェア（Microsoft Excel）への貼付けができること。 

・帳票・グラフは全てExcel形式で出力できること。 

・出力可能な画面は、期間、局及び項目を複数指定し、一括での出力ができること。 

①起動・権限 

機能名称 機能概要 

システム起動 

ブラウザ、専用ソフト共に、ログイン名、パスワード入力により、起動すること。 

ユーザはログイン名によっての権限（「システム管理者」、「一般ユーザ」、「ゲストユーザ」）

に分別すること。 
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システム権限 

システム管理者：データ閲覧、データ修正、システム全般の設定変更 

一般ユーザ：データ閲覧、データ修正 

ゲストユーザ：データ閲覧のみ 

起動時画面 
全メニューを表示し、以降の操作はメニューより行うことができること。 

機能ごとにわかりやすく分類し、分類ごとに明確化されるようなメニュー構成とすること。 

 

②帳票出力（大気環境） 

  ※１の帳票（６件）以外は、機能が同じであれば、縦軸と横軸が逆でも可能とする。 

※２の帳票（２件）は、※２以外の帳票で出力できる場合は、個別に用意しなくても可能とする。 

NO 画面名称 縦軸 横軸 概要 

1  １、10分値
報 

測定局 測定項目 選択した時間の１、10分値を表形式で表示する。 
集計値として、平均値、最高値、最低値を表示する。 

2  局別１、10
分値報 

時間 測定項目 選択した時間・測定局の１、10分値を表形式で表示する。 

3  項目別１、
10分値報 

時間 測定局 選択した時間・測定項目の１、10分値を表形式で表示する。 

4  推定値時報 測定局 測定項目 選択した時間の予測値を表形式で表示する。 

集計値として、平均値、最高値、最低値を表示する。 

ただし、正時の場合、予測値は演算せず、時間値のテーブルから取得す
る。 

5  時報 測定局 測定項目 選択した時間の１時間値を表形式で表示する。 
集計値として、平均値、最高値、最低値を表示する。 

6  現在値時報 測定局 測定項目 最新の１時間値を表形式で表示する。 
環境放射線システムのデータも同時に表示できること。 

7  局別日報 時間 
１～24時 

測定項目 選択した年月日時・測定局の１時間値を表形式で表示する。 
集計値として、時間数、合計値、平均値、最高値、最低値、超過状況を
表示する。 

8  項目別日報 時間 
１～24時 

測定局 選択した年月日時・測定項目の１時間値を表形式で表示する。 
集計値として、時間数、合計値、平均値、最高値、最低値、超過状況を
表示する。 

9  月報 測定日 時間 
１～24時 

選択した年月（最大３か月）・測定局・測定項目の１時間値を表形式で
表示する。 
集計値として、時間数、合計値、平均値、最高値、最低値、超過状況を
表示する。 

10  月報（期間
報） 

測定日 時間 
１～24時 

選択した年月日時（最大３か月）・測定局・測定項目の１時間値を表形
式で表示する。 
集計値として、時間数、合計値、平均値、最高値、最低値、超過状況を
表示する。 

11  項目別月報 測定局 日付 
１～31日 

選択した年月・測定項目の日間値を表形式で表示する。 
集計値として、平均値、最高値、最低値を表示する。 

12  曜日別集計
表 

測定局 曜日 選択した年月日（最大10年）・測定項目の曜日ごとの１時間値の平均値
を表形式で表示する。 
集計値として、合計値、平均値、最高値、最低値を表示する。 

13  時刻別集計
表 

測定局 時間 
１～24時 

選択した年月日（最大10年）・測定項目の時間ごとの１時間値の平均値
を表形式で表示する。 
集計値として、昼・夜・朝・日中・夕・全日を表示する。 

14  日間値年報 月 日 選択した年度・測定局・測定項目における年度内の１時間値の平均値、
最高値、最低値を表形式で表示する。 

15  月間値年報 
※１ 

測定局 
月次集計項
目 

時間 
４月～翌３
月 

選択した年度・測定局・測定項目の月間測定結果を表形式で表示する。 
集計値として、累計を表示する。 

16  年間値年報 
※１ 

測定局 
 

年次集計項
目 

選択した年度・測定局・測定項目の年間測定結果を表形式で表示する。 
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NO 画面名称 縦軸 横軸 概要 

17  年間値経年
変化表※１ 

測定局 年度 選択した年度（最大20年）・測定局・測定項目の年間集計値を表形式で
表示する。 

18  月間値経年
変化表（環
境白書） 
※１ 

測定局区分 時間 
４月～翌３
月 

縦軸に測定局区分（全測定局、一般局、自排局）、横軸に時間（４月か
ら翌３月）として、選択した年度・測定項目・計算値表示の結果を表形
式で表示する。 

19  年間値経年
変化表（環
境白書） 
※１ 

測定局区分 年度 縦軸に測定局区分（全測定局、一般局、自排局）、横軸に年度として、
選択した年度・測定項目・データ種別の年次集計結果を表形式で表示す
る。 

20  オキシダン
ト日報 

測定局 測定値（オ
キシダン
ト）、風
向、風速 

選択した日の10～20時のオキシダント濃度、風向風速を局別に表形式
で表示する。 

21  オキシダン
ト昼間値月
報 

測定日 
（１か月
間） 

測定時間 
（昼間） 

選択した月のオキシダント１時間値（昼間のみ）を表形式で表示する 
集計値として、平均値、最高値、最低値を表示する。 
横軸には測定時間数、基準値を超過（0.06ppm超、0.12ppm以上、
0.24ppm以上、0.40ppm以上）した時間数を表示する。 
また欄外に、表示した月の合計値、平均値、最高値、最低値、測定時間
数、測定日数、稼働率、標準偏差、0.06ppmを超えた時間数と割合、
0.06ppmを超えた日数、0.12ppm以上となった時間数と割合、0.12ppm以
上となった日数を表示する。 

