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画像解析による流量観測（後志利別川） 
―機器設置の改善と低水観測の適応性検証― 

 
函館開発建設部 今金河川事務所   ○井田 博也 

                               秋山 泰祐 

                     株式会社 福田水文センター      亀岡 雅史 

 

 流量観測は、洪水時の観測員招集や、水位・流況の常時監視に基づく適時的観測等、常に多

人員を要するのが現状である。後志利別川では、これら問題への取組として、平成29年より動

画撮影による非接触型流速計測法を用いた流量観測を実施している。本報告は、昨年度の洪水

時に発生したビデオカメラのブレやズレ、及び水没等への課題を克服しつつ、トレーサーを用

いた低水から高水区分までの一貫的計測への適応性について報告するものである。 
 

キーワード：流量観測、画像解析、低コスト自動撮影 

 
 

1.  後志利別川の概要 

 
(1) 流域の特徴 
後志利別川は、瀬棚郡今金町の長万部岳を源流とし、

今金町住吉において平野部に出て、今金町市街部でオチ

ャラッペ川、利別目名川等を合わせ、せたな町において

日本海に注ぐ、幹川流路延長80 ㎞、流域面積720 ㎞ 2 の

一級河川である。1) 
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図-1 後志利別川流域と水位流量観測所 

後志利別川は、源流から住吉付近の上流部は、渓谷

から美利河ダムへ流入し、ダム下流は山間部を蛇行する

山地渓流である。この間の河床勾配は約1/200～１/500

と急峻である。住吉付近から利別目名川合流点付近の中

流域は、河床勾配が約１/500～1/1,400、利別目名川合

流点付近から河口に至る下流部の河床勾配は、約１

/1,400～1/3,000 である。 

 

(2) 流域の特徴から見る流量観測の問題点 
平成29年9月台風18号では、既往第2位の高い水位を観

測する出水となった。このため、全水位流量観測所にお

ける高水流量観測データ取得の必要が生じたが、ダム上

流全域の観測所については道路の通行止めにより全ての

高水流量観測が不可能な状況であった。 

ダム下流の花石観測所から大富観測所の4観測所につ

いては、各観測所で4～5回の高水流量観測を実施し、貴

重な観測データを取得できた。ただし、雨の降り出しか

ら早期の降雨ピークを迎えたこととダム放流量の増加が

重なり、観測間隔が非常に短くなったため、観測員の交

代と観測中の安全管理への確保に配慮する必要が生じた。 

 

2.  後志利別川の画像解析流量観測の導入経緯 

 

当流域における画像解析による流量観測の導入は、

上述の問題点を含め、以下のようにまとめられる。 

 

(1) 地形・気象特性 

ダム上流河川の水位は、降雨に対する応答が極めて

速く、水位上昇期・最高水位時の観測に間に合わない場

合がある。 
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(2) 局所的豪雨の発生 

局所的豪雨（ゲリラ豪雨）に起因する出水において

は、洪水ピーク発生時に現地観測が間に合わない場合が

ある。 

 

(3)交通障害の発生 

一定量以上の降水量による道路の通行止め、山間部

（林野内）における落石、土砂崩れ（道道936号線等）、

路肩崩落の危険性がある。 

 

   

図-2   土砂崩れ・通行止め措置 
※図-2は、平成29年9月18日の洪水発生中に撮影 
 
(4) 計画規模を上回る出水 

計画を上回る出水が多発しており、現地への接近そ

のものが不可能となる場合が考えられる。近年では、平

成28年8月の空知川上流における堤防の決壊が代表例と

して挙げられる。2) 

 

河川計画・管理に用いる水文資料は、降水量と河川

水位は自動観測が確立されているが、河川流量について

は、人手による観測が主流（流速計、浮子）である。 

しかし、有人による流量観測においては、上述の通

り様々な阻害要因が内在しているため、流量資料収集は

降水量や水位データ取得と比較して、確実性に乏しいの

が現状である。 

以上の課題を解決するため、函館開発建設部では、

無人動画像データ取得による流速解析と流量観測を平成

29年度より導入したものである。 

 

