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画像処理型流量観測の適用性検討 
－大規模出水に対応した流量観測高度化（その３）－ 

札幌開発建設部 河川管理課 ○佐々木 靖博 
佐藤   匡

平垣  貴俊

画像解析をはじめとする非接触型の最新技術によって、これまでに不可能だった大規模出水時や災害

時の流量観測が可能になりつつある。しかし、画像解析を用いる場合、光量の少ない夜間や視界が悪い

豪雨時など劣悪な条件下での観測が課題であった。本研究では、遠赤外線カメラによる水面波紋の映像

化技術を用いて画像解析（STIV法）と力学的内外挿法（DIEX法）の組み合わせによる画像処理型流量
観測法の適用性を検証した。 
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しかし、画像解析には、夜間や降雨時など劣悪な条件
1. はじめに 

下では水面波紋が視認しにくくなり、解析に資する画像

を取得することが難しいという課題がある。光量の少な

水災害から住民の命を守るには、降水量等の気象情報 い夜間の観測適用事例として、ISOを10万以上に拡張し
や水位等の水文情報をより正確、迅速に提供する必要が た高感度カメラによる観測や4)、固定式近赤外線カメラ

ある。流量も防災や治水対策の基礎資料で、特にピーク と赤外線ライトを用いた観測などの事例があるが5)、光

流量は「欠測でした」では済まされないフライトレコー 量が無い場合は適用困難である。そこで、藤田ら6)は遠

ダーに匹敵する重要なデータである。 赤外線カメラの実河川への適用性を示しており、STIV
降水量と水位観測は自動化済みで、リアルタイムで 法に適した画像が取得できることを示している。また、

ウェブサイト公開されているが、流量は人力で観測しな 原ら7)は、STIV法のフーリエ解析によって、雨天時等の
ければならない。大規模出水等の危険で劣悪な状況でも、 劣悪な条件下での解析の可能性を示している。しかし、

安全、正確かつ迅速な観測が求められるが、近年頻発し 画像解析で得られた流量を河川管理に適用させた事例は

ている集中型豪雨により、水位上昇が早まり、同時に複 まだ無い。そこで本研究では、可視カメラ及び高感度カ

数箇所で観測を要するため、ピーク時の観測に間に合わ メラ、CCTVカメラ、遠赤外線カメラを用いて夜間等の
ないことが懸念されている。また、観測所への経路が冠 適用性を検証するとともに、画像の時系列観測で得られ

水や交通規制等で断たれる事態も全国で生じている。 た流量について、流量管理図（H-√Q図）を用いて河川
札幌開発建設部が平成27年度から進めている画像処理 管理における画像処理型流量の適用性を検証する。 

型流量観測は、河川の流れを撮影した動画からSTIV法
（時空間輝度勾配法、Space Time Image Velocimetry）を

2. 現地試験観測の概要 
用いて表面流速を測定し、DIEX法（力学的内外挿法、
Dynamic Interpolation and Extrapolation）を用いて流量を算
出するものである1)。川から離れた位置にカメラを設置 (1) 試験観測箇所 

（または常時設置）して観測でき、連続10秒間以上の水 試験観測箇所として、ともに石狩川支川で夜間観測に

面動画が得られれば解析可能なことから、安全性、迅速 課題がある、雨竜川の千秋水位流量観測所（Kp10.2）及
性ともに優れている2)。平成28年8月の石狩川支川空知川 び、幾春別川の藤松水位流量観測所（Kp27.7）を選定し
上流における大規模出水時には、浮子測法が不可能な状 た。雨竜川千秋観測所は、石狩川合流前の雨竜川流量を

況となったが、急遽可視カメラでの撮影動画を用いた画 把握する重要な地点であるが、図-1に示すように、橋が
像処理型流量観測に成功している3)。 無いため高水流量観測が困難である。同時に、牧草地で

出水時の流量観測に備えるためには昼夜問わず安定し 照明が無く夜間は光が無い。幾春別川藤松観測所は、図

た品質で画像データを取得する必要がある。また同時に -2に示すように、上流に橋があり、高水流量観測は可能
豪雨・強風等荒天時にも適用可能な観測が求められる。 であるが、農耕地で夜間は光が無い。 
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(2) 試験観測システムの概要 
雨竜川千秋観測所において、平成29年8月23日から11
月30日まで、遠赤外線カメラ（解像度640×480pixel）を
図-3のようにH形鋼に単管とコ型クランプで設置し、制
御装置はボックスに収納してH形鋼に設置した。電源は

