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の可能性を、東日本大震災への対応とその後の地域防災に着目して明らかにすることであった。

その際に参照される仮説的な社会状況としては、昨年度から引き続き、緊急社会システムと一般

社会システム、外来者（通勤・通学者）と地元住民との間に活動や意識の齟齬が生じ、震災以前

の社会問題を通してそれが増大され、現在の社会システムを規定しているというものであった。 

昨年度の事業においては、仙台駅東側地区の小学校において上記のことについて一定程度実証

を行うことができた。本事業においてさらに、通常社会システムにおける小学校と近隣住民組織

の関係（教育面と防災面）、発災直後の帰宅困難者との関わりにおいて、避難所運営の類型が分化

するという新たな示唆を得ることができた。さらに、仙台駅東側地区においては、建造物の構造

が及ぼす影響、通常社会システムにおける行政区、学校区、近隣住民組織の来歴が交錯し、震災

後のシステムにおいて防災へと制度的に振り向けられることにより懸念される問題についても提

示することができた。 

改めて本事業の課題に立ち返ると、そのひとつは、災害時対応・平時防災における都心に立地

する大学の役割を、既存の指定避難場所と地域社会との関係性という観点から明らかにすること

であった。この点については、十分に明らかにすることができず、今後の課題として残るもので

ある。しかしながら、指定避難所とされる小中学校との分業体制を考慮すれば、東北大学防災リ

ーディングの取り組みは、防災教育のみならずグローバル化・分野横断的活動という点で、今後

の大学教育の方向性として参照すべきものでるといえる。 

最後に、昨年度に提起した問題として、被災者と救援者というカテゴリーが自明ではないこと、

その自明性が求められることが当事者への負担となり得ること、語ることの難しさ、主体の自己

同定の難しさの問題があった（その一部については、菱山,2012,「防災と地域セキュリティの論

理」において論じている）。震災から３年を経た現在、語りの場を提供する取り組みは、市民社会

の新たな位置づけをもとめようとする仙台市行政においても提供されるようになり、ようやく語

ることができるようになったという声も聞こえてくる。しかしながらその一方で、この３年間を

とおして関心や経験の温度差が生じるとともに、より定型化された語りが構造化されてきたとも

いえよう。本事業においてこれらの点に関する詳細なデータを得ることはできなかったが、定型

化された言説のなかで、ようやく生じた語りを急速に構造化しないこと、むしろそうした構造の

相対化の営みが求められる。グローバル化との関わりから防災教育を行う試みは、地方自治体を

含むナショナルな構造に必ずしも依存しないという点でそのような営みの可能性を担保し、さら

に新たな社会システムに関わる創造性を内包した、多様な経験を紡ぐ土壌にもなり得るであろう。

また、東日本大震災ではナショナルなシステム自体が機能不全となったことを忘れてはならない。 
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1. 本研究の目的 
 近年，我が国では記録的な集中豪雨が多発しており，

日本各地で多くの被害が生じている．このような問題に

対し，ハードとソフトの両面から適切な対策を講じてい

く必要があり，そのためには，解析的アプローチによっ

て降雨流出機構を適切に把握する必要がある． 
ところで、降雨流出過程を数値シミュレーションで再

現する際には、水位に加えて流量データが検証データと

して不可欠である．しかしながら，中小規模の河川では

流量観測がなされていないことが多く，既往の手法を用

い、水害リスクのある河川区間全てにおいて流量の時系

列データを取得しようとすると，莫大な労力とコストを

要することになる．そのため，できるだけ安価で簡易な

流量観測手法を有効活用することが望ましい．以上のよ

うな状況を考慮し，本研究では，数多くある流量観測手

法の中から，画像流量解析法の一つである STIV 法を選

定し，同手法を用いた流量観測システムの実用化を試み

た．STIV 法そのものについては、藤田ら 1)によって既に

重厚な研究がなされていることから、本研究では、安価

かつ簡易に同手法を実用することに重点を置いて研究を

推進した． 
 
2. 画像流量観測システムの概要 
 一般に ADCP のような高価な観測機器ないしは流量堰

を設置しなければ，流量の時間変化は HQ モデルによっ

て求められる．HQ モデルを適用するには，水位計を設

置し，ピーク流量出現時を含めた幅広い条件に対する直

接的な流量観測が必要になるため，遠隔地での調査には

不向きである．しかも，熟練技術者による複数の観測が

必要になるため，結果的にコストも高くなる．したがっ

て，区間数が膨大に存在する河川すべてで，流量の直接

観測を実施することは，現実的に不可能である． 
このため本研究では，安価で設置が簡易な画像流量観

測システムが有効であると考え，実河川での適用を目指

した基礎研究を行った．図-1 に画像流量観測の手順を示

す．画像解析によって表面流速が計測可能となるが，他

にも水位観測，河道横断測量，平水流量観測が必要であ

る．粗度係数については流速の鉛直分布から推定できる

が，設定した粗度係数の妥当性を確認するために河床材

料の土質特性調査や植生調査が必要となる． 
以上のような手法により，ビデオ設置（橋に設置）か

ら回収までのおよそ 3 ヶ月間，無人で対象地点の流量時

系列データが得られることになる．なお，撮影画像が持

つ位置情報は，液晶モニターの座標系（以後，CRT 座標

系）のピクセル番号のみで，実際場の位置情報を持たな
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いことから，撮影範囲内に標定点（4 点以上）を