22  基準値超過
一覧 

- 測定局 
測定項目 
測定日 
測定値 
単位 

選択した期間について、指定した濃度範囲の１時間値、日平均値、日最
高値及び欠測、未収集データを抽出し、表形式で表示する。 

23  スクリーニ
ング結果表 

- 測定局 
測定項目 
測定日 
測定時 
測定値 
単位 
記号 
種類 

指定した期間・測定局・測定項目の１時間値又は日平均値、月平均値の
スクリーニング結果を抽出し、一覧表形式で表示する。 
 

24  警報履歴画
面 

- - 指定した年月日時分・測定局・測定項目・警報における警報履歴を表示
する。 

25  精度管理情
報画面 

時間（分） 精度管理情
報 

選択した年月日時（最大１日）、測定局、測定項目の精度管理情報を表
示する。 
デジタル対応測定器の情報については、電子チャートを表示する。 
表示項目については、各測定機による。 

26  光化学スモ
ッグ発令経
年変化 

全測定局 年度 年度別の発令回数（注意報）の推移を表形式で表示する。 

27  オキシダン
ト予測値報
※１ 

測定局 時間 オキシダントを測定している全ての測定局の過去３時間分の時報及び10
分値、次の正時の予測値を表形式で表示する。 

28  オキシダン
ト日最高８
時間値の年
間99%タイル
値※２ 

測定局 年度 測定局別日最高８時間値の年間99％タイル値を表形式で表示する。 

29  オキシダン
ト日最高８
時間値の年
間99%タイル

測定局 年度 測定局別日最高８時間値の年間99％タイル値の３年移動平均値を表形式
で表示する。 
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NO 画面名称 縦軸 横軸 概要 

値3年移動
平均値※２ 

 

 ③グラフ出力（大気環境） 

機能が同じであれば、縦軸と横軸が逆でも可能とする。 

※３のグラフ（２件）は、※３以外のグラフで出力できる場合は、個別に用意しなくても可能とする。 

NO 画面名称 縦軸 横軸 概要 

30  推定値グラ
フ 

濃度 時間（分） 選択した期間・測定項目の５分値の推移を折れ線グラフ形式で表示す
る。また、最新の５分値から、次の時間の予測値を計算し表示する。 
ただし、正時の場合、予測値は演算せず、時間値のテーブルから取得す
る。 

31  局別濃度推
移グラフ 
(１分値) 

濃度 時間（分） 選択した測定局・測定項目の１分値の推移を折れ線グラフ形式で表示す
る。 
表示する値は、１、５、10分値の指定ができること。 
なお、風向は、グラフ外に矢印で16方位を表示し、風速は、矢印の長さ
又は棒グラフにて表示を選択する。 

32  局別濃度推
移グラフ 
（１時間
値） 

濃度 時間 選択した年月日時（最大１か月）・測定局・測定項目の１時間値の推移を
折れ線グラフ形式で表示する。 
なお、風向は、グラフ外に矢印で16方位を表示し、風速は、矢印の長さ
又は棒グラフにて表示を選択する。 

33  局別濃度推
移グラフ
（経日） 

濃度 時間 選択した年月日（最大６か月）・測定局・測定項目の日集計結果の推移を
折れ線グラフ形式で表示する。 
表データとして測定日ごとの測定時間数を表示する。 

34  局別濃度推
移グラフ
（経月） 

濃度 時間 選択した年月（最大10年）・測定局・測定項目の月集計結果の推移を折
れ線グラフ形式で表示する。 
表データとして測定月ごとの測定時間数を表示する。 

35  局別濃度推
移グラフ
（経年） 

濃度 時間 選択した年度（最大20年）・測定局・測定項目の年集計結果の推移を折
れ線グラフ形式で表示する。 
表データとして測定年度ごとの測定時間数を表示する。 

36  局別曜日別
変化グラフ 

濃度 曜日 選択した年月日（最大10年）・測定局・測定項目の１時間値の平均値の
推移を折れ線グラフ形式で表示する。 
表データとして曜日ごとの測定時間数を表示する。 

37  局別時刻別
変化グラフ 

濃度 時間 
１～24時 

選択した年月日（最大10年）・測定局・測定項目の１時間値の平均値の
推移を折れ線グラフ形式で表示する。 
表データとして時間ごとの測定時間数を表示する。 

38  項目別濃度
推移グラフ
（１分値） 

濃度 時間（分） 選択した測定局・測定項目の１分値の推移を折れ線グラフ形式で表示す
る。 
表示する値は、１、５、10分値の指定ができること。 
なお、風向は、グラフ外に矢印で16方位を表示し、風速は、矢印の長さ
又は棒グラフにて表示を選択する。 

39  項目別濃度
推移グラフ
（１時間
値） 

濃度 時間 選択した年月日時（最大１か月）・測定局・測定項目の１時間値の推移を
折れ線グラフ形式で表示する。 
なお、風向は、グラフ外に矢印で16方位を表示し、風速は、矢印の長さ
又は棒グラフにて表示を選択する。 

40  項目別濃度
推移グラフ
（経日） 

濃度 時間 選択した年月日（最大６か月）・測定局・測定項目の日集計の推移を折れ
線グラフ形式で表示する。 
表データとして測定日ごとの測定時間数を表示する。 

41  項目別濃度
推移グラフ
（経月） 

濃度 時間 選択した年月（最大10年）・測定局・測定項目の月集計の推移を折れ線
グラフ形式で表示する。 
表データとして測定月ごとの測定時間数を表示する。 

42  項目別濃度
推移グラフ
（経年） 

濃度 時間 選択した年度（最大20年）・測定局・測定項目の年集計の推移を折れ線
グラフ形式で表示する。 
表データとして測定年度ごとの測定時間数を表示する。 
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NO 画面名称 縦軸 横軸 概要 

