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All Rights Reserved. Copyright © 2019-2020, amnimo Inc 

記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。 

はじめに 
このたびは当社の簡易無線水位計測サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

サービスの機能を生かし、正しくご使用いただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みにな

り、機能・操作を十分に理解され、取り扱いに慣れていただきますようお願いいたします。 

 

■ 本書に対するご注意 

・ 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。 

・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。 

・ 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありま

したら、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。 

・ 機能・性能上特に支障がないと思われる仕様変更、構造変更、及び使用部品の変更につきましては、

その都度の本書改訂が行われない場合がありますのでご了承ください。 

 

連絡先：アムニモカスタマーサポート 

E-mail:support@amnimo.com 

URL:https://support.amnimo.com/ 

 

■ 安全及び改造に関するご注意 

・人体及び無線水位計（以下、本製品）または本製品を含むシステムの保護・安全のため、本製品を

取り扱う際は、本書の安全に関する指示事項に従ってください。なお、これらの指示事項に反する

扱いをされた場合、当社は安全性を保証いたしかねます。 

・当該製品を無断で改造することは固くお断りいたします。 

 

■ 本製品を安全にご使用いただくために 

本節に示す注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未

然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」

の 2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。 

 

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷※1を負うことが想定される危害の程度 

 

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷※2を負うことが想定されるか、または物的損害※3

の発生が想定される危害・損害の程度 

 

※ 1重傷とは失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症

が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。 

※2軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。 

※3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。 

 

 

 

 

  

警告 

注意 
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次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。 

 

してはいけない【禁止】内容です。 

 

 

必ず実行していただきたい【強制】内容です。 

 

 

本体の取り扱いについて 

 
 

●分解・改造はしない。 

火災・感電・けがの原因となります。 

●本体にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 

異常動作してけが・感電・故障の原因となります。 

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用したりしない。 

感電・けが・やけどの原因となります。 

●清掃にベンジンやシンナーなどの有機溶剤や洗剤を使用しない。 

変色や変形、破損の原因になります。 

 

●送信ボックスの蓋を開閉する際に手を挟まないように注意する。 

けがの原因となります。 

●センサ部は重くなっているので、持ち運びの際には誤って落とさないように注意する。 

けが、故障の原因となります。 

 

 

電池の取り扱いについて 

 
 

●正常状態においては、リチウムは電池内にあり、電池やパックの保全性が維持されている

限り、化学反応を起こしません。熱的、電気的、および機械的損傷を与えぬよう注意し、

急速な放電を避けるため、バッテリーパックの電極を保護してください。電池が放電する

と、発熱や液漏れなどのおそれがあります。 

●乾電池から漏れた液が目、皮膚、衣服に付着したときは、すぐに十分な水で洗い流し、 

医師の診察を受ける。失明やヤケドの原因になります。 

●電池は以下の取り扱いに注意する。 

・電池の劣化防止のため、清潔で乾燥した30℃以下の場所で保存してください。 

・電池の＋－極を確かめ正しく入れてください。 

・電池電圧アラームの通知があった際は、すぐにカスタマーサポートへご連絡ください。 

・長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。 

・電池はお子様の手の届かないところに保管し、万一誤飲したときは直ちに医師に相談し

てください。 

・火中に投入、加熱をしないでください。 

・くぎなどで刺さないでください。 

  

警告 

警告 
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バッテリーパックの取り扱いについて 

 
 

●安全に効率よくご使用いただくために、次の事項を必ずお守りください。 

誤使用をされますと、漏液、発熱、発火、破裂のおそれがあります。 

・充電は絶対にしないでください。 

・ショートをさせないでください。 

・分解、変形、改造をしないでください。 

・加熱、あるいは火中に投じないでください。 

・真水、海水等に漬けたり濡らしたりしないでください。 

・バッテリー残量の異なる使用したバッテリーバック同士、および使用したバッテリーパッ

クと新品のバッテリーパックを混合して使用しないでください。 

 

 

電池を廃棄する場合の注意事項 

 
 

電池を焼却したり、100℃以上の高温にさらしたりしないでください。液漏れや爆発を起すこ

とがあります。条例に従った正しい処分を行ってください。 

 

 

 

本製品の免責について 

 

・ 当社は、別途保証条項に定める場合を除き、当該製品に関していかなる保証も行いません。 

・ 当該製品のご使用により、お客様または第三者が損害を被った場合、あるいは当社の予測できない

当該製品の欠陥などのため、お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対し

ても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。 

  

 

修理について 

 

・ 故障についてのお問い合わせは、カスタマーサポートへご連絡ください。 

・ もし本製品が不具合になった場合には、本製品の形名とシリアル番号を明示の上、不具合の内容お

よび経過などについて具体的に略図やデータなどを添えてご連絡ください。 

・ 故障した本製品については、交換手続きを取らせていただきます。ただし、当社判断により無償交

換適用外となった際には、別途費用を請求させていただく場合があります。（無償交換適用外とな

る場合、参照。） 

 

 

無償交換適用外となる場合 

 

・ お客様の不適切な取り扱いによる故障の場合。 

・ 設計・仕様条件をこえた取り扱い、使用、または保管による故障と損傷。 

・ 当社が定めた設置場所基準に適しない場所での使用、および設置場所の不適合な保守による故障。 

・ 当社もしくは委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障、または損傷。 

・ 納入後の移設が不適切であったための故障、または損傷。 

・ 火災・地震・風水害・落雷などの天災をはじめ、原因が本製品以外の事由による故障、または損傷。 

・ 海水・汽水域・腐食性流体で使用した場合。 

  

  

注意 

注意 
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・機能接地 

本製品の電源を入れる前には、必ず機能接地を行ってください。 

・機能接地の必要性 

本製品の内部または外部の機能接地線を切断したり、機能接地端子の結線を外したりしないでくだ

さい。いずれの場合も本製品が危険な状態になることがあります。 

・接地機能の欠陥 

接地機能に欠陥があると思われるときは、本製品を動作させないでください。また本製品を動作さ

せる前には、保護機能に欠陥がないか確認するようにしてください。 

・ガス中での使用 

可燃性、爆発性のガス、または蒸気のある場所では、本製品を動作させないでください。そのよう

な環境下で本製品を使用することは大変危険です。 

・送信ボックス開扉時の取扱い 

電源スイッチ以外は触らないでください。プリント板に実装の半導体に触れると、静電気によっ

て、壊れることがあります。 

・保管 

本製品を保管する場合は、直射日光を避けて常温常湿の室内に保管してください。 

・廃棄 

本製品を廃棄するときは、産業廃棄物処理の専門業者に依頼するか、当社カスタマーサポートにご

相談ください。 

※上記警告は、共通項目です。製品によっては、該当しない記述がありますので、ご了承くださ

い。 

 

・電波に関して 

① 本製品には、電波法に基づく技術基準適合証明を受けた特定無線設備を用いています。したが

って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと

法律で罰せられることがあります。 

―本製品に内蔵の無線モジュールおよびアンテナを分解・改造すること 

―本製品に内蔵の無線モジュールに貼ってある証明ラベルを剥がすこと 

 

② 他の無線局との混信防止について 

本製品の使用する周波数帯域では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造

ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電

力無線局(免許を必要としない無線局)が運用されています。本製品を使用する前に、近くで移

動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してくださ

い。 

万一、本製品から移動体識別用の無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やか

に電源スイッチをOFFにしたうえで当社カスタマーサポートへご連絡いただき、混信防止のため

の処置等(パーテーションの設置等)についてご相談ください。 

 

