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 豪雨の頻発化、激甚化により洪水時の流量観測が困難な事例が増えている。幾春別川藤松水

位流量観測所では、安全で確実な流量観測の実施に向けて遠赤外線カメラを活用した観測シス

テムを試験的に導入している。本件は令和元年8 月31 日に岩見沢で1時間に100 ㎜の降雨を観測

し、幾春別川で2m 以上の急激な水位上昇が発生した時の観測事例から本観測システムの有効性

を検証したものである。 

 

キーワード：流量観測、記録的短時間大雨情報、遠赤外線カメラ、画像解析  

 

 

1．  はじめに 

  

水災害の激甚化が顕著である。令和元年10月の台風19

号では関東から東北地方を中心に71河川140箇所で堤防

決壊が発生し、多くの犠牲者が出た1）。北海道では平成

28年に3つの台風が上陸し、空知川、札内川、常呂川等

で氾濫、堤防決壊等の被害が発生した。将来、平均気温

が4℃上昇した場合の地球シミュレータによる洪水リス

クでは、計画規模相当の降水量は約1.4倍、ピーク流量

は1.5～1.7倍、浸水面積は1.3～1.4倍に増加することが予

測されている2）。また、北海道では短時間強雨をもたら

す線状降水帯の発生回数が増加傾向にあり、時間雨量30

㎜を超える降雨が約30年前に比べて約1.9倍に増加して

いる2）。このような状況において雨量、水位、流量等の

水文観測データは、河川の計画、維持管理等の根幹とな

る基礎資料として、また、水防活動や避難行動に資する

情報として重要性が高まっている。 

水文観測に関しては、雨量及び水位観測は自動化が進

んだ一方で、流量観測は依然として人力による観測（浮

子法）が実施されているが、局所的な短時間強雨があっ

た場合、水位上昇が速く観測に間に合わない、道路冠水

等による通行止めのため観測所に辿り着けないという事

態が発生している。また、高水流量観測は、危険が差し

迫った中での作業となるため、河川管理者は観測データ

の重要度と観測員の安全の確保を両立できるよう、観測

を指示しなければならない。危険が差し迫った中での作

業の場合、現場は観測員の安全確保を優先し、観測を中

止せざるを得ないのが現状である。その中で、九州地方

整備局大分河川国道事務所では観測員の安全と確実なピ

ーク流量の観測を両立させるために、全ての観測所で水

位段階に応じた観測員の避難方法を設定し、観測員が避

難した場合は、CCTVが河川流量観測用に画角設定され

るなど先進的な取組みを行っている3）。さらに、観測員

の人手不足も課題となっており、大規模出水時には十分

な観測体制が取れず、観測箇所を選択せざるを得ない状

況が危惧される。このような気候変動と社会情勢の変化

に対応した観測体制を構築するには、人力に頼らない新

たな手法によって、無人化・省力化を積極的に進める必

要がある。 

北海道開発局札幌開発建設部では、平成27年度から、

牧野ら4）が画像解析による非接触型観測方法の適用性に

取り組んでおり、現行法（浮子法）の課題を解決する有

効な手法として提示している。ここでは既存の観測所へ

の適用性について検討し、CCTVの活用についても検討

している。続いて、佐々木ら5）は、平成28年に空知川上

流で堤防決壊により浮子測法による流量観測が困難な中、

携帯式動画カメラで取得した画像の解析により安全かつ

迅速に高精度の流量を算出した。さらに、佐々木ら6）は、

CCTVの夜間適用に課題があるとし、近赤外線・遠赤外

線カメラでの画像取得を行い、様々な条件下での画像の

優位性や課題などを提示している。また、小森ら7）は、

遠赤外線カメラの特性を踏まえたリアルタイム観測に必

要なシステム構成と、管理方法について有益な提案をし

ている。 

本研究では、24時間観測が可能な遠赤外線カメラを活

用した画像処理型流量観測システムを試験的に導入して

いる幾春別川の藤松観測所において、令和元年8月31日

に岩見沢地方で発生した、1時間で100㎜の記録的短時間

大雨情報が発令された出水事例をもとに、現行の流量観

測の課題である、①観測に間に合わない、②現場に辿り

着けない、③危険で観測ができない、④観測員が足りな

いといった課題に対する無人の画像処理型流量観測シス

テムの有効性を検証した。  
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2．  観測システムの概要 

 