43  項目別曜日
別変化グラ
フ 

濃度 曜日 選択した年月日（最大10年）・測定局・測定項目の１時間値の平均値の
推移を折れ線グラフ形式で表示する。 
表データとして曜日ごとの測定時間数を表示する。 

44  項目別時刻
別変化グラ
フ 

濃度 時間 
１～24時 

選択した年月日（最大10年）・測定局・測定項目の１時間値の平均値の
推移を折れ線グラフ形式で表示する。 
表データとして時間ごとの測定時間数を表示する。 

45  局別項目相
関図 

濃度 濃度 選択した年月日時（最大期間制限無し）・測定局・測定項目（２項目）の
１時間値の相関関係を表示する。 

46  項目別局相
関図（ 

濃度 濃度 選択した年月日時（最大期間制限無し）・測定項目・測定局（２局）の１
時間値の相関関係を表示する。 

47  精度管理情
報グラフ 

精度管理情
報 

時間（分） 選択した年月日時（最大１日）・測定局・測定項目の精度管理情報の推移
を折れ線グラフ形式で表示する。 
デジタル対応測定器の情報については、電子チャートを表示する。 
表示項目については、各測定機による。 

48  オキシダン
ト日最高８
時間値の年
間99%タイル
値※３ 

測定局 年度 測定局別日最高８時間値の年間99％タイル値を折れ線グラフ形式で表示
する。 

49  オキシダン
ト日最高８
時間値の年
間99%タイル
値3年移動
平均値※３ 

測定局 年度 測定局別日最高８時間値の年間99％タイル値の３年移動平均値を折れ線
グラフ形式で表示する。 

 

④帳票・グラフ出力（地盤変動・地下水位） 

機能が同じであれば、縦軸と横軸が逆でも可能とする。 

NO 画面名称 縦軸 横軸 概要 

50  時報 測定局 測定項目 選択した時間の１時間値を表形式で表示する。 

51  局別日報 時間 
１～24時 

測定項目 選択した年月日時、測定局の１時間値を表形式で表示する。 
集計値として、時間数、合計値、平均値、最高値、最低値、超過状況、
測定回数を表示する。 
なお、超過状況は「点検水位」及び「節水水位」のそれぞれの超過状況
を表示すること。 

52  項目別日報 時間 
１～24時 

測定局 選択した年月日時・測定項目の１時間値を表形式で表示する。 
集計値として、時間数、合計値、平均値、最高値、最低値、超過状況を
表示する。 
なお、超過状況は「点検水位」及び「節水水位」のそれぞれの超過状況
を表示すること。 

53  月報 測定日 時間 
１～24時 

選択した年月（最大３か月）・測定局・測定項目の１時間値を表形式で表
示する。 
集計値として、時間数、合計値、平均値、最高値、最低値、超過状況を
表示する。 
なお、超過状況は「点検水位」及び「節水水位」のそれぞれの超過状況
を表示すること。 

54  日間値年報 月 日 選択した年度、測定局、測定項目に該当する年度内の１時間値の平均
値、最高値、最低値を表形式で表示する。 

55  年間値年報 測定局 年次集計項
目 

選択した年度・測定局・測定項目の年間測定結果を表形式で表示する。 
集計値として、測定時間、平均値、最高値、最低値を表示する。 

56  年間値経年
変化表 

測定局 年度 選択した年度・測定局・測定項目の年間集計値を表形式で表示する。 
集計値として、年平均値、年最高値、年最小値、年間変動量を表示す
る。 

57  局別経時変
化グラフ 

測定値 時間 選択した年月日時（最大１か月）・測定局・測定項目の１時間値の推移を
折れ線グラフ形式で表示する。 
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NO 画面名称 縦軸 横軸 概要 

58  局別経日変
化グラフ 

測定値 時間 選択した測定局・測定項目の特定時間の１時間値もしくは日平均値の推
移を折れ線グラフ形式で表示する。また、同時に過去の１時間値もしく
は日平均値の値も表示する。 

59  局別移動経
時グラフ 

測定値 時間 選択した測定局・測定項目の日平均値、１週移動平均値、４週移動平均
値、８週移動平均値の推移を折れ線グラフ形式で表示する。 

 

⑤統計／解析 

機能が同じであれば、縦軸と横軸が逆でも可能とする。 

NO 画面名称 縦軸 横軸 概要 

60  項目別濃度
ランク表 

測定局 ランク 
割合 

選択した年月日（最大期間制限無し）・測定局・測定項目の１時間値のラ
ンクごとの割合を表示する。 
集計値として、累計を表示する。 

61  風向別ラン
ク表 

風向 ランク 選択した年月日（最大期間制限無し）・測定局、測定項目のランク別の頻
度を表示する。 
集計値として、累計を表示する。 

62  風向風速別
ランク表 

ランク 風向 選択した測定項目の平均濃度/出現回数を表形式で表示する。 

63  風速頻度表 風速ランク 時間 
１～24時 

選択した年月日（最大期間制限無し）・測定局の１時間値の風速ランクご
との頻度を表形式で表示する。 
集計値として、合計・割合・平均を表示する。 

64  局別年間風
配図 

- - 選択した年月（同一年度内）・測定局の風向ごとの１時間値の風速頻度を
年間全体及び月ごとのチャートグラフとして表示する。 

65  年間風速風
配図 

- - 選択した年月（同一年度内）・測定局の風向ごとの１時間値の風配率及び
平均風速をチャートグラフとして表示する。 

表データとして、風向ごとの測定時間数及び平均風速を表示する。 

66  風向別濃度
風配図 

- - 風向指定局、項目指定局、項目及び年月日時（最大20年）の指定で、風
向指定局の風向別に項目指定局の項目平均濃度をレーダーチャート形式
で表示する。 
同時に風向ごとの平均濃度も表示する。 