設置し，物理座標系と CRT 座標系の変換パラメ

ータを求めた後，撮影画像を物理座標系に射影変

換する．（図-2）． 
 
3. STIV 法による流速計測 
 河川流速の画像解析には，PTV 法，LSPIV 法，

STIV 法といった解析手法が主に使われている． 
PTV 法（浮子追跡法）による画像解析では，表面

流速を正確に計測できることが，我々の調査で明

らかになっている（図-3）．しかし，明確なトレ

ーサーが存在しないと PTV 法による解析は困難

であるため，平水時を含めた長期流量観測には適

さない．LSPIV 法と STIV 法に関しては，両者の

解析精度に大きな差がないが 1)，LSPIV 法は平面

的な流量ベクトル分布の算定に用いられる手法

であるため，本研究では， STIV 法 2)を採用した．

STIV 法は，画像上の主流方向に検査線を設置し，

そこを通過する物体の輝度値の時系列データを

取得する手法である．また，得られた時空間画像

の勾配から流速が求められる（図-3）．このよう

に STIV 法では，輝度値を面ではなく線で捉える

ため，横断方向の空間分解能が高く（1 画素ピッ

チ），主流方向に高密度な流量計算を行うことが

可能となる． 
表面流速を用いた流量観測や STIV 法は，表面

波の影響で誤差が生じたり，流動が 3 次元構造を

もつ場合に誤差が生じやすい等，いくつかの問題

点も有するが，その有効性は既に確認されている

ことから，本研究では，まず既往の研究通りに，

STIV 法を活用できるかどうかを確認した．結果

の一例として，鹿児島市上荒田町に位置する中州

陸橋下の水路で行った観測結果を図-4 に示す．な

お，検証データとして電磁流速計を用いて流速が

計測されている．この結果を見ても分かるように，

実測流速とほぼ同程度の画像解析結果が得られ

る． 
 

4. 観測システムの汎用化 
 ビデオの設置台数に掛かるコストを抑えるた

めには，広角レンズの活用が有効である．ただし，

得られる画像には歪みが生じるため，画像編集ソ

フトを用いて歪みを補正する手法について検討

した．その結果，格子を一度画面に撮影し，曲線

的にゆがんだ格子が直線になるように補正を行

うことで，適切な補正が可能となることを確認し

た（図-5）．なお，広角レンズを使用しても全横

断面積を網羅できない場合があるが，そのような

場合，複数台のカメラを設置せざるを得ないこと

から，画像を適切に重ね合わせる手法も確立した．

さらに，水位の変化が射影変換に及ぼす影響を補
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いことから，撮影範囲内に標定点（4 点以上）を

設置し，物理座標系と CRT 座標系の変換パラメ

ータを求めた後，撮影画像を物理座標系に射影変

換する．（図-2）． 
 
3. STIV 法による流速計測 
 河川流速の画像解析には，PTV 法，LSPIV 法，

STIV 法といった解析手法が主に使われている． 
PTV 法（浮子追跡法）による画像解析では，表面

流速を正確に計測できることが，我々の調査で明

らかになっている（図-3）．しかし，明確なトレ

ーサーが存在しないと PTV 法による解析は困難

であるため，平水時を含めた長期流量観測には適

さない．LSPIV 法と STIV 法に関しては，両者の

解析精度に大きな差がないが 1)，LSPIV 法は平面

的な流量ベクトル分布の算定に用いられる手法

であるため，本研究では， STIV 法 2)を採用した．

STIV 法は，画像上の主流方向に検査線を設置し，

そこを通過する物体の輝度値の時系列データを

取得する手法である．また，得られた時空間画像

の勾配から流速が求められる（図-3）．このよう

に STIV 法では，輝度値を面ではなく線で捉える

ため，横断方向の空間分解能が高く（1 画素ピッ

チ），主流方向に高密度な流量計算を行うことが

可能となる． 
表面流速を用いた流量観測や STIV 法は，表面

波の影響で誤差が生じたり，流動が 3 次元構造を

もつ場合に誤差が生じやすい等，いくつかの問題

点も有するが，その有効性は既に確認されている

ことから，本研究では，まず既往の研究通りに，

STIV 法を活用できるかどうかを確認した．結果

の一例として，鹿児島市上荒田町に位置する中州

陸橋下の水路で行った観測結果を図-4 に示す．な

お，検証データとして電磁流速計を用いて流速が

計測されている．この結果を見ても分かるように，

実測流速とほぼ同程度の画像解析結果が得られ

る． 
 

4. 観測システムの汎用化 
 ビデオの設置台数に掛かるコストを抑えるた

めには，広角レンズの活用が有効である．ただし，

得られる画像には歪みが生じるため，画像編集ソ

フトを用いて歪みを補正する手法について検討

した．その結果，格子を一度画面に撮影し，曲線

的にゆがんだ格子が直線になるように補正を行

うことで，適切な補正が可能となることを確認し

た（図-5）．なお，広角レンズを使用しても全横

断面積を網羅できない場合があるが，そのような

場合，複数台のカメラを設置せざるを得ないこと

から，画像を適切に重ね合わせる手法も確立した．
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正するための観測手法も確立した． 
 
5. 結論と今後の予定 
 本研究では，山地降雨流出解析モデルを構築し，川内川上流域を対象にその妥当性を明らかに

した．また，安価で設置が簡易な連続流量観測手法として，STIV 法による画像流量観測手法を採

用し，その実用性を拡張した．このため、2013 年度末から、実河川において本格的な現場検証を

行う予定であり、その後、鹿児島県の離島河川等で実用化する予定である． 
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