(1)   遠赤外線カメラシステムの構成 

a) カメラ 

使用したカメラは、遠赤外線カメラで、19㎜レンズを

用いた。出力映像解像度は640×480ピクセル、出力映像

フレームレートは30fpsとした。 

b) 制御システム 

制御システムは図-1に示すように、カメラ映像を記録

する映像録画装置1台と、録画映像を任意条件でのイン

ターバル管理や2値化処理機能を有した録画映像管理シ

ステムを1台配置した。アナログ映像から水面波紋を明

瞭に浮き立たせるために、映像鮮明化装置2台を直列に

接続した。これは、輝度レベルを変更することで霧、雨

等の状況下における不鮮明な映像を鮮明化するものであ

る。これによって30秒間の映像を10分インターバルで

USB-HDDに保存することとした。 

c) 電流の安定化対策 

観測局舎等に配置している電源は、直流または交流電

流を提供しているが、電流の変動が映像ノイズとなって

カメラ映像に現れることがある。 また、過去には計測

中の映像録画装置や録画映像管理システムがダウンする

事象が発生した。これは、雷サージや電流の不安定性が

原因と推察されたことからその対策として、耐雷装置

（アレスタ）や常時給電方式のインバータを配置して電

流の安定化を図った。 

d) 通信システム 

カメラ映像をリアルタイムで確認するためLTE対応の

ルータを設置し、カメラ映像をスマートフォンやパソコ

ン上で閲覧可能とした。ルータは一般的な汎用品のため、

一般公開するような大量アクセスには対応できないが、

河川管理者や流量観測業務受注者等に限り、離れていて

も常時、映像の確認が可能である。システムがダウンす

ると映像が閲覧できなくなることから、システムの稼働

状況を確認することが可能である。また、録画映像管理

システムを遠隔操作できるため、現地に行かなくても取

得データを伝送して、遠隔地で解析作業が可能である。

これは災害時で現場に行けないときや、緊急でデータ解

析が必要なときなどに有益である。 

 

(2)   施工の簡便性 

遠赤外線カメラは、図-2に示すように観測局舎の柵や、

観測局舎と河川が遠い場合は、図-3に示すようにH型鋼

に固定して設置することが可能である。遠赤外線で水面

波紋を感知するには、俯角を小さくした方が波紋による

放射エネルギーの差分を得やすい。したがって、CCTV

のように高く設置する必要がなく、人力で作業可能であ

る。また、制御装置一式は、既設の観測局舎内に電源供

給のコンセントと50×40×40cm程度のスペースがあれば

設置できる。藤松観測所と同様の観測システムを設置し

ている雨竜川千秋観測所の場合は、観測局舎とカメラの

設置箇所が離れているため、図-3に示すように、H形鋼

にボックス（55×50×30㎝）を取り付け、その中に制御

装置を全て収めている。 

このように、システムは省スペースで機材が設置でき

るため、現場に応じた柔軟な対応が可能である。また、

消費電力は500W以下と小さいため、ほとんどの観測局

舎で適用可能で、現行の観測計器に影響を及ぼすことは

ないと評価できる。  

 

図-1  観測システム系統図 

 

 

図-2  局舎_観測システム外観（幾春別川藤松） 

 

  
図-3  H形鋼_観測システム外観（雨竜川千秋） 
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3.  令和元年8月の記録的短時間大雨 

(1)   気象状況 

 令和元年8月31日、北海道地方は気圧の谷の中にあり、

上空に寒気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安

定になった。気象庁は15時23分に大雨警報と洪水警報を

発令し、15時37分に記録的短時間大雨（岩見沢付近）情

報を、15時44分に記録的短時間大雨（三笠市付近）情報

を発表した8）（図-4）。雨量は藤松近傍の岩見沢5条

（気象庁）で14時31分～15時30分の1時間で94.5㎜を記録

した。札幌開発建設部で設置している岩見沢河川雨量観

測所では14時40分～15時40分の1時間で94㎜を記録した。 

 

(2)   水位状況 

幾春別川藤松観測所では、図-5に示すように、8月31

日15時から2m以上の急激な水位上昇がみられ、16時か

ら17時の1時間の間で水防団待機水位、氾濫注意水位、

避難判断水位を超過した。また、下流の西川向観測所で

は、18時の藤松観測所の水位ピーク（H=46.20m）より3

時間遅れの21時（H=10.71m）に水位ピークとなり、氾濫

注意水位を超過した。しかし、この間、上流の桂沢ダム

の放流量は、1m3/sec程度と一定であり、急激な水位上昇

は局所的な集中豪雨によって発生したと推察できる。 

 

(3)  現地状況 

高水流量観測を実施するため観測員が現場へ向かった

が、記録的短時間大雨により道央自動車道岩見沢ICと三

笠ICの間が一時通行止めとなったほか、岩見沢市内では

道路冠水により複数の道道、市道が通行止めとなった影

響で交通渋滞が発生した。観測員は現場への経路を再検

討しなければならなかったが、通行可能な道路情報が得

られなかったため、試行錯誤を重ねて現場に到達した。

これらの交通障害に加えて、幾春別川の水位上昇が急激

だったこともあり、何とか18時のピーク付近の流量観測

は実施することができたが、水位上昇時から水位下降時

までの連続的な観測はできなかった。 

 

