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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水位観測地点に設置され、被検出対象となる水と空気との誘電率との差を検出してその
検出値を出力する静電容量式の水位計と、
　前記水位観測地点ごとに設定される基準面に対する前記水位計の高度を検出する高度検
出手段と、
　前記水位観測地点ごとに設定される基準面に対する前記水位計の傾斜角度を検出する傾
斜角検出手段と、
　前記水位計から出力された検出値を、前記高度検出手段及び傾斜角検出手段により検出
された高度及び傾斜角度をもとに、前記基準面に対応する水位値に換算する換算手段と、
　前記換算手段により得られた水位値を出力する出力手段と
を具備することを特徴とする水位計測装置。
【請求項２】
　前記水位計の設置位置を検出する位置検出手段をさらに具備し、
　前記出力手段は、前記換算手段により得られた水位値を、前記位置検出手段により検出
された水位計の設置位置を表す情報と共に出力することを特徴とする請求項１記載の水位
計測装置。
【請求項３】
　前記水位計による水位計測範囲の下端部において被検出対象となる水の有無を検出する
手段と、
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　前記水位計測範囲の下端部で水が検出された場合に前記水位の計測動作を可能とし、検
出されない場合には前記水位の計測動作を停止させる手段と
を、さらに具備することを特徴とする請求項１記載の水位計測装置。
【請求項４】
　前記水位計による水位計測範囲の上端部において被検出対象となる水の有無を検出する
手段と、
　前記水位計測範囲の上端部で水が検出されていない場合に前記水位の計測動作を可能と
し、検出された場合には前記水位の計測動作を停止させる手段と
を、さらに具備することを特徴とする請求項１記載の水位計測装置。
【請求項５】
　前記水位計が、水位計測範囲を分割して計測する複数の水位計測エレメントを備える場
合に、
　前記水位計測エレメントごとに被検出対象となる水の有無を検出する手段と、
　前記水の有無の検出結果に基づいて、水が存在する位置に対応する水位計測エレメント
に対し選択的に電源を供給する給電制御手段と
を、さらに具備することを特徴とする請求項１記載の水位計測装置。
【請求項６】
　異なる複数の観測地点に設置された複数の水位計測装置と、これら複数の水位計測装置
に対し通信ネットワークを介して接続される水位監視装置とを具備し、
　前記水位計測装置は、
　　被検出対象となる水と空気との誘電率との差を検出してその検出値を出力する静電容
量式の水位計と、
　前記水位観測地点ごとに設定される基準面に対する前記水位計の高度を検出する高度検
出手段と、
　前記水位観測地点ごとに設定される基準面に対する前記水位計の傾斜角度を検出する傾
斜角検出手段と、
　前記水位計の設置位置を検出する位置検出手段と、
　前記水位計から出力された検出値を、前記高度検出手段及び傾斜角検出手段により検出
された高度及び傾斜角度をもとに、前記基準面に対応する水位値に換算する換算手段と、
　前記換算手段により得られた水位値、及び前記位置検出手段により検出された水位計の
設置位置の情報を、前記通信ネットワークを介して前記水位観測装置へ送信する送信手段
と
を備え、
　前記水位監視装置は、
　　前記複数の水位計測装置から送信された水位値及び水位計の設置位置の情報をそれぞ
れ受信する手段と、
　　前記受信された水位値及び水位計の設置位置の情報をもとに、前記各観測地点の水位
を表す情報を作成して表示する表示手段と
を備えることを特徴とする水位計測システム。
【請求項７】
　前記表示手段は、
　　地図情報を記憶する地図記憶手段と、
　　前記地図記憶手段から前記複数の観測地点を含むエリアの地図を読み出し、この読み
出された地図上に前記各観測地点の水位を表示する手段と
を備えることを特徴とする請求項６記載の水位計測システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、静電容量の変化により水位変動を検出する静電容量式水位計を河川の堤防
等に設置して河川の水位を計測する水位計測装置と、この水位計測装置を使用した水位計
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測システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　河川等の水位を計測する方式として、フロート方式、超音波方式、静電容量方式、圧力
方式、光ファイバ方式等が知られている。フロート方式は、例えば水位変動に伴ってフロ
ート（浮き）が上下に移動し、フロート内のマグネット等によりリードスイッチが作動し
て水位を検出するように構成される。この方式は、安価で手軽に使用できるという長所が
ある。しかし、粘性の強い液体や比重の軽い液体、高温、高圧の場所では使用できないと
いう短所がある（例えば、非特許文献１を参照。）。
【０００３】