67  累積度数分
布図 

累積度数 濃度 指定された期間における測定局・測定項目ごとの１時間値及び日平均値
の累積度数分布図を表示する。 

68  風向風速別
濃度風配図 

- - 選択した測定局・測定項目の指定した濃度範囲内にある１時間値の風速
を表形式及び１時間値の風向をチャートグラフとして表示する。 

69  局別風速風
配図 

風向 度数・平均
風速 

選択した測定局の１時間値の風向ごとの頻度と平均風速を表とレーダー
チャートグラフとして表示する。 

70  環境基準達
成状況 

測定局 集計項目 選択した年度の、測定局ごとの長期的評価、短期的評価、濃度指針を表
示する。 

 

⑥地図 

NO 画面名称 概要 

71  測定局地図 測定局の位置を地図上に表示する。 

72  濃度地図 測定項目の濃度を地図上に表示する。 

73  風向風速地図 選択した測定局の風向・風速の１時間値及び選択項目の１時間値を地図上に表示する。 

 

⑦データ処理 

NO 機能名称 概要 

74  

オフライン収集 

外部データの収集処理。下記のファイルを取込み可能なこと。 

・子局オフラインデータ 

・甲指定フォーマット形式 

・標準形式 

・Excel月報修正データ 
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75  
オフライン収集履歴 

外部データの収集履歴を表示。下記のファイルを出力可能なこと。 

・一般県民提供用（CSV形式） 

76  オフライン配布 外部へのデータ配布処理 

77  オフライン配布履歴 外部へのデータ配布履歴を表示 

78  一括出力 対象帳票を一括印刷及びファイル出力する。 

79  データ修正（日報） 日報形式表示でのデータ修正画面 

80  データ修正（月報） 月報形式表示でのデータ修正画面 

81  二項目月報修正 指定された月における二項目の時間値を修正 

82  データ修正（グラフ付） 月報形式（グラフ付）表示でのデータ修正画面 

83  データ修正（一括） 演算によりデータを一括修正する画面 

84  Excel月報修正 Excel月報形式でのデータ修正 

85  データ修正履歴 
データ修正の履歴を表示 

・修正理由についてコメントに記載できること。 

86  集計対象データ 再集計が必要なデータを一覧表示 

87  月次集計 手動での月次集計処理 

88  年次集計 手動での年次集計処理 

89  経月確定状況 局項目別の年間の確定状況を表示 

90  月別確定状況 全局全項目の月別の確定状況を表示 

91  再スクリーニング 再スクリーニング処理 

92  月次確定 局項目別の月の確定処理 

93  年度確定 年度確定処理、年度確定の取消処理 

94  

環境省報告ファイル作成 

年度を指定して、年間値、月間値の集計値、PM2.5の日平均値、１時間値

を環境省が指定するフォーマットで作成。 

「光化学オキシダントと非メタン炭化水素、窒素酸化物との関係」につい
ても環境省が指定するフォーマットで作成。 

95  光化学スモッグ発令状況等一覧
表作成 

指定した年月の光化学スモッグ発令履歴を環境省報告用のファイル作成機
能 

 

⑧システムメンテナンス 

機能名称 概要 

マスタメンテ 

[測定局マスタ]  
局コード、局名称、局位置等の項目を修正／追加／削除する機能を提供する。 
①局一般情報 
局名称、設置年月、集計対象の有無、表示順、そらまめくん送信の有無 
②地図情報 
緯度、経度、局紹介情報 
③環境省報告情報 
環境省への報告項目 
④情報提供 
Webへの提供情報（表示名称、公開の有無） 
[測定項目マスタ] 
項目コード、項目名称、格納単位、出力単位（換算係数、出力桁数）の項目を修正／追加／
削除する機能を提供する。 
[測定局項目マスタ] 
局情報と項目情報を関連付けする機能を提供する。 
[名称マスタ] 
欠測コードや局種別コードなど、システムで利用する各種コードと名称の対応を設定する機
能を提供する。 
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[通知先マスタ] 
基準値超過及びシステム異常情報をメール又は端末へのポップアップで通知するための設定
をする。 

バックアップ データベースに登録されている全てのデータのバックアップを手動で行えること。 

自動印刷管理 
毎朝自動で記録される時報、日報、障害履歴確認の各帳票に対する設定を行えること。 
印刷のＯＮ／ＯＦＦ、印刷対象期間等の設定が可能なこと。 

 

⑨発令情報配信・管理機能 

光化学スモッグ等発令については、関係機関への通知文書の配信及び到達状況を一元的に管理できる機能であ

ること。これらの機能は１つの対話画面で全ての情報配信の設定が可能とし、直感的に理解できる操作性をもつ

こと。 

ア 光化学スモッグ等発令に関する通知文書を市町関係機関、協力工場等へBizFAXサービスを利用し、FAXと

して一斉同時送信する。また、予め登録した送付先に対して電子メールによる通知ができること。 

イ BizFAXサービスへの送信は、メール形式で行うこと。 

ウ 発令種類、発令地域、発令時刻等を選択・入力することで、必要な文書を自動作成できること。 

エ 通信内容は、あらかじめ複数登録でき、選択入力できること。また、画面の操作により修正できること。 

オ 発令地域、平日・休日の別に予め送付先をグループ登録でき、発令地域及び平日・休日の別を選択するこ

とで、送付先を一斉に選択できること。また、全地域を一括で選択することもできること。送付先は250件

程度を想定すること。 

カ 送付先の登録・解除操作は操作画面上で、ボタン選択により可能なこと。 

キ 送信操作を行うことで、各送付先に応じた文書が自動的に一斉同時送信できること。 

ク 送付先のFAX着信状況を一元管理できること。その画面からFAXの再送信ができること。 

ケ 送信内容の履歴管理（発令地域、発令内容、発令日時分、測定局、濃度、解除時分、発令時間中最高濃度

等）ができること。 

コ プレビュー画面で送信内容を事前に確認できること。また、送信前に確認印刷できること。 

サ テスト送信機能を有すること。 

シ 発令後は、ホームページに発令情報を送信指示ができること。発令地域の色別表示を行うこと。 

ス 発令履歴が、過去も含めて自動で表示できること。 

セ 宇都宮市の発令システムとの連携機能を持つこと。宇都宮市システムでは、県システムでの発令情報を受

取り、自動的に関連機関へ発令する機能を持っている。データの通信仕様は既設システムを踏襲し、宇都宮

市システムの改造が発生しないようにすること。データ通信の仕様について不明な点がある場合は、勝手な

解釈をせず、乙が宇都宮市システム保守業者に確認し、必要な調整を行うこと。 

ソ 指定した年月日の緊急発令結果を、環境省報告用形式で出力できること。 

 

