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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の高度化・効率化－
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河川流量は河川計画や防災対応にとって重要な基礎資料である。しかし高水時の現行法（浮子観測）で
は、安全性や迅速性、確実性に課題があり、想定を超えた大規模出水には対応が難しく、観測すら不可
能な場合がある。そこで本研究では、カメラ画像処理法（STIV法）と力学的内外挿法（DIEX法）の組
合せによる流量観測法を用い、実河川での適用性を検証した。また、既存CCTV画像による本手法を用
いた流量観測への活用についても検討を行った。
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なデータであり、欠測でしたではすまされない。担当部
局の緊張感をもった対応をお願いしたい」と提言されて
いる。観測データが今後の防災・減災対策の基礎になる
ことから、出水規模が大きいほど雨量・水位・流量の観
気候変動による外力の増大・頻発化が懸念されて久し
測データは重要であり、観測ができなかったでは済まさ
いが、近年は極端な雨の降り方が顕在化し、水災害の激
れない重大な任務といえる。
甚化が深刻な問題になっている。特に集中豪雨が多発し
時間雨量50㎜以上の発生件数が30年前に比べて1.4倍に
しかし、実際の流量観測では、大規模出水時での水位
達している。国連気象変動に関する政府間パネル
上昇量は大きく、観測が間に合わなかったり、多地点で
（ IPCC ） の 代 表 濃 度 経 路 シ ナ リ オ （ Representative
同時に観測が必要になる場合がある。また、水位の上昇
Concentration Pathways）によると、21世紀末には大雨に
時からピーク、水位下降時までのハイドロ観測が望まし
よる日降水量が全国平均で10.3～25.5％増加し、IPCC排
いため、可能な限り多くの観測員の確保と、十分な安全
出シナリオ（SRES AIB）によると、全国の一級河川で
管理が必要となる。同時に、水位上昇量に対応可能な短
は計画規模を上回る洪水の発生頻度が1.8～4.4倍に増加
時間での観測と、高い流量精度が求められる。このよう
1）
すると予測されている 。平成27年9月の台風18号及び
に相反する条件を満たすには、現行の流量観測法では対
応しきれないのが現状である。よって、洪水規模が大き
台風から変わった低気圧によって関東・東北地方で記録
くなり、厳しい水理現象下や堤防高を上回る水位におい
的な降雨を観測した。これにより鬼怒川をはじめとして
19河川で堤防決壊、54河川で氾濫などの被害が発生した。 ても、水位や流量を現状よりも安定的に観測することを
国交省では、このような雨の降り方が局地化、集中化、 可能とする技術が求められている。
岩見ら4）は電波、画像といった非接触型の流量観測手
激甚化し、今まで経験したことがない水災害が発生する
2）
状況を「新たなステージ」と捉えた 。これらは既存の
法の有効性をプライス式、ADCPとの精度検証から実証
河道計画での想定を超えた洪水が発生する可能性に対し、 している。橋場ら5）は電波、画像、ADCP、浮子による
今までとは異なる認識と危機感をもって防災・減災対策
観測手法について迅速化・省力化・標準化などの視点か
に取り組んでいく必要があることを示している。
ら評価している。こうした既往研究をもとに、本研究で
特に超過洪水については全くの未知数であり、観測
は、北海道管内の実河川において、大規模出水時に要求
データは被災メカニズムを解明するための重要な基礎情
される「安全」「迅速」「省力」「高精度」な観測手法
報である。平成24年7月の九州北部を襲った豪雨による
として、藤田ら6)が開発した画像処理による流速測定法
水災害では、水位計が被災しデータが得られておらず、
と二瓶ら7)が開発した力学的内外挿法による流量算出を
監視カメラの記録データも保存されていなかったため、
組み合わせ、画像処理型流量観測としての実現性を実河
その後の検証が困難になった。土木学会調査団報告3）で
川での観測によって検証した。同時に、既存観測所に配
置されているCCTVカメラを用いた画像処理型流量観測
は、「こうしたデータは、原因究明の際は航空機のフラ
を検証し、実装に向けた年次計画を立案した。
イトレコーダー、ボイスレコーダーに匹敵するほど貴重
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(1) 近年の降雨傾向と水位上昇量
都市部の中小河川では、特に降雨強度と水位上昇量
が同じ動きを示し、遅れ時間はほとんど無い。月寒川で
は、平成26年9月に図-1のように水防団待機水位以下
（6.60m）から1時間あまりで、はん濫注意水位を超過
（8.84m）した。このように、短時間強雨による出水は、
対応の遅れによる甚大な災害につながる危険性が高く、
如何に急激な水位上昇量に対応した観測ができるかが重
要になる。
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図-1 降水量と水位の関係（月寒川月寒水位観測所）
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図-2 浮子法の概要と人員配置
表-1 水面幅と浮子流速測線数の関係
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(2) 現地観測の脆弱性
高水流量観測は水文観測業務規程に基づき、浮子法に
よって行われている。図-2に示すように浮子での高水流
量観測は橋上から浮子を投下し、下流の第1断面と第2断
面の通過時間によって流速を測定するものである。測定
流速は更正係数を乗じて鉛直方向の平均流速とする。流
量は第1断面と第2断面の平均断面積を用いて、浮子投下
点毎の区分断面を積算して算出する。
a)安全性
浮子観測は橋上から浮子を投下するため、流水による
直接的な危険は少ない。しかし、見通員は昼夜問わず出
水中の水際に近づかなくてはならず、細心の注意が必要
である。特に、水位上昇時には見通員の背後が流水状態
になる場合もあるため、多くの危険が伴う。
b)迅速性
浮子法は標準法と緊急法の浮子流速測線数(表-1参照)
があるが、管内では水位変動が大きいことや観測地点数
等から、極力短時間で観測を行う必要があるため、緊急
法がすべての観測所で適用されている。浮子流速測線数
と観測時間の関係を図-3に示す。水面幅が広がるほど浮
子流速測線数は増えるため、大規模出水になるほど観測
時間はかかる。図-3より緊急法で行ったとしても川幅
50m未満の3測線でも最低で20分、川幅100m～200m未満
の5測線では30～50分かかることがわかる。
c)省力性
浮子流速測線数と観測員数の関係を図-4に示す。浮子
法では水面幅にかかわらず概ね5名の人員が必要になっ
ている。これは浮子観測では図-2に示す配置体制と役割
が定められているためである。出水規模が大きければ、
浮子を視認するために左岸と右岸の両岸に見通員を配置
するため7名体制になることがある。大規模出水時には
多地点で同時に観測が必要になることがあるため、観測
員の確保が困難で、観測できない観測所が出るなどの問
題が生じることが懸念される。
d)精度
浮子の流下状況の良し悪しは観測精度にかかわる重要
な要素である。しかし、実際の出水時には河床波の変動
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や、樹木、橋脚後流、砂州の有無により流況が大きく乱
れる。よって、橋上から投下した浮子が決まった測線で
直線的に流下するとは限らない。そこで精度確保のため
には複数の浮子を投下して軌跡を精査しなければならな
い。これは観測時間が余計にかかるというデメリットが
ある。一方で、浮子を適正に流下させるには観測所特性
を熟知した経験が必要で、熟練技術者の減少は観測精度
に影響する。
このように現行の観測手法では多くの課題があり、今
後想定される大規模出水に対応するにはa)～d)の課題を
同時に解決できる新たな手法が必要である。