既設リードスイッチ水位計のヒーター電源を分配した。

動画取得は10分インターバルで、30秒間動画を取得した。 

幾春別川藤松観測所では、平成29年7月13日から11月
30日まで、遠赤外線カメラ（解像度640×480pixel）を図-
3のように観測局舎の柵に単管を立てて設置した。カメ
ラ映像は有線ケーブルを観測局舎内に引き込み、局舎内 図-1 雨竜川千秋水位流量観測所  
に制御装置を設置して、10分インターバルで、30秒間動
画を取得した。同時に比較のため、近赤外線カメラを設

置し10分インターバル、30秒間動画を取得した。 

遠赤外線カメラのシステム構成は、土木研究所のマ

ニュアル8)を参考とし、図-4のようにCH1～CH3を映像
記録装置に連続記録した。CH1には、波紋視認性の向上
のため映像鮮明化装置を2台直列に接続した映像を、
CH2には映像鮮明化装置を1台接続した映像を、CH3に
は遠赤外線カメラそのままの映像を記録した。映像鮮明

化装置とは放射エネルギーの差分をより増幅して映像化

する装置である。これらを記録制御サーバにより10分イ
ンターバルで30秒間の映像を切り出して外部ハードディ 図-2 幾春別川藤松水位流量観測所 
スクに保存するシステムを構築した。 

(3) STIV法（時空間輝度勾配法）による表面流速算出 
取得した動画像から藤田ら9)のSTIV法を用いて表面流
速を算出した。STIV法はまず、動画像を真上からの映
像に幾何補正し、次に流下方向の検査線を設定して、縦

軸が時間、横軸が長さの時空間画像を作成し、時空間画

像（STI）の傾きから流速を算出する方法である。 

(4) DIEX法（力学的内外挿法）による流量算出 
流量の算出には、二瓶ら10)のDIEX法を用いた。DIEX
法は、観測した表面流速「点」データを、横断面上に内

外挿し「面」データを推定して流量を算出する方法で、

式(1)に示す簡略化した3次元運動方程式を用いる。ここ 図-3 雨竜川千秋（左）・幾春別川藤松（右）設置カメラ 
で、省略された項を補うために付加項Faを導入している。 

+ + − + = 0   (1) 

y は横断方向、 u は主流方向水深平均流速、AH は水
深平均された水平渦動粘性係数、 h は水深、C f は底面
摩擦係数（ = gn2/h1/3 、n ：マニングの粗度係数）、I 
は水面勾配、 g は重力加速度、a は植生密度パラメー
タ、CD は植生の抵抗係数である。 

図-4 遠赤外線カメラシステム概要 
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3. 可視カメラ及びCCTVによる夜間の適用性 

画像処理型流量観測の課題である夜間での適用につい

て、可視カメラとCCTV（Closed Circuit Television）カメ
ラによる幾春別川藤松観測所での検証結果を示す。 

(1) 可視カメラ 
可視カメラによる昼間の画像（図-5）は水面波紋を明 図-5 可視カメラ画像（昼間）平成29年7月22日8時 
瞭に撮影できるため適用可能である。夜間の画像（図-6）
は、対岸にケミカルライト（緑）を9本設置しているが

光量が少ないため水面波紋が撮影されず適用できない。

僅かな光を拡張して画像を明るくできる高感度カメラ

（ISO128000）では、図-7のように水面の一部が照らさ
れるが、河川全体を撮影できないため適用が難しい。 

(2) CCTVカメラ 
CCTV カメラによる昼間の画像（図-8）は水面波紋を 図-6 可視カメラ画像（夜間）平成29年9月19日23時 
明瞭に撮影できるため適用可能である。ただし、本来画

