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面積雨量の求め方についての数学的考察

菅原 正巳

1. まえがき

数学的考察と題し，数式をかなり含む一文を，本誌にのせるのは，いささか不適当

であると思うので，まず弁明から始めることにする。これから述べる内容は，今を去

ること 5年余り， 昭和45年12月にニュージーランドのウ ェリント ンで聞かれた国際水

文学会の 「代表 ・試験流域に関する研究結果についてのシンポジウム」で，私がリー

ドスピーカとして行なった講演の一部で、ある。その後，私にはいろいろと忙しいこと

があって‘ これを論文にまとめる暇がなかった。5年も前のものを，いまさら発表す

るのも変であるが，内容としては，そうつまらないとは思わない。そこで大部分の読

者にはご迷惑であろうと思いながらも，本誌を借りて世に問いたいと考える。あえて

本誌を借りる気になったのは，問題が面積雨量に関することであ り，前積雨量は水文

学のアノLブァて、かつオメブfであると，私が思っているからである。 しかしなお，この

一文がご迷惑でないかと思うのは，この論文に対する夜、の評価が，肯定的でないから

である。数学がお好きな方は，あるいはこの結果をおもしろいとお考えくださるかも

知れない。しかし，得られた結果のM"；味は，多分ティーセン法の否定だけであろうと

私は思け。そしてティ ーセン法の否定が大切だと思うから，私はあえて本誌をお｛昔り

するうえLになったのであるが，それにしても，否定が目的というのは気持がよいもので

はない。

じつはティ ーセン法の否定だけであれば，簡単である。しかし簡単に否定したので

は納得しない人もいる。ティーセン法が正しいことの証明を企てる人もいるほどであ

るから‘それの否定にい くらか数学を使う こと も，あるいは有効かも知れない。その

意味で，ここに述べる数学的考察も，いくらか有用であろうというのが，私の弁明で
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ある。

2. 面積雨量について

そもそもそも私が水文学を始めることになったのは， j(rj杭雨量：の問題からであっ

た。昭和22,23年のこ ろ， flは何をしてよし、か判らなかった。カスリン アイオン等

の大洪水が，雨から洪水を出す計算を試みる気を起こさせた。そして資源調査会事務

局を尋ね，故近藤利八氏から出されたのが，国主＇t雨誌の問題であった内私は当時，統

計数理研究所にいたので， 面積雨量を地点雨Jil：から求めるのは， サンプ リングの問題

の一種であろうから，それを引き受けてもらいたいと要望された。l説tit雨i止を求める

には，何個の地点を，どのように置けばよいか，与えられた地点雨員から而杭i羽却を

求めるにはどんな推定式を用いればよし、かとい うのが出された問題て、あった。多分，

昭和24年の暮のことであったと思う。私は関東地方，数十地点の何年分かの口雨{r：：，資
ひとあめ

料を近藤氏から借り，日雨量や一雨雨量の分布や，2地点の日H1却の聞の相関につい

て調べ始めた。日雨量や一雨雨量の分布は，少し変わっている。日雨量についてパえ

ば，雨量 0 （無降雨の日と雨量：Oの日とを仮りに同一視する）の日がたくさんある：ま

かりでなく，雨量が o<x壬1とい う日が非常に多い。 これを lmmで区切るか 1. 5 

mmで区切るか，どちらがよいかの問題があるが，ともかくこの部分を別に扱う必要

があるらしい。 lmm以上のものについて，ク ラス分類を，たとえば， ［.4‘g, 16, 

25，・0・・ーの ように 2采スケーノレにする ものと， たとえば 1,4, 8, 16, 32, …のよ

うに指数関数スケーノレにするものとの両方をE試みてみると，指数関数型ス ケーんの場

合の方が，いくらかヒストグラムの形がよいようである。似りに対数正規型であると

仮定してみても，雨量 O の日， o<.-i;~ 1 の日の処i置に困る。 lmm 以下の日を切り捨

て，残りを対数正規だとすると，切り捨てたために，正規分布のヒスト〆ラムの／己の

裾の部分が切りとられてしまう。ヒストグラムの一方の裾が切り取られているとき，

正規分布の平均と分散を求める方法t丸 、品、にして数学的に解けたけれとも噌数伯実

験でI試算してみると，残念なことに，その推定の誤差はきわめて大きい。

日l：荷主ilmm 以上の部分が仮り に対数正規型でよく当てはま ったとしても‘日 1·1~ がー

の分イ11は， 0における離散分布 （線スベクトノレに当たる），区間 （0, 1）における分

布（これは区間 （0, 1）の一様分布と仮定して大過あるまし、）と，対数正規分析iの三

者の豆ね合わせになる。 数学的には扱いにくい刑である。 F分布を当てなめても， ~4f.

；.＇：＼は同様である。

本目闘についても同様のむずかしさがある 。 －·）Jの地点の l•loi.lhl：が imm 以下で．他ノJ

の地点にかなりの雨が降る ことがあるし，その逆のことがある。ところが．ドl,j)jの地

点で 1mm U上の雨が降った場合だけを取り 出すと， 2地点の雨祉の間心は．かなり

よい相｜長lがある。相関図を作ると， z和hの近く， yi凶の近くと， z軌， y舶の2等分
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線の近くと，点の集まりが 3つの校に分かれるのである。その中央の校，つまり 2地