　超音波方式は、液面に向け超音波を送信してその反射波を受信し、この送信と受信の時
間差を計測信号に変換して水位計測を行うものである。この方式は、水位を非接触で計測
できるという長所がある反面、高温、高圧、粉塵、障害物等が存在する環境下では測定で
きないという短所がある（例えば、非特許文献１を参照。）。
【０００４】
　静電容量方式は、被測定物が持っている固有の誘電率と空気の誘電率との差を検知・計
測し、この計測された差を水位に変換するものである。この方式は、高温や高圧の環境下
でも検知・計測を行え、かつ粘性が高い液体にも対応できるという長所を有する。しかし
その反面、液体の誘電率が変化する場合には使用できないという短所がある（例えば、非
特許文献１を参照。）。
【０００５】
　圧力方式は、例えば圧力センサをタンクの下部に設置し、液体の圧力を検知・計測して
その計測値を水位に変換して出力するものであり、比較的手軽に使用できるという長所を
持つ反面、高温や高圧化では誤差が大きくなり易いという短所がある（例えば、非特許文
献１を参照。）。
【０００６】
　光ファイバ方式は、圧力指示計器として広く使用されているブルドン管を用いて、管先
と不動の固定部との間にＦＢＧ（Fiber Bragg Grating）を取り付け、水圧によって生じ
るブルドン管先の聴力でＦＢＧに伸び歪みを与えるものである。この方式は、水圧による
ＢＦＧの伸び歪みに対しリニアで高精度の測定を行えるという特長がある（例えば、非特
許文献２を参照。）。
【０００７】
【非特許文献１】http://www.ydic.co.jp/sensing.html
【０００８】
【非特許文献２】http://www.ntt-at.co.jp/news/2002/release105.html
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、河川等にフロート式の水位計を設置する場合、ゴミや泥がフロートの移動に
影響を与えないようにするため、フロートが上下動する筒体を基準面に対し垂直に保持し
、かつ筒体へのゴミや泥の流入を防ぐように設置する必要がある。そのため、橋梁等の橋
脚を利用して設置されることが多く、流れの速い箇所や河床変動の大きい箇所、蛇行部等
への設置は適さない。超音波方式も、水面に対し垂直に超音波を当てる必要があるため、
設置場所が橋梁等の構造物が存在する場所に限定される。
【００１０】
　これに対し静電容量方式の水位計は、構造が比較的簡単で流水の内容物の影響も小さい
ため、設置条件の制約は少ない。しかしながら、基準面との位置関係を正確に設定しなけ
れば、高精度の測定結果が得られないと云う欠点がある。また圧力方式の水位計は、タン
クや水槽等のように安定した圧力のもとで水位を測定する場合には適しているが、流れの
速い場所や水位計自体の固定が困難な場所への設置には適さない。光ファイバ方式の水位



(4) JP 4523904 B2 2010.8.11

10

20

30

40

50

計は、光ファイバの歪みを検出する装置が高価であり、電源供給や防水に対する配慮が必
要である。
【００１１】
　このように河川においては、いずれの方式の水位計を用いる場合でも設置環境や測定条
件に対する配慮が必要である。このため、水位計は河床変動や水位変動、流れが比較的緩
やかな場所を選んで設置されるのが一般的である。また、多くの場合、水位計測を行うた
めの施設や構造物が必要となり、工事や維持管理に費用がかかる。そのため、一級河川等
における一般的な計測間隔は数十ｋｍであり、破堤等の危険性の高い蛇行部や流れの急速
な狭窄部における計測、及び中小河川における計測はほとんど行われていないのが現状で
ある。
【００１２】
　一方、昨今の豪雨等による災害の教訓から、特に高齢者等の災害弱者の避難を支援する
ために「避難準備情報」が創設される等、避難情報の提供時期に対する精度が要求される
ようになってきた。この要求に応えるには、出水時に避難情報を的確に提供する必要があ
り、そのためには危険度の高い場所や中小河川の水位データも必要不可欠である。
【００１３】
　また、河川施設の整備基準の一つとなる出水時の最高水位については、一般にゴミや漂
流物の痕跡に基づいた目視調査により把握している。しかし、痕跡調査による最高水位は
必ずしも正確な水位を表しているわけではなく、実際の水位との間にはずれがある。そこ
で、最高水位についても水位計を使用して直接計測することが試みられている。ところが
、最高水位は堤防敷における計測になるため、設置条件に対する柔軟性が必要となり、先
に述べた既存の水位計では計測が困難だった。
【００１４】
　この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、水位計を基
準面に対し垂直に設置しなくても済むようにして設置基準を緩和し、これにより堤防敷の
ような傾斜している場所にも設置できるようにした水位計測システムを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するためにこの発明に係わる水位計測装置は、被検出対象となる水と空