像解析を目的として設置していないので、河川全体を撮

影可能な画角設定が出来ない場合は適用が難しい。

CCTV は高感度カメラを使用しているため、夜間は光を
拡張できる。しかし、河川全体を撮影することは難しく

（図-9）、光量が減少するとCCTV が蓄積モードに自動
で切り替わり、フレームレートが 1 枚/秒まで低下して
しまうため、流速の測定は困難で適用が難しい。 

図-7 高感度カメラ画像（夜間）平成29年9月19日23時 

4. 赤外線カメラによる適用性 

赤外線カメラの夜間適用について、幾春別川藤松観測

所および、雨竜川千秋観測所での検証結果を示す。 

(1) 赤外線カメラの概要 
主な赤外線カメラには、近赤外線と遠赤外線がある

（表-1）。近赤外線は光を対象に当てて反射光を検出す
るが、遠赤外線は物体からの放射エネルギーと熱（温度）

を検出する特徴がある。藤田ら 6)によると、遠赤外線は

図-8 CCTVカメラ画像（昼間）平成29年7月22日6時 
表-1 画像解析用カメラの特性6) 

図-9 CCTVカメラ画像（夜間）平成29年9月19日23時 
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カメラタイプ
可視
カメラ

近赤外線
カメラ

遠赤外線
カメラ

波長（μm） 0.4～0.8 0.8～1.7 8.0～ 14.0

色 カラー モノクロ モノクロ

原理
自然光や照明
の反射光を検
出

自然光や投光
器からの反射
光を検出

物体が発する
熱や放射エネ
ルギーを検出

夜間撮影 照明必要 投光器必要 照明不要

波紋の識別
太陽光の向き
に依存

照射範囲に依
存

常時可能

豪雨時 △ × △

霧発生時撮影 × × 〇



物体表面の状態や見る角度によって変化する放射エネル

ギーの差分から水面の微細な凹凸を映像化できることや、

波長が長いため散乱しにくい利点がある。 

藤松観測所の平成 29 年 9 月 30 日 0 時（夜間）の近赤
外線カメラと遠赤外線カメラの画像、および横断方向に

設定した解析用検査線のうち一例の STI（時空間画像）
を図-10～図-13 に示す。 

(2) 近赤外線カメラの適用性 
近赤外線カメラは赤外線ライトを照射して反射光を 図-10 近赤外線カメラ画像（赤外線照射） 

捉える。近距離は明るいが、水面波紋は視認できない結

果となった（図-10）。照射ライトが河川まで届かな
かったことが主要因と考えられる。STI画像も不明瞭で
斜め線が確認できないため、本ケースでは適用不可能と

判断した。藤田ら6)によると、近赤外線カメラの場合は

赤外線ライトの照射距離に限界があることから、川幅や

現地状況を踏まえた照射位置などに工夫が必要とされて

おり、本ケースにおいても、後述の遠赤外線カメラと比

較して設置箇所等が限定される結果となった。 

図-11 遠赤外線カメラ画像（映像鮮明化処理無し） 
(3) 遠赤外線カメラの適用性 
遠赤外線カメラ画像は水面が白く陸地が黒く見えてい

る（図-11）。これは水温が陸地の温度よりも高いため
である。やや不明瞭だが水面波紋が視認でき、STI画像
は明瞭な斜め線が確認できるため適用可能と評価できる。 

(4) 遠赤外線カメラ+映像鮮明化装置（1台）の適用性 
図-12は、遠赤外線カメラに映像鮮明化装置を1台設置
し、微光改善モードを加えた画像である。図-11よりも
水面波紋が明瞭になっており、STI画像は明瞭な斜め線 図-12 遠赤外線カメラ画像（映像鮮明化装置1台） 
が確認できるため適用可能と評価できる。 

(5) 遠赤外線カメラ+映像鮮明化装置（2台）の適用性 
図-13は、遠赤外線カメラに映像鮮明化装置を2台使用
し、微光改善モードの他に、霧スモッグなどの映像を改

善するモードを加えた画像である。図-12よりもさらに
水面波紋が明瞭になっており、STI画像は明瞭な斜め線
が確認できるため適用可能と評価できる。 

藤松観測所はカメラと河川の距離が近いため、遠赤外

線3ケースすべてにおいてSTI画像は明瞭で、適用可能で 図-13 遠赤外線カメラ画像（映像鮮明化装置2台） 
あった。映像鮮明化装置（2台）の画像は水面波紋の視
認性が特に高く、最も適用に有利なシステムと評価でき 千秋観測所は低水時の平均水面勾配が約1/6000と小さ
る。 く、水位H=30.0m以下（平均流速約0.36m/sec）では、水

