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1．はじめに

近年、短時間で局所的な降雨の集中、いわゆる「ゲリラ豪雨」が多く発生している。それにより、都市に
おいてはアンダーパスの冠水による人的被害、山間地においては土砂被害などの被害を及ぼしている。
「ゲリ
ラ豪雨」に代表される水災害に対して、国や自治体は重要拠点に高精度な計測機器を設置するなどし、監視
体制の整備を行っている。しかし、計測装置を数多くの設置することは財政面で難しい状況である。まばら
に設置される高精度な計測機器を“面的に補完する”為に、データ精度を許容範囲で保証し安価で低消費電
力、かつ、耐環境性に優れたセンサを有し、そこから得られるデータを OGC データサービスに準拠し提供す
るフィールドセンサシステムが有用であると考えられる。そこで、OGC に準拠し SOS 仕様に対応したセンサ
システムの研究開発を行った。試作したセンサシステムをアンダーパスでの冠水を監視する水位測定システ
ムに応用し、実証試験として「春日井市道風線地下道」における道路冠水の監視システムの構築を行った。
2. センサシステムの OGC 準拠・SOS 対応の目的

通信、センサ、マイクロコンピュータ技術の発展により、IoT(Internet of Things)技術が急激に広まりつ
つある。センサ応用技術も IoT 技術の進展により、広範囲に多数のセンサを配置し、センサからのデータの
取得が可能となった。気象観測や防災では広範囲に数多くの測定地点を持つことが求められる。このことか
ら気象観測や防災において IoT 技術の活躍が大いに期待されている。
地理情報システム(GIS)に関する標準化を進める OGC(Open Geospatial Consortium)[1]において、数多く
のセンサからデータを収集・保管・整理・配信するシステムとして、SOS(Sensor Observation Service)[2]
が定められている。今後、GIS に関するデータ標準化作業は OGC を中心に進められていくと予想されること
から、OGC 準拠した SOS 対応センサシステムの開発が必要と考えられる。
現在 SOS の実装は PC 上で実現されている。この場合センサは、データを SOS が実装された PC に送信する
形となる。それに対して、本研究では Arduino、Raspberry Pi、Beagle Bone に代表されるマイコンとセンサ
を組み合わせたセンサシステム側に SOS 機能を持たせることを目標とする。52North[3]のような SOS 本体を
マイコンに実装することが望ましい。しかし、マイコンの能力では SOS の実装が困難と予想されるため、デ
ータの送受信形式を SOS に対応にすることが現実的な方法と思われる。気象観測・防災のような数多くのセ
ンサシステムを広域に配置するような場合、センサシステム自身が SOS 対応になることで観測網の構築・管
理が容易になると期待される。
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計測システムから測定値の送信は LAN を介して、ルータ(GE 社、MCR Orbit
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3G wireless router)に送られ、通信事業者の提供する 3G/LTE 回線(OCN
社、OCN モバイル one 契約)へ送られる。春日井市からの強い要望により、
水位計周辺の状況確認のため、Web カメラからの画像提供機能も併せて
有している。
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(2) センサシステムの SOS 対応

図２に示す計測システム・センサには SOS 対応
が含まれていない。計測システムで用いられてい
る Arduino UNO の処理能力の制限、および開発期
間を短縮するために、SOS に相当する機能は既存の
システムを組み合わせることで実現している。
計測システムからは測定水位および温度を送信
している。測定値の送信には HTTP プロトコルの GET
メッソドを利用している。
計測システムから送られる測定値は、鶴岡高専
に設置された Web サーバ上で稼働する PHP スクリ
プトを利用して、記録と中部大学の SOS サーバへ
の転送が行われる。Arduino UNO に外部記憶装
置が無いこと、および計測システムの稼働状況

図２

計測システム・センサと SOS インターフェイス

を鶴岡高専において監視するために、鶴岡高専を経由する形とした。
(3)

取得データの防災情報への活用

図 3 にデータの配信状況を示す。計測システムで取得された
データは中部大学に設置された SOS サーバに送られる。計測シ
ステムからのデータを受けるスクリプトは、受信したデータを
SOS サーバに入力できるようにデータ形式の変換を行い、SOS サ
ーバが参照するデータベースに登録を行う。SOS サーバが記録
したデータは OGC サーバと春日井市の防災情報システムで閲覧
が可能である。この防災情報システムでは市役所の防災担当者
にアラートメールの自動送信も行われ、防災情報の活用に寄与
している。
防災情報システムで表示される水位計設置位置および水位変
動を図 4 に示す。水位計と同時に設置した監視カメラの画像
の例を図 5 に示す。OGC サーバにおいて水位変動を表示した画