気との誘電率との差を検出してその検出値を出力する静電容量式の水位計を水位観測地点
に設置し、かつ上記水位観測地点ごとに設定される基準面に対する上記水位計の高度及び
傾斜角度をそれぞれ検出する。そして、上記水位計から出力された検出値を、上記検出さ
れた高度及び傾斜角度をもとに上記基準面に対応する水位値に換算し、この換算された水
位値を出力するように構成したものである。
【００１６】
　したがってこの発明によれば、水位計の設置高度及び傾斜角が自立的に検出されて、そ
の検出値をもとに水位計の検出値が換算される。すなわち、水位計の設置条件に応じて自
動補正された水位が得られる。このため、水位計を垂直状態になるように正確に調整する
必要がなくなり、また堤防敷などの傾斜する場所にも設置することが可能となる。すなわ
ち、静電容量式の水位計の設置条件を大幅に緩和することができる。
【００１７】
　また、この発明に係わる水位計測装置は次のような各種構成を備えることも特徴とする
。　
　第１の構成は、水位計の設置位置を検出する位置検出手段をさらに具備し、上記換算手
段により得られた水位値を、上記位置検出手段により検出された水位計の設置位置を表す
情報と共に出力するものである。このように構成すると、水位値が観測地点の位置情報と
共に出力されるので、オペレータが水位を観測する際に、水位値がどこの観測地点のもの
かを常に明確に把握することができる。
【００１８】
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　第２の構成は、水位計による水位計測範囲の下端部において被検出対象となる水の有無
を検出し、水位計測範囲の下端部で水が検出された場合に水位の計測動作を可能とし、検
出されない場合には水位の計測動作を停止させるようにしたものである。このように構成
すると、水位が水位計の水位計測範囲まで上昇した場合にのみ水位の計測動作が行われ、
水位が水位計測範囲に達していない場合には水位計測動作が停止される。このため、無駄
な電力消費が低減される。この効果は、特に電源としてバッテリを使用する場合に、バッ
テリ寿命を延長して保守性の向上を図ることができるのできわめて有効である。
【００１９】
　第３の構成は、水位計による水位計測範囲の上端部において被検出対象となる水の有無
を検出し、水位計測範囲の上端部で水が検出されていない場合に水位の計測動作を可能と
し、検出された場合には水位の計測動作を停止させるようにしたものである。このように
すると、水位が水位計の計測範囲を超えるほど上昇した場合には、実質的に水位の計測は
不可能なので水位計測動作が停止される。このため、無駄な電力消費が低減され、バッテ
リ寿命の延長が可能となる。
【００２０】
　第４の構成は、水位計が、水位計測範囲を分割して計測する複数の水位計測エレメント
を備える場合に、これらの水位計測エレメントごとに被検出対象となる水の有無を検出し
、この水の有無の検出結果に基づいて水が存在する位置に対応する水位計測エレメントに
対し選択的に電源を供給するようにしたものである。このように構成すると、複数の水位
計測エレメントのうち、水位が水位計測範囲内に入っていないエレメントには電源が供給
されず水位計測動作が行われない。このため、無駄な電力消費を極力抑制することができ
る。
【００２１】
　一方、この発明に係わる水位計測システムは、異なる複数の観測地点にそれぞれ水位計
測装置を設置すると共に、これら複数の水位計測装置に対し通信ネットワークを介して水
位監視装置を接続可能にする。水位計測装置には、被検出対象となる水と空気との誘電率
との差を検出してその検出値を出力する静電容量式の水位計と、上記水位観測地点ごとに
設定される基準面に対する上記水位計の高度及び傾斜角度を検出する手段と、上記水位計
の設置位置を検出する位置検出手段とを備える。そして、上記水位計から出力された検出
値を上記検出された高度及び傾斜角度をもとに上記基準面に対応する水位値に換算し、こ
の換算により得られた水位値、及び上記位置検出手段により検出された水位計の設置位置
の情報を、上記通信ネットワークを介して上記水位観測装置へ送信する。　
　これに対し水位監視装置は、上記複数の水位計測装置から送信された水位値及び水位計
の設置位置の情報をそれぞれ受信し、この受信された水位値及び水位計の設置位置の情報
をもとに各観測地点の水位を表す情報を作成して表示するようにしたものである。
【００２２】
　したがってこの発明によれば、各水位計測装置において水位計の設置高度及び傾斜角が
自立的に検出されて、その検出値をもとに水位計の検出値が換算される。すなわち、観測
地点ごとに水位計の設置条件に応じて自動補正された水位が得られる。このため、水位計
を垂直状態になるように正確に調整する必要がなくなり、また堤防敷などの傾斜する場所
にも設置して水位を計測することが可能となる。
【００２３】
　また、各水位計測装置により検出された水位及び水位計の設置位置を表す情報が、各水
位計測装置から水位監視装置へ通信ネットワークを介してそれぞれ伝送され、この伝送さ
れた情報をもとに水位監視装置において各観測地点の水位を表す情報が作成されて表示さ
