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Serious flood disasters have escalated because of climate variation by global warming. For early alert of flood 

disasters, it is necessary to employ multipoint and wide-area water level monitoring throughout river basins, 

including headwaters.  However, cost issue of the conventional sensing system has prohibited the progress of 

installation in small rivers. In this work, we propose the low-cost and contactless sensing system for water level in 

the river using a millimeter-wave radar and LPWA network. The prototype sensor can detect distance with average 

error rate of 2.56% and monitor water level in the actual river even during stormy weather. Furthermore, it is 

demonstrated that water level can be monitored by this sensor in various river conditions. 
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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)。2015 年 9 月には

台風接近に伴う記録的な大雨により、鬼怒川を始めとして

19 河川で堤防が決壊、67 河川で氾濫等の被害が発生するな

ど大きな被害をもたらした(2)。また、2017 年 7 月には九州

北部を中心とした梅雨前線に伴う集中豪雨により、死者・

行方不明者 44 名、住宅全壊 326 棟、半壊 1,110 棟等、甚大

な損害となった(3)。このような河川の災害に対する対策とし

ては、河川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考えられる。国や都道府県が管理する

主要な河川については、主に河川幅の広い中下流域で水位

観測局が設置され、降水時の水位増加を監視している。し

かし、水害の早期警報のためには、主要な河川水位だけで

なく、そこに流れ込むまでの多くの市町村が管理する支流、

特に山間地となる源流に近い上流部での観測が重要であ

る。 

現在の水位観測システムは、高精度な水圧式水位計と専

用ネットワークで構成されているのが一般的で、信頼性は

高いが、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の

が現状である(4)。また、よりメンテナンスが困難な山間部上

流への設置は困難である。そのため、市町村管理の小河川

や、上流・支流へも簡単に設置可能であり、設置後のメン

テナンスが容易なシステムが必要である。設置の簡便性や

メンテナンスのコストを考慮すると、現状の水圧式水位計

と比較して、非接触で水位を観測できるレーダ式の水位セ

ンサが有効である。国土交通省が示している河川砂防技術

基準では、水位計の計測精度を 1 cm としているが(5)、これ

を満たしている電波式水位計は国内で販売されていない。

河川水面までの距離を安定的かつ正確に計測するためには

一定の帯域幅が必要である。76 GHz 帯のレーダは 1 GHz の

広い帯域幅を持ち、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ているため使用が容易であり、また、

低コスト化が進んでいる(6)。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

注目を集めている(7)。安価でメンテナンス容易なレーダ式水

 a) Correspondence to: Masayuki Sohgawa. E-mail: 
sohgawa@eng.niigata-u.ac.jp 

 ＊ 新潟大学 
〒952-2181 新潟県新潟市西区五十嵐二の町 8050 
Niigata Univ. 
8050, Ikarashi 2-no-cho, Nishi-ku, Niigata 950-2181, Japan 

 ＊＊株式会社イートラスト 
〒110-0015 東京都台東区東上野 4-8-1 
eTRUST Co., Ltd. 
4-8-1, Higashiueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japan 

論 文 



河川水位観測用ミリ波センサの評価（寒川雅之，他） 

 2 IEEJ Trans. ●●, Vol.●●, No.●, ●●● 

Main river

Various 
environmental 

sensing systems

Headwater

LPWA
Gateway

Internet
Cloud serverLPWA

LPWA
Gateway

Mobile network

Multipoint and wide-area 
water level monitoring 

network
Disaster 

prevention 
center

LPWA control unit 
with solar panel

Radar 
sensor

76GHz
milliwave

Water-level sensing system

LPWA

Tributary

 

Fig. 1. A conceptual illustration of water-level monitoring 

system proposed in this work. 
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Fig. 2. A prototype of radar sensor for water level 

measurement. 
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Fig. 3. Accuracy verification of radar sensor using the aerial 

work platform. 
位センサと LPWA を組み合わせれば、上述のような上流・

支流を含めた広域にわたる水位監視ができ、また観測デー

タをクラウドでサーバに集約して過去のデータや他の気象

情報と合わせて分析することで、より高度な災害予測も可

能となると考えられる。 

そこで、筆者らは 2017 年度よりミリ波レーダセンサと

LPWA を用いた河川防災用の広域水位モニタリングシステ

ムの開発を進めている(8)。本稿では、水位センサによる水面

までの距離計測の精度検証と、実際の河川増水時の水位変

化の観測、および河川条件の影響の検証を行った結果につ

いて報告する。 

2. 観測システムの概要 

本研究開発で想定している広域水位観測システムのイメ

ージは図 1 に示すようなものである。山間部の河川上流や

支流を含めた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・解析を行い災害予測・警報発令に繋げる。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併せて設置することで、自然災