①カメラ動画撮影
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②標定点の設定
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③幾何補正と検査線の設定
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(1) STIV法（時空間輝度勾配法）による流速算出
一般的に画像解析から流速を求める方法としては
PIV(Particle Image Velocimetry)が知られている8)。これは
動画上の流向流速を測定することができるため複雑な流
れも測定可能である。一方で、可能な限り河川水面を真
上から見た撮影動画が必要で、解析には高解像度の動画
が求められる。しかし、実河川では水面を真上から撮影
する装備や高解像度のカメラを持ち込むことは困難であ
る。そこで、藤田ら6)による主流方向の流速測定に特化
したSTIV（Space Time Image Velocimetry）法を用いた。
STIV法は動画撮影された河川の画像を画像解析によっ
て主流方向の表面流速を求める手法である。
図-5に示すように、以下のステップで実施する。
① カメラは橋上あるいは河川堤防上に設置し、斜め
画像を取得する。
② 左右岸に3枚ずつ標定点を設置しておく。これらに
は別途座標と標高をもたせる必要がある。
③ 標定点から撮影画像を幾何補正し、真上から見た
画像に変換する。（歪みを補正し正確な位置情報
（x、y、z）をもったデータに変換する。）そこで、
主流方向に沿った検査線（Ａ～Ｄ）を設定する。
④ 検査線上の輝度の時間変化を表す時空間画像STI
（Space Time Image）のパターン勾配から流速を算
出する。
STIV法では河川水表面の水面波紋を輝度として抽出
しており、主流方向に明瞭な波紋が発生していることが
条件になる。画像内に河岸の樹木や草本が写りこんでい
たり、降雨時などのノイズが多く含まれる場合は、藤田
ら9）によるFFTや画像処理フィルタ（ガウシアンフィル
タ）などで除去が可能である。STIV法はあらかじめ主
流方向を設定することで、アルゴリズムを簡素化してい
るため、従来のPIV法などに比べて解析にかかる計算時
間がはるかに短時間である。また、市販の動画撮影カメ
ラで観測員が橋上や堤防上から撮影するだけで、広い範
囲での流速分布を求めることが可能となる。基本的にカ
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④時空間画像（STI）からの流速算出