れる。したがって、監視オペレータは監視センタに居ながらにして、ほぼリアルタイムに
各観測地点の水位を監視することが可能となる。
【００２４】
　またこの発明は、上記観測地点の水位を表示する際に、地図情報を記憶する地図記憶手
段を用意しておき、この地図記憶手段から複数の観測地点を含むエリアの地図を読み出し
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、この読み出された地図上に上記観測地点の水位を表示することも特徴とする。このよう
に構成すると、地図上において例えば河川の各観測地点における増水の様子を監視するこ
とができ、これにより注意を要する地域や避難対象の地域を正確かつ簡単に特定すること
が可能となる。
【発明の効果】
【００２５】
　要するにこの発明では、水位計の設置高度及び傾斜角を検出して、その検出値をもとに
水位計の検出値を観測地点ごとに設定される基準面に対応する値に換算するようにしてい
る。したがってこの発明によれば、水位計を基準面に対し垂直に設置する必要をなくして
設置基準を緩和し、これにより堤防敷のような傾斜している場所にも設置できるようにし
た水位計測システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、図面を参照してこの発明の実施形態を説明する。　
　（第１の実施形態）　
　図１は、この発明に係わる水位計測装置の第１の実施形態を示す外観図である。この水
位計測装置は、水位計１０と、防水ボックス２０とから構成される。水位計１０は、円筒
体からなる収容容器１１内に一対の電極１４ａ，１４ｂを収容したものである。この収容
容器１１の先端部は開口し、かつ側面部には複数の水抜け穴１２，１２が設けてあり、こ
れにより収容容器１１内には水が自由に流入及び流出するようになっている。なお、収容
容器１１の先端開口部にはごみ防止ネット１３が取着されている。電極１４ａ，１４ｂは
、例えば一対の金属ワイヤを一定の間隔を隔てて平行に配置したものである。
【００２７】
　一方、防水ボックス２０内には計測回路２１が収容される。この計測回路２１は、図２
に示すように例えばマイクロコンピュータからなる情報処理部２１１を備え、この情報処
理部２１１には静電容量検出部２１２が接続されている。静電容量検出部２１２は、上記
一対の電極１４ａ，１４ｂ間の静電容量の変化を検出する。
【００２８】
　また上記情報処理部２１１には、高度検出部２１３、傾斜角検出部２１４及び位置検出
部２１５がそれぞれ接続され、さらに記憶部２１６及び出力部２１７が接続されている。
高度検出部２１３は、計測回路２１が設置された場所の標高を検出する。検出手段として
は、例えば気圧をもとに高度を検出するものや、ＧＰＳ（Global Positioning System）
信号をもとに標高を計算するものを使用することができる。傾斜角検出部２１４は、上記
水位計１０の重力方向に対する傾きを検出する。検出方式としては、トルク平衡式又はポ
テンショメータ式の傾斜角センサを使用することができる。位置検出部２１５は、水位計
１０の設置場所の位置を検出するもので、上記ＧＰＳ信号をもとに緯度経度で表される位
置情報を計算して出力する。
【００２９】
　情報処理部２１１は、上記静電容量検出部２１２により検出された静電容量値を、上記
高度検出部２１３により検出された高度、及び上記傾斜角検出部２１４により検出された
傾斜角をもとに、被測定対象となる河川の基準面（川底面）に対応する水位に換算する。
そして、この計算された水位を記憶部２１６に記憶する。また情報処理部２１１は、例え
ば予め定められた周期で定期的に、或いは外部から水位の取得要求が入力された場合に、
上記記憶部２１６に記憶された水位を上記位置検出部２１５により検出された位置情報と
対応付けて出力部２１７から出力する。
【００３０】
　なお、図示していないが、計測回路２１はバッテリとこのバッテリの出力電圧をもとに
動作電圧を生成する電源回路とを備える。そして、この電源回路により生成された動作電
圧を、上記水位計１０及び各回路ブロックに供給している。
【００３１】
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　次に、以上のように構成された装置の動作を説明する。　
　図３は、この実施形態に係わる水位計測装置の堤防における設置例と、その動作説明に
使用するための図である。　
　図３に示すように、水位計１０は河川堤防の堤防敷の斜面上に固定設置される。また防
水ボックス２０は堤防上に固定設置される。したがって、河川の水位が堤防敷まで上昇す
ると、その水位に応じて水位計１０が部分的に水中に没する。このとき、収容容器１１内
には上記水位に応じた水が流入し、このときの電極１４ａ，１４ｂ間の静電容量の変化が
静電容量検出部２１２により検出されて電圧値Ｖとして出力される。情報処理部２１１で
は、上記検出電圧Ｖと、回路定数により決定される係数Ａをもとに、一時水位ＷＬ０が
　　ＷＬ０＝Ａ×Ｖ　　　…（１）
として計算される。
【００３２】