害のより総合的な観測・監視を目指している。本研究では、

図 2 に示す 76 GHz 帯の電波を用いたミリ波レーダ（日本電

波工業）を距離計測素子として採用し、河川用水位センサ

システムを作製した。大きさは長辺 138 mm、短辺 103 mm、

高さ 74 mm である。距離の検知には FMCW(frequency 

modulated continuous wave)方式を用いている。本研究におい

ては、中小の河川での水位計測を想定しており、最大計測

距離を 10 m とし、また、国土交通省の河川砂防基準に基づ

いた測定精度は 1 cm であるので、測定精度は 0.1%を最終的

な目標としている。なお、今回は水位計の精度検証を目的

とし、LPWA でのデータ送受信は行わず、直接レーダの出

力を取得し、そこから水位を算出している。 

3. 検証実験と結果 

〈3･1〉 水位計の測定精度検証  高所作業車を用い

て、地表面までの距離を測定することで、本研究で試作し

たレーダセンサの計測精度を検証した。図 3 に検証実験の

様子を示す。高所作業車のバケットに設置したアームの先

にアンテナが地面の方向に向くようにレーダセンサを固定

した。また、同位置にレーザ距離計（Bosch GLM40M, 測定

精度±2 mm）を設置し、それによる計測値を基準距離とし

た。高所作業車によりバケットの高さを 1 m もしくは 0.5 m

ごとを目安に変更し、その時の地表面（アスファルト）ま

での距離をレーダセンサとレーザ距離計により測定した。

なお、バケットの可動範囲の制限により計測は 2 m 以上の

距離で行った。 
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Fig. 4. Relationship between measured data with the radar 

sensor and actual distance. 
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Fig. 5. Measurement of river water level using the radar 

sensor. 
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Fig. 6. Chronological change of river water level measured 

by the radar sensor when typhoon approached. 

図 4 にレーザ距離計で計測した基準距離に対するレーダ

センサによる測定値を示す。破線は y=x のグラフを示して

おり、測定値がこの直線上にあれば基準値と一致している

ことを表している。測定値はおおよそ直線付近に分布して

おり、基準値と測定値の相関係数は 0.9995、平均誤差率は

2.56%となり、目標である 0.1%よりは大きいが、高精度な計

測が可能であることが分かる。ただし、距離が 7.5 m 以上に

なると測定値のバラつきがそれより距離が小さい場合に比

べて大きくなっている。7.5 m 未満での平均誤差率は 2.09%

であるが、7.5 m 以上では 3.78%に増加しており、さらに計

測距離が長くなると誤差が大きくなる恐れがある。この点

については更なる精度向上が必要であるが、国内において

河川水面から堤防天端までの距離は数 m から十数 m の場合

が多いため、現状でも精度の高い水位計測は可能である。 

〈3･2〉 河川における計測試験  試作水位センサを実

際に小河川に設置し、増水時の水位変化を観測可能か検証

した。対象河川としては、株式会社イートラストが参画し

ている国土交通省の「革新的河川管理プロジェクト」での

テストフィールドとなっている、神奈川県の鶴見川支流の

鳥山川で行った。図 5 に示すように、橋梁にレーダセンサ

のアンテナを河川の水面に向けて設置した。この時、基準

水面（水位標の零点高）からのセンサまでの距離は 5.8 m、

堤防天端との高さの差は 1.16 m であった。また、水位デー

タは計測前に基準水面との距離により較正している。参照

水位として当該河川に既設の水圧式水位計のデータを用い

た。 

図 6 に 2017 年 10 月 22 日から 23 日にかけて台風 21 号が

接近した時の、計測した水位の時間変化を示す。なお、水

位は河川に設置された量水標の 0 点を基準としている。台

風の接近に伴う降雨により河川の水位が増加し、ピーク時

では基準に対して 2 m 以上も水位が上昇したことが分かる。

破線は既設水位計による参照データであるが、試作水位セ

ンサによる計測データは参照水位とほぼ一致し、台風のよ

うな荒天時においても問題なく水位計測が可能であること

が実証された。 

〈3･3〉 河川条件ごとの計測調査  監視する河川によっ

て、その流量や流速、水面までの高さ、草木や岩などの障

害物の有無といった条件はさまざまである。このような条

件が計測データに与える影響を評価検証するために、新潟

県内の河川や貯水池、簡易型貯水槽など計 24 箇所の水面を

対象フィールドとして選定し、測定を行った。選定した河

川の流速や状態から、以下の 4 種類に分類し評価した。 

1. 平瀬(run, smoothly flowing river)：流速は比較的速いが

早瀬ほどではなく、水深は浅い。水面は皺のような波

となっている。 

2. 早瀬(rapids)：流速は大きく、水深は浅い。水面では白

波が立つ。 

3. トロ場(pool)：流速が小さく、ほとんど波立たない。 
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(a) Measurement of water level at run of the river 
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(b) Histogram of measured distance 

Fig. 7. Accuracy evaluation of water level measurement in 

the case of run of the river (Hirase). 