3.  画像解析用機器の選定・設置・運用と解析 

 
(1) 取組の目的と必要条件 

画像解析への取組の目的と必要条件としては、以下

の4点が挙げられる。 
 

a) 安全の確保 

急流や急峻地形、水際や夜間観測における観測員へ

の安全確保が必要である。 
 

b) 複数の観測所への設置 

観測所が７箇所あるため、観測機器の導入には低コ

ストであることが求められる。 

c) 複数の観測所への同時対応 

当流域においては高水観測が多くの観測所で同時的

に発生する確率が高いため、人的な省力化が必要である。 
 

d) 突発的な豪雨への対応 

突発的な豪雨への対応において、準備・移動に限界

があるため、短時間で高頻度なデータ取得が求められる。 
 

(2) 観測手法の選定 

画像解析による観測方法としては、昨年度に引き続

き、高頻度かつ省力的に観測する手法として、画像の連

続取得とSTIV(Space Time Image Velocimetry)法の組み合わ

せによる後処理型流速解析を用いた。3)4) 
本手法は、観測時は無人で対応することが可能であ

り、危険の多い場所やアクセスが困難な観測所において

非常に有効な手法と考えられる。 
本年度は、低水流量観測への応用と、流下物からの

流速検証の可能性を探ることを考慮して、Flort-PIV4)5)に

よる流速解析も併せて行っている。この手法は、画像上

に映るトレーサー（浮子等）の移動速度を動画フレーム

間隔より算出する方法である。 
 

(1) 撮影資機材 

画像撮影に用いたトレイルカメラ（図-3）は、主に野

生動物の生態観察に用いられている。動力源は内臓する

電池と外部バッテリーで、小型かつ取り扱い方法が簡便

な野外仕様の機器である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 トレイルカメラの外観（美利河別） 

 

トレイルカメラの市場価格は約3万円と低価格で、増

設照明や電源等を含めても約15万円である。そのため、

多数の観測所に設置する場合、コスト的に有利である。 
トレイルカメラは近赤外線カメラで、夜間撮影時は

カメラに内蔵される近赤外線照明が連動する。近赤外線

は不可視領域波長で、人の目では明滅が感知出来ないた

め、撮影時に不要な不信感を持たれないことが利点であ

る。 
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(2) 機材の設置と改善 
撮影機材の種類と取付方法の状況を以下の図-4に示す。 
 

 
図-4 観測装置の設置状況（上利別） 

 
各観測所のトレイルカメラの設置方法については、

平成29年9月台風18号洪水時の課題解決として、以下に

示す手法で改善を行った。 
 
 
 

改善点：機器類の設置標高を既往最高水位以上とした 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改善点：支柱の二重化と留め金具の増設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改善点：撮影範囲と角度の変更（局舎屋上に変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5 観測装置の取り付けにおける改善点 

昨年発生した台風18号による最大規模に迫る水位や強

風のため、機器の水没やカメラ転動などが発生した。そ

のため、上述のとおり、取付位置、高度、角度、取付強

度の見直しを行った。 
カメラ本体の電源はソーラーパネルと外部バッテリ

ーから給電する仕組みを踏襲している。なお、平成30年
9月に発生した胆振東部地震での長期停電時にも問題な

く稼働していた。 
 

(3) 画像の取得間隔と解析手法 
トレイルカメラのタイムラプス機能を用いて、画像

の取得間隔は10分とし、1回の撮影時間は10~15秒に設定

した。 
 

(4) 取得画像の解析 

取得した画像は、STIV法による解析で河川表面の流

速を求めている。解析ソフトは、市販のソフトウェアで

あるKU-STIV5)を使用した。 
STIV法とは、河岸又は橋上などから取得した河面の

画像を真上から見た画像に幾何補正し、画像上に配した

検査線上を時間的に積み重ね、横軸に距離、縦軸に時間

を持つ時空間画像を作成する。作成された時空間画像に

生じた斜め方向の輝度勾配（距離/時間）を解析するこ

とで流速を得る手法である（図-6）。 
 

○標定点

①動画像取得と
標定点3D情報
（X,Y,Z）計測

②幾何補正と
検査線の配置 検査線の長さ

撮
影
時
間

輝度勾配＝流速  
図-6 STIV解析の概要（花石） 

 
なお、流速解析における条件として、現地の風によ

る影響は考慮しない。解析流速の校正係数は国土交通省

による「非接触型流速計測手法の手引き（試行版）」に

定められている”0.85”とした。また、解析画面の輝度勾

配は人の判断による解析とした。 
また本年度は、画像解析精度の向上を目的として、

取得した動画像について、球面レンズ歪みを軽減する画

像処理を施した。6)（図-7）。 
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図-6 球面レンズの歪み補正（花石） 

 