　一方、このとき高度検出部２１３においては計測回路２１が設置された場所の標高ＳＬ
が検出され、さらに傾斜角検出部２１４では上記水位計１０の水平面に対する傾きθが検
出される。情報処理部２１１では、上記検出された標高ＳＬをもとに、河川底面に設定さ
れた基準面ＳＬ０から水位計１０の上端までの高さＨ１が、
　　Ｈ１＝ＳＬ－ＳＬ０　　　…（２）
として計算される。そして、この高さＨ１をもとに、基準面から水位計１０の下端までの
高さＨ２が
　　Ｈ２＝Ｈ１－Ｌ×sinθ　　　…（３）
として計算される。なお、Ｌは水位計１０の水位計測範囲長を示す。
【００３３】
　したがって、実際の水位ＷＬは、上記（１）～（３）式を用いて、　
　　ＷＬ＝Ｈ２＋ＷＬ０×sinθ
　　　　＝ＳＬ－ＳＬ０－Ｌ×sinθ＋Ａ×Ｖ×sinθ　　　…（４）
により計算される。
【００３４】
　ここで、上記ＳＬ０、Ｌ、Ａは既知であり、標高ＳＬは上記したように高度検出部２１
３により検出され、また傾斜角θは傾斜角検出部２１４により検出される。したがって、
これらの標高ＳＬ及び傾斜角θを上記静電容量検出部２１２により検出された検出電圧値
Ｖと共に上記第（４）式に代入することで、水位ＷＬを計算することができる。すなわち
、一次水位ＷＬ０を水位計１０の設置高度ＳＬ及び設置傾斜角θをもとに換算した二次水
位ＷＬが得られる。そして、この計算された二次水位ＷＬは記憶部２１６に格納され、定
期的、或いは外部からの水位取得要求の入力に応じて出力部２１７から出力される。
【００３５】
　以上述べたように第１の実施形態では、静電容量式の水位計１０を堤防敷の斜面上に設
置した状態で、この水位計１０の標高ＳＬ及び傾斜角度θをそれぞれ検出する。そして、
上記水位計１０の検出電圧値Ｖと、上記検出された標高ＳＬ及び傾斜角度θと、既知の基
準面の高度ＳＬ０、水位計１０の水位計測範囲長Ｌ及び回路定数Ａとをもとに計算を行っ
て、上記基準面ＳＬ０に対応する水位値ＷＬを算出し出力するようにしている。
【００３６】
　したがって、水位計１０により検出された一次水位ＷＬ０が、水位計１０の設置高度Ｓ
Ｌ及び設置傾斜角θをもとに基準面ＳＬ０に応じた水位ＷＬに自動的に換算されて出力さ
れる。このため、静電容量式の水位計１０の設置条件を大幅に緩和することができ、この
結果水位計１０を堤防敷などの傾斜する場所にも設置することが可能となる。
【００３７】
　（第２の実施形態）　
　この発明の第２の実施形態は、水位計測装置を河川の複数の観測地点にそれぞれ設置し
、これらの水位計測装置を通信ネットワークを介して水位監視装置としての水位計測サー
バに接続する。そして、上記各水位計測装置により得られた水位の計測データを、通信ネ
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ットワークを介して水位計測サーバに伝送し、この水位計測サーバにおいて上記各計測デ
ータをもとに地図上に観測地点の水位を表示するようにしたものである。
【００３８】
　図４は、この発明に係わる水位計測システムの第２の実施形態を示す概略構成図である
。河川の流域に設定された複数の観測地点にはそれぞれ、水位計測装置ＤＴ１，ＤＴ２，
ＤＴ３，…が設置される。その設置形態は、第１の実施形態で図３に例示したように堤防
敷の斜面上に水位計を設置するものでも、また堤防の垂直護岸に水位計を垂直に設置する
ものでもよい。
【００３９】
　上記水位計測装置ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ３，…は、水位計１０と計測装置２１とから構
成される。なお、この水位計１０と計測装置２１の構成は、前記図１及び２に示した構成
とほぼ同一なので詳しい説明は省略する。　
　本実施形態の水位計測装置ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ３，…が前記第１の実施形態の水位計
測装置と構成を異にするところは、計測回路２１に通信機能部２２１，２２２，２２３，
…を追加した点である。通信機能部２２１，２２２，２２３，…は、通信ネットワークＮ
Ｗを介して水位計測サーバＳＶとの間で計測データを伝送するための通信を行う。
【００４０】
　なお、通信ネットワークＮＷは、例えばインターネットに代表されるＩＰ（Internet P
rotocol）網と、このＩＰ網にアクセスするための複数のアクセス網とから構成される。
アクセス網としては、例えばＤＳＬ（Digital Subscriber Line）や光伝送路を使用する
有線加入者網、ＬＡＮ、無線ＬＡＮ（Local Area Network）、移動通信網、専用線網が用
いられる。
【００４１】
　水位計測サーバＳＶは次のように構成される。図５はその構成を示すブロック図である
。すなわち、水位計測サーバＳＶは制御部３１を備え、この制御部３１にはバスを介して
地理情報データベース３２及び水位情報データベース３３が接続され、さらに通信インタ
フェース（通信Ｉ／Ｆ）３４及び入出力インタフェース（入出力Ｉ／Ｆ）３５が接続され
ている。
【００４２】
　地理情報データベース３２には、複数の観測地点を網羅するエリアの地図情報が格納さ
