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 近年、頻発する局所集中豪雨（ゲリラ豪雨）対策として、砺波樋門では汎用品のドームカメ

ラで撮影した画像を解析し水位（水面）検知することを実現した。更に本データを自動制御に

活用し、操作員不在時の操作遅れの補助を行うシステムを構築した。今回、フィールド試験

（実際に近い条件での試験）を実施し、本システムの有効性の確認を行った。 
 

キーワード：局所集中豪雨、画像解析  
 

1.  はじめに 

 近年、気象状況が変化しており局所集中豪雨（ゲリラ

豪雨）が頻発している。深夜等の樋門操作員不在時に河

川水位が急激に上昇した場合、樋門操作の遅れによる田

畑や市街地等の浸水被害が懸念される。 
 上記の対策として、引上式ゲートの既設樋門に自動開

閉式のフラップゲートを増設する方法も採用されてきて

いるが、樋門設備一式の更新工事となるため高コストと

なる。 
このため、遠隔制御対応の引上式ゲートの既設樋門に、

ゲート自動制御システムを付加し、低コストでの局所集

中豪雨（ゲリラ豪雨）対策を行うこととした。 
ゲートの選定において、試行的な導入となるため遠隔

制御システムが導入されており名寄河川事務所から近く、

樋門操作人も近傍にいることから砺波樋門とした。 
本方式は既設設備の大部分を流用でき、新たに導入す

る機器にも汎用品を使用することでトータルコストを抑

えることが可能となる。 
また、自動制御システムの操作条件の１つに、汎用品

のドームカメラを用いた画像解析による水位検知技術を

採用している点も本方式の特徴である。 
本自動制御システムの有効性と、画像解析による水位

検知技術の実用性を確認するため、フィールド試験（実

際に近い条件での試験）を実施し報告するものである。 
 

2.  局所集中豪雨対策自動制御システムの構成 

 システム構成を表-1に示す。本システム導入のために

新たに必要なものを赤色文字で示す。（写真-1,2） 
表-1 システム構成一覧表 

NO 名  称 区  分 

1 引上式ゲート 樋門設備 

2 外・内水位計 樋門設備 

3 電極スィッチ 樋門設備 

4 量水標 樋門設備 

5 回転灯 遠隔制御設備 

6 スピーカ・マイク 遠隔制御設備 

7 LED投光器 遠隔制御設備 

8 流向計 遠隔制御設備 

9 汎用ドームカメラ 遠隔制御設備 

10 高機能機側操作盤 遠隔制御設備（自動制御

システム含む） 

11 遠隔監視支援盤 遠隔制御設備（画像解析

水位検知システム含む） 

12 赤外線ライト 画像解析夜間用 

 

 
写真-1 砺波樋門 

別紙―２ 

汎用ドームカメラ
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写真-2 外水位計、量水標、電極スィッチ 

 

3.  局所集中豪雨対策自動制御システムの特徴 

樋門操作員不在時の樋門操作遅れのバックアップとして、

以下の自動制御を行うシステムである。 
 
(1) 自動制御閉操作 

外水位≧操作水位となった場合に閉操作を行う。 

以下の３つの条件のうち２つ以上を検知した場合、

樋門の閉操作を行う。 

a) 外水位計により操作水位（EL93.02m）を検知。 

b) 電極スィッチにより操作水位（EL93.02m）を検知。 

c) 汎用ドームカメラの量水標の画像解析により操作

水位（EL93.02m）近傍への水位到達を検知。 

特徴としては 

a) b) c)の何れかが故障しても自動操作が可能。 

また a) b) c)の何れかが誤作動しても自動操作

しない。自動操作の確実性を考慮した、信頼性の

高い自動制御システムとしている。 
 

(2) 自動制御開操作 
外水位＜内水位となった場合に開操作を行う。 

以下の２つの条件の何れかを検知した場合、樋門の

開操作を行う。 

a) 外水位＜内水位 差が5cm以上となった場合。 

b) 外水位＜内水位 差が1cm以上が5分以上続い 

た場合。 

樋門閉操作後は出水対応中であり、開操作について

はバックアップの必要性が薄い。このため水位計に

より内水位の上昇を検知し自動開操作を行うシステ

ムとしている。 

 