4.  画像解析（STIV）による流量観測結果の評価 

 
本年度の流況においては、昨年度のような特筆すべ

き出水は発生しなかったが、中小規模の出水が複数回発

生している。 

以下、ダム上流域3観測所と下流河川4観測所で発生し

た本年度の代表的な出水と低水付近についての解析結果

を示す。流量算出に使用した横断測量データは当年度観

測値を使用している。 

 
(1) ダム上流域 

ダム上流域3観測所の流量算出結果を、以下の図-7に

示す。使用したデータは7/5最高水位時と9/5～6の水位

上昇期～最高水位～水位低下時である。 
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図-7 観測結果＿管理図（上利別、美利河別、忠志別） 

 

上利別のHQ式とSTIV解析結果には大きな差異が発生し

ている。この結果は、水位計付近の波による計測水位と

実測水位の誤差や画像手前付近の「白飛び（反射）」に

よる流速解析の精度低下（H30.9.5）、水位標雑物（流

木）による計測誤差（H30.7.5）が挙げられる。 

忠志別は中洲を挟む河道形状のため、カメラ対岸

（右岸）の解析精度が大きく劣化している。 

なお、昨年度の低水観測において、水質の清澄性や

河床の映り込みにより波紋の移動が解析できない状況が

発生したが、本年度は僅かに波紋の輝度勾配を捉え、解

析に至った。 

エラー値を除く上流域観測所のH29年水位流量曲線式

に対するSTIV解析流量は以下の通りである。 

 

・上利別   ：61％～ 94％ ・美利河別 ：69％～119％ 

・忠志別   ：77％～ 91％ 

 

上記の通り、従来法により作成したH29-HQ式に対し少

ない流量を示すデータが多いが、平成29年はダム上流域

の浮子による高水観測を行う機会が少なく、曲線式の高

水部分が外挿式のため、従来法によるHQ式の精度は低下

しているものと推察される。 

また、図-7中には平成29年のSTIV解析結果を使用した

HQ式を示しているが、いずれの観測所も出現水位に対し、

従来法が大きな流量を示す結果となっている。 

 

  

  

図-8 STIV解析の不利な条件 

 

(2) 下流河川 

花石以下の4観測所の流量算出結果を、以下の図-9に

示す。使用したデータは、花石、住吉、今金は8/25の水

位上昇期～最高水位～水位低下時である。大富は10/5～

10/6の出水時で、反射による白飛びや夜間の光量不足、

により解析に困難が生じた。 

 

 

図-9  観測結果_管理図（花石、住吉、今金、大富） 

 

上記の一連の解析結果を見ると、概ね従来法のH29-HQ

式の線上付近にプロットされており、昨年のSTIV解析結

果とH29-HQ式の比較では、従来法の方がやや流量が多い

結果となった。 

住吉と大富は曲線式よりやや多い結果を示している

もの、同年7月5日に行った高水（浮子）観測結果と同じ

上利別 忠志別 

波、反射 中洲向う（右岸） 

河床映り込み（輝度勾配は捕捉） 

図中の青ラインは H29 観測流量成果より

作成した曲線式 

○表示はSTIV解析エラー値と判断 

上利別 

流木 

美利河別 
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ような傾向を見せており、従来法との差異は少ないもの

と判断できる。 

下流河川観測所のH29年水位流量曲線式に対するSTIV

解析流量は以下の通りである。 

 

・花石：  92％ ～101％ 

・住吉： 104％ ～148％ 

・今金：  85％ ～121％ 

・大富： 119％ ～157％ 

 

上記4観測所の内、大富観測所については、他の3観測

所よりやや流量が多い評価結果であった。この原因の一

つとして、当観測所の高水観測断面が水位観測所より約

1km上流の豊田橋に設置されていることから、中～高水

観測においては残留域流入分が加味されていないことが

挙げられる。 

解析が不可能であった代表的な状況として、図-10に

示す「白飛び（反射）」、「光量不足」が挙げられる。 

 

  

図-10 STIV解析の不利な条件（大富） 

 

5.  他の解析法を用いた流速・流量算出の評価 

 
(1) Flort-PIV5)による流速解析結果の評価 
昨年度の低水時に美利河別観測所で把握した、水質清

澄性（透明度）による河床映り込みによる水面輝度勾配

の取得不可の状況を受け、これを回避することを目的と

して、浮体(浮子)と自然物（枯葉）をトレーサーとして

利用した流速測定（Flort-Particle Image Velocimetry）を試み

た。 

 
図-8 浮子によるFlort-PIV解析（美利河別） 

 