4. 画像処理型流速の検証 

  

観測員による観測については上述したとおりだが、遠

赤外線カメラを活用した画像処理型流量観測システムで

は、水位上昇から下降まで映像を取得することができた。 

 

 (1)   画像処理型流速の算出 

画像解析は、藤田ら9)の開発したSTIV（Space-Time 

Image Velocimetry）法を用いた。本手法は図-6（a）のよ

うに、水面幅に応じて流下方向に検査線を設定する。次

に、各検査線毎に、図-6（b）に示す横軸に検査線の長

さ、縦軸に時間を配した時空間画像を作成し、画像上の

水面波紋の輝度勾配から流速を算出するものである。勾

配が緩いほど流速が速く、勾配が急峻なほど流速が遅く

なる。水位ピーク時の8月31日18時の映像は図-6（a）の

ように水面波紋が明瞭に視認でき、時空間画像では図-6

（b）のように明瞭な斜め線が確認できた。 

 

図-4  記録的短時間大雨情報8） 

  
図-5 降水量（岩見沢河川）と水位（幾春別川藤松・西川向） 

 

(a)検査線の設定          (b)時空間画像 

図-6  検査線と時空間画像（8月31日18時） 
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(2)   劣悪条件下の適用性 

遠赤外線カメラは物質から放射されるエネルギーの差

分によって水面波紋を検知する。豪雨時で最も不鮮明な

8月31日17時の画像を図-7(a)に示す。遠赤外線が雨粒に

反応して全体的にぼやけた映像になり、水面波紋がほと

んど視認不可能であった。また、図-7(b)に示す時空間画

像も不明瞭なため、二次元高速フーリエ変換（FFT）に

よる処理を行った10)。FFTで得られたスペクトル画像は

波数空間の画像であるため、逆変換を行い元画像に戻し、

図-8(a)を得た。方法としては、スペクトル画像の中央部

の値をクリアするハイパスフィルタ（時間60pixel、長さ

60pixel）と、周囲の高周波成分をカットするローパスフ

ィルタ（時間10pixel、長さ2pixel）を組み合わせて任意の

周波数帯を抽出した。その目安として、図-8(b)に示す勾

配ベクトルの角度のヒストグラムをより尖度の高い正規

分布になるように、フィルタを絞り込んで調整した。ヒ

ストグラムが平坦な場合は、平滑化フィルタ（ガウシア

ンフィルタ）を用いて、試行錯誤によってサイズを変更

しながら勾配ベクトルの抽出を行った。これにより抽出

された特定の周波数帯は、水面波紋の動きのみに対応す

るものと仮定して適用した。図-9に示す同時刻の可視カ

メラの画像から得られた流速分布と比較すると、図-10

のように、低流速はやや外れるが、概ね±10％の範囲内

になった。画像処理の段階でフィルタの絞り込みには任

意性が含まれるが、ノイズの多い画像から動きのある周

波数帯を抽出することができた。よって、豪雨時などの

劣悪条件下でも適用できることを示した。 

 

(3)   風の影響評価 

藤松観測所では図-11のように、風向風速計を観測局

舎敷地に設置して観測を行った。観測は毎正時10分前か

ら正時までの平均風向風速を10分インターバルで記録し

た。8月31日1時～9月1日24時において、図-12に示すよ

うに、風向が2～15°（平均7°）で北方向からの風（右

岸からの風）が、風速は0～6.0m/sec（平均2.0m/sec）であ

った。また、降雨により水位が高かった時間帯（8月31

日16時～9月1日1時）では平均風速の最大値が1.8m/secと

弱く、風による補正は必要ないと判断した。 

 

(a) 逆変換フィルタ     (b)方向ベクトルの 

による時空間画像      勾配ヒストグラム 

図-8 FFTによる画像処理 

 

図-9 可視カメラによる流速算出（8月31日17時） 

 

図-10 可視カメラとの流速比較 

 

 

図-11  風向風速計（幾春別川藤松） 

 

図-12 風向風速の現地状況 

 

    (a)検査線の設定      (b)時空間画像 

図-7 検査線と時空間画像（8月31日17時） 
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5. 流量算出方法 

 