点とも lmm以上の雨が降った場合だけを抽き出して求めた相関係数の値は，ほぼ2

地点間の距離の関数となっている。北東から南西の方向に沿っては相闘が大きしそ

れと直角の方向には相関が小さいというような異方性が現われることを期待したが，

それは発見できなかった。 2地点が近いとき，相関は 0.9以上にもなるが，そう いう

2地点についても，一方が lmm以下で，他方が何十mmということが起こるわそれ

は事実，われわれが経験していることである。

かかる日雨量分布，相関関係をみて，私はどのようなサンプリング理論を作ってよ

し、か闘った。正規分布とか， 正規相関とかを仮定すれば，答は出るかも知れない。し

かし答を出しやすくするために，現実とあまりに離れた仮定をしても致し方あるま

い。当時は計算機が無かったから，強引にモ ンテ ・カノレロ法で答を出すことはできな

かった。そのような方法を夢想してみたが，それにモンテカノレロ法という名がついて

いることを知lったのは，かなり経ってからであった。

必要な雨量地点数を定めること，最適な雨盆地点を選ぶことが，実際上は無立味な

問題であることも判って来た。高橋浩一郎氏をお訪ねしていろいろ伺ってい るうち

に，雨量地点の選定は，他の重要な条件によって定まってしまうことを知ったn 交通

通信の使，駐在する人の使， f:.I事しの枠等々である。

残るのは首i積雨量を求める段通推定方式の決定であるが，これも無意味な問題であ

るという気がしてきた。面積雨量を実測する方法がない以上，ある推定方式の正当性

は巧妙な言いくるめとか，戸の大きさとか，来図的圧力とかによって定まることにな

るであろう 。 それは， 多分科学には属さないことであろう 。 私は而積雨量の批定は$！＼~

E；味で、あると考え，面積雨量を流註と対比して実証する以外に方法があるまいと考え

た。すなわち，面積雨量のl}l]題と，流出の問題とを一体にして考える以外に方法がな

いと考えた。

［ ｜ 口 lー ｜
l；地点雨量： ！→ 面積雨亙 → l 流主

しかし，このように考えると，途中に置かれた面積雨量は不姿で、あるという ＇j(＼がし

てきた。何例カミの地点雨量から，ある地点の流量を出す方法が発見できれば，それで

十分ではないか。元来，科学とは終局的には，実iJll)できるものと実証¥I）できる ものとの

間の関係づけができれば，それで十分ではないか。夜、はこのようにして流出の問題に

行を突っ込み，そしてしだいに水文のfil・界に傑入りして行った。

その後，モデノレにくふうが加えられ，多くの河川について流出解析の経験が蓄積さ

れ， 蒸発散，積雪，融雪，決業用水等を考慮に入れた解析が行なわれ，流量算U:¥のtt'i
1良が上って31ぐると，流域の7］（収支動態的な視点から，ふたたび面積雨量が必要に‘なっ

て来た。
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多くの解析例を通じて，而積雨量がしだいに実証性を得てきたとは言え，地点雨量

から面積雨量を出す一般的方式があるとは思えなし、。そのf翠由の一つは信頼性の低い

雨量資料の存在である。私が水文学を始めたのはl昭和20年代の半ばで，用いた資料fi

戦H与中‘戦後の窮乏時代のものであった。遠くない 2地点の雨量が， 1週間とか半月

とか，まったく一致していることがある。欠測を問い合わせによって埋めたのであろ

う。雨註を測り 忘れて， 2日分の雨量となったのを，適宜に 2日に分けたとしか考え

られないものがある。 分lナ方に個人的なくせがあっ て，何となく 判るのである。そう

いフ地点の雨量は2 流量との対応がつきにくいものである。面積雨量の推定式におい

て．そ うい う地点にあまり大きいウェ イトを与えるわけには行かない。そ ういう意味

で‘流出解析をする際は，雨量地点をすべて訪れてみるほうがよし、。雨量計の現場を

眺め＇ fiJl,Jllj者に会ってみると，信頼性についてのおよその見当はつくものである。か

かる信頼性の問題の他に， ミクロな気象条件による代表性の問題がある。

流域のほぼ中央に位置し，地形的にも，周囲の状況にも，鏡浪lj機穏にも，観測人に

も，欠点が見当たらないのに，その地点のi行最と流量との関連がつきにくい場合があ

る内つまり代表性に乏しいのである。それに反し，流域外にありながら，その地点の

l'fo ：，＇，：から算 出した椛定流量が実測とよく合うこともある。また洪水の計算で、経験した

ことであるが．流域境界上の山頂のロボット雨量：計で， Jll沿いの雨量地点の 2倍， 3

倍の1¥iが降る所がある。そこのl荷量から算出したiJ¥t註は実iJ!ll流量と合わないのであ

るが，谷沿いのいくつかの地域に比べ，ウ ェイトを＇／2にしてその山頂の雨量を計算に

力II；とると‘じつによい推定流量が得られたことが， 一度ならずあった。そういう山頂

地点は 代表性には乏しいが，じつに有効な情報をもたらすのである。先に述べた，

流域の中央にあって役に立たない地点というのは，代表性も有効性もないのである。

現存i ;fl、は多くの場合，面積平均雨量を求め．それをタンク ・モデノレで流世に変換

するのでなく‘各地点1'11量をタンク ・モテソレで流出高に変換し， それの加重、F均を流

域の州定流出尚としている。タンク ・モデノレのJI三線型性により， まず流出高に変換し

てから荷積平均をとるほ うが，よい結果が出るからである。この平均流出高を算出す

る際のウェイ トが，各地点雨i詰：が代表する地域のE抵積比率を表わすとみてよいから．

4守地点HH置をこのウェイトで子均すれば，面積、F均雨量が求められるとみ てよかろ

フ。

少し桜＼；直にそれるが，各地点雨量が代表する面積についての私の考えを述べておき

たいわ理解しやすいために，流威内にA,B, C, D，境界上にE,F ，合計6地点

の1fUiJ：があ り， A,B, C, Dにそれぞれウェイト 1, E, Fにそれぞれウェイト I2 

を与えて よい推定流量が得られたとする。A,B, C, Dは流域のそれぞれ20%,

E, Fはそれぞれ10%の，互いに共通部分をねたない部分流域の代表であると考える

のでめるが‘Aが代表する部分流域はAの近傍とは限らないと私は考える。それは多
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分，連結ーした領域でもなし流域各所に散在しているであろう。つまり Aを代表とす