 

  

警告 
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第1章 概要 
1.1  簡易無線水位計測サービスの概要 

簡易無線水位計測サービスは、無線水位計、携帯電話網による通信、クラウドサービスをパッケージ化

したサブスクリプションサービスです。水回り工事の水位監視、河川の水位監視、ため池の水位監視、

工場の浸水予防監視、地下街の浸水監視、長期間水位を観測している機器の故障時の一定期間の代替機

として、多種多様な水位計測を安く、早く、簡単にご利用いただけるサービスです。 

 

図 1.1に示すように、このサービスをご利用いただくことにより、現場で計測された水位を離れた場所

でリアルタイムに閲覧でき、お客様の設定した警戒水位に水位が達した場合、警戒水位よりも水位が低

下した場合などに、メールにてそのアラート通知を受け取ることができます。 

 

 
図 1.1 簡易無線水位計測サービスの概要図 

 

本システムの特徴は、独自に開発した高精度・長期安定性を有したシリコン振動式圧力センサ、設置

と使い勝手を向上させた電池駆動方式、好きな時、好きな期間、好きな場所（3G電波が届くエリア）で

利用できるサブスクリプションサービスを組み合わせたサービス形態であり、これによりお客様に以下

のような価値をご提供いたします。 

 

・無線水位計・通信・クラウドのオールインワンパッケージを手軽な月額料金で、利用開始できます。 

・電池駆動のため、電源工事が不要で簡単に設置ができます。設置費用と期間の削減ができます。 

・設置後、電源スイッチを入れるだけで、すぐにデータを閲覧できます。複雑な装置設定やクラウドの

立ち上げ等が不要です。 

・携帯電話網を使用しているので、広範囲に分散させて、多点の計測を行うことができます。 

・独自のシリコン振動式センサ1で、長期安定計測ができ、メンテナンス頻度を低減できます。 

 

本サービスがお客様に提供する機能構成概要を表 1.1に示します。簡易無線水位計測サービスの機能

構成要素である無線水位計、クラウドサービスについては、第 2章、第 3章にそれぞれの機能を記述し

ております。 

 

無線水位計は 1分毎に測定を実施しますが、データのクラウドへの送信は、①電源投入時、②監視モ

ードでは 20分周期（時刻 hh:00、hh:20、hh:40）、③観測モードでは 1分周期で行います。 

 

                                                        

※1 詳しくは、 

 

 動作原理 を参照ください。 

  

無線水位計 

クラウド 

携帯電話回線 

アラート 

通知 

水位遠隔監視画面 

3G 
異常通知 

水位がしきい値を超えると 
関係者にメールを送信 

水位状況に合わせて自動的に監視モード（通常

時）、観測モード（警戒時）を切り換え 

観測モード時は測定周期 1 分で水位観測 

 



 

 
IM AMC54A01-01JA 

2020.11.26 6 版  

7 

表 1.1 簡易無線水位計測サービスの機能構成概要 

項目 内容 参照先 

無線水位計 測定周期：1回/1分 

第 2章 

監視モード：20分おきに直近 1回分の測定データを送信 

観測モード：1回/1分で測定データを送信 

しきい値による監視モード、観測モードの切替え 

電池寿命 1年以上（観測モード合計 48時間以内） 

通信方式 3G － 

クラウドサービス 地図上の水位計の位置表示 

第 3章 

水位観測データ履歴のグラフ表示 

最新の水位計測データの数値表示 

アラートのメール送付 

メール送付設定 

無線水位計の各種設定 
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1.2  簡易無線水位計測サービスを利用開始するための準備 

 

簡易無線水位計測サービスをご利用いただくためには、会員登録が必要です。 

詳細はamnimoサイトより、下記をご覧ください。 

amnimo FAQ > Customer Portal FAQ > はじめてご利用される方へ 

 

申し込みが完了しましたら、大まかに下記の流れでご利用を開始いただけます。 

 

 
 

 

(1) パスワードの変更 

ご利用開始日にログインをしていただき、最初にパスワードの変更をお願いいたします。パスワー

ドの変更につきましては、以下のURLをご参照ください。 

 

パスワード変更方法については、Ctrlを押しながら、ここをクリックしてください。 

 

 

(2) 無線水位計の受取 

申込書を弊社が受領し、申し込み手続きが完了いたしましたら、お客様宛に無線水位計を送付い

たします。無線水位計については、2.1 無線水位計の製品確認をご参照ください。 

 

（注記） 

※梱包箱は、御返却の際に再度ご利用いただきますので紛失しないように管理をお願いいたしま

す。返却の際には、この梱包箱をご使用いただく必要がございます。返送の際に箱を紛失したこと

により、代替えの箱を送付させていただく場合には、別途費用をいただく場合がございます。 

 

  

1
• パスワードの変更

2
• 無線水位計の受取と設置

3
• 無線水位計の電源ON

4
• クラウド画面上での各種設定

https://support.amnimo.com/hc/ja/articles/360001437527-%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E5%BF%98%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
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(3) 設置工事 

水位計の設置につきましては、お客様にて設置、または、設置手配をお願いいたします。設置方法

につきましては、2.4 設置方法をご参照ください。 

 

（注記）設置場所とシリアル番号の対応について、必ず記録を残してください。(5)の2)に記載の

「デバイス名の設定」でシリアル番号を参照し設定していただく必要があります。詳細手順につい

ては、3.3.4 デバイス名の変更をご確認ください。 

 

(4) 無線水位計の電源ON 

設置後に、無線水位計の電源をONしてください。電源ONにつきましては、2.4.4 動作の開始をご参

照ください。 

 

(5) クラウド画面上での設定 

簡易無線水位計測サービスをご利用いただくために、以下の設定を行うことを推奨しております。 

 

１） 無線水位計の地図上の位置変更 

初期値は、無線水位計を送付する住所になっております。無線水位計を設置しましたら、スマ

ートフォンを用いて、地図上の水位計の位置を設置場所に合わせてください。 

 

手順につきましては、3.3.2 無線水位計の位置情報設定を参照してください。 

 

２） デバイス名の設定 

無線水位計のデバイス名を変更してください。デバイス名は、お客様が水位計測をしている場

所や目的などを表すために無線水位計につける名前です。例えば、河川AのB樋門付近につけて

いる水位計には「河川AのB樋門」、工場内の雨水処理施設Cにつけている場合は、「雨水処理施

設C」等の名前を付けて、使用することを想定しております。(3)設置工事の注記に記載されて

いる記録をご活用ください。 

 

手順につきましては、3.4.4 デバイス名の変更を参照してください。 

 

３） ゼロ点補正 

ゼロ点とは水位の基準となる点で、ゼロ点補正値を無線水位計に設定します。設定例として

は、水があふれ出す高さを0mと設定して、利用する場合を考えてみます。この場合、水位があ

ふれ出す高さの何m下に位置しているかを表す指標として利用することができます。 

 

詳細手順につきましては、3.4.5 無線水位計の観測開始水位、ゼロ点補正、ヒステリシス設定

方法を参照してください。 

 