1）浮子を使用したPIV解析結果 
PIV解析の方法は、動画に捉えられたトレーサー（浮

子等）の軌跡を解析する方法である。浮子の測線数は調

査回毎に異なり、2~6測線を試行している。 

以下の図-11には低水流量観測（プロペラ式）結果の平

均流速とPIVによる平均流速解析結果、STIV平均流速解

析を比較したものである。PIVによる流速は、解析した

流速に浮子の更生係数”0.85”を乗じた流速である。7） 
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低水流量観測時の平均流速

PIV浮子流速結果の平均値

STIV流速結果の平均値

線形 (低水流量観測時の平均流速)  
図-11 Flort-PIV解析結果（美利河別・上利別） 

 
解析の結果、各回の平均流速を従来法の同一水位時と

比較した場合、美利河別は概ね平均的な流速を示し、上

利別はPIV、STIVともにやや速い傾向を示した。PIV解
析結果が速く算出される原因としては、上利別の河川勾

配が急であり、浮子が流速の速い方へ引っ張られる特性

があるためと考えられる。 
STIV解析値は更に0.1ｍ/ｓ速い結果となっている。

STIV解析値がPIVより早く算出された要因としては、

PIV解析では流れの中で浮子が斜めや蛇行する動きを追

跡するのに対し、STIVではより直線的な解析が行われ

ることが考えられる。 
なお、今回の低水観測のように、比較的水深の浅い状

況での流速更生係数（0.85）の適用については、後述す

るDIEX法の活用などの検討が必要と考えられる。 
 

2）枯葉を利用したPIVの試行 
浮子観測の試行と同時に、自然物をトレーサーとして

利用できないかを試行するため、枯葉を追跡したPIVを
試みた。 
結果としては、枯葉の水没や河岸への張り付き等が起

こるため、意図した利用には困難であることが判明した。 
ただし、偶然に映りこむ流木等を利用し、発災時の部

分的な流量や流速を捉えることは可能である。 
 

 
図-12 枯葉を利用した解析状況（美利河別） 
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(2) DIEX法8)9)（力学的内外挿法）の活用 
DIEX法（Dynamic Interpolation and EXtrapolation method：

力学的内外挿法）は現地観測で得られた表面流速の

「点」・「線」データを、水面勾配等の運動方程式に基

づいて「断面」流速データに変換し、河川流量を算出す

る手法である。 
利用方法としては、カメラ設置位置からの背後や画

角の外側など、画像解析が不可能な範囲について、流速

を補完することにより、観測精度の向上を求めることな

どである。 

カメラ
の背後

画角の
外側 水位

可視範囲

流速補完 流速補完

 

図-12 DIEX法の利用イメージ 
 
以下に9/5の上利別STIV解析結果（H=197.92m）におけ

るDIEX法利用例を示す。 
図-13はSTIVによる流速解析とDIEX法による流速補完

を示したものである。 
図中の緑の線はSTIV解析範囲外を外挿した結果で赤

の線はDIEX法で流速を補完した結果である。流速分布

は、粗度係数等を基に、カメラ背後の過大に計算される

部分について実測に近似した値となっている。 
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図-13 STIV流速解析とDIEX法による流速補完（上利別） 

 
図-14はSTIV解析とDIEX法による断面の2次元流速分布

を表したものである。この結果、STIVによる流量計算

が118.21m3/secに対し、DIEX法では104.35 m3/secの結果を

得た。この差異の発生については、カメラ背後の流速評

価が主な要因と考えられる。 
また、DIEX法による流速分布解析は鉛直方向の補完

も行われているため、河床付近の流速解析値が小さく算

出されたことも一因と考えられる。 

可視範囲

カメラ

□:STIV解析流速

 

図-14 DIEX法による流速分布解析（上利別） 
 

6.  まとめ 

平成28年の空知川のような大規模出水が発生した場合、

河川計画の大幅な見直しが生じ、その際の流量観測値は、

飛行機事故時のフライトレコーダーやボイスレコーダー

に匹敵するほどの重要度10)と言われている。 
そのため、今後の流量観測における無人観測を目標

としたSTIVやPIV、可視範囲外を補完するDIEX法の導入

は更に重要性を増すものと考えられる。 

今後、画像解析導入についての課題として、カメラ

設置角度や季節的な太陽光反射を考慮した自然光の取り

込み方の工夫、近距離・遠距離に適した撮影機材の選定

等が挙げられ、今後も無人観測に向けた技術導入や改善

に取り組む予定である。 
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