る領域は，あちらの沢，こちらの沢に散在して，その合計が全流域の20%になる。B

が代表する領域はあち らの斜面，こちらの斜面に散夜し，その合計が20%になる。し

かも，その散在する領域は雨のたびごとに変化するかも知れないと夜、は考える。変化

しながらも， Aを代表とする領域は，平均的に流域の約20%であるというの が，多

分，其の姿ではなかろうか。雨の分布というものは，それほど不規則で，変動的なも

のだと思う。

面積雨量の問題は，主jiにウェイトの決定だけではない。流域の出口の近くの河沿い

に， 1点とか 2' 3点とかの雨量地点がある場合も多いし，雨培地点が流域外にしか

ないこともある。 資料が偏っているのである。最近はロボ ット雨量計がかなり設iなさ

れたが， これは峰か尾根筋である。つまり沢筋か，尾根筋，あとは平野部分という偏

った資料で‘あるから，補正，多くの場合は割増しが必要である。

しかも，わが国の積雪地域河川の流出解析から判ったことは，補正率に季節変化を

与えることの必要性である。これはわが国の積雪地域に限ったことでない。季節風に

よる地形性降雨のある所では，季節により風向きが変わるのに応じて， 補正率を変化

させる必要があるらしい。最近（昭和50年）行なった，タイの MaeNam Chao Phya 

の流出解析でもそうであったし昨年（昭和50年〕 9月，スロパキアのブラテ ィスラ

パで、行なわれたシンポジウムの席で私が話をしたとき，カ ナダの質問者が， カナダで

は補正率に季節変化が必要であるとし、う 。私は「日本も同じだ」と答え， じつに熔し

かった。補正率の季節変化，とくにある地域で秋には害問｜き補正をする必要があるこ

となど，いろいろ試算して，そうとしか考えられなし、から行なうのである。しかし，

流域雨量の実測がないのだから実証はなし、。客観的な証明がなし、から致し方ない。ド，，j

にまで手を加えて，ねじ曲げれば答が合うのは当たり前だという ような批評が聞こえ

てくると，じつに残念な思いがするから，まったく独立に， 5Jljの地域で，同じこ とに

気が付L、ているとなると嬉しくなるのである。広はかつて，あるコンサルタン トが積

雪地域河川の計算をしていて，割増率を冬期に非常に大きくしなければ合わないこと

を疑問とし，問い合わせてきたのに対しだれが計算しても同じ ことになるのかと心

強い思いがしたが，カナダでもそうなるという 。このようにして，しだいに知識が固

まって行くのであろう。

さて，面積雨量を求めるためには，補正率，各地点のウ ェイトを定める必要がある

が，それは流出モデルによる挑定流量と，実誤lj流量との対比によって行なうのであ

る。タンク ・モデルのパラメ ータ探しをする一方で，補正率やウ ェイト探しま でをす

ることは可能であろうか，そのようなことをしたら解は振動または発散するのではあ

るまし、かと，心配される方も多かろうと思う。それについて，簡単に説明する。

現在，私はウェイトとして， l, 1/,, 1/,, 0の4種類だけを用いている。ウェイ トO
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とはその地点を用いないことである。多くの場合，等ウェイト，すなわちすべてのウ

ェイトを 1として出発するが，流域内地点のウェイトを し 境界上や流域外地点のウ

ェイトを＇ ＇，と置いて出発することもある。また非常に接近した 2地点が与えられてい

るときは. 2地点平均を l地点とみなしそれぞれ2んのウェイトとすることもある。

補正率は，従来の例から考えて適宜の値を出発（1自とする。そこで流出解析の試算を始

める。ある程度のよい結果が出るまでは，ウェイ トや補正率には手をつけなL、。推定

ハイドログラフが実i}lljとかなり似てきた所で，ウェイトの修正を開始する。

推定ハイドログラフが実測と合わない場所について，作地点の雨量を調べる。そフ

すると，ハイドログラフが合わない原因が，どの地点雨誌によるかが判る。たとえば

A地点で大雨が降り，そのために推定流量が大きく出すぎたとすれば， Aが原凶であ

る。惟定，実測が合わない大部分の場所で，いつもAが原因であれば， Aは代表性に

乏しい地点であるから，そのウェイトを小さくする。すなわち 1からhに， ＇f，から＇1,

に， 1んからOに。過剰修正であればもとに戻す。 これを何度かくり返す。

一方，補正率の修正のほ うは，全般的な効果が現われるから，推定値と実測（tf1の月

合討を合わせることを目当てに修正すればよし、。いろいろ動かし得るパラメータがあ

るが，作パラメ ータの修正効果の現われ方が異なるから，逐次修正が可能なのであ

る。

流量：との対比による以外，面積雨量：を実証する方法がない以上（レーダーでmm1雨

盆が出るようになったときでも，その実証は流註との対比による以外致し方あるま

L、） 上述のような方法しかないと私は思う。しかし， もう少し数学的，客観的な刀法

があるだろうと，みなさまは期待されるであろう。事実，ないことはないのである。

しかし，タンク ・モデノレが非線型で、あること，Hfa定，実説ljハイドログラフのキHj主を，

2来平均誤差で評価し最小2乗法的手法でウェイ トを求めると，流量が大きい所

（それは実机lj値に誤差が大きく，信頼性がやや小さい所である）の評。Iiiが過大になり

すぎることから， 本当によいウェイ卜は出にくい。それでは相対誤差の2采平均によ

るu平価i（対数目盛で描かれたハイドロ グラフについての 2乗平均誤差を考えてもz 実

質的には同じである）を用いればよいということになる。しかし，これによると線型

性が失われるから，うまい数学的方法がないのである。いくらかの数学的無理は承知

で，相対評価を用い，最小 2采法的手法でウェイトを求めることもできる。そうする

と，次の難点が出て来る。各地点の雨は，だいたい似ていて，相関が高いのである F

したがって，相関行列の値はOに近く，それを解L、て得られた解の伯煩性が低いこと

になる。すなわち，資料のね＝つ偶然性に大きく左右され，得られたウェイトが大きく

変動する可能性が大きい。ある期間のデータから出したウェイト ，別のWl聞のデータ

から出したウェイトが，まったく央なった他に出て来たりするのである。その証拠に，

tiのウェ イト が現われたりする。事実，与えられたデータに関しては．ある地点に負
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のウェイトを与えると，よい結朱がH:lることがあっても，かかるウェイトを用いるへ

