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Recently, serious flood disasters have escalated because of climate variation by global warming. For early alert 

for flood, water level monitoring in rivers at multipoint and wide-area is important, however, there is cost issue 

of monitoring system. In this work, we have developed and evaluated low-cost water level sensor using the 

millimeter-wave radar for disaster prevention system. 
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1. はじめに 

近年、地球温暖化に伴う気候変動により、河川の増水によ

る災害が頻発化・激甚化しつつある(1)。河川の災害に対する

対策としては、その水位をモニタリングし、早期に避難勧告

等の警報を発することが重要である。河川幅の広い中下流

域では、主に水圧式の水位計を用いた観測局が設置され、水

位を監視しているが、より早い警報発令のためには、主要な

河川のみならず、そこに流れ込むまでの多くの支流、特に山

間地となる源流に近い上流部での観測が必要である。しか

し、従来の水位観測システムは設置や維持メンテナンスが

困難でありトータルでのコストが高く、小規模な河川には

設置が進んでいない (2)。そのため、設置の簡便性やメンテナ

ンスのコストの低いシステムが求められる。 

そこで、我々は自動車の運転支援・自動運転システム用に

国際標準化され、低コスト化が進む 76 GHz 帯のミリ波レ

ーダを非接触の水位センサとして適用することを検討して

いる。一方で、IoT用の広域・長距離伝送ネットワークとし

て LPWA(low power wide area)が近年注目を集めており(3)、

安価でメンテナンス容易なレーダ式水位センサと LPWAを

組み合わせ、広域にわたる水位監視を行い、観測データをク

ラウドでサーバに集約・分析することでより高度な災害予

測を可能とすることを目標としている。本研究では、レーダ

式水位センサの測定精度について検証した結果について述

べる。 

2. 水位観測システムと試作センサ 

〈2･1〉 水位観測システムの概要  図 1 に目標とする

広域水位観測システムの概要を示す。山間部の河川上流や

支流を含めた広域・多点にレーダ式水位センサと電力供給

のためのソーラーパネルが一体となった通信制御装置を設

置し、それらで得られたデータを LPWAによりゲートウェ

イ局に集約する。ゲートウェイから携帯電話網などの公衆

回線により、インターネット上のクラウドサーバに送り、そ

こでデータ収集・分析を行い災害予測・警報発令を行う。将

来的には、水位センサ以外の流速、降雨雪量、積雪量、土砂

崩れ等の様々なセンサを設置し多彩な情報を得ることで、

総合的な自然災害の観測・監視を可能とすることを目指し

ている。 

 

〈2･2〉 レーダ式水位センサ  図 2 に示す 76 GHz 帯

の電波を用いたミリ波レーダセンサを試作した。このセン

サを河川上に設置し、水面までの距離を FMCW(frequency 

modulated continuous wave)方式により検知する。これは

 

 

図 1 広域水位観測システムの概要 

Fig. 1.  A conceptual illustration of water-level 

monitoring system. 
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周波数変調した連続波を送信し、反射波とのビート信号を

検知するものであり、ビート周波数を𝑓𝑏とすると距離は次式

で求められる。 

𝐿 =
𝑐𝑇𝑓𝑏

4∆𝑓
..............................................................(１) 

ここで、𝑐は光速、𝑇は変調周期、∆𝑓は変調周波数幅を示す。

図 3 に平坦な地面との間の距離を測定した結果を示す。横

軸は市販のレーザ距離計により計測した基準距離を示す

が、試作センサにより計測した結果はほぼそれと一致して

おり、相関係数は 0.9995、平均誤差率は 2.56%と高精度な

計測が可能であることが分かる。 

 

3. 試作センサによる河川水位計測 

〈3･1〉 河川の状況による影響調査  実際の河川で

は、流れによる水面の変動や草木などの障害物が存在する

場合があり、これらが計測結果に与える影響が懸念される。

そこで、まず様々な形態の河川において計測を行い、その精

度を確認した。図 4 に草木が茂っている河川における計測

の様子と距離計測データのヒストグラムを示す。なお、測定

は橋梁の上でレーダのアンテナを水面に向けて設置して行

った。ヒストグラムから、水面までの距離は 4.36 mであっ

たが、計測データはその付近に頻出していることが分かる。

224 個のデータに対して平均誤差率 5.42%となり、地面に

対する計測と比べて誤差は増加したものの、草木がある河

川においても十分計測が可能であることを示した。 

 

〈3･2〉 降雨時の水位変化計測  図 5 に実際の河川水

位の時間変化を試作レーダ式水位センサにより計測した結

果を示す。当日は 18時～20時にかけて線状降水帯による 1

時間に 10 mm以上の激しい降雨があり、その時間帯に河川

水位が上昇していることが分かる。また、破線は既設の水圧

式水位計によるデータであるが、試作センサにより計測し

た水位は概ねそれと一致している。よって、本センサにより

河川水位変化の計測が可能であることが示された。 

 

4. おわりに 

本研究では、我々が開発に取り組んでいる、76 GHz帯ミ

リ波レーダセンサと LPWAを用いた安価でメンテナンスが

容易な広域防災用水位モニタリングシステムを目指し、レ

ーダセンサを用いた水位測定の精度検証を行った。本セン

サによる計測距離の平均誤差率は10 mまでの平均で2.56%

であり、高精度な水位計測が可能であることを示した。ま

た、実際に種々の河川で計測試験を行い、草木などの障害物

の大きな影響を受けることなく計測が可能であることも実

証した。さらに、降雨時の河川の増水をモニタリングするこ

とに成功した。今後、河川上流部に本センサを用いたシステ

ムを設置し、計測したデータを LPWAを介して送信するフ

ィールド試験を行う予定である。 
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図 3 レーダ式センサによる距離測定結果 

Fig. 3.  A result of distance measurement 

using the radar sensor 
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図 2 試作レーダ式水位センサとそのブロック図 

Fig. 2. A prototype and block diagram of radar 

sensor for water level measurement. 
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図 4 草木のある河川における計測の様子と距離計測デー

タのヒストグラム 

Fig. 4.  Accuracy evaluation of water level 

measurement in the case of the river with bush. 
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図 5 降雨時の河川水位増加の計測結果 

Fig. 5. Measurement result of increase of the 

river water level during rainfall. 
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