図-5 STIV法の概要（雨竜川千秋水位観測所）

メラで撮影するだけなので撮影者と安全管理者の2名い
れば観測が可能である。また、現在のカメラ性能ではフ
レームレート30fps（1秒間に30コマ）以上が標準なため、
撮影時間は20秒程度あれば十分な表面流速が得られる。
カメラ画角に川が写っていれば後処理で観測測線（検査
線）は何本でも得られるため、横断測線毎の測定は必要
ない。これは安全性や迅速性、省力性に大きなアドバン
テージをもつ。同時に、標定点を入れて動画を撮影する
だけなので、観測員の熟練度に左右されずにデータが得
られるという長所がある。
(2) 輝度分布によるSTIV法の適用性
画像から流速を算出する STIV 法が実河川で適用可能
かを評価するため、札幌開発建設部管内の観測所におい
て、平成 23 年 9 月出水時に撮影されている 52 観測所の
現場写真から画像解析が可能かを判定した。STIV 法は
河川表面の輝度をトレーサーとして判定するため、水面
波紋が大きいほど解析が容易になる。橋場ら 10）は、時
空間画像 STI から傾き勾配を容易に判定できる目安とし
て輝度分布の標準偏差が 10 以上必要としており、図-6
に示す河川表面の輝度ヒストグラムを用いて一次判定を
行った。輝度は横軸で黒～白を表しており、縦軸はその
度数を示す。流れが明瞭に視認できるということは、河
川表面の明暗がはっきりしているということで、輝度分
布の横軸が広がり、輝度のばらつきが大きいことを表す。
判定結果は、図-7 に示すように対象とした 52 観測所の
中で 63％は適用性が高いことがわかった。ただし無効
の中には、石狩川本川など水面幅が大きくカメラの画角
に全域が入らない場合や風の影響がある場合があり、今
後検討が必要である。
(3) DIEX法（力学的内外挿法）による流量算出
現行法の浮子法では、図-8 a）に示すように河川横断
測線上の浮子投下測点から支配区分断面を推定し、浮子
の長さ毎に決められている更正係数を乗じて浮子流速を
平均流速に変換して流量を算出している（区分求積法）。
表-1に示す浮子緊急法では、水面幅100mで5本程度の浮
子測点と規定されており、約20m間は1つの浮子流速に
支配されることになる。浮子流速の精度が高いとしても、
区分求積法による空間誤差が占める割合が大きいことが
懸念される。また、萬矢ら11）により、浮子の更正係数
は常に一定ではなく、河床変動時などでは大きく変化す
ることが知られている。そこで、図-8 b）に示す二瓶ら7）
によるDIEX法（力学的内外挿法：Dynamic Interpolation
and Extrapolation）を用いた。DIEX法は、観測した「点」
流速データから「面」データを推定し流量を算出する方
法で、複雑な力学条件を考慮して実測値の内外挿を行う。
もともとは3次元運動方程式をベースとして、非定常項
や主流方向の乱流拡散項などを除外し、主流方向の流速
のみを対象とした。基礎式を式(1)に示す。
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図-6 輝度ヒストグラムによる判定方法
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図-7 画像処理型の適用観測所評価（高水の場合）

図-8 区分求積法とDIEX法の概要
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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。