４） 監視モードから観測モードへの切替えのしきい値（観測開始水位）の設定 

無線水位計の監視モードでは、20分毎に水位計測データをクラウドに送信しますが、観測開始

水位を超えると、観測モードに切り替えて、1分毎にクラウドにデータを送信することができ

ます。観測モードは電池の消耗が激しいため、水位の変化を詳細にみる必要がない場合は、監

視モードのみを用いて水位を計測することを推奨しております。 

 

観測開始水位の設定手順については、3.4.5 無線水位計の観測開始水位、ゼロ点補正、ヒステ

リシス設定方法を参照してください。この観測開始水位は、クラウド設定画面から無線水位計

に送信され、無線水位計内部の設定変更が自動で行われることにより有効になります。 

 

※無線水位計からクラウドへの送信は20分に1回のタイミングに合わせて行われます。クラウド

から設定を無線水位計にダウンロードするため、クラウドで設定を変更したあと、最長で20分間

無線水位計の設定が書き換えられません。すぐに書換えを行いたい場合は、無線水位計の電源の

オフをしていただき、その後にオンすることで、クラウドから設定を無線水位計にダウンロード

することができます。 
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５） 観測モードから監視モードへの切替え 

無線水位計の観測モードでは、1分毎の観測データをクラウドへ送信しますが、観測開始水位

からヒステリシスを引いた水位よりも値が小さくなると、監視モードにモードを切り替えま

す。 

 

ヒステリシスの詳細イメージは、3.4.2 監視モードと観測モードを参照ください。 

ヒステリシスの設定については、3.4.5 無線水位計の観測開始水位、ゼロ点補正、ヒステリシ

ス設定方法を参照ください。このヒステリシスは、クラウド設定画面から無線水位計に送信さ

れ、無線水位計内部の設定変更が自動で行われることにより有効になります。 

 

６） 通知機能 

測定した水位が、設定したしきい値を超えた（下がった）場合など登録したメールアドレスに

自動でメール通知（通知回数1回）を行う機能です。この機能をご利用いただくためには、し

きい値の設定と、メールを送付するメールアドレスの設定が必要になります。 

 

メールの設定については、3.5.2 アラート設定を参照してください。 

  



 

 
IM AMC54A01-01JA 

2020.11.26 6 版  

11 

第2章 無線水位計の概要・設置・動作について 
 

2.1  無線水位計の製品確認 

 

2.1.1  製品が届きましたら 

本製品は充分な社内検査を経て出荷されておりますが、お手元に届きましたら「2.1.2 無線水位計の

形名と仕様の確認」および「2.1.3 無線水位計の構成品の確認」をご確認ください。 

 

2.1.2  無線水位計の形名と仕様の確認 

本製品の形名は、銘板に記載されています。「表 2.1 形名・仕様コードと仕様内容」を参照し、ご確

認ください。 

表 2.1 形名・仕様コードと仕様内容 

形名 基本仕様コード 記事 

AW00  無線水位計本体 

通信方式 -1  通信方式 3G 

仕向地 JP  セルラー通信日本仕様 

センサーモジュール M  センサーモジュール 100kPaレンジ 

センサーケース材質 S  ケース CAP材質 SUS304 

ケーブル長 -05  ケーブル長 5m 

 -10  ケーブル長 10m 

 -15  ケーブル長 15m 

 -30  ケーブル長 30m 

電池 -2  電池モジュール 2個約 1年以上動作※1 

クラウド C IIoTクラウドに接続 

※1：動作条件により変化するため参考値 

 

2.1.3  無線水位計の構成品の確認 

無線水位計を受け取りましたら、以下の物品が入っていることをご確認ください。また、梱包箱、およ

び梱包材はご返送いただく際に、ご利用いただきますので大切に保管ください。 

 

(1)無線水位計 

(2)導入ガイド 

(3)鍵（2個）※送信ボックスの内側に添付 

 

2.1.4  無線水位計関連製品 

送信ボックス部を設置する際に推奨している部材を表 2.2に示します。お客様にて部材を購入し設置に

ご利用ください。 

表 2.2 推奨設置部材 

品名 部品番号 仕様・備考 

樹脂製外部取付け足 BFL-2S タカチ電機工業製取付け足＋ビス 4個セット 

外部取付け足 CK-26P タカチ電機工業製取付け足＋ビス 4個セット 

ポール取付け金具 SSK-200 タカチ電機工業製 2個セット 

ポール固定用ベルト PKB-10S タカチ電機工業製 2個セット 

屋外用ルーフ BRF-190S タカチ電機工業製 

センサ固定用サドルバンド

40A用 
A10454-0064 アカギ製 
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2.2  製品の取扱注意事項 

注意：水位の測定誤差や故障の原因となりますので、センサ部や専用ケーブルの取り扱い上の注意を

必ずお読みになり、正しくお取り扱いください。 

 

2.2.1 センサ部の取り扱い上の注意 

(1)センサ部に内蔵されているダイヤフラム（図 2.1 の②）は、変形しやすく壊れやすくなっていま

す。硬い物を当てたり、衝撃を与えたりしないよう取り扱いには注意してください。また、輸送

時のセンサ部保護材は、安全のため設置直前まで付けたままで取り扱ってください。 

(2)センサ部の持ち運びには充分注意し、足元などに落とさないようにしてください。 

 

2.2.2  専用ケーブルの取り扱い上の注意 

(1)専用ケーブルの外気圧導入チューブの中に、水、水分、ゴミ、虫などが入ると、測定誤差や故障の

原因となります。専用ケーブル端末部の取り扱いには、充分注意してください。さらに、目視によ

り外気圧導入チューブ内を時々点検してください。外気圧導入チューブ内の異物が除去できないと

きは、専用ケーブルの交換が必要となる場合があります。当社カスタマーサポートに連絡してくだ

さい。 

 

(2)ケーブルには信号線のほか外気圧導入用の空気管が入っています。半径 150mm 以下で曲げると空気

管がつぶれて大気の流通を妨げ、測定不能または誤差の原因となります。ケーブルの取り扱いには

充分ご注意ください。図 2.1に例を示します。 

 

 
図 2.1 専用ケーブル 

 

 

(3)動作中、信号ケーブルを短絡させると、出力異常となり破損を招く恐れがあります。充分ご注意く

ださい。 

(4)専用ケーブルには、1000N以上の張力を加えないでください。 

  

○ × 

R = 150 mm 以上 
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2.3  各部の名称と機能 

図 2.2にセンサ部、図 2.3に送信ボックス部の名称を示します。 

 
図 2.2 各部の名称(センサ部) 

 

① センサ部本体：精密な電子部品が内蔵されており取り扱いを間違えると故障の原因になりますの

で、分解はしないでください。 

② ダイヤフラム：水圧を検出する部分です。ダイヤフラムは薄く（髪の毛の太さと同程度）傷つき

やすいため、直接押したり触ったりしないでください。 

③ 圧力導入口：水の導入口で、ダイヤフラムまで通じています。 

④ 専用ケーブル：センサ部と送信ボックス部を繋ぐケーブルで、外気圧導入チューブが入っている

専用ケーブルです。 

  

①センサ部本体 

④専用ケーブル 

②ダイヤフラム 

③圧力導入口 
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図 2.3 各部の名称(送信ボックス部) 

 

 

① 電源スイッチ以外の基板、電子部品には触れないでください。低電圧のため感電する危険はあり

ませんが、短絡や静電気で壊れる可能性があります。 

② リチウム電池内蔵のバッテリーパックです。 

③ 機能接地をしていただくための端子です。 

  