きではなし、。この手法を用いるとき，係数の1司lが lという条件をつければウェイトが

t±＼るし，その条件をつけなければ，補正率とウェイトを掛けたものが出て来る。つま

りウ ェイトも， 補正率も，いくらか数学的に（途中に非線型の変換があるから，完全

に数学的とは言えなし、） 出てくるわけであるが， 在、はこの方法を用いなし、。じつは，

タンク ・モデルのパラメータをかなり調整した段階で，上記のような方法によってウ

ェイトや補正率を動かすと，あまり労せずして，誤差評価の上では，よい結果が出て

くるのは事実である。それだから，夜、はこれを自分自身に許さない。そのようにして

点を稼ぐのは，水文学の本質から遠ざかることになると伝ずるからである。

主観的な意見ばかりを強く述べすぎて恐縮である。主観的判断による試行錯誤で，

補正率やウェ イトを定めて行く手法こそ，唯一のよ い方法であると，いかに私が信じ

ていた所で，多くの方々の共感が得られるかどうかは疑問である。

かくして，流出モデルと無関係に，流量との対比なしで，他の恨拠からウェイトが

定ま って くることを，多くの人が待望するのである。ティ ーセン法が愛用されるゆえ

んであろう。まず面積雨量が定まり，それを用いて流出モデノレの調整に取り掛かるこ

とができれば， そのほうが幸せであるにきま っている。

3 ティーセン法，等雨量線法に対する批判

ティーセン法の非合理性は，こと新しく指摘するまでもあるまい。これよりは単純

平均のほうがよほどましである。名案がないときは足して 2で割るというのは，サイ

コロできめるのと同じように，きわめて合浬的である。ここに問題が残されているぞ

という警告が明示されている点で，かえってよいと思うのである。

ティーセン法は適度に筒准で， 適度に手聞がかかり，何となくもっ ともらしく，出

てくるウェイトには 2 けた， 3 けたの数字が~Y-ぶという，人に好まれる条件が揃って

いる。広く，長く ，生き続けるゆえんであろう。7年ほど前，初めてア メリカに行っ

たとき，ポートランドでコロンビア川の流量予報の説明を聞いていたとき，あなたは

ティーセン法のことをどう思うかと聞かれ， あれはだめだと答えると，相手は賛成と

！叫んで，固い握手を求めてきた。流量予報をしていれば，自然とティ ーセン法が悪い

ことに気がつく のは当然である。雨量計の信頼性， 観測人の信頼性はさておき，種々

の気象条件から定まるべきウェイトが，単なる幾何学的条件だけから定まるはずがな

いのである。しかし， ティーセン法の権威があまりiJ!ilし、ので闘っていたのモあろう。

それを私が直ちに否定したので，握手ということになったらしい。私はそれまで3 テ

ィーセン法など問題にしていなかったが，その後ティーセン法否定の仕方を考えるこ

とを思い立ち，次の例を思いついた。

いまある流域の出口の所に部落があり， 異なる 2機関がそこに，第 1凶a〕に示す
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第 1図
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ように，雨量計A,Bを設i託した。ティーセン法によれよ， Aのウェイトはほとんど

Oで，面積雨量はほぼBによって定まる。Aを置いた機闘は不満て‘あるから，第 1図

b）に示すように A’に移転する。今度はBのウェイトがほとんど 0になり、 mi積雨

！止はほぼ A＇によっ て定まる。

もしティ ーセン法が合理的なものであれば， このような変なことは起こるはずがな

い。すなわちティーセ ン法l立合理的根拠に欠けている。

昭和45年の暮，ニ ュージーランド，ウェリントンのシンポジウムで， IJードスビー

カと しての話の中に上の例をスれたところ，質問が出て， あなたは特別な， ：；u也のJ吾、

い例を出したからティ ーセン法が悪くみえるので，ふつうの場合は，やはり テ fーセ

ン法がいいのではないかという。 質問した人が，若い，好感の持てる，尖行力のある

研究者，フィールド ・ワーカーであっただけに，在、は返平等に困った。これでは子ィー

セン法に対する信頼は信仰lに近い。

閣僚雨量を求めるのに等雨量線を用いるという考え）｝がある。ところで，多くの場

合，というよりほとんどすべての等雨量級は，流量との対比などを考えずに， j自／J，雨

i註を眺めてヲ｜し、たものである。したがっ て，流量と比i股してみる と， うまく合わない

場合が出てくる。それは流昆；の測り違いに違いないと， 一方的に結論するわけにも行

くまし、。20年lまかり前，貯留型モデノレ（泊列貯留型になる前）を得て，かなりそデノレ

のほうがよくなってきたから3 今度は雨量のほうの精度を上げようと，労iffiiit線［主lを

f目いて面積雨量を求め，それから推定流量；を知出してみたことがある。試算したのは

鬼怒川の洪水であるが，アイオン台風の洪水の推定が大きく 出過ぎるのである。アイ

オン台風のとき，日光の中禅寺湖畔中宮澗で大雨が降っているのであるが，それに合
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わせて男体山斜面に大雨が降った等雨量線図が摘かれている。その等雨量線区lから出