(3) 有効性の確認 
本自動制御システムの有効性は、天候や昼夜を問わず

求められる。水位計および電極スィッチについては使

用実績が多く信頼性が高い機器であるため、機器単体

の実用性の確認は不要である。 

画像解析による水位検知技術はこれまで実用性が確認

されていない。よって、画像解析の水位検知に関わる

あらゆる条件を検証し、システム全体の有効性を確認

することとした。 
 

4.  汎用ドームカメラの画像解析による水位検知 

(1) 概要 
汎用ドームカメラで撮影された水路内の量水標部分の

画像を画像処理ソフトにより、「ノイズ除去処理」及

び「画像補正処理」を行い水位を検知する。一定周期

で複数枚の画像処理を行い不要な要素の映り込みの除

去、波浪等のバラツキを平均化、画像の形状補正等を

行い、1枚の画像にする。 

水位（水面）の判定は、その処理された画像をもとに

量水標の両端２か所に監視エリアを設けて、水面の有

無に伴う画像の濃淡を検知することで判断するもので

ある。（図-1,2） 

 

図-1 機器概要図 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 画像処理の概要図 
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(2) 有効性の確認 
試験は昼間時、夜間（LED 投光器）時、夜間（赤外

線ライト）時の3ケースについて実施した。 

 

(3) 昼間時の試験項目と確認結果 
a) 実水面による水位検知の確認 

仮締切りにより、実際に水位を上昇させ水位検

知の良否を確認した。 

監視エリアに水位が達したことを検知し自動制

御システムは正常に作動した。（写真-3） 

b) 悪天候（雨＋波浪）の確認 

量水標周辺に降雨（100mm／h程度）と波浪（5cm

程度の波）の状況を作り水位検知の良否を確認し

た。 

水位検知に支障がなく、画像処理ソフトが有効に

機能していることが確認できた。（写真-4） 

c) 漂流物による視認障害の確認 

量水標前方に塵芥、空き缶等の漂流物を流下さ

せ（流速0.02～0.1m／S）、水位検知の良否を確

認した。 

画像処理ソフトにより、複数枚の画像が適確に

補正され、水位検知に支障がないことが確認で

きた。（写真-5） 

d) 障害物による視認障害の確認 

量水標の一部を障害物で塞ぎ、水位検知の良否

を確認した。 

量水標の監視エリアの一部にでも連続して障害

物が存在すると水位検知が不可となり、障害物

が無くなると検知を再開することが確認できた。

（写真-6） 

e) 量水標の汚れ度合いによる確認 

量水標に黒色斜線（透明フィルム）で汚れを再

現し、斜線の太さや間隔で水位検知の良否を確

認した。汚れ度合い7%、10%、14%で試験。 

汚れ度合い7%、10%は検知可能。 

汚れ度合い14%以上となると水位検知が不可とな

ることが確認できた。（写真-7,8） 
 

 

             写真-3 実水面変化の確認（仮締切りにより水面上昇） 

 

写真-4 悪天候（雨＋波浪）の確認 

（雨は水中ポンプにより上方より散水  

  波浪は水中ポンプによる水流で再現） 

 

 
写真-5 漂流物の確認 

 

 
写真-6 障害物による視認障害の確認 

 

 
写真-7 量水標の汚れ度合いの確認 
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  7% 検知可能    10% 検知可能    14% 検知不可 

写真-8 汚れ度合い確認用フィルム 

 

 

写真-9 カメラレンズ水分付着の確認 

 

 

写真-10 水分付着後、レンズの親水性処理 

による画像の変化状況 

 

f) ドームカメラレンズ水分付着の確認 

暴風雨時のカメラレンズへの水分付着を霧吹き

で再現し水位検知の良否を確認した。 

霧吹きの度合いにより一時的に検知不可となる

ものの、カメラレンズ表面に施された親水性処

理の効果により1分程で検知を再開することが確

認できた。（写真-9,10） 

 

 

(4) 夜間（LED投光器）時の試験項目と確認結果 
夜間の明るさの確保については、投光器の使用が

一般的であり、今回の試験においても樋門付属の

LED投光器を使用している。 

夜間の LED 投光器使用時の試験を昼間時と同内容

で実施した。試験時の照度は計測していないが、

表-2の月明り10ﾙｸｽ以下と推定される。 

前項の昼間時の a)～f)と同様の結果が得られ、昼

間時と同程度の検知性能があることを確認できた。

（写真-10,11） 

表-2 明るさの目安 

目 安 照度（ルクス） 

晴天時の屋外 50,000以上 

晴天時の体育館内 1,000程度 

曇りの体育館内 300～500程度 

街灯下 100～200程度 

月明り 10以下 

 