①電源スイッチ 

②バッテリーパック 

③接地端子(M4) 
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2.4  設置方法 

 

2.4.1  設置場所について 

注意：次のことを考慮して設置場所を選定してください。 

 

(1)送信ボックス部は、安定した無線通信のために専用ケーブルが届く範囲でなるべく高い位置に設置

してください。 

(2)送信ボックス部は、直射日光が極力あたらない場所を選んで設置してください。 

(3)センサ部および専用ケーブルは、流木・転石などで破損される恐れのない場所に設置してくださ

い。 

(4)センサ部および専用ケーブルは、水の流れによる測定誤差を軽減するため、できる限り水の流れ

（流速）の少ない所へ設置し、動水圧の影響を避けるようにしてください。 

(5)温度勾配や温度変動の大きい場所に設置することは避けてください。 

(6)センサ部の材質を腐食させるような海水・汽水域・腐食性流体での環境には設置しないでくださ

い。 

(7)図 2.4に示すように、送信ボックス部は側面を下向きにして設置しないでください。また、配線口

は、下向きに設置ください。 

 
図 2.4 送信ボックス部の設置方法 

 

2.4.2  設置における注意事項 

注意：水位の測定誤差や故障の原因となりますので、2.2 製品の取扱注意事項を必ずお読みになり、

正しくお取り扱いください。 

 

(1)測定対象となる液密度が一般の水(約1.000g/cm3､4℃)と異なる場合には、測定精度に影響しますの

で、あらかじめご相談ください。 

(2)センサ部および専用ケーブルは、必要に応じて容易にセンサ部を引き上げて点検できるように設置

してください。 

(3)設置位置については、水位観測場所の最低水位より下側に設置し、圧力導入口の位置が常に水中に

没するようにしてください。 

(4)水底等に設置する場合、土やヘドロ等の沈殿物による埋没などで、圧力導入口が塞がれないように

してください。 

(5)センサ部の固定金具や保護管の材質は、センサ部と同種の材質か塩化ビニールなどの絶縁物にして

ください。異種金属（特に亜鉛系）にセンサ部が接触している構造の場合、故障の原因になる場合

があります。 

(6)センサ部はケーブルを持ち、静かに水中に沈めてください。投げ込んだり、ぶつけたりしないでく

ださい。 

(7)汚泥などが水底に堆積するときは、予想される汚泥の堆積面より上に設置してください（ヘドロ状

の液体でも、圧力伝達に支障がなければ埋没可）。 

(8)送信ボックス部は、安定した無線通信のために、壁面取付けよりポール取付けを推奨します。取付

け位置は、無線環境を良好にするため、地上高1m以上かつ、周囲に障害物がないことを推奨しま

す。 

 

（注記）設置場所とシリアル番号の対応について、必ず記録を残してください。各水位計を識別す

るためにつける名前として登録するデバイス名の設定で必要になります。シリアル番号について

は、3.3.2 無線水位計の位置情報設定をご確認ください。 
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2.4.3  設置例 

(1)保護管内に設置する場合（図 2.5 参照） 

(2)専用ケーブルで吊り下げて設置する場合（図 2.6 参照） 

(3)放水路などの側面に固定金具を用いて設置する場合（図 2.7 参照） 

補足：固定金具、ケーブルクランプなどは、必要に応じて準備をしてください。 

 

 
 

図 2.5 設置例(保護管内に設置する場合) 

 

 

  

送信ボックス 

専用ケーブル 

保護管 

保護管固定金具 

水位 

センサ部 

通水孔 

センサ部拡大 

ケーブルクランプ 
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図 2.6 設置例(専用ケーブルで吊り下げて設置する場合) 

 

 
図 2.7 設置例(放水路などの側面に固定金属を用いて設置する場合) 

  

送信ボックス 

専用ケーブル 

センサ部 

水位 

重錘 

ケーブルクランプ 

送信ボックス 

専用ケーブル 

水位 

センサ部 

固定金具 
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2.4.4  動作の開始 

(1)送信ボックス内の電源スイッチをONにしてください。（図2.8参照） 

 

(2)温度が安定するまでお待ちください 

注意：センサ部の測定温度が安定するまでに数時間を要します。 

 

(3)スマートフォンおよびクラウド上にて、後述の各種調整(ゼロ点補

正、アラート設定等)を実施してください。詳細な手順は第3章を参照く

ださい。 

 

 

 

2.4.5  ゼロ点補正について 

ゼロ点補正とはセンサ部を設置する際に、水位の計測基準点を設定する作業です。水位計の初期設定

値は、水圧を検知するダイヤフラム位置をゼロ点に設定されております。この基準に合わせて水位計

測を行っても、お客様にて使用する水位の解釈と一致しないことがあるため、水位の基準点（ゼロ

点）を設定していただく必要があります。ゼロ点の補正は、クラウドから行います。 

 

水位のゼロ点補正を行う具体的な手順については、3.4.1ゼロ点補正について を参照してください。 

 

ご利用開始時のセンサ部設置時や定期保守点検時のゼロ点補正は、図 2.9 の手順で実施してください。 

クラウドでの具体的な設定方法は3章を参照してください。 

 

 
図 2.9 ゼロ点補正の手順 

 

 

2.4.6  動作の停止 

使用後またはバッテリーが消耗してバッテリー電圧による動作ができなくなった場合は送信ボックス

内の電源スイッチを必ずOFFにしてください。 

 

  

終了 

送信ボックス・ 
センサ部の設置 

電源の投入 

クラウドからゼロ点補正 

OFF ON 

図 2.8 電源スイッチ部 
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2.5  保守 

本サービスでは、1年程度の周期(※)を目安にバッテリー交換を実施いただくケースがあります。 

バッテリーの電圧低下によるアラートの通知メール等を受け取った場合には、アムニモカスタマー

サポートへご連絡を入れていただきますようお願いいたします。 

※動作条件により変化するため参考値 

 

バッテリーパック購入費用5万円/個 

バッテリーパックの購入お申込みは、本サービスのご契約をされていることが条件となります。 

 

【バッテリーパック交換が必要になるケース】 

１．データ送信周期が出荷時設定値から変更なく12ヶ月以上利用した場合 

２．1年以内にバッテリー不足になる場合（下記の条件で利用） 

 データ送信周期を初期値（監視：20分周期, 観測：1分周期）未満に設定し利用 

 観測モード（1分周期）でのデータ送信動作が48時間/年を超過 

 

※バッテリーパックの保証について 

バッテリーパックは弊社指定工場を出荷後1年の保証とし、弊社の責に帰すべき事由により万が一破損

が発生した場合は無償交換とします。なお、本保証は使用期間を保証するものではありません。 

 

連絡先：アムニモカスタマーサポート 

E-mail:support@amnimo.com 

URL:https://support.amnimo.com/ 

 

2.5.1  故障対応 

故障や動作不良と思われる現象が発生した場合は、下表「表 2.3 水位測定に関する故障対応一覧」を

参照して対応してください。復帰処置を行っても現象が改善されない場合は、本製品の故障と考えられ

ます。カスタマーサポートへお問い合わせください。 

 