した面積雨量によると鬼怒川の洪水が実測よりかなり大きく出てくるのであるが，等

雨量線図をよくみると，中宮洞の大雨に合わせるように描いたために，男体山北側の

谷沿いの地点雨量とは合っていない。そこで，中宮澗の大雨は，局地的な偶然的値と

して無視，あるいは軽視し，男体山北側の雨に合わせて，面積雨量を減らしてみた

ら，推定洪水は実測に合って来た。その後しばらく して， 北上川方面に出掛けたと

き， 仙台で会った河川関係の人が，アイオン台風では， 111にあまり雨が降らなかった

らしいという話を聞いて，東北地方でもそういう傾向があったのかと，心強い気がし

た。私はその後，等雨量線図を利用しないことにした。

時間雨量とか， 日雨量の分布を等雨量線図で表わすのは，かなり無理なのではある

まいか。雨量は，気圧や気温と異なり，確率変数的性質（偶然によって変動する性質）

を強く持っているから，ある程度の広さについての面積平均的平滑化 （各点の近傍に

ついての平均値を，その点の値とするもので，時系列の移動平均に相当する。｜時間に

ついてではなく， 2次元空間についての，高周波成分除去で‘ある）を行なってからで

ないと，等雨量線を引くのに適さないのではなかろうか。と ころが，現在の地点観棚

網では，面積平均的平滑化は困難である。面積的平滑化の代わりに，時間的に平滑化

した資料，たとえば月雨量，年雨量，またはそれの長期間における平均値であれば，

等雨量線の対象になるであろうが，現在引かれている年雨量：の等雨量線図のイ三額性

は，あまり高いとは思えない。冬期の山地降水量が測られていなし、からである。

流出解析，流量予報に必要なのは面積雨量：で、ある。流域内における細かい分布は必

要ないのである。遅れを気にするならば，流域内の分布が必要になるが，その場合は

時間遅れつきの面積積分値を流域雨量と思えばよい。つまり必要なのは積分値で，点

関数ではないのである。その点、で，流出解析に等雨量：線図は不要である。このこと

は，後の数学的考察に関連する。

4. 面積雨量を確率変数の積分として考察すること

いよいよこれから数学になる。昭和45年12月，ウェリン トンのシンポジウムで私が

紹介した7編の論文のうちに，面積雨量に関するものが2編あり，その一つが， P. 

Hutchinson氏の “Theaccuracy of estimates of areal mean rainfall" （面積平均雨

量の推定の精度）であった。それは，私が背，あまり実情から離れた数学的構成をし

ても無意味であろうと思って止めたときに考えたものとよく似た考え方から出発して

いる。つまり， 2地点の雨量の相関係数が距離の関数として与えられるという所から

出発する。 Hutchinson氏は，何点かの地点雨量の単純算術平均で面積雨量を抗定し

た場合の誤差を考え，近似的方法でそれを求めること，その結果を試験流域や代表流

域に当てはめることを試みておられた。私は背やりかけてやめた問題に興味を覚え，
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計算してみると， Hutchinson氏のような近似手法によらず，きらに一般化した問題

が， 数学的に解けることが判った。以下は私の行なった計算である。

座標 （x,y）なる点Pにおける雨量（日雨量，－詩雨量，月雨量，年雨量等）を確

率変数と考え， X(x,y）または X(P）で表わす。ここで2次元空間上の定常性を仮

定する。つまり雨の降り方は，どこでも同じだとする。したがって，平均，分散は点

Pに関係しない。

E(X (x, y)) = μ, E(X (x, y）一μ）2=u2.… ・・・・・・・・・（4・1)

ここにEは期待値を表わす。さらに， 2地点 P,p’の雨量の聞の相関関係は， 座

標の取りブf，すなわち原点の位位，座標軸の方向に無関係で、あるとすると， 相関係数

は2地点間の距離PP＇によ って定まる。

E(X(P）一μ）(X(P’）一μ）= u2p (PP＇）・ ・・・・・（4・2)

この確率変数 X(x,y）を，与えられた領域D上で積分したものが面積雨量 Xn,

それをDの面積 ffidxdy=Sで割ったものが面積平均雨量 X;1で，ともに確率変数
D 

である。

Xo=ffX(x, y)dxdy, X;i=ff(x, y)dxdy/£Jldxdy・ ..........い（4・3)
D D D 

いま雨量地点を P1,P2, ..... ., Pnとし（P" , PnはD内にあるとは｜浪らな

し、），そこにおける雨の荷重平均

X= .L: aiX(P；）…一.....ーー（4・4)

により，面積平均雨量 x ~［を推定することを考える。 推定子Xも確率変数であるc

Xが Xi［の不偏推定子である条｛Lj:E(X) =E(X、r）から，

E(X〕＝乙αiE(X(Pi))=I;αiμ=pL;αa

E(Xir) =ffE(X (x, y)dxdy ;S= ff μdxdy /S= .1.1 
D D 

によ’J，次式が得られる

Z町 ＝l＂＇…… ...(4・5)
1=1 

この封主主主子の評価を，縫定誤差 Xir-Xの2采の期待値によって行なう こととし‘

それを計算すると，次のようになる。

aE2=E(Xi1 X)'=E[(ff(X (x, y)dxdy/S）一μ一（Xーμ）］＇
D 
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n 
=E[JJ(X(x, y）一.u)dxdy/S-.L.aiX(Pi)-r1)]2 