れている。水位情報データベース３３には、水位計測装置ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ３，…か
ら伝送された水位計測データ及び水位計測装置ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ３，…の位置情報が
、時系列的に蓄積される。
【００４３】
　通信Ｉ／Ｆ３４は、制御部３１の制御の下、水位計測装置ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ３，…
との間で、通信ネットワークＮＷにより規定される通信プロトコルに従って通信を行う。
通信プロトコルとしては、例えばＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Intern
et Protocol）が使用される。
【００４４】
　入出力Ｉ／Ｆ３５には、入力部３６及び表示部３７が接続される。入力部３６はキーボ
ード及びマウスからなる。表示部３７は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ；Liquid Crystal Dev
ise）からなる。入出力Ｉ／Ｆ３５は、上記入力部３６から操作情報を取り込む。また、
制御部３１により作成された河川の水位を示す情報等を表示部３７に表示する。
【００４５】
　制御部３１はマイクロコンピュータを備え、計測データ収集制御機能と、計測データ表
示制御機能を備える。計測データ収集制御機能は、例えばポーリングにより水位計測装置
ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ３，…から定期的に水位計測データ及び位置情報を収集し、この収
集された水位計測データ及び位置情報を水位情報データベース３３に格納する。なお、計
測データの収集方式としては、水位計測装置ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ３，…が自立的に送信
する水位計測データを水位計測サーバＳＶが受信するプッシュ式であってもよい。
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【００４６】
　計測データ表示制御機能は、入力部３６により指定された表示対象地域に該当する地図
データを地理情報データベース３２から読み出す。また、上記表示対象地域に含まれる複
数の観測地点の水位計測データを上記水位情報データベース３３から読み出し、この読み
出されたデータを上記地図データ上に重ねて表示させる。また、観測地点ごとの水位の時
間変化を表す折れ線グラフや、過去の最高水位と現在の水位とを比較表示する棒グラフを
作成し、これらを表示させる機能も備える。
【００４７】
　このような構成であるから、水位計測装置ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ３，…ではそれぞれ、
定期的に前記第１の実施形態で（４）式に示した計算により水位ＷＬが計算される。そし
て、この計算により得られた水位計測データと、位置検出部２１５により検出された水位
計１０の設置位置、つまり観測地点の位置を緯度経度により表した位置情報が、通信機能
部２２１，２２２，２２３，…から通信ネットワークＮＷを介して水位計測サーバＳＶに
伝送される。
【００４８】
　これに対し水位計測サーバＳＶでは、上記水位計測装置ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ３，…か
ら水位計測データ及び位置情報が伝送されると、これらの水位計測データ及び位置情報が
水位情報データベース３３に格納される。そして、例えば監視オペレータが入力部３６に
より表示対象地域を指定すると、この指定された表示対象地域に該当する地図データが地
理情報データベース３２から読み出され、かつ上記指定された表示対象地域に含まれる複
数の観測地点の水位計測データが上記水位情報データベース３３から読み出されて、上記
地図データ上に重ねて表示される。図６にその表示結果の一例を示す。なお、地図データ
には河川ばかりでなくその周辺の道路や建物、田畑なども表示されるが、同図では図の煩
雑化を避けるため図示を省略している。
【００４９】
　また、水位計測サーバＳＶでは、監視オペレータの指定操作により、観測地点ごとの水
位の時間変化を表す折れ線グラフや、過去の最高水位と現在の水位とを比較表示する棒グ
ラフを作成し表示することも可能である。図７にその表示結果の一例を示す。上記折れ線
グラフを作成し表示することにより、監視オペレータは観測地点ごとの水位の時間変化を
一目で確認することができる。また、上記棒グラフにより、現在の水位を過去の最高水位
と対比しながら認識することができる。
【００５０】
　（第３の実施形態）　
　この発明の第３の実施形態は、堤防が複数段の堤防敷を備える場合に、これら複数の堤
防敷のそれぞれに水位計測エレメントとして機能する水位計を設置する。そして、これら