表 2.3 水位測定に関する故障対応一覧 

現象 考えられる原因 復帰処置 

水位の値が現在水位と合

ってない 

ゼロ調整が正しく設定さ

れていない 

クラウドから設定ください 

外気圧導入チューブが塞

がれている 

センサ部の専用ケーブル内の外気圧導入チュ

ーブに折れ曲がりがないこと、水や水分やゴ

ミなどが混入していないことを確認してくだ

さい 

水位の値が上限まで振り

切れている 

センサ部の故障 当社カスタマーサポートにお申し付けくださ

い 
センサ部の設定異常 

水位の値が安定しない 外気圧導入チューブが塞

がれている 

センサ部の専用ケーブル内の外気圧導入チュ

ーブに折れ曲がりがないこと、水や水分やゴ

ミなどが混入していないことを確認してくだ

さい 

 

 

2.5.2 リチウム電池を含む製品の輸送について 

バッテリーパックは塩化チオニルリチウム一次電池を 2 個使用します。1 個の電池あたり約 5 グラム

のリチウムを含み、1 本のパックでは合わせて約 10 グラムのリチウムが含まれています(本製品は標準

としてバッテリーパックを 2個使用しますので、約 20グラムのリチウムが含まれています)。 

バッテリーパックを本製品に組み込んで輸送する場合は、電池の消耗を防ぐため、電源スイッチを OFFに

してください。 

日本における 1 次リチウム電池の輸送は IATA（国際航空運送協会）によって規制を受けます。本製品

の 1 次リチウム電池は航空危険物に該当するので、航空便での輸送が必要なときは所定の手続きが必要

mailto:support@amnimo.com
https://support.amnimo.com/


 

 
IM AMC54A01-01JA 

2020.11.26 6 版  

20 

になります。また、海外でも米国運輸省や IATA（国際航空運送協会）、ICAO（国際民間航空機関）、ARD

（欧州危険物陸上輸送機関）によって規制を受けます。これらの規制や地域の要件に合致させることは

荷主の責任になります。輸送前にリチウム電池の輸送に関する規制や要件をご確認ください。 
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第3章 クラウド（ベーシックプラン）の概要説明 
 

3.1  クラウド(ベーシックプラン) 

 

クラウド(ベーシックプラン)の画面は、図 3.1のように構成されています。 

クラウド(ベーシックプラン)画面により、現場で計測された水位を離れた場所で閲覧できます。また、

お客様の設定した警戒水位に水位が達した場合や警戒水位よりも水位が低下した場合などに、メールに

て通知を受け取ることができます。 

クラウドでは水位の閲覧の他、警戒水位の設定、メールの通知設定、マニュアルの閲覧ができます。 

各画面の概要機能は表 3.1に示しています。用途に合わせて各画面から必要な機能を使用できます。 

 

 

 
 

図 3.1クラウドの画面構成 

 

 

表 3.1クラウドの画面構成 

項目 内容 

ログイン画面 カスタマーポータルにログインするための画面 

ダッシュボード 測定値を表示する画面 

デバイス デバイスの設定の変更、確認をする画面 

アラート アラートの設定の変更、確認をする画面 

サービスを利用する 

メンバーの設定 

サービスを利用するメンバーの設定を行う画面 

マニュアル 簡易無線水位計測サービスの使い方、ご利用方法を確認できる

画面 
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3.2  ログイン画面 

 

クラウド(ベーシックプラン)へログインすることで、各種機能を実行できます。 

ログイン URL https://amnimo.com からログインを行ってください。 

 

図 3.2はログイン画面です。会員登録時に使用したメールアドレスと指定したパスワードでログインし

ます。ログイン後はダッシュボードの画面に移行します。 

 

 
図 3.2ログイン画面 

 

  

https://amnimo.com/
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3.3 ダッシュボード 

ダッシュボードでは無線水位計で測定した値や設置場所を確認することができます。また、ダッシュボ

ードから、デバイス、アラート、サービスを利用するメンバーの設定、マニュアルの画面に移動すること

ができます。 

 

 

3.3.1  ダッシュボードの画面構成 

図 3.3にダッシュボード、表 3.2にその要素を示します。 

画面の構成初期値は、無線水位計のシンボルマップ/バーグラフ/トレンドグラフで構成されています。

ダッシュボードを変更する際は以下のURLを参照ください。 

 

https://amnimo.com/manual/sense/ja/index.htm#t=Add_dashboard.htm 

 

ダッシュボードの左側に配列されているアイコンをクリックしていただくことにより、デバイス、アラ

ート、サービスを利用するメンバーの設定、マニュアルの画面に移動することができます。 

 

図 3.3ダッシュボードの画面 

 

表 3.2ダッシュボードの目的・機能 

ウィジェット名称 目的・機能 

①シンボルマップ 無線水位計の位置情報を表示 

②トレンドグラフ 無線水位計が計測したデータの履歴の確認 

③バーグラフ 無線水位計が計測した現在の水位の最新データの確認 

  

https://amnimo.com/manual/sense/ja/index.htm#t=Add_dashboard.htm
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3.3.2  無線水位計の位置情報設定 

お客様が初めてログインした際には、無線水位計の位置情報はデフォルトのままになっており、お客

様が設置する場所と異なる場所に設定されています。 

そのため、設置された場所に無線水位計のシンボルを移動させるためには、別途設定が必要になりま

す。 

この無線水位計の位置情報変更は、クラウド上からではなく、スマートフォンアプリから行います。以

下、その手順を示します。 

 

(1)アプリのインストール 

Google Playストアや App Storeから[Device Activation]をインストールします。 

下記は Google Play からのインストールイメージです。 

 

 
図 3.4 Device Activationアプリ 

 

(2)ログイン 

[Device Activation]アプリを起動し、購入時に登録したメールアドレスとパスワードを 

入力して、サインインします。(図 3.5参照) 

サインインにはインターネット接続ができる環境が必要です。 

 

 
図 3.5 アプリログイン画面 
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(3)QRコードの読み込み 

図 3.6のように QRコードアイコンをタップし、送信ボックス部本体に記載されている QRコードを読

み込みます。 

 
図 3.6 QRコードの読み込み 

 

※QRコードを読み込む際の注意点は amnimoサイトの FAQにある、[QRコードを読み込みません]をご

参照ください。 

https://support.amnimo.com/hc/ja/articles/360001431948 

 

※無線水位計の位置情報を設定する際には必ず銘板に記載される QRコードが必要になります。 

本体から離れた場所で位置情報を設定する場合には、銘板に記載される QRコードを写真等に 

撮って対応いただく必要があります。 

離れた場所で位置情報を設定する場合には、撮った銘板の写真の QRコードをアプリにて読み込む 

ことで位置情報を設定することができます。 

 

(4)QRコードを読み込んだら、図 3.7に示す[Upload Location]をタップします。 

 
図 3.7 Upload Location 

  

https://support.amnimo.com/hc/ja/articles/360001431948
https://support.amnimo.com/hc/ja/articles/360001431948
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(5)マップが表示されます。指で画面をスクロール、拡大縮小ができるので各ボタン（図 3.8参照）を使

用しデバイスの現在地を決定します。位置が決定したら[DONE]をタップし完了です。 

 
図 3.8 現在地の選択 

[ボタンの役割] 

※1：タップすると現在地を表示します。 

※2：建物名、地名などを検索できます。 

※3：デバイスの現在地です。(初期値は、無線水位計の送付先の住所に設定してあります。) 
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3.4  デバイス 

 