n2 'ln2 n 
＝云γJfdx’dy’ffρ（PP')dxdy一三言－L, aiffp(PPi)dxdy 

" D D "' i=l D 

＋σ2 L, a,ai p(P♂1)・ …・・（4・6)
t,;=l 

相関関数 ρ（PP’），領域 D，ウェイト d，を与えれば 上式により σ2E/a2の値を

計算機によって求めることができる。その際の難問は，上式の第1項の4重積分であ

る。多重積分は計算機の弱点の一つで，数学的にはむずかしい問題でないのに，数値

積分のゴ リ押しで多重積分を求めようとすると，たちまち行きづまる。6重積分（体

積；部分と体郡部分の相互作用や，変数が6個のときの確率の計算等）には手を着けな

いほうがよい。上の積分は4重だから， Dを 1,000個のメ ッシュに分ける程度（細長

い流域もあるから， 縦横の分け方をうまく調整したほ うがよい）で計算すれば，それ

ほど時間はかからない。なお（4・6）式の数値計算で，第2項の 2重積分が何個あっ

ても，それにかかる時間は大したことはない。算出された値も，ほぽ3けた程度の精

度で，実用上十分である。Dを1,000のメ ッシュに割れば. 4 重積分は 10•個の和を求

めるこ とになり， ρ（PP’）の計算に 200μ5かかる とすれば，計算に200秒あまりかかる

ことになる。ともかく数分で計算ができる。精）立を欲張って.x軸，y軸上の区分数

を10｛，去にすると，計算所要H寺間は 1万倍となり，計算に何週間もかかる。精度と計算

所要時間とをにらみ合せてメッシュをきめなければならなL、。数値積分の誤差の見当

をつけるには， p(PP’）の代りに不定積分が既知な簡単な闘数を置き，簡単なDを与

えて， 結果を比較すればよい。領域DI主流域の形として地図上に与えられているか

ら，これを図形読み取り機で計算機に読み込み，積分範凶を数値として与えなければ

ならない。

(4・6）により，推定誤差が与えられたから，相関関数が既知であれば，あるウェイ

トa，に対して，推定誤差は計算できるわけで，たとえば 等ウェ イト平均と， ティ

ーセン法のどちらがよし、かを，上式から判断できる。それより .(4・6）が与えられた

以上，推定誤差を最小にする最適ウ ェイ卜を求めたほ うがよ L、e 偏微分して得られた

連立 1次方程式を解くことにより，幸いにして最適ウェイ トz，を求めることができ

るのであるが， その計算をする前に，少しばかり11:怠をしたい。

ちtっと考えると，推定予 X= f: aiX(Pi）の分散が小さければ，よい推定子で
1=1 

ある ような気がする。分散は（4・6）式の第 3項として現われているものである月

σ＇（X) ＝σ2 L. aiαJ p(I¥P1）・ー（4・7)
i,j=! 
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一方，面積平均雨量 XMも変動する確率変数で，その分散は（4・6）式の第 l項とし

て与えられているものである。

n2 

σ2c x~r）＝ミ2ffdx’dy ’JJρ （PP’） dxdy ·· · ··· …・…・（4 ・ 8)
~ D D 

ここで x＂と X との聞に相関関係があるから，たとえXの分散が大きく ても. XMの

よい推定子となり得ることがあって， σ2(X）の大きさでは判定できないのである。

ここで， 2地点の雨量がほとんど独立としづ極端な場合を考える。 p；トPのとき

p(P.P’）＝Oという仮定をすれば，

～ n 
σ＇（X）＝σ2 I: 日λσ2cx ~1 ) =o 

となる。この場合，流主主平均雨量は －定値となり，それの縫定は 単純算術平均 X
n 

=I;X(Pi)/nで‘行なうが一番よく ，f甘．定誤差は σI.Jnとなる。つまりランダム ・サ

ンプリングの場合である。タイの MaeNam Chao Phyaの流出解析を最近行なった

経験によると，熱帯の雨は，地点聞の相関が小さいらしい。そこで，雨量地点を20～

30の程度にまで大きくしないと，よい推定流量が出てこないようである。

つぎに， 2地点の雨量の相関がきわめてよい場合を考える。極端な場合として，

ρ（PP’）＝1とすると， x,x~1 の分散は，
～ n n n2 

σ2(X）＝σ2 I:向日j＝σ2¥I;a i) 2＝ σ九 σ2(X ~1 ) ＝ ふ ffdx'dy’ffldxdy＝σ2
1 ~ D D 

となる。雨量地点の数を増してもσ＇（X）の値は変わらない。それではXは慈し、惟定か

というと，（4・6）から判るように，推定誤差は Oになるのである。 この場合.xと

X 11との相関は 1である。当然なことで，全地点で同じ雨が降るのだから.mi穣雨量

の推定には 1地点で十分で，それがそのまま商積平均雨量である。

以上，両極端な場合を述べたが，わが国では 2地点の雨量の間にかなりの相闘があ

る。したがって，雨量地点数が数個であれば，かなりよい面積雨量が出てくるようで

ある。

以上で横道を終わり ，これから最適ウェ イト引を求める計算に取りJJtt.iミる。推定

誤差（4・6）の極小値を， I: ai=lの条件下で求めるのが問題である。ラグランジ

ュの未定係数法を用い， （4・6）に .＜ （.I:h ー 1)=Oを加えたものをぽもで偏微分して

0を置き，これを 2的＝1とJi]!;立させて解けばよい。
t=l 

解くべき方程式は次のとおりである。
n 
I: ai=l・ 0 固い・ー・ ・・(4・5)
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--} IJp(PPi) d.xdy ＋.~ aip(PiPi)+J.=O (i=l, , n）・ ・・（4・9)
"' D 1=1 

ここ で

， 日I ‘

よffP (PP,)d.xdy 
1SD  

→ I a, I→ I －~ffp (PP2) d.xdy 
a=1 . 1, r= ::> D 

an’ ｜ 
回 一

。ーーffρ（PPn)dxdy
:, D 

I p (P,P，）・・・・・・0・・・・p(P,Pn) ¥ 

R=I I 

、p (PnP，）・・・・0・0・・P(PnPn) / 

とl宣けば， （4・9）は次の形に書ける。

一一歩 一一歩 ー一歩
R何＝r-i.e

これに R の逆行列 R－•を左から掛ければ，

ー今 一今

日 ＝R-1r -,lR-1 e －－ …ー （4・10)

-;=( ~ ) 

ー→
が得られる。』を求めるためには，（4・10）の左から eの倒撹ベクトノレ（l,l, ,1) 

一今 叫

を掛ければよL、。(1,1，・・・0・・， l)a=L:ai=lであるから
l=l 

ー→一→
(1, !, ……， l)R-'rー』（1,l, ・・ー， l)R 'e=l 

しTこカ：って3

自→ー→
2=((1, l，ー・， l)R寸ァー1)/(1,l, ・・・ , l)R-1e =l…………（4・11)

このえを （4・10）に代入して，ウェイト町もが出てくる。これでめでたく，ゲーム ・

セットである。

2点！日］の距離の関数として与えられる相関関数 ρ（d）を， たとえば ρ（d)=e-<aと

与える ことにより，上式を用いて，最適ウェイトの数値を求めることができる。それ

はティーセン法によるウ ェイトとは異なったもので，ある仮定のもとに，テ ィーセン

法は最適のウェイトでないという ，積極的証明が得られたこ とになる。

なお第 1包iのように， 2地点が接近しているとき， この方式によれば，A, Bほぼ

等ウェイトという，もっ ともな解が出て くる。
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ここでさらに欲ばると次の間題が出て来る。（4・10),(4・11）で得られた最適ウェ

