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１ はじめに 

近年、都市化の進展による下水道への雨水流入量の増大、地球温暖化やヒートアイラン

ドによる局所的な集中豪雨の多発などによって、都市型水害のリスクが高まっている。当

局では浸水への対策として、幹線や雨水ポンプの能力増強などとともに、東京アメッシュ

によるお客さまへの降雨情報の提供や区への幹線水位情報の配信などを行っている。 

このうち、幹線水位情報の計測に使用している光ファイバー水位計は、水位変化の計測

が可能であり、浸水対策に有効な設備である。しかし、広範囲な導入にはコストの低減が

課題となっている。 

そこで、管きょ内水位が危険水位に達しているかどうかをリアルタイムに把握すること

に機能を限定し、コストの低減を図る技術の開発を行ってきた。また、様々な用途に活用

できるように、併せて検出器部の小型化も図ることとした。 

「光ファイバーを用いた水位検出システム」は、このような背景から開発したものであ

る。本報告では、 

(１) システムの検出器に用いる「簡易型水位検出器」 

(２) 「光ファイバーを用いた水位検出システム」 

の概要と、その実証試験等について紹介する。 

 

２ 簡易型水位検出器の概要 

２.１ 特長 

図 1 に、簡易型水位検出器の外観写真を示す。 

簡易型水位検出器は、光ファイバーを用いるため、

電源が不要、長距離伝送が可能といった特長を有す

る。また、既存の光ファイバー水位計検出器はφ

115mm の大きさであるが、簡易型水位検出器はφ

34mm と小型である。 

 

 

 

 

 

 

 

                        図 1 簡易型水位検出器の外観 
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図 2 に、簡易型水位検出器

の構造図を示す。 

簡易型水位検出器は、水位

の検出にファラデー近接セン

サを使用している。 

ファラデー近接センサとは、

ファラデー素子を利用した磁

界センサであり、磁界が強く

なると反射光が強くなる特性

がある。 

この特性のため、磁石内蔵

フロートが水位によってファ

ラデー近接センサに近付いた

り離れたりすると、反射光が

強弱に変化する。 

簡易型水位検出器は、この反射光の強弱から、水位の有無を ON/OFF の 2 値で判定する。 

 

２.２ 動作原理 

簡易型水位検出器の OFF 状態を図 3 に、ON 状態を図 4 に示す。 

水位が低いときは、ファラデー近接センサは作動しておらず、簡易型水位検出器は OFF

状態である。簡易型水位検出器からの反射光が弱いことにより、水位が検出水位以下であ

ることを検出する。 

水位が高くなると、磁石内蔵フロートが上昇し、簡易型水位検出器は ON 状態となる。簡

易型水位検出器からの反射光は強くなり、水位が検出水位以上となったことを検出する。 

その後、水位が低くなれば磁石内蔵フロートは下降し、簡易型水位検出器は OFF 状態に

戻る。 

 
      図 3 OFF 状態（水位低）     図 4 ON 状態（水位高） 

 

図 2 簡易型水位検出器の構造図 
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２.３ 設置状況 

図 5 に簡易型水位検出器の設置状況例を示す。 

 

図 5 簡易型水位検出器の設置状況例 

 

簡易型水位検出器は、水位を検出したい高さにアンカーなどを用いて固定する。 

水位上昇時には検出器底部からの水位が+80mm 程度で ON 状態となり、水位下降時には検

出器底部からの水位が+55mm 程度で OFF 状態となる。 
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３ システム概要 

３.１ 特長 

「光ファイバーを用いた水位検出システム（以下、「本システム」という）」は、光フ

ァイバーを伝送路として用いた水位の検出システムであり、以下のような特長を有する。 

(１) 水位上昇を即座に捉えられる 

(２) 検出器に電源が不要 

(３) 検出情報の長距離伝送が可能 

(４) 落雷や電磁誘導による影響を受けない 

 

３.２ システム構成 

本システムのシステム構成図を図 6 に示す。 

 

図 6 システム構成図 

 

本システムは、光パルス試験機と簡易型水位検出器から構成される。 

光パルス試験機は、光ファイバーに光パルスを入射し、後方散乱光強度や反射光強度の

時系列変化を計測することで、光ファイバー内の損失分布を解析する機器である。 

光パルス試験機で、簡易型水位検出器を接続した距離からの反射光を計測すれば、当該

簡易型水位検出器設置場所の水位を知ることができる。 

本システムは、現在の水位を計測するものではなく、ある一定水位に到達しているかど

うかを ON/OFF の形で判定するものである。水位を検出したい高さに簡易型水位検出器を設

置しておけば、その水位に達しているかどうかが遠隔地から即座に分かる。 

また、光ファイバーを光カプラで分岐させ、1 本の光ファイバーに多数の簡易型水位検

出器を接続することも可能である。 

 

簡易型水位検出器
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３.３ 水位検出イメージ 

図 7 に本システムにおける水位検出イメージを示す。 

 

図 7 本システムにおける水位検出イメージ 

 