５.４. ファイアウォール機能 

システム専用のネットワーク（LAN）を構築し、各サーバ、操作端末等間でのセキュリティ通信を実現すること

を目的としている。 

ア 各サーバ、操作端末、NAS及びプリンタはLANにて接続すること。 

イ ファイアウォールにより、LANを保護し、不正なアクセスを許可しないこと。 

ウ ファイアウォールは最新のロジックを使用した装置とすること。 

 

５.５. 遠隔操作端末機能 

遠隔操作用モバイル端末については、付属のモバイルルータを利用して、遠隔地より中央監視局のネットワー

クに接続でき、５．３．のデータ処理端末機能が満たせること。なお、遠隔地からの中央監視局のネットワーク
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接続に関しては、十分にセキュリティを保つこと。なお、モバイルルータ及びセキュリティの運用費用は、乙の

負担とする。 
 

５.６. テレメータ子局装置機能 

  テレメータ子局装置は、19か所の一般環境大気測定局（15局）及び自動車排出ガス測定局（４局）と、３か所

の地盤変動・地下水位観測所に設置し、測定機からの測定データを収集・保存し、テレメータ親局装置へ送信す

ることを目的としている。 

一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局については、「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通

仕様」に準拠する通信方式により、デジタル対応測定機から測定データの収集を可能とする。また、アナログ測

定機との混合環境下においても、１台のテレメータ子局装置にて収集を可能とすること。 

テレメータ子局装置として動作する基本的なソフトウェア（データ収集、蓄積及び中央監視局とのデータ通信

機能）をインストール済みであること。 

また、機器の更新などにより、測定機からの出力形態（アナログ、パルス、デジタル出力等）が変更となった

場合も、本契約範囲で変更対応すること。 

テレメータ子局装置に表示機能がない場合に、テレメータ子局装置用保守端末及び付属のモバイルルータを導

入し、データの表示、メンテナンスができるようにすること。なお、保守端末、モバイルルータ及びセキュリテ

ィの設置運用費用は、乙の負担とする。 

デジタル対応測定機の記録計は使用しないこととし、測定機保守業者と調整し、電子チャートを活用したデジ

タル対応測定機の保守仕様を検討すること。 

 

① 基本機能 

テレメータ子局装置の基本機能は、次のとおりとする。 

機能名称 概要 

基本機能 

データサンプ

リング 

（デジタル） 

任意間隔でデジタル測定値をサンプリングし、移動平均値にて、サンプリング値を作

成すること。 

 