図３

計測システムからのデータ配信状況

面を図 6 に示す。

図４

防災情報システム画面
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図5

図6

監視カメラ画面

OGC サーバでの測定結果表示

4．アンダーパス用水位測定システムの開発

アンダーパスの周辺で局地的豪雨（ゲリラ豪雨）が発生すると，雨水がアンダーパスに流入する。この雨
水が１時間あたり 100ｍｍ以上アンダーパスに流入すると設置してあるポンプで排水できず冠水が発生する。
ゲリラ豪雨ではアメダスの１時間ごとの情報では検知した時点は手遅れになる。そこで、水位センサと監視
カメラを常時、取り付けリアルタイムで監視できるようになれば不測の事態に備えることができる。さらに、
既存の水位測定システムは高価であり必ずしも環境性には優れていない。そこで、一般的に普及されている
センサで低価格・低消費電力・耐環境性に優れた水位測定システムを製作した。水位距離測定には超音波セ
ンサを採用した。超音波センサをアンダーパスに使用することでの特有の問題点として 1）閉ざされた空間
による超音波の多重反射（残響）、2）車・歩行者の往来による誤検出、3）列車・車等の騒音が挙げられる。
そこで、超音波を筒外に出さない・筒内に入れないために超音波センサを円筒内に取り付けることでこれら
の問題点を改善した。図 7 にシステム全体図を示す。Arduino マイコンをベースとした超音波センサ、ルー
タで構成されている通信ユニット、Web カメラ、12V バッテリで構成されている。超音波センサは 0ｃｍ～2
ｍの範囲で水位を測定し、測定した値をルータからデータを送信するようになっている。Web カメラも同様
にルータを通して水位の変動をリアルタイムで監視するようになっている。給電は現在、交流電源からバッ
テリに充電しているが、今後は太陽光パネルから発電したものをバッテリに充電することを検討している。
価格は、ルータは 10 万台と若干高額だが、それ以外は数千～数万円台で一般的に普及されているものを使用
した。システム全体の総額は 20 万円以内である。
表1

図7

消費電力・稼働時間評価

計測システム・センサと SOS インターフェイス

水位測定システムの消費電力および停電時稼動時間は表 1 のようになっている。全体の消費電力が 9.4W と
10W 以下に抑えることができた。バッテリ容量 45Ah と比較的大きなものを使用している為、停電時でも計算
上 2 日間はバッテリのみで水位を測定することが可能である。
水位計の性能試験の結果を図 8 に示す。40cm までの水位上昇をサンプリングタイム 5 秒ごとで測定した結
果であるが、目視で測定した実測値と比較すると 2mm/sec.で上昇する水を検出できている。また、連続運転
試験（図 9）を行っており、H27 年 9 月 14 日から現在まで故障なく動作している。
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図8

図9

性能試験

連続運転試験

5.水位測定システムの実証試験への取り組み

開発した水位測定システムを周知するために H27 年 8 月 23 日に愛知県春日井市柏原小学校で実施された
春日井市防災訓練（図 10）に参加して展示ブースで説明を行った。この防災訓練は、東海・東南海大地震を
想定した訓練であるが地域住民の方や市議会議員の方々に、水位測定システムを説明することができた。多
くの方々から我々の取り組みに際して賛同を頂いた。
実証試験(図 11)として、春日市市役所の御厚意で愛知県春日井市勝川にあるアンダーパスに水位測定シス
テムを H28 年 3 月 14 日に取り付けることができ、現在、運転中である。

図 10

春日井市防災訓練

図 11

実証試験(水位計設置状態)

6. まとめ

本研究は、ゲリラ豪雨による水災害を防ぐために高精度な計測機器を使用せず安価で低消費電力、かつ、
耐環境性に優れたフィールドセンサの開発と、そこから得られるデータを OGC データサービスに準拠し提供
する研究開発を行った。①OGC 標準に対する対応として SOS（Sensor Observation Service）対応をおこなっ
た。現在、システムが分散しており、改善が必要である。②普及型フィールドセンサの開発としてアンダー
パスに適する水位計測システムを開発し、耐久性・低価格・低消費電力化を確認した。③実証試験として春
日井市の防災情報システムへデータ送信を確認した。さらに開発した水位計測システムを春日井市のアンダ
ーパスに設置した。今後は、春日井市の実証試験結果をもとにセンシングネットワークの構築・普及を早め、
高密度モニタリングを実現していく。
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