図 7 の点線で囲んだ波形は、光パルス試験機で計測した、光ファイバーからの反射光強

度の時系列変化を表している。横軸は時間とともに距離も表す。 

例えば、水位上昇によってセンサ 2 設置場所からの反射光量が増えると、反射光量波形

が変化する。それを光パルス試験機で検出し、センサ 2 設置場所における水位上昇として

接点出力する。 
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４ 実証試験 

４.１ 目的 

光ファイバーを用いた水位検出システム及び簡易型水位検出器の実環境での動作検証 

 

４.２ 内容 

(１) 光ファイバーを用いた水位検出システムの動作検証 

(２) 簡易型水位検出器の動作検証（泥・ゴミ詰まり等の影響の確認） 

 

４.３ 期間 

平成 19 年 1 月～平成 21 年 3 月 

 

４.４ 試験場所 

(１) 成城排水調整所汚水沈砂池 

(２) 田柄川幹線内 

 

４.５ 概要 

以下の 2 点について実証試験を行った。 

(１) 検出水位への水位到達を即座に捉える事ができること 

(２) 簡易型水位検出器が、長期間にわたって泥やゴミなどの影響を受けないこと 

試験は、成城排水調整所汚水沈砂池と田柄川幹線内の 2 か所で行った。これらの実験場

所は通常の水位計が設置されており、この水位データを活用することで簡易型水位検出器

の動作を確認できることから選定した。それぞれの場所における実験条件を表 1 に示す。 

なお、田柄川幹線内の簡易型水位検出器設置場所は、普段は水位がない雨水きょであり、

降雨時のみ雨水が流れる。 

表 1 実験条件 

 成城排水調整所汚水沈砂池 田柄川幹線内 

設置日 平成 19 年 12 月 18 日 平成 20 年 11 月 14 日 

設置台数 2 台 3 台 

検出水位 T.P.+8.28m 

T.P.+8.48m 

管底+0.05m 

管底+0.50m 

管底+1.00m 

定常水位 T.P.+8.20m － 
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５ 試験結果 

(１) 水位検出性能 

成城排水調整所汚水沈砂池での水位検出状況を図 8 に、田柄川幹線内での水位検出

状況を図 9 に示す。どちらも、最下部に設置した簡易型水位検出器の検出状況を示し

ている。 

青色の線は既設の水位計による水位である。赤色の線は、光パルス試験機で判定し

た、簡易型水位検出器の動作状態を描いた線である。 

 
図 8 水位検出状況（成城排水調整所汚水沈砂池） 

 

 
図 9 水位検出状況（田柄川幹線内） 

 

図から分かるとおり、簡易型水位検出器は検出水位に応じて即座に ON/OFF 動作し

ており、簡易型水位検出器の水位検出性能は問題ないことを確認できた。 

なお、検出水位付近で ON/OFF を繰り返しているが、これは検出水位付近での水面

の波打ちによる影響である。横軸のスケールが大きいため、既設の水位計では捉えき

れていないが、波打ちが大きい実験場所であったためこのような波形となっている。 

水位 

水位検出 

水位

水位検出 
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図 11 フロート部に付着したゴミ 

(２) 簡易型水位検出器の検証―泥・ゴミ詰まり等の影響の確認 

実験中に簡易型水位検出器に泥・ゴミ詰まりの影響が見られたため、簡易型水位検

出器の構造改良などの対策を行っている。 

開発当初に実験を行った成城排水

調整所では、簡易型水位検出器の構

造として、フロート部を全面的に覆

ったフロートカバーを設けていた。 

しかし、泥や油脂分がフロートと

フロートガイド間に詰まり、動作不

良が発生した。図 10 に開発当初の簡

易型水位検出器の外観及びフロート

とフロートガイド間の詰まり状況を

示す。 

そのため、フロートカバーを取り

外した構造とし、泥や油脂分が詰ま

らない構造に改良した。対策の結果、

泥や油脂分の詰まりは解消された。 

 

一方、田柄川幹線内での実験におい

ては、上記の改良を施したもので実験

を行ったが、フロート部にゴミが付着

することによる動作不良が発生した。

図 11 にフロート部へのゴミの付着状

況を示す。 

この対策として、簡易型水位検出器

の周囲を上下が開放となった半円形

のカバーで覆った。図 12 はカバーの

設置状況である。 

対策の結果、ゴミが詰まることはな

くなり、現在まで問題なく水位検出し

ている。 

  

図 12 防護カバー設置状況（左：正面から 右：上部から） 

図 10 開発当初の簡易型水位検出器の外観及び

フロートとフロートガイド間の詰まり 
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６ まとめ 

当課では、平成 19 年 1 月から、光ファイバーを伝送路とし、ファラデー近接センサを用

いた簡易型水位検出器及び光パルス試験機からなる、光ファイバーを用いた水位検出シス

テムを開発してきた。 

今回の実証試験において、本システムが、管きょ内の水位上昇を遠隔地から即座に捉え

られることを確認した。 

試算では、本システムは光ファイバー水位計システムに比べて、安価に構成できる見込

みとなっている。 

本システムは当初、浸水対策として開発したが、合流改善や管きょ内作業時の安全管理

への適用も考えられることから、今後、幅広いフィールドへの適用を検討していく。 
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