 

(a) Measurement of water level at rapids of the river 
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(b) Histogram of measured distance 

Fig. 8. Accuracy evaluation of water level measurement in 

the case of rapids of the river (Hayase). 

 

(a) Measurement of water level at pool of the river 
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(b) Histogram of measured distance 

Fig. 9. Accuracy evaluation of water level measurement in 

the case of pool of the river (Toroba). 

4. ボサ川(river with bush)：草木が水面近くに存在する河

川。 

水面までの距離を水位センサで複数回計測し、メジャーで

計測した基準距離との比較を行った。 

 図 7 に平瀬の河川における計測の様子と、計測データの

ヒストグラムを示す。基準距離 5.49 m に対し、計測値はほ

ぼその付近に頻出している。また、その平均誤差率は-2.99%

となり、3.1 項の距離計測検証実験で得られた誤差とほぼ同

じであり、バラつきの少ない測定ができていることが分か

る。次に、早瀬の河川における計測について図 8 に示す。

平瀬の場合と同様、計測データは基準値である 5.12 m 付近

に頻出しており、平瀬と異なり波立ちがあるにもかかわら

ず、その平均誤差率は 2.31%と小さくなった。一方、図 9

に示したトロ場での計測においても、基準距離 1.05 m 付近

に計測データが集中するが、水面からの距離が平瀬や早瀬

の時に比べて小さかったからか、少しバラつきが大きくな

り、平均誤差率はやや大きく 9.65%となった。図 9 の外れ値

は基準距離の約 2 倍の 2 m 近辺に現れており、静止水面を

用いた他の実験においても、水面までの距離が 1 m 程度に

なると同様の外れ値が出る結果が得られている。これは、

送信波の多重反射による虚像であり、フィルタリング等に

よりその成分を除去することで精度を改善することが可能

と考えられる。さらに、ボサ川においても、平均誤差率は

5.52%と少し大きいものの、図 10 に示すように、基準距離
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(a) Measurement of water level at the river with bush 
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(b) Histogram of measured distance 

Fig. 10. Accuracy evaluation of water level measurement in 

the case of the river with bush (Bosagawa). 

4.36 m に対してほぼ近いデータの計測ができていることが

分かる。図 10 の外れ値は基準距離と比べて小さい距離に現

れており、水面より近い草木からの反射を捉えたものと考

えられ、これにより誤差が増加する結果となったが、計測

不能になるほどの影響はないといえる。これらの結果は、

河川の流速や波立ちの大きさ、草木などの障害物の存在の

有無は、本手法による水位の計測に大きな影響を及ぼさな

いということを示している。橋梁の高欄やコンクリートな

ど、電波を反射する障害物を避けて本水位センサを設置す

れば、河川の条件にかかわらず水位計測が可能であると考

えられる。 

 

4. おわりに 

本論文では、我々が株式会社イートラストと共同で開発

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

タリングシステムにおける、センサの計測試験結果につい

て述べた。本センサによる計測位置の平均誤差率は 10 m ま

での平均で 2.56%であり、国土交通省の基準には及ばないも

のの、高精度な水位計測が可能であることを示した。さら

に、実際に河川に試作水位センサを設置し、降雨による増

水時の水位変化の経過を観測することに成功した。また、

さまざまな条件の河川で計測試験を行い、流速や波、およ

び草木などの障害物の大きな影響を受けることがなく計測

が可能であることも実証した。 

なお、本論文では言及していないが、LPWA によるデー

タ通信や太陽光による駆動の実証試験も行っており、見通

し距離 28 km でのパケット伝送や無電源での動作継続に成

功している。今後は、国土交通省の基準である誤差 0.1%を

目標に、特に 10 m 以上離れた水面におけるレーダ式水位計

の計測精度向上とともに、LPWA ネットワーク端末とソー

ラーパネルを組み合わせた簡易設置可能なシステムを開発

し、河川上流部でのフィールド試験と LPWA を用いた水位

データの送受信を行うことを目指している。 
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