イト的を（4・6)1こ代入すれば，最適ウ ェイ ト的に用いた場合の推定誤差が出てく

る。ここで地点数 nを固定したとき，点 P1,...... , Pnをどこに置けば．推定誤差が

極小となるかという問題である。形式的には，雨量地点の最適配布の問題が提出され

たことになるが，これに対して私は否定的である。とても解けそ うにない。計算機に

よるゴリ押しもむだであろう。地点が 1個のときは，ウ ェイトは 1にきま っているか

ら，（4・6）式は簡単になるし， さらに p(PP’）に対し，なるべく解きやすそうな関

係形を与えたとしても，つまり 1個の雨量地点の最適の位置を求める問題さえ，むず

かしそうである。なるべく領威の真中に置けばよさそうであるが，重心にii'1＇.けばよい

などという簡単なものではないらしい。

以上，雨量地点を与えたときの最適ウェイト，および推定誤差を求める｜問題は，数

学的に解けたわけであるが， 2次元空間上における確率変数の定常性の仮定は，現実

からきわめて遠L、。したがって，この数学的考察は，数学的にはうまく解けたもの

の，それに対する評価には消極的ならざるを得ない。リ ードスピーカーとして，取り

扱わざるを得なかったから，解いたのである。ティーセン法の否定と して．説得力が

あるのではなかろうか，というのが私のせいぜいの評価である。

5. 曲線の当てはめ

ウェリントンのシンホジウムで私が紹介すへき 7編の論文中，面積雨量に関係した

もう一つのものは，A.N. Mandeville氏と JC. Rodda氏による“A contribution 

to the objective assessment of areal rainfall amount" （面積雨量の客観的評価への

一つの寄与）であって，その発想は，等雨量線を主観的に引く代りに，!111ITii当てはめ

をしようというものである。曲面としては，平面， 2次曲面，さらには土地の高度も

ぢ慮、に入れる。

もっ とも簡単な 1次式で考えるならば，点（x,y）における雨錨 P(x,y）を

P(x,y)=Ax+By+C-i-Z 

で表わそうと考える。ここにZは誤差で，これを確率変数と考えるのである＇ 2次的

商の当てはめであれ：£

P(x, y) =Ax2+2Bxy÷Cy2+Dx+Ey+F+z 

となる。高さ hを考慮に入れ， x,y, hの2次式を考えると，項の数l主di二尖則的なほ

どに増大する。

さて地点雨量 P（ね， Yi)(i=l, 2，…・・， n）が与えられれば，それに当てはめた曲

面が定まる。その曲面を領主主D上で積分すれば，面積雨量が求められるし残差から
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面積雨量に対する精度の見当をつけようというのが，原著者の考えで ある。 ］~！［著者

は， この方式を試験流域に適用し，曲面上に乗りにく い特定の地点を発見しておられ

る。つまり代表性がないというか，他と異質の地点であって，どこの国にもあること

らしい。

私はこの方式について，もう少し計算をすすめているうちに，立外な，一見奇妙な

決定的結果に到達した。降った雨の地域分布によ り，当てはめられるl出回は汀Iごとに

変化するにかかわらず，その曲面を流域D上で積分すると，得られた積分値，.t.作地

点雨量の 1次形式となり，その係数は一定となるのである。

簡単のため 1次式当てはめの場合について説明する。点（Xi,Yi）の雨を P；で表わ

せIi，当てはめは，

P包＝Ax;+By;+C+z (i=l, 2，……， n) 

で， この係数 A, B, Cは次の正規方程式を解いて得られる。

(I: X;2)A+( .I: XiYi)B+( I: x;)C= .I: x;Pi 

(.I: XiYi)A + (.I: y♂）B+( ~ y;)C= .L: x;P; 

C.L:x;)A+C.L:Yi)B+nC= I; P包

これを解いた結果は，

A= I; aiP;, B= .I: b;P>. C= I; c;P; 

の形となる。 ここに係数 ai, bi, Ciは， X;,Yiの闘数（布理式）であるe この A,

B, C を用いれば，雨量は Ax+By+Cで近似されるわけで，これを領域DJ二で積分

し， Dの面積で筈IJれば， Dにおける面積平均雨量の推定 PDが得られる。

PD=ff(Ax+By+C)dxdy/S 
D 

=ff {(2Ja;P;)x+ (L;biPi)Y+ (L;c;Pi)}dxdy /S 
D 

= (I;a;P;)S-1f f xdxdy+ (L;b;Pも）S-1ff ydxdy + ( L;c iP i)S-1 ff dxdy 
D D D 

=I: (a;S-1ff xdxdy十b;S-1ffydxdy+c;)P包

i=l D D 

=I: 的 pi
1=, 

ここに係数 日もは，
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日も ＝aiS-1ff xdxdy +bもs-1ffydxdyートCi
D D 

で与えられ， ai,bi, れは Xi,h の有理式である。すなわち， aiは雨量地点の座

標と，領減Dとによって定まる定数であって，ティーセン法の定数のように幾何学的

に定まる。もちろんティーセン法の係数とは奥なる怖が出て くる。

；；－「算のお好きな読者のために， 少し式を出しておく。

解くべき正規方程式を行列を用いて表わすと，

( A ¥ ( X1X2＂ ＂…Z孔＼ I p ¥ 

R/ B /=/ y山…0・・yπI I P2 ¥ 

¥ c I ¥ 1 1 ・・ ・・・l I I I 、PηJ

ここにRは3行 3列のいわゆるJE規行列で，上式右辺の 3行 Hyljの行列を
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とii'iけIi,

R=KK’， 

R( ~ ）~｛J 
が解くべき正規方程式である。この｜山j辺に左から逆行列 R-1を掛ければ，

( A ) / p: ) B I =R-1K I P2 I 

C I I I 、Pn/ 

ヵ：求める解である。ここで R-1Kは3行 n列の行列で，これを

/a1a2・ ・ an¥ 

R-1K=I b1b2・ ・・bnI 

¥C1C2・・・ ・・CnI 

とi置けば，これが A,B, Cを P1, P., ・・・, Pnをの I次形式として表わしたとき

の係数行列である。

求める係数（a1，日2，・・0・，日π）はこの係数行列を用いて，

1a1a2・ ・ ・aぬl

（日i, CK2, ・・・・・・, CKn)=(S-1fJxdxdy, 5-iffydxdy, l)/b1b2 ・・・・・bη ｜ 

¥C1C2 ・e Cnl 
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{X1X2 ・・・・Zη1

=(S-1Jfxdxdy, s-1Jfydxdy, l)R-'I y,y，・・・…Ynl 

¥1 1 ・・・・l I 

で与えられる。一見簡単であるが， R－＇がじつは かなり面倒なものであるから，そう

見通しはよ くない。この式の右辺の左側のベクトノレは，領域Dの1次の積率を面積で

割ったもの，中央の R-1は雨量地点の座標（れ， Yi）の1次，2次の積率で定まるも

。のである。

さて，領域Dの重心に座標原点を移すと， Jfxdxdy=ffydxdy=Oとなるから （a"
D D 

.a,, .....ー，町n)= (c,, c2, , cη）となる。したがって，
‘
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とすれば，