(1)   区分求積法 

区分求積法は、現行法（浮子法）で使われており、浮

子測線毎に区分断面を任意設定して流量を算出する。区

分断面の平均流速は，浮子の長さに応じて流速補正係数

を乗じて求める。画像で得られる流速はすべて表面流速

であるため、表面浮子の流速補正係数0.85を与えて区分

断面の平均流速とした。浮子法と異なるのは、浮子は第

1断面と第2断面の平均を使用するのに対し、画像は基準

断面のみで流量を算出している点である。図-13に、8月

31日11時～9月1日24時の時刻流量と水位を示す。急激な

水位変動に連動した流量の変化がみられており、ピーク

時8月31日18時の実測流量111.60m3/secに対し、画像流量

は110.27 m3/secと、差は1％であった。一方、図-14には、

8月31日11時～9月1日24時の流量（√Q）と水位の関係を

示す。流量ハイドロのループはやや時計回りであるが、

ほぼ一直線上で、背水等による水位勾配の変化や河床変

動による断面の変化は少なかったと推察される。このよ

うに流量の連続データがあると出水の特性を推察するこ

とが可能である。 

 

(2)   DIEX法 

画像解析で得られた表面流速を与えて、二瓶ら11)が開

発したDIEX法（Dynamic Interpolation and Extrapolation）で流

量を算出した。DIEX法は、図-15に示すように、観測し

た表面流速「点」データから「面」データを推定し流量

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。ここで、省略された項を補うために付加

項Fa を導入している。 

 

① 

 

ここで、 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。 

 

(3)   流量算出方法の評価 

表面流速から流量を算出する際に、一律で流速補正係

数0.85を乗じるが、流速補正係数は元来流速の鉛直分布

形状から推察するもので、水面下の流速鉛直分布が安芸

の式12)に基づくという仮定の下に算出されている13）。し

かし、二瓶ら14）はADCPを用いた計測結果より、流速鉛

直分布が必ずしも安芸の式で表現できないことを示した。

一方で本永ら15）は、任意河川4箇所で検証した結果、河

床が動いていない条件下では、流速補正係数は河川ごと

に固有値を示し、概ね0.85となることを示した。 

今回の幾春別川藤松ではADCP等による流速鉛直分布

の計測を行っていないため、DIEX法による理論式から

得られた流速鉛直分布を考慮した流量と、表面流速に

0.85を乗じて区分求積法で得られた流量を比較した。 

結果は、図-16のように、±10％の範囲で概ね合致してい

ることが示された。これより、当観測所では表面の流速

補正係数0.85を用いて求めた流量が適用可能であると判

断した。 

 

図-13  水位と画像流量の変動 

 

図-14  H-√Q図 

 

図-15 DIEX法による流速内外挿（8月31日18時） 

 

図-16  区分求積法とDIEX法の比較 
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6. 水文資料への適用 

 

観測流量データは水位流量曲線式を作成するために使

用される。水文資料作成に向けて、画像処理型流量を適

用した事例を示す。水位流量曲線式を作成するためのH-

√Q図について、幾春別川藤松を図-17、雨竜川千秋を

図-18に示す。画像処理型流量は両観測所ともに水位と

一義的な傾向を示しており、曲線式作成に活用可能と評

価できる。特に、雨竜川千秋観測所は、浮子を投下する

橋梁が無いため、水位H=33.0m以上は高水流量観測が不

可能であったが、当システムを導入したことで水位流量

曲線式の作成が可能になっている。画像の連続データを

水位流量曲線式の作成に採用するのは、高水流量の観測

点密度を高めると同時に、水位の上昇時等に発生する中

水位流量の不足を補う点で有効である。もちろん画像処

理型流量についてもばらつきが発生するが、取得できる

観測流量が多いため、照査者が多くの情報の中で精度の

高い観測値を取捨選択していくことが可能である。 

 

7．  まとめ 

 

 遠赤外線カメラを活用した画像処理型流量観測シ

ステムは、小型で消費電力も小さく、観測局舎等

に簡単に設置可能であった。 

 現地映像が24時間配信されるため、遠隔地で観測

状況の確認やデータの伝送を可能とした。 

 幾春別川藤松観測所では、遠赤外線カメラを活用

した画像処理型流量観測システムにより、1時間で

100㎜の記録的短時間大雨時の流量観測に対応でき

た。 

 豪雨時の画像は全体的にぼやけたが、FFT解析によ

る画像フィルタで流速算出が可能であった。 

 幾春別川藤松観測所の画像流速から表面浮子の流

速補正係数0.85を用いて区分求積法で求めた流量は、

DIEX法と±10％の整合性であった。 

 幾春別川藤松観測所のピーク流量は、画像処理型

流量と現行法（浮子）との差は1％程度で合致した。 

 画像処理型流量は、H-√Q図上で一義的な傾向がみ

られ、水位流量曲線式を算出する観測値として使

用可能と評価できた。 
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     図-17  流量管理図（幾春別川藤松） 

 

    図-18 流量管理図（雨竜川千秋） 
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