データサンプ

リング 

（アナログ） 

ユニットにて、50ms毎に測定値出力端子の電圧をサンプリングし、移動平均値に

て、電圧値（AD変換値）を作成すること。 

１秒（平均）間隔で通信を行い、AD変換値を収集すること。 

パルス値は入力されるたびに割り込みにて取込むこと。 

精度管理情報

の収集 
デジタル測定機接続時、精度管理情報を収集する。 

工学変換 

処理 

収集した電圧値（AD変換値）を元に工学変換を行い、１分値としてデータを保存す

ること。 

工学変換変数は、項目ごとに設定できること。 

測定項目ごとに、演算タイプ（積算型、瞬時型、計算項目）を設定できること。 

データ保存 

１分値について、１か月以上のデータを保存すること。 

１時間値について、１年間分以上のデータを保存すること。 

外部記憶媒体には、CSV等の特別なソフトウェアを必要としないファイル形式で保存

すること。 

精度管理情報

の保存 
精度管理情報を１か月以上蓄積すること。 



28 
 

中央監視局

への 

送信機能 

中央監視局へのデータ送信は、直接データベースサーバへ送信すること。 

迅速にデータを収集するため、データ収集の方式はデータベースサーバからの順次呼び出し方式（ポ

ーリング）ではなく、子局から発信する全局一括通信方式とすること。 

以下の条件で、中央監視局のデータベースサーバに対し、測定機から収集した情報を自動送信するこ

と。また、画面上に反映させること。 

【大気測定局】 

・テレメータ子局装置が起動した場合、起動を送信 

・測定機からの警報信号を入力した場合、その異常内容を送信（異常内容を複数設定可能とするこ

と） 

自動送信 

・定時送信（１時間値） 

・自動再送信（未収集１時間値） 

・常時送信（１分、５分、10分間隔の設定収集） 

【地盤変動・地下水位観測所】 

・定時送信（１時間値） 

※１日１回、24時間分を送信すること。また中央監視局からの要求により、任意時間の１時間値を送

信すること。 

データ公開

機能 

収集データ、警報情報、デジタル測定機から収集した精度管理情報の公開が可能なこと。 

デジタル対応測定器の情報については、電子チャートを表示すること。 

調整中信号

出力機能 

・画面からの操作で、測定機ごとの調整中及び故障状態の設定が出来ること。 

・調整中状態の場合には設定後、60分後に自動的に調整中を解除できること。 

・故障状態の場合には設定を解除しない限り、故障状態を出力しておくこと。 

中央監視局 

からの 

要求対応 

再送信機能 

手動送信 

・未送信データ復旧（未送信１時間値について期間指定し再送信を実施） 

・過去データ送信（１分値、５分値、10分値の過去データを期間指定し再送信） 

テレメータ

子局制御 

・時刻設定（NTPサーバから時刻情報を取得し、テレメータ子局の時刻を合わせる） 

・保守スイッチの設定、解除（故障中、調整中等の設定） 

・測定機リセット 

・テレメータ子局装置リセット 

・任意ファイルの送受信（任意の設定ファイルの送受信が可能なこと） 

・テレメータ子局ログファイルの取得（警報信号ログ、エラーログ） 

・サンプリングデータの参照 

デジタル測

定機制御 

中央局装置より遠隔操作（試料ガス導入、スパンガス導入、ゼロガス導入、校正シーケンス開始、校

正シーケンス中断、強制時計合わせ、自動測定、調整中）を行う。 

デジタル測

定機再収集 
デジタル測定機に対して過去の１時間値送信要求を実施する。 

外部メモリ

へのデータ

出力 

接続した外部メモリ（SDカード、USBメモリ等）に蓄積データ（１分値・１時間値データ、精度管理

情報及びログ情報）を出力する。 

停電対策 

・停電に対しては、停電を検知し自動的に機能を終了し、テレメータ子局を停止すること。 

・停電・復電の発生情報をデータベースサーバへ通知すること。 

・復電時には自動的にシステムを起動し、収集を再開すること。 
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テレメータ

子局異常 

通知機能 

・テレメータ子局装置がテレメータ機能を果たせない場合、全測定機に対して接点信号にて「テレメ

ータ断」の通知を行うこと。 

・本機能により、測定機を単独測定へ移行させ、データ記録を確保すること。 

 

②操作画面 

機能名称 概要 

保守 

機能 

保守設定画面 手動にて測定機ごとに、「調整中」「故障」の設定・解除を行えること。  

サンプリングモニタ 

各測定データのサンプリング状況を３秒間隔にて画面表示すること。 

表示対象：項目名称、収集生値（電圧値、パルスカウント値）、レンジ信号、 

工学変換値、単位、測定機警報信号 

エラーログモニタ システムエラー状況の履歴をログ形式で確認できること。 

警報信号ログモニタ 測定機から出力される警報信号（SV信号）をログ形式で確認できること。 

親局接続確認 データベースサーバと正常に通信できることを容易に確認する機能を持つこと。 

遠隔操作画面 

デジタル測定機へ遠隔操作（ガス導入、スパンガス導入、ゼロガス導入、校正シ

ーケンス開始、校正シーケンス中断、強制時計合わせ、自動測定、調整中）を指

示する機能を持つこと。 
メッセージ表示画面 デジタル測定機からメッセージ情報を受信し、画面に表示できること。 

表示 

機能 
自局データ表示 

自局測定データを、画面上に表示できること。 

表示内容：１分値、時報、局別日報、項目別日報、月報 

設定 

機能 

マスタメンテナンス テレメータ子局装置で使用している各マスタの設定・保存ができること。 

アナログ入力補正 
アナログ測定項目に関しては、測定データに対して補正ができること。 

補正パラメータに関しては、測定項目ごとに設定できること。 

デジタル測定機再収

集画面 
デジタル測定機から過去の１時間値再収集を行えること。 

 
③屋外PM2.5測定器との接続 

屋外側PM2.5測定機との接続については、伝送経路における電圧降下を少なくし、測定機から収集する測定値の

誤差を少なくすること。 

 
④その他留意点 

ア テレメータ子局装置に搭載するOSは一般に入手可能なWindows以外のリアルタイムOS相当とすること。 

イ 故障率低減のため、ハードディスク、冷却ファンなど回転部品等をもたないこと。 

ウ データ保存を目的として、フラッシュメモリ等市販で調達可能な記憶媒体の使用が可能であり、メディア

の脱着が容易であること。 

エ データ保存は、フラッシュメモリ等の移動記憶媒体に１分間値を１か月分以上、１時間値を１年分以上蓄

積可能であること。 

オ 保守用パソコンやタッチパネル等により、保守作業の際に各測定項目に対する状態確認、設定などの操作

が可能なこと。 

カ 通常運転時においてもテレメータ子局装置の稼動状態が確認できるよう、フロントパネルに電源、運転

中、子局エラー、警報及び保守中等の状態を表すLED等の表示器を装備すること。 

キ テレメータ子局装置の設置調整時に既設システムとの並行稼動を行う場合を考慮し、既存測定局に設置可

能なサイズとすること。設置に際しては、転倒しないように高さ、固定方法などについて十分考慮するこ

と。 

ク 通信機器として、IP-VPN網に対応したモバイルルータによるLAN接続に対応すること。 
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ケ 信号入力部は、テレメータ子局装置本体から独立又は本体との一体型のいずれでも可とする。 

コ 誘導雷によるサージを遮断し、万一の場合でも故障範囲を最小限に留めることが可能なこと。 

サ 自己診断機能を持ち、子局起動時及びボタン操作により自己診断を行い、異常があればLEDの表示により

通知できること。 

シ 装置電源は、利用者が誤ってOFFしないように対策を施すこと。 
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６. ホームページコンテンツ 