(5) 夜間（赤外線ライト）時の試験項目と確認結果 
赤外線は不可視光線であり肉眼では明るさを感じ

ることはできない。 

砺波樋門は市街地に隣接する設備であり、近隣住

民への影響を配慮し赤外線ライトを採用した。汎

用ドームカメラは夜間モードで撮影している。 

上記の配慮が不要な地域においては赤外線ライト

の設置は不要である。 

夜間（月明り 10 ﾙｸｽ以下：表-2 参照）の赤外線ラ

イト使用時の試験を昼間時と同内容で実施した。

前項の a)～d)については昼間時と同様の結果が得

られた。 

ただし、e）量水標の汚れ度合いによる確認では、

7%で検知不可であった。 

また、f）カメラレンズの水分付着では、検知再開

に3分程を要した。（写真-10,12,13） 

 

 

写真-10 赤外線ライト、LED投光器 

LED投光器 

赤外線ライト 
汎用ドームカメラ 
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写真-11 夜間（LED投光器）試験状況 

  

  

写真-12 夜間（赤外線ライト）試験状況 

 

  

 

写真-13 夜間（赤外線ライト）カメラ画像 

（左下は赤外線ライト点灯状況） 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 試験項目と確認結果のまとめ 

３ケースの試験結果の一覧表を以下に示す。 

 

表-3 試験結果一覧表 

試験項目 昼間時 

夜間時 

LED 

投光器 

夜間時 

赤外線 

ライト 

a)実水面 

による 

水位検知 

○ ○ ○ 

b)悪天候 

雨＋波浪 
○ ○ ○ 

c)漂流物 

の流下 
○ ○ ○ 

d)障害物 

による 

視認障害 

× × × 

e)量水標の 

汚れ度合 

い 

△ 

汚れ14% 

以上：× 

△ 

汚れ14% 

以上：× 

△ 

汚れ7% 

以上：× 

f)カメラ 

レンズ 

 水分付着 

○ 

1分後 

検知再開 

○ 

1分後 

検知再開 

○ 

3分後 

検知再開 

 
(7) 河川の濁度確認 

画像解析では水面の有無に伴う画像の濃淡を検知

している。よって河川水の濁度が検知度合いに影

響し、濁度が高い（汚れている）ほど濃淡が顕著

になり検知に有利となる。このため試験期間中の

濁度を確認した。 

樋門河川濁度（カオリン mg/㍑）の測定結果は、最

高値：11mg/㍑ 最低値：2mg/㍑ であった。 

濁度の目安としては、プールの水で 4mg/㍑以内、

上水道では 2mg/㍑以内等の基準が定められており、 

現地で記録した最低値：2mg/㍑は、上水道並みの

濁度（透明度）である。 

以上より、比較的清浄な水面においても、画像解

析による水位検知が可能であり、自動制御システ

ムが有効に作動することが確認できた。(写真-14) 

  

写真-14 河川濁度の測定状況 
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(8) 画像解析採用時の問題点と注意事項 
今回のフィールド試験により確認された、画像解

析水位検知技術の問題点と注意事項は以下のとお

りである。 

a) 量水標の監視エリアが障害物（樹木等）で塞が

れると検知不可となる。障害物が無くなると検

知を再開する。 

b) 量水標の汚れが 14%程度（夜間赤外線ライト使

用時は7%程度）を超えると検知不可となる。 

c) 暴風雨時にカメラレンズに水分が付着した場合、

検知再開まで 1 分程度（夜間赤外線ライト使用

時は3分程度）必要となる。 

d) 以上より、自動制御システム運用時の注意事項

として以下の項目の定期的な確認が必要である。 

①量水標前方に障害物がないか？ 

（漂流物、樹木等） 

②量水標が汚れていないか？ 

 

4.  おわりに 

 今回のフィールド試験の結果より、局所集中豪雨対策 
自動制御システムの有効性を確認することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 遠隔制御対応の既設樋門に局所集中豪雨対策を行う場

合、フラップゲートを増設する方法よりも新規導入機器

が少なく低コストである。また、使用機器のほとんどを

汎用品としたため、故障時の対応も短時間で行うことが

可能である。 
近年、工場製作ライン等において、不良品（変形や欠

品等）の検知に利用されている画像解析技術が、水門分

野での水位検知技術として実用性があることが確認でき

た。 

 今後は砺波樋門の実際の運用において、問題点・改良

点を確認して行きたい。 
現在、防災を目的に多くの樋門設備で遠方監視・遠隔

制御化が進められ、汎用ドームカメラが利用されている。 

その汎用ドームカメラの画像を利用することで水面検

知だけでなく、扉体の状態監視や防犯対策等、新たな利

用方法も今後期待できる。 
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