面は、波紋が不明瞭で平坦になりやすい。水面波紋によ

(6) 劣悪な条件下の適用性 る位相差が生じにくく、平成29年9月13日10時低水時
画像解析における劣悪な条件として、a) 水面波紋が （H=29.90m）における解析画像（図-14）では、STI画
生じにくい時、b) 豪雨時、c) 強風時を想定し、映像鮮 像は不明瞭で斜め線が確認できなかった。可視カメラで

明化装置2台使用時の画像をもとに、STI画像による流速 も水面波紋を撮影できず、本ケースでの適用は不可能で

算出の可否を検証した。結果を図-14～図-16に示す。 あった。水面波紋を撮影できない場合はトレーサー投下

a) 水面波紋が生じにくい時 等の対策が有効と考えられる。 
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b) 豪雨時 

図-15に、藤松観測所における平成29年9月20日15時、
時間雨量52㎜（岩見沢河川事務所）の解析結果を示す。
雨粒の反射によって画像全体が不鮮明になり、水面波紋

を捉えにくい。STI画像は、手前の測線（No.15）は明瞭
な斜め線が確認できるが、カメラから遠い対岸付近

（No.5）は不明瞭である。雨粒の反射による画像ノイズ
除去のため二次元高速フーリエ（FFT）による画像処理
を用いて流速を算出した7）。ローパスフィルタ（時間

60pixel、長さ60pixel）、ハイパスフィルタ（時間41pixel、
長さ2pixel）で流速を得ることができたが、カメラから
遠い画像については適用性に課題がみられた。 

c) 強風時 

水面波紋が乱れる可能性が高い、順流と逆方向の強風

時における画像解析の可否を検証した。 

千秋観測所における逆風時（最大平均風速7.8m/sec、
平成29年9月18日18時）の解析結果を図-16に示す。低水 図-15 STIV解析画像（幾春別川藤松_豪雨時：時間雨量52㎜）  
位（H=31.56m）であるが、STI画像は斜め線が明瞭に確
認できたため適用可能と評価できる。しかし、水面波紋

が不明瞭となりやすい水位H=30.0m以下での観測最大平
均風速は1.3m/secと弱く、明確な風の影響を確認できな
かった。同条件下で強い逆風を受けた時は、水面波紋の

乱れが予想され、画像解析への適用性が懸念される。 

藤松観測所における逆風時（最大平均風速10.1m/sec、
平成29年9月19日15時）の解析結果を図-17に示す。低水
位（H=44.20m）であるが、STI画像は斜め線が明瞭であ
り適用可能と評価できる。幾春別川は低水時の平均水面

勾配が約1/300と大きく、同水位における平均流速が 図-16  STIV解析画像（雨竜川千秋_強風時） 
1.0m/sec程度あることから、本ケースにおいては、風が
流速に与える影響は少ないことが推察される。 

図-17  STIV解析画像（幾春別川藤松_強風時） 

5. 画像処理型流量精度検証 

(1) 現行法との比較 
画像処理型流量と、現行法流量（低水はプライス流速

計、高水は浮子測法）の比較を図-18と図-19に示す。画
像処理型流量と観測流量はいずれも±10％程度の誤差で
あり、少ないデータ数ではあるが、遠赤外線カメラ（映

像鮮明化装置2台、平成29年9月～10月まで観測）の流量
図-14  STIV解析画像（雨竜川千秋_低水時）  

は、高感度カメラよりも観測流量との差異が小さかった。 
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(2) H-Q式への適用性 
700

画像処理型流量を、現行法流量で作成したH-√Q図に 600
500プロットした結果を図-20、図-21に示す。連続観測して
400

いる遠赤外線カメラから水位0.05m毎に映像を任意抽出 300
して算出した流量（赤丸）は、低水から高水にかけH- 200

H29 遠赤外線カメラ100√Q式に概ね合致した結果が得られた。当手法によれば H27-H28高感度カメラ0
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