ホームページについて、大気環境と環境放射線システムのデータを次の内容で一般用及びスマートフォン用に

機能実装し表示すること。 
・ホームページは、システムネットワーク上には設置せず、一般のインターネットサービスプロバイダ等を利用

する。なお、プロバイダの利用料は乙の負担とする。 

 また、プロバイダのWebサーバがデータセンター等堅牢な施設に設置されていることを条件として選定し、甲

の了承を得て決定すること。また、ISO27001を取得していること。 

・Webサーバへのデータ転送は、自動で外部通信サーバからデータを転送する。 

・データ転送は、常時監視データが収集され次第、又は光化学スモッグ等発令が実施され次第、直ちに行われる

ものとする。 

・Webサーバ側では、転送されたデータをCGI等により処理し表示をさせる。 

・ホームページはMicrosoft Edge、Google Chrome、Safariなど代表的なブラウザに対応すること。 

・SSLサーバ証明書による常時SSL化を行うこと。なお、SSL化に必要な証明書については、地方公共団体組織認

証基盤（LGPKI）の証明書を使用する場合は、甲が提供するものとする。 

・一般県民が大気状況をリアルタイムに把握できる画面構成、デザイン、操作性とすること。 

・Webサーバにおいては、ファイアウォール機能等を備え、セキュリティ確保対策を図ること。 

・障害が起きた場合（異常値、データ未収集等）は、データ処理端末及び遠隔操作端末から手動でデータ補完が

できること。 

機能名称 概要 

アクセスカウンター 

アクセスカウンターを実装すること。 

ホームページへのアクセス件数についてカウントを行うものとし、アクセス件数

を確認できる機能を実装すること。 

地図コンテンツ 
栃木県の地図上に、測定局を図示する。図示された測定局をクリックすると、局

別日報及び風向・風速を表示する。 

リアルタイム時報（地

図） 

指定日時の１時間値を地図形式で表示する。 

初期表示は当日の最新日時を表示する。 

測定項目を選択して表示が可能であり、過去1か月分のデータが閲覧できるこ

と。 

リアルタイム速報値(一

覧) 

指定日時の１時間値を全局一覧で表示する。 

初期表示は当日の最新日時を表示する。 

過去1か月分の１時間値について日時を選択して閲覧できること。 

局別日報 

局別の日報を表示する。 

初期表示は当日の最新日時を表示する。 

測定局を選択して表示が可能であり、過去1か月分のデータが閲覧できること。 

項目別日報 

項目別の日報を表示する。 

初期表示は当日の最新日時を表示する。 

項目を選択して表示が可能であり、過去1か月分のデータが閲覧できること。 

時系列グラフ 

過去1か月分の時系列データを項目ごとに表示する。 

測定項目、測定局を選択し（複数の測定局を選択可能とすること）表示できるこ

と。全局・一般局・自排局別に表示・非表示の機能を有すること。 

過去１年分のデータの閲覧ができること。 

PM2.5日平均値グラフ 

過去１か月分の日平均値を一覧表及びグラフで表示する。 

測定局を選択し（複数の測定局を選択可能とすること）表示できること。全局・

一般局・自排局別に表示・非表示の機能を有すること。 

過去１年分のデータの閲覧ができること。 

注意報等発令情報 

・光化学スモッグ 

・PM2.5 

最新の発令状況を地図及び文字でテロップ表示する。 

発令したエリアは、注意報等の区分別に色分けして表示する。 
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過去の発令履歴（発令年月日、発令種別、地区、発令～解除時間、最高濃度とそ

の時間）を年度別に表示する。 

測定値ダウンロード 

（スマートフォン用は対

象外） 

指定された年月の１時間値データ、月間値、年間値及び経年変化値をCSVファイ

ル形式でダウンロードが可能なこと。速報値として、アップロードを行い、速報

値としてデータを提供後、再度データ確定後にアップロードしたとき、速報値デ

ータは上書きされ、後でアップロードしたデータが、確定データとして提供でき

ること。 

測定局・項目情報 

測定局の設置位置を地図形式で表示する。 

測定局で測定されている測定項目の一覧を表示する。 

測定項目の説明を一覧表示する。 

関連リンク 関連サイトへのリンク集を掲載する。 

用語解説 本システムの説明、大気汚染の仕組みや環境基準値に関する解説を掲載する。 

お知らせ機能 

ホームページトップ画面に、甲が発信するお知らせの情報をテロップ表示させる

こと。お知らせは、タイトルとメッセージを甲が任意に変更できること。 

なお、過去のお知らせについては、履歴を残しておき、再度お知らせとして表示

ができること。 

その他 スマートフォン用ホームページのQRコードを画面表示する。 
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別紙 

保守業務仕様書 

 

１ 目的 

栃木県大気・地盤環境情報システム（以下「システム」とする。）を常時正常に作動させるため、賃貸借期間にお

いて、定期保守点検、緊急時保守、遠隔監視及びその他必要な業務を行うことを目的とする。 

 

２ 履行場所 

別表「テレメータシステム設置場所一覧表」に示す場所とする。 

 

３ 保守範囲 

故障受付け窓口の開設とアプリケーション及び機器故障対応とする。 

(1) システムの開発ソフトウェア及び納品した全ての機器 

(2) 各種機器に導入したソフトウェア（ウイルスソフト等のライセンス更新） 

 

４ 定期保守点検 

(1) 業務内容 

定期保守点検は、システムの正常な作動を維持するために、各機器設置場所において機器の点検調整等を本シ

ステムに精通した優秀な技術者をもって年１回以上行うこと。また、各種機能確認、データ処理ソフトの稼働確

認を行うこと。 

(2) 実施時期 

定期保守点検の実施時期は、甲乙協議の上決定するものとする。 

点検予定の２週間前までに、定期保守点検実施計画書を提出すること。 

(3) 点検内容等 

定期保守点検の内容は、システムの正常作動確認及びシステム異常の予防保守とし、定期保守点検表に基

づき点検を実施し、実施後に定期保守点検報告書と併せて、実施後30日以内に提出すること。 

なお、定期保守点検実施計画書、定期保守点検表及び定期保守点検報告書の様式は、契約締結後に甲乙協

議の上様式を定めるものとする。 

 