35

水位（m）

これより、式（1）に実測流速値を代入して求められ
た付加項 Fa を横断面内で内外挿し、式(1)に戻すことで
流量を算出する。DIEX 法の一番のメリットは観測測点
が少なくても運動方程式を用いた横断方向 1m 毎、鉛直
方向は水深の 1/100 分割の内外挿によって、図-8 b)のよ
うな詳細なメッシュ状の観測値を算出できる点である。
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(4) 画像処理型流量観測の精度検証
雨竜川千秋水位観測所は雨竜川捷水路の上流に位置し、
流量管理に必要となる地点であるが、橋が無く、大規模
出水の場合は、浮子法での高水流量観測が困難になると
いう課題がある。ここでSTIV法とDIEX法による画像処
理型流量観測を実施し適用性を検証した。観測は平成27
年8月1日に計5回の連続観測を行った。観測結果は図-9
に示す前年度（平成26年度）のH-√Q図にプロットする
と、誤差は3～12％（平均9％）で流量精度及び適合性は
高いと評価できる。
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図-9 画像処理型流量算出精度（雨竜川千秋水位観測所）
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４．CCTV施設の適用性
(1) CCTV施設を利用した流量観測の必要性
大規模出水時には水位上昇量が大きくピークに間に合
わなかったり、道路の冠水などで観測地点に到達するこ
とすらできなくなる可能性がある。この場合は観測所に
装備されている施設で観測を行わなければならない。
過去には鵡川穂別橋において電波流速計を橋梁に設置
して出水時観測を行っていた。現在では石狩川石狩大橋
においてADCPによるリアルタイム流量を配信している
実績があるが、ほとんどの地点では対応していない。
一方、近年の光ファイバー幹線の整備により、多くの
観測所にCCTV（Closed-circuit Television）が整備されて
いる。CCTVは河川自体の監視や河川管理施設の監視な
どを目的として設置しているが、画像処理型の流量観測
が適用可能であれば、現行のCCTV施設を流量観測目的
として利用できる可能性がある。
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CCTV画像による画角評価
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(2) CCTVによる画像処理手法の適用性
図-10にCCTVの河川画像例を示す。輪厚川輪厚水位観
測所は画角内に両岸と河川が写っており理想的な画角で
ある。一方で、雨竜川千秋水位観測所は高水敷幅が広く
河川までの距離があり、中小規模の出水では画像解像度
が小さくなる。これは流速精度に影響を及ぼすことが懸
念される。図-11は月寒川月寒水位観測所でのCCTV画像
からSTIV法を用いて流速を算出した事例である。明瞭
な時空間画像STIが得られており、出水時の流量算出に
十分適用可能と推察される。しかし、画像処理型の共通
の課題としては、以下の課題があげられる。
①夜間時の観測（街灯などが河川表面に写りこんでいる
場合は、流れが読み取れる場合があるが、河川水面を明

雨竜川千秋

図-11 CCTVによる画像処理型流速算出

るく照射する工夫が必要。）
②現行のCCTVカメラでは、夜間になるとフレームレー
トが自動低下するように設定されているため、夜間映像
はコマ送り状態になる可能性がある。その場合は、遠赤
外線カメラを取り付けるか、拡張ISO機能を有した
CCTVカメラに交換する必要がある。

札幌開発建設部管内60箇所の流量観測所において38箇
所にCCTVが設置されており、その中で画像処理型流量
観測が可能なCCTV施設数を図-12に示す。流れが明瞭で
ない観測所や石狩川本川など高水時に川幅が広くなり
CCTVカメラ画角に収まらない観測所は不適となる。そ
のため、適用されたのは主に中小支川が多い。水面幅の
広い河川では、橋梁を用いて流心部の流速測点から全流
量を把握する手法等を検討する必要がある。一方、評価
は昼間の良好な条件時の画像をもとにしているため、今
後、夜間時など劣悪な条件下の対応が課題である。
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図-12 CCTV適用性評価
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５．年次計画（案）
2016-2017

既存CCTV施設を用いた画像処理型流量観測を実用化
するために、図-13に示す年次計画（案）を立案した。
全観測所での画像処理型流量観測の適用性を整理すると
ともに、現行のCCTV施設の適用度を資料整理と試験観
測を行って検討する。検討計画と試験観測はそれぞれ
2ヵ年を想定しており、現行のCCTVカメラで困難な場
合は、遠赤外線や拡張ISOカメラなど、現地に適合した
カメラを選定する。試験観測結果をもとに2019年の実装
を目指す。CCTVを用いた流量算出については、九州地
方整備局や土木研究所ICHARMが先行して研究しており、
検討段階からサポートを受けることで計画の確実性を高
めるのと同時に、効率化を図る予定である。
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