3.4.1 ゼロ点補正について 

 

水位の表示値をオフセットさせる機能です。 

お客様の設置場所や使用目的に応じて、クラウドに表示させる値を直感的な数値に変換可能です。 

 

ここでは、補正の概念と設定例を記します。 

具体的な入力方法は、後述の 3.4.5 無線水位計の観測開始水位、ゼロ点補正、ヒステリシス設定方法

を参照してください。 

 

補正には次の 2つの値を使用します。 

①補正前の水位値（プラスマイナス含む） 

②補正後に表示したい水位値（例：タンクの目盛値や、堰から水面までの距離など、現場での実測

値） 

 

この 2つの値から、補正値(オフセット値)Zが、Z=②-①で自動的に計算され、設定されます。 

補正後の水位は、センサが計測した水位 H + 補正値 Z で計算されて表示されます。 

 

設定例 1：あふれる点を 0に設定したい場合 

 ため池や河川など増水により水があふれ出す様子を検知する一例として、水があふれる堰の面を 0に

設定し、堰から水面までの距離を表したい場合を図 3.9に示します。 

 
図 3.9 オフセット設定例 1(あふれる点を 0に設定する場合) 

 

この時、水位はマイナスで表現されます。水位がプラスで表現される場合は、水があふれ出しているこ

とを意味しています。 

 

  

送信ボックス 

センサ 

水位を 0にしたい点 

ゼロ点補正する時の水位 

①補正前の測定値 

例)1000 mm 

②表示させたい値 

例)-200 mm 

補正値 Z 

Z = ②-① 

  = -1200 
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設定例 2：水底面を 0に設定したい場合 

 貯水槽等に貯まっている水量を検知する一例として、水底面を 0と設定し、水深を表したい場合を図 

3.10に示します。 

 
図 3.10 オフセット設定例 2(水底面を 0に設定する場合) 

 

 

  

送信ボックス 

センサ 

水位を 0にしたい点 

ゼロ点補正する時の水位 

①補正前の測定値 

例)1000 mm 

②表示させたい値 

例)1200 mm 

補正値 Z 

Z = ②-① 

  = 200 
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3.4.2  監視モードと観測モード 

簡易無線水位計測サービスには、監視モードと観測モードの 2 つの測定モードがあり、データの送信

周期がモードにより異なります。 

 

・監視モード 

毎時時刻 hh:00,hh:20,hh:40の 1時間に 3回、20分間隔で測定した情報をクラウドに送信します。 

※電源を入れてから 20分周期ではなく、送信のタイミングは時刻に依存します。 

 

・観測モード 

毎時時刻 hh:00,hh:01,hh:02・・・・の 1時間に 60回、1分間隔で測定した情報をクラウドに送信し

ます。 

 

■ 監視モードから観測モードへの切替えのために設定する観測開始水位 

 図 3.11 に示すように、ユーザが設定する観測開始水位をしきい値として、モードが切り替わりま

す。水位が観測開始水位よりも低い状態から、観測開始水位よりも高い状態に変化した際に監視モー

ドから観測モードへと切り替わります。この観測開始水位の設定方法は 3.4.5 無線水位計の観測開始

水位、ゼロ点補正、ヒステリシス設定方法を参照ください。 

 

 

 
図 3.11 監視モードと観測モード 
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■ 観測モードから監視モードへの切替えのために設定するヒステリシス 

 

図 3.12 に示すように、観測開始水位からヒステリシスに設定した値を引いたしきい値で、モード

が切り替わります。水位が観測開始水位からヒステリシスに設定した値を引いたしきい値よりも高い

状態から、このしきい値よりも低い状態に変化した際に観測モードから監視モードへと切り替わりま

す。このヒステリシスの設定方法は 3.4.5 無線水位計の観測開始水位、ゼロ点補正、ヒステリシス設

定方法を参照くさい。 

 

 

ヒステリシスの設定は、頻繁なモードの切替えを抑制する効果があります。川の流れや、波などの 

常時変動より、設定するヒステリシスの値が小さい場合、モードの切り替わりが頻繁に発生してし

まい、バッテリーの消費量が多くなってしまいます。そのような状況を避けるためにはこの変動よ

りもヒステリシスで設定する値を大きくする必要があります。設置状況にもよりますが、一般的な

推奨値は 100mm以上です。 

 

 

 
図 3.12 観測モードから監視モードへの切替え 
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■観測開始水位とアラートのしきい値の違い 

 

観測開始水位とアラートのしきい値の違いを表3.3に示します。 

 

図3.13のように設定することで、注意水位を超えたら観測モードに移行、警戒水位を超えたらアラー

トイベント発生とすることができます。 

 

表 3.3観測開始水位とアラートのしきい値の違い 

しきい値 機能 切替え場所 

観測開始水位 監視モードと観測モードの切替え 無線水位計 

アラートのしきい値 アラート発生時のメール クラウド(ベーシックプラン) 

 

 

 
図 3.13 使用例 

警戒水位 
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3.4.3  デバイス画面の構成 

図 3.14 はデバイスに関する設定画面です。登録している無線水位計の名前の編集、デバイスの有効化

や無効化、観測開始水位、ゼロ点補正の設定が行えますので、使用環境に合わせ各設定を変更してくだ

さい。 

 

 
図 3.14 デバイス設定画面 
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3.4.4  デバイス名の変更 

デバイス名は、お客様が水位計測をしている場所や目的などを表すために無線水位計に付ける名前です。 

また、複数の水位計をお客様が識別するのにも役立つ名前です。 

デバイス名の変更については以下を参照ください。 

 

(1)ダッシュボードの画面左側のデバイスのアイコンをクリックしてデバイス画面へ移動してください。 

 

(2)図 3.15のように変更したい無線水位計の[:]アイコンをクリックし[編集]をクリックします。 

 

 
図 3.15デバイス名編集画面への入り方 

 

 

(3)デバイス名を入力し適用をクリックします。(図 3.16) 

 

 
図 3.16 デバイス名の入力 

 

※最大文字数は半角 128文字です。半角記号は使用できません。 

 使用できない文字を入力すると、[適用]ボタンが押せないようになっています。 
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3.4.5  無線水位計の観測開始水位、ゼロ点補正、ヒステリシス設定方法 

 

観測開始水位、ゼロ点補正、ヒステリシスの値の設定方法について以下に示します。 

 

(1) デバイス設定画面への移動 

ダッシュボードの画面左側のデバイスのアイコンをクリックしてデバイス画面へ移動してください。 

図 3.17 のようにデバイスが表示されているので、右上にある[:]アイコンをクリックし[デバイス設

定]をクリックします。 

 
図 3.17デバイス設定画面の入り方 

 

 

(2)デバイス設定の画面 

ここで入力が必須なのは、 

①[ゼロ点補正前の水位値] 

②[ゼロ点補正後に表示したい水位値] 

③[観測開始水位] 

④[ヒステリシス] 

です。各値のデフォルト値、入力範囲は表 3.4に記載します。 

 

[ゼロ点補正前の水位値][ゼロ点補正後に表示したい水位値]については 3.4.1ゼロ点補正について、 

[観測開始水位][ヒステリシス]については 3.4.2 監視モードと観測モードを参照願います。 

 