５ 緊急時保守 

(1) 乙は、甲からシステム等が正常に作動していない旨の通報を受けたとき又は前項において、システム等が正常

に作動していないことを確認したときは、甲乙双方の担当者間で情報共有の上、同システム等に精通した優秀な

技術者をもって、速やかに正常稼働へ復旧させること。 

(2) 点検の結果、直ちに正常稼働に復旧させることが困難な場合は、その理由及び復旧に要する期間を速やかに甲

に報告し、今後の対応を協議すること。なお、機器等の異常等が長期間に及ぶ恐れがある場合は、乙が用意する

代替器により対応すること。 

(3)点検結果及び対応内容については、その日のうちに口頭等で報告するとともに、１週間以内に詳細な報告書を作

成し、甲に書面で提出すること。 

 
６ 遠隔監視 

乙は、システム運用状況を遠隔操作により常時監視し、異常等が見られた場合は速やかに甲に通報し、復旧させ

ること。 

 

７ 測定機の更新及び移設等の対応 

甲が測定機等を移設・更新するときは、子局装置と測定機間の接続情報リストを作成し、設定変更及び接続後の通
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信状況の確認を行い、必要に応じて親局側の設定変更を行うこと。また、子局の増減、測定機及び測定項目の増減に

ついて、本システムに対応させること。 

 

８ その他システムに関する技術的助言、情報提供及びソフトウェア等に関するサポート 

構造、操作方法、保守方法等システムに関するあらゆる事項について、甲の担当者の問い合わせに対して速や

かに対応すること。また、システムに関する改善や機能追加等の各種情報について情報提供を行うこと。さらに、

必要に応じて次の事項についても実施すること。 

(1) 各種ソフト（OS含む。）のバグ対応等のための修正プログラムの検証及び適用 

(2) ホームページに不備が発生したときの修復（システム障害による異常値対応、データ未収集による再収集

など） 

(3) ホームページの簡易な変更（固有名詞の変更等による文面の修正、子局及び測定項目の変更による表示デ

ータの修正等） 

 

９ 定期ミーティングの実施 

光化学スモッグ対策期間（４月１日から９月30日）においては、月１回、甲乙の保守担当者で定期ミーティン

グを実施すること。前月の保守対応状況の報告、甲の要望事項等ヒアリングを行うこと。 

 

10 業務実績報告書の提出 

乙は、保守の実施内容について、毎月10日までに、前月分の実績報告書を提出すること。 

 

11 費用の負担 

システム等の保守に要する消耗品、プリンタに使用する消耗品及び故障の修理等に要する費用は、乙の負担とす

る（点検により機器の異常が確認された場合の修理又は良品への交換、及び機器の老朽化に伴う部品（UPSのバッ

テリーを含む。）交換は保守の範囲に含む）。ただし、天災その他不可抗力による故障を除く。 

 

12 施設等の現場維持 

乙は、施設及び装置等に損害を与えたときは、直ちに甲に報告するとともに乙の責任において、速やかに原状に

復するものとする。 

 

13 作業実施上の注意 

作業実施にあたっては、庁舎管理規則等を遵守し、事故が発生しないよう十分注意すること。 

なお、事故が発生した場合は、直ちに甲に報告するとともに、乙の責任において、速やかに措置すること。 

 

14 機器の停止 

保守を実施するにあたり、システム等の機能を停止する必要のあるときは、甲と事前に協議し、甲の指示に従っ

て実施すること。ただし、部分的な機器の機能停止については、この限りでない。 

 

15 保守体制等 

(1) 原則として平日の午前８時30分から午後６時00分とする。ただし、光化学スモッグ対策期間（４月１日か

ら９月30日）においては、土日祝日でも、窓口で受付できる体制を整えること。緊急を要する場合は、保守対

応時間外であっても誠意をもって対応すること。 

(2) 作業時間以外で障害が生じたときは、遅くとも翌日９時までには障害対応を開始するものとする。 

(3) 乙は本仕様書に示す各業務を遂行するため、各装置やソフトウェアに精通しており、システムの保守が行え

る職員を配置し、異常発生時においては、十分な保守技術を有する技術者が甲からの連絡後速やかに作業を開

始すること。なお、対応時間外で障害が生じたときは、遅くとも翌日９時までには作業を開始すること。 
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別表 
テレメータシステム設置場所一覧表 

区   分 名   称 所  在  地 

中央監視局 保健環境センター 宇都宮市下岡本町2145-13 

県庁監視局 栃木県環境森林部環境保全課 宇都宮市塙田1-1-20 

中間局 宇都宮市役所 宇都宮市旭1-1-5 

測定局 

＜一般環境大気測定局＞ 

足利市役所 

栃木市役所 

栃木市藤岡公民館 

県安蘇庁舎 

鹿沼市役所 

日光市立今市小学校 

日光市藤原行政センター 

小山市立大谷中学校 

真岡市役所 

矢板市役所 

那須塩原市黒磯保健センター 

県南那須庁舎 

下野市旧南河内庁舎 

上三川町役場 

野木町役場 

 

＜自動車排出ガス測定局＞ 

足利市久保田公園 

栃木市平柳町交差点 

矢板市大谷津歩道橋 

上三川町上蒲生歩道橋 

 

＜地盤変動・地下水位観測所＞ 

藤岡遊水池１号、２号、３号 

小山大谷１号、２号、３号 

野木 

 

足利市本城3-2145 

栃木市万町9-25 

栃木市藤岡町藤岡810 

佐野市堀米町607 

鹿沼市今宮町1688-1 

日光市今市531 

日光市鬼怒川温泉大原1406-2 

小山市横倉新田97 

真岡市荒町5191 

矢板市本町5-4 

那須塩原市黒磯幸町8-10 

那須烏山市中央1-6-92 

下野市田中681-1 

上三川町しらさぎ1-1 

野木町丸林571 

 

 

足利市久保田町923 

栃木市平柳町2丁目 

矢板市片岡字沢橋2166-39 

上三川町しらさぎ2-1-11 

 

 

栃木市藤岡町藤岡1788（栃木市藤岡遊水池会館内） 

小山市横倉新田97（小山市立大谷中学校内） 

野木町潤島800-1（野木町立野木中学校内） 
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別図 
システム構成図 

 