の水位計ごとに水の有無を検出し、この水の有無の検出結果に基づいて水が存在する位置
にある水位計に対し電源を供給するようにしたものである。
【００５１】
　図８は、この発明の第３の実施形態に係わる水位計測装置の構成を示す図である。同図
において、複数の堤防敷のそれぞれには水位計１１１，１１２，１１３が設置される。こ
れらの水位計１１１，１１２，１１３の構造は図１に示したものと同一であるため、ここ
での説明は省略する。
【００５２】
　一方、堤防上には計測ユニット４０が防水ボックスに収用された状態で設置される。計
測ユニット４０は、上記水位計１１１，１１２，１１３に対応付けて設けられた複数の計
測回路４１１，４１２，４１３と、これらの計測回路４１１，４１２，４１３と上記水位
計１１１，１１２，１１３との間で信号及び電源供給の仲立ちをする水位計インタフェー
ス（水位計Ｉ／Ｆ）４２１，４２２，４２３と、スイッチ回路４３０と、バッテリを備え
る電源回路４４０と、制御回路４５０とを備えている。
【００５３】
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　計測回路４１１，４１２，４１３はそれぞれ、上記水位計１１１，１１２，１１３の静
電容量の変化から一次水位を検出し、さらに水位計の設置高度及び傾斜角をもとに上記一
次水位を基準面に対する水位に換算するもので、この計算された水位を記憶部に格納する
と共に制御回路４５０に供給する。なお、計測回路４１１，４１２，４１３の構成は、前
記図１及び図２の構成と同一なので、ここでの説明は省略する。なお、位置検出部２１５
は計測回路４１１，４１２，４１３にそれぞれ設ける必要はなく、計測回路４１１，４１
２，４１３のいずれか一つに設ければよい。
【００５４】
　制御回路４５０は、上記計測回路４１１，４１２，４１３による水位の検出結果をもと
に、水位がどの水位計の計測範囲にあるかを判定する。そして、この判定結果に基づいて
、水位が計測範囲内にある水位計に対応する計測回路に対してのみ電源回路４４０の動作
電圧を供給するべく、スイッチ回路４３０を切替制御する。
【００５５】
　次に、以上のように構成された装置の動作を説明する。　
　先ず計測開始時において制御回路４５０は、スイッチ回路４３０を制御してすべての計
測回路４１１，４１２，４１３に給電を行い、すべての水位計１１１，１１２，１１３か
ら水位を検出する。そして、この水位の検出結果をもとに水位がどの水位計の計測範囲に
あるかを判定し、この判定結果をもとにスイッチ回路４３０を切替制御して、水位が検出
された計測回路に対してのみ給電を行う。
【００５６】
　例えば、計測された水位が水位計１１３の計測範囲であれば、スイッチ回路４３０を制
御して水位計１１３に対応する計測回路４１３にのみ給電し、他の２つの水位計１１２，
１１１に対応する計測回路４１２，４１１への給電は停止する。同様に、計測された水位
が水位計１１２の計測範囲であれば水位計１１２に対応する計測回路４１２にのみ給電し
、また計測された水位が水位計１１１の計測範囲であれば水位計１１１に対応する計測回
路４１１にのみ給電するように、スイッチ回路４３０を切替制御する。
【００５７】
　一方、計測期間中に水位が低下し、例えば給電中の計測回路４１２に接続された水位計
１１２の水位が０になると、制御回路４５０は計測回路４１２に対する給電を停止し、代
わりに下段に位置する水位計１１３に対応する計測回路４１３に給電を開始するように、
スイッチ回路４３０を切替制御する。反対に、水位が上昇し、例えば給電中の計測回路４
１２に接続された水位計１１２の水位が予め設定した最大値を超えると、制御回路４５０
は計測回路４１２に対する給電を停止し、代わりに上段に位置する水位計１１１に対応す
る計測回路４１１に給電を開始するように、スイッチ回路４３０を切替制御する。
【００５８】
　したがって第３の実施形態によれば、複数の堤防敷にそれぞれ水位計１１１～１１３を
設けた場合に、水位がどの水位計の計測範囲にあるかが判定され、この判定結果をもとに
水位が検出された水位計に対応する計測回路にのみ給電が行われる。このため、すべての
計測回路４１１～４１３に対し常時給電する場合に比べ、装置の消費電力を減らすことが
可能となり、これによりバッテリ寿命を延長してバッテリ交換にかかる手間を軽減するこ
とが可能となる。
【００５９】
　（第４の実施形態）　
　この発明の第４の実施形態は、水位計による水位計測範囲の下端において水の有無を検
出することにより、水位が上記水位計の計測範囲内にあるか否かを判定する。そして、水
位が上記水位計の計測範囲内にある場合にのみ、水位計測動作を実行するようにしたもの
である。
【００６０】
　図９は、この発明の第４の実施形態に係わる水位計測装置の構成を示す図である。同図
において、水位計１０の収容容器１１の側面先端部付近には、導通検出回路２４が取着し
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てある。この導通検出回路２４の下面には、一対の検出電極２５ａ，２５ｂが下方に向け