（重要） 

必ずゼロ点補正後または、同時に観測開始水位を設定してください。観測開始水位をゼロ点補正の前に

設定してしまうと、計測される水位の基準点が異なるため、お客様の意図しない水面レベルで、監視モ

ードから観測モードへの切替えが発生します。これにより、使用期間中にバッテリーが消耗し、交換が

必要となることがあります。 

 

上記以外のその他の項目については設定済ですので変更はしないでください。（※図 3.18設定変更する

箇所 もしくは、表 3.4デバイス設定画面、設定データ名 の「×変更しないでください」項目） 

万が一設定変更を行ってしまった場合は正確にデータが読み取れなくなる可能性もありますので、恐れ

入りますがカスタマーサポートへご連絡ください。 
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図 3.18設定変更する箇所 

 

 

表 3.4デバイス設定画面、設定データ名 

パラメータ 単位 デフォルト値 入力範囲 

version番号 - -1 (Read only) 

ゼロ点補正 mm 0 -20,000,000～20,000,000 

①ゼロ点補正後

に表示したい水

位値 

mm 0 -10,000,000～10,000,000 

②ゼロ点補正前

の水位値 
mm 0 -10,000,000～10,000,000 

③観測開始水位 mm 20017000 -20,017,000～20,017,000 

④ヒステリシス mm 100 0～10000 

測定周期 sec 60 変更しないでください 

監視モードの送

信周期 
sec 1200 変更しないでください 

セルラー 

無送信時 

リセット時間 

sec 10800 変更しないでください 

  

×変更しないでください 

×変更しないでください 

×変更しないでください 

×①と②から自動的に 
計算されます。 

① 

② 

③ 

④ 
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(3)入力方法 

 

入力方法は直接入力と、▲▼ボタンでの変更ができます。入力範囲外のものが入力された場合 

図 3.19のように文字が赤くなりますので適正値の入力をお願い致します。 

入力した数値を削除したい場合は[×]ボタンを押下してください。デフォルト値や入力範囲については

表 3.4をご参照ください。 

 

 
図 3.19入力範囲外数値の表示 

 

 

 

(4)更新 

入力が完了しましたら、[パラメータ設定]を押します。(図 3.20参照) 

 
図 3.20デバイス設定完了画面 
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(5)更新中 

 

無線水位計の測定データの送信のタイミングでデバイス設定の変更が行われます。 

設定の変更が完了するまで、更新中のメッセージ が下部に現れます。(図 3.21) 

設定完了後、 を押すことで変更値が画面に反映されます。 

 

※クラウドでのデバイス設定が無線水位計にダウンロードされ、デバイス設定が完了するまで、最長で

20 分間かかり、この間、デバイス設定の書き換えはできません。デバイス設定をすぐに反映させたい場

合は、いったん無線水位計の電源をオフにして、もう一度オンすることで、クラウドでのデバイス設定を

無線水位計にダウンロードすることができます。 

 

 
図 3.21デバイス設定更新中画面 
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(6)更新の確認 

 

現在値、最終更新日時にて設定が更新されているかを確認ください。(図 3.22) 

 

 
図 3.22 設定更新確認 
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3.5  アラート機能 

本サービスではお客様の設定した水位をトリガーにしてアラートを検出し、また解除することができま

す。 

図 3.23のアラート画面では各アラートの確認、アラートの設定、通知設定をすることができます。 

各機能については表 3.5に示します。 

 

アラートの設定の変更、確認をする方法は、3.5.2 アラート設定を参照してください。 

 

3.5.1  アラート画面の構成 

 
図 3.23 アラート画面 

 

 

表 3.5アラート画面、タブの名称と目的・機能 

タブ名称 目的・機能 

アラート 現在のアラート状態の確認 

アラート設定 アラート名、しきい値、ヒステリシスの設定 

通知設定 アラート発生時の連絡先アドレスの登録 
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3.5.2  アラート設定 

メールで通知する条件設定ができます。デフォルトではアラートは通知しないように設定されています。 

 

(1)ダッシュボードのサイドバーからアラートを選択します。 

 
 

(2)アラート設定メニュー(図 3.24)より、[新しいアラートを追加]を選択します。 

 
図 3.24 アラート追加 

 

(3)アラート詳細を設定します。各項目詳細は表 3.6をご参照ください。 

図 3.25の①～⑤を設定してください。 

また、データ項目を 1つ以上設定する必要があります。[新しいデータ項目を追加]から追加してくだ

さい。 

 
図 3.25 新しいデータ項目を追加 

 

表 3.6 アラート設定・新しいデータ項目の詳細 

メニュー 詳細 

①アラート名 最大 32文字でアラート表示名を指定できます。 

②アラート条件 
アラートの条件を、[より大きい][未満][以上][以下] 

より選択できます。 

③アラートの説明 最大 64文字でアラートの説明を指定できます。 

④しきい値 しきい値の指定をします。 

⑤ヒステリシス オプションでヒステリシスの設定ができます。 

⑦デバイス名 検索したいデバイス名を入力します。 

⑧データ項目名 検索したいデータ項目名を入力します。 
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新しいデータ項目を追加します。項目の詳細については表 3.6をご参照ください。 

検索条件を、[デバイス名][データ項目名]から選び検索します。空欄だと登録されている全デバイスが

リスト表示されます。 

 

 
図 3.26アラート画面 

 

※1検索を押すと該当するデバイスのリストが出ます。 

※2 各デバイス名の右側のｖボタンを押すとデバイスごとに設定できる項目が出てきます。（アラートの

種類については下表をご参照ください） 

※3アラートの種類を選択します。それぞれで設定したしきい値に達するとアラートが検出されます。 

(メールの通知設定については後述の通知設定の作成/編集/削除/表示をご参照ください。) 

 

表 3.7 アラート項目 

項目 説明 

Water Level(mm) 測定水位(mm)によってアラートを検出します。 

Water Temperature(℃) センサ部の温度（水温）によってアラートを検出し、通知メールが送信

されます。 

※この項目は事前に設定済です。変更しないでください。 

Battery Voltage(V) バッテリー残量のお知らせ設定です。設定した推奨値に達するおよそ 1

週間前に通知メールが送信されます。 

※この項目は正確なバッテリー残量をお知らせするために事前に設定

済です。変更しないでください。 

Board Temperature(℃) 送信ボックス部内の温度よってアラートを検出し、通知メールが送信さ

れます。 

※この項目は事前に設定済です。変更しないでください。 

水位(m) 測定水位(m)によってアラートを検出します。 

 

データ項目とアラート設定ができましたら[保存]を押して完了です 

下記の画面が出てきましたら、正常に設定完了となります。 

    

※1 

※2 

※3 
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3.5.3  しきい値とアラートについて 

 

本サービスには、お客様の設定した水位をしきい値として定義し、しきい値を超えるとアラートを検出

しメールにて通知する機能です。しきい値はアラート画面にて設定できます。 

 

図 3.27に示すように、ユーザが設定するしきい値によりモードが切り替わります。水位がしきい値より

も低い状態から、しきい値よりも高い状態に変化した際にアラートイベント発生へと切り替わり、お客

様にメールで通知します。 

このしきい値の設定方法は 3.5.2 アラート設定を参照ください。 

 

※3.4.2監視モードと観測モードで設定した観測開始水位とは別の設定機能になります。 

 
図 3.27 しきい値とアラート 

 

・アラートイベント終了条件について 

 