突設されている。導通検出回路２４は、上記検出電極２５ａ，２５ｂ間に検出電圧を印加
する。そして、当該検出電極２５ａ，２５ｂ間に流れる電流値を検出することにより、水
位計の計測範囲内に水位があるか否かを表す検出信号を計測回路２３に供給する。
【００６１】
　計測回路２３内の情報処理２１１は、上記導通検出回路２４から水位計測範囲に水位が
有ることを示す検出信号が供給された場合に、計測回路２３内の静電容量検出部２１２、
高度検出部２１３、傾斜角検出部２１４及び位置検出部２１５に給電を行い、水位の計測
動作を行わせる。これに対し、上記導通検出回路２４から水位計測範囲に水位が無いこと
を示す検出信号が供給された場合には、計測回路２３内の静電容量検出部２１２、高度検
出部２１３、傾斜角検出部２１４及び位置検出部２１５への給電を停止する。
【００６２】
　このような構成であるから、水位計測装置は水位が水位計１０の計測範囲内にある場合
にのみ計測動作を行える状態となり、その他の場合には計測内の各回路部への給電が停止
されて計測動作を行わない状態となる。したがって、計測回路２３を常時動作状態に設定
する場合に比べ、装置の消費電力を減らすことが可能となり、これによりバッテリ寿命を
延長してバッテリ交換にかかる手間を軽減することが可能となる。
【００６３】
　（その他の実施形態）　
　前記各実施形態では、水位計を堤防敷に斜めに設置する場合を例にとって説明したが、
垂直堤防壁に沿わせて水位計を設置する場合にもこの発明は適用可能である。この場合、
堤防壁は必ずしも垂直になっているとは限らず、また垂直になっていたとしても設置する
際に水位計が傾くこともあり得る。しかし本発明によれば、水位計によれ検出される一次
水位が高さと傾きにより自動補正されるので、水位計を正確に垂直に設置しなくても、高
精度の水位計測が可能となる。
【００６４】
　前記第４の実施形態では、水位計２１の水位計測範囲の下端において導通検出回路２４
により水の有無を検出し、水が検出された場合に計測回路２３を計測動作状態に設定する
ようにした。しかし、それに加えて、水位計２１の水位計測範囲の上端においても水の有
無を検出し、この上端においても水が検出された場合には、水位計測範囲の全域が水没し
たと判断して、計測回路２３内の各回路部への給電を停止して計測動作を行わないように
してもよい。
【００６５】
　また、前記実施形態では河川の水位を計測する場合を例にとって説明したが、海岸や湖
沼の水位を計測する場合にも、この発明は適用可能である。その他、水位計の構造や計測
回路の回路構成、水位計測サーバの構成とその機能、水位計測装置と水位計測サーバとの
間の計測データ伝送方法等についても、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して
実施できる。
【００６６】
　要するにこの発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、
実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】この発明の第１の実施形態に係わる水位計測装置の構造を示す斜視図。
【図２】この発明の第１の実施形態に係わる水位計測装置の回路構成を示すブロック図。
【図３】図１及び図２に示した水位計測装置の使用例を説明するための図。
【図４】この発明の第２の実施形態に係わる水位計測システムの概略構成図。
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【図５】図４に示したシステムの水位計測サーバの構成を示すブロック図。
【図６】図５に示した水位計測サーバに表示される計測情報の一例を示す図。
【図７】図５に示した水位計測サーバに表示される計測情報の他の例を示す図。
【図８】この発明の第３の実施形態に係わる水位計測装置の構成を示すブロック図。
【図９】この発明の第４の実施形態に係わる水位推測装置の構成を示す図。
【符号の説明】
【００６８】
　１０，１１１，１１２，１１３…水位計、１１…カバー、１２…水抜け穴、１３…ごみ
防止ネット、１４ａ，１４ｂ…水位計測用の電極、１５…水の流入部、２０…防水ボック
ス、２１，２３，４１１，４１２，４１３…計測回路、２４…導通検出回路、２５ａ，２
５ｂ…水面検出用電極、３１…水位計測サーバの制御部、３２…地理情報データベース、
３３…水位情報データベース、３４…通信インタフェース、３５…入出力インタフェース
、３６…入力部、３７…表示部、４０…計測ユニット、１１１，１１２，１１３…水位計
、２１１…情報処理部、２１２…静電容量検出部、２１３…高度検出部、２１４…傾斜角
検出部、２１５…位置検出部、２１６…記憶部、２１７…出力部、ＤＴ１，ＤＴ２，ＤＴ
３…水位計測装置、ＳＶ…水位計測サーバ、ＮＷ…通信ネットワーク、２２１，２２２，
２２３…通信機能部、４２１，４２２，４２３…水位計インタフェース、４３０…スイッ
チ回路、４４０…電源、４５０…計測ユニットの制御回路。

【図１】

【図２】

【図３】
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