図 3.28に示すように、しきい値からヒステリシスに設定した値を引いた値で、モードが切り替わります。

水位がしきい値からヒステリシスに設定した値を引いた値よりも高い状態から、この値よりも低い状態

に変化した際にアラートイベントが終了します。 

アラートイベントが終了した際にもその通知がメールで送られます。 

 

※3.4.2 監視モードと観測モードで記載のものとは別の機能になりますのでご注意ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.28 ヒステリシス(アラート)  
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・アラートの通知設定の作成/編集/削除/表示 

 

通知メールのリストを作成します。図 3.29の[＋新しいメールを追加]をクリックするとメールアドレス

のリストが画面上に追加できます。 

 
図 3.29 メール追加画面 

 

図 3.30の①電子メールアドレス、②言語、③タイムゾーンを選択し[保存]を押せば完了です。追加した

い場合は操作を繰りかえします。各項目の詳細は表 3.8を参照してください。 

 
図 3.30 通知設定画面 

 

 

表 3.8通知設定一覧 

項目 説明 

①電子メール 通知メールの配信先を指定します 

②言語 通知メールの言語を指定してください 

③タイムゾーン 
通知メールの時間のタイムゾーンを 

指定してください。 

 

保存が完了すると、図 3.31 の通知設定に設定したメールアドレスのリストが作成されます。画面右端の

[:]をクリックすると、編集/削除が行えます。 

 

 
図 3.31 通知設定表示画面 
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3.6  サービス利用メンバーの設定 

 

図 3.32の画面でサービスを利用するメンバーの設定を行うことができます。 

 
図 3.32サービス利用メンバーの設定画面 

 

サービスをご利用できる人数は、お申込みいただいたユーザ数になります。（ユーザ数は申込書の P2 

Maximum number of usersの数量をご確認ください。） 

メンバーの設定では、下記の権限を設定できます。表 3.9もご覧ください。 

 

アプリケーション管理者 

⚫ 利用中のアプリケーションの管理者です。アプリケーションに対する管理権限を持ちます。 

⚫ メンバーをアプリケーション利用者やアプリケーション管理者として登録できます。 

 

アプリケーション利用者 

⚫ アプリケーションを利用するメンバーです。 

⚫ グループメンバー ( アカウント保持者 ) のうち、利用権限を付与されたメンバーを指します。 

 

表 3.9 操作権限一覧表 

 
※メンバーを追加された場合でも、ダッシュボードは共有されません。追加されたメンバーご自身でダッ

シュボードの新規設定をしていただく必要があります。 
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3.7  オンラインマニュアル 

 

簡易無線水位計測サービスのオンラインマニュアルは、下記 URLにアクセスしてください。 

 

URL:https://amnimo.com/manual/waterlevel/ja/index.htm 

 

 こちらの QRコードからもアクセス可能です。 

 

図 3.33のような画面で、無線水位計の使い方、ご利用方法を確認できます。 

 

 
図 3.33 オンラインマニュアル画面 

 

  

https://amnimo.com/manual/waterlevel/ja/index.htm
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第4章 付録 
4.1  製品仕様 

4.1.1  一般仕様 

本製品の一般仕様を表 4.1に示します。 

表 4.1一般仕様 

項目 仕様 

無線通信方式 3G 

セ
ン

サ
部
 

検出方式 シリコン振動式センサによる水圧検出方式 

測定範囲 0～10m 

最小読み取り単位 0.5mm 

精度 
フルスケールの±0.1%以内(10mm以内) 

(当社規定の環境条件における空気圧試験による) 

測定対象 水（但し、海水・汽水・腐食性流体での使用は不可） 

使用環境 -20～50℃、90%r.h.以下（但し、凍結により破壊しないこと） 

主要部材質 SUS316、SUS304、POM 

外形寸法 φ49×205(H)mm（ケーブル・突起物を除く） 

質量 約 1.5kg（ケーブル除く） 

ケーブル長 最大 30m 

送
信

ボ
ッ
ク
ス

部
 

送信データ 水位、水温、データ送信部内温度、バッテリー電圧、エラー情報 

入力数 水位計 1点 

測定周期 1分以上 

送信周期 1分以上 

SIMサイズ 標準 

使用環境 -10～50℃、90%r.h.以下（但し、凍結しないこと） 

保存環境 -20～＋60℃（バッテリーはメーカ推奨保管条件に従うこと） 

構造 IP65 

電源 バッテリー容量：38Ahバッテリー駆動：1年以上※1 

外形寸法 190(W)×280(D)×141(H)mm(突起部除く) 

質量 約 2.0kg 

※1動作条件により変化するため参考値 
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4.1.2  専用ケーブル 

本製品に使用している専用ケーブルの仕様を表 4.2に示します。 

 

 

 
図 4.1専用ケーブル 

 

 

 

表 4.2ケーブル仕様 

項目 内容 

ケーブル長 最大 30m 

外径 約Φ14mm 

芯線 0.5mm2、4芯 

導体抵抗 約 38.3Ω/km 

外気圧導入チューブ ポリエチレン 

シールド 軟銅線編組 

シース PVC(ビニール) 

引っ張り強度 約 1000N 

質量 約 185g/m 

 

  

外気圧導入チューブ 

シールド引出し線 

電源線(赤) 

信号線1(青) 

GND線(白) 

信号線 2(青) 

補強線(ステンレスワイヤー) 
1 2 3 4 
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4.1.3  外形図 

 
図 4.2 外形図  

センサ部 送信ボックス部 



 

 
IM AMC54A01-01JA 

2020.11.26 6 版  

49 

4.2  動作原理 

無線水位計に使用されているセンサは、横河電機株式会社にて独自に開発したシリコン振動式センサを

採用しています。このセンサは、長期安定性が高く、メンテナンス頻度を低く抑えることができ、低消費

電力にも関わらず従来の振動式センサと同等の性能を実現しており、1分毎の測定にも関わらず、バッテ

リーの寿命 1年以上を実現することができています。 

図 4.3 に圧力センサの断面モデルを、図 4.4 にシリコン振動子部の断面画像を示します。振動子はダイ

ヤフラム上に形成されています。振動子は 2 つの電極に挟まれ、一方の駆動電極との間の交流の静電気

力により、電極と垂直方向に励振されます。同時に、他方の信号検出電極との間の静電容量の変化によ

り、周波数に応じた交流電流を出力します。ここで外部からセンサ上面に圧力が印加されると、ダイヤフ

ラムがたわみ、振動子の軸方向に応力が加わることで、圧力に応じた共振周波数の変化が生じます。この

共振周波数の変化を検出することによって、水圧を測定します。 

 

 
図 4.3センサの断面モデル     図 4.4振動子部の断面画像 

 

センサ部は、水深による水圧を検出していますが、水圧には水面から上の空気によって発生する大気圧

が含まれています。そのため、検出部が密閉された空間に置かれてしまうと、大気圧の変化を加味した水

圧変化を検出してしまい、測定値に誤差を生じます。この大気圧の変化による測定誤差を解消するため

に、外気圧導入チューブによって圧力検出部に大気圧を導入し、水圧に含まれる大気圧を相殺していま

す。外気圧導入チューブは、専用ケーブル内に組み込まれています。(図 4.1参照)。 

 

 

第5章 商標 
・本文中に使われている会社名および商品名称は、各社の登録商標または商標です。 

また、各社の登録商標または商標に、" Ⓡ " および" TM " マークを表示していません。 
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