/X1."C2 ・Xn¥ 

（日h a,, ・ ・， aη）＝（c,, C2, ・・ ・・・， c,.) = (r31, r32, T叫IY1Y2・ .. yη｜ 

¥1 1 ・・・・・1I 

となる。r＂，グ釦 r，， がかなり面倒な有理式だから，あまり見通しがよくならない

が，領域Dの重心を原点としたときの，雨量地点の 1次， 2次の積率で定まるのが

r01, r32, r，， である。実際の 日4の舶の計算には，Dの重心に原点を移すことの利点

はない。

2次曲面の当てはめも，本質的には同様で，手間がかかるだけである。2次曲面の

当てはめの場合は，領域Dの重心に座標原点を持って行っても， 2次の積率がすべて

第2図 1)
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第2図 2)

1 ot’R 『、‘、、、 ‘ ..・一。＂
o . ~ 

4 kn-• 

；竺~
o.iu 

． 
o.i29 o.095 0 1‘7 

o.i 1s 
ス；o.叩 u. u• •

o.・ 0。＆

oι－ 円1

0.016 

第 2図 3)

1.0 

＂＇~ 
OJ 日.015

＂~ . 0.034 1 3 4 k"' 

． 。 • o.m 
0.135 0.121 

－ 

0.105 

－ 

0.011 

－ 
－ 

0.020 
0. 0輔

残るから， l次の場合のように簡単にはならない。2次曲面の当てはめでは． 求める

べき係数がA,B, C, D, E, Fの6個であるから，雨量地点は十数個なければぐ

あいが悪かろう。その意味で， 2次曲面はあまり実用向きでなさそうであるc

2次曲面よりは， 1次式に高度 hを加えたもののほうがよさそ うだという 気がす

るが， 実際に試みてみると，意外な難点が出てきた。流域がゆるやかに傾斜していて，

そこに雨量地点が散在していると，それらの雨量地点がほぼ一つの平面上に来ってい

ることがある。そうすると， x,y, hの積率で作った正規行ヲリの行7U:A；の値がO；こ近
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第 2図 4)
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くなり，それを解いて得られた解には信l険性がない。たとえば負の係数が現われて来

たりする。雨量地点がほぼ1平商に乗っているときは，高度を加えな 〈ても，自然に

高度の影響は織り込まれているのである。それに高度を加えると，かえって悪い結果

になるのである。 2次曲面に高度をつけ加えることなどは，無益といってよかろう。

以上で曲面当てはめ法の説明を終わるが，私はこの方法に対しても，やはり批判的

である。雨量地点のウェイトは気象的条件で定まるべきものであって，雨量地点の座



42 

－ 

0.071 

－ 

0.069 

－ 

0.032 

－ 

0.007 

－ 

0.036 0.173 

－ 

0.017 

－ 

0.053 

第2図 6)

－ 

'0.017 

－ 

0.116 

－ 

0.113 

第2図 7)

－ 

0.029 

－ 

0.078 

－ － 

0.181 
0.107 

－ 

0.166 

－ 

0.086 

－ 

0.021 

－ 

0.017 

0.021. 

－ 

－ 

0.007 

． 
-0.021 

型盟旦~

． 
-0.032 

cubic 

：僚や，流域図形の積率のみで定まるべきものではあるまい。しかし， この方式もテ ィ

ーセン法よりはましであろう。 2地点が接近しているとき，この方式は， 2地点にほ

ぼ等しいウェイトを与える。第 1図のティーセン法のようなことは起こらない。ただ

し，官ITの相関関数による方式と異なり ，雨量地点が 3以下では利用できない（高度だ

けの 1次式として近似すれば， 3地点でも形式的には可能）。大きな流域に多数の雨国
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地点が与えられているとき，流域を，地形的，気象的にほぼ一様な部分流域に分割

し，各部分流域をこの方式で平面近似するならば，この方式により，よいウェイトが

定まるかも知れない。各部分流域に約10個ずつの雨量地があるとして， 何十個の雨量

地点が与えられている場合である。南の風が吹くときの雨量分布の傾向，北の風が吹

くときの雨量分布の傾向が異なっていても，その変化が平面で近似できるときは， こ

のウェイトが役に立つはずなのであるから，この方式て、よい結果が得られなし、かと期

待するのである。ただし，その場合にも，各雨量地点をよく調べて，代表性のない地

点のウェイトを小さくする必要があり，そのほうが決定的に重要なのである。さらに，

もう一つの感想として，最小2乗法近似ができるほど雨量地点があれば，単純相加平

均でもかなりよい結果がでるはずでト，このような方法は本質的な問題からそれている

気がするのである。やはり，ティーセン法の否定の意味のほうが大きいのではあるま

L、カミ。

6 おわりに

第2図は A.N. Mandeville, J. C. Rodda両氏が取りも民った Ray河試験流域（南

北約 4km，東西約 6km，流域面積18.6km2）について，ティーセン法，相関関数法，

Jl!Jl面当てはめ法によって定めた雨量地点ウ ェイトを示している。

1）はティーセン法による流域区分と，それによるウェイトである。

2), 3), 4）は相関関数法によって定めたウェイトで，相関係数は地点間距離の指

数関数で与えられると仮定している。その指数関数の減衰率により， ウェイトは異な

って出てくる。 2）は地点聞の距離が遠くてもかなり相関が高い場合で，流域内地点

のウェイトが比較的に大きい。4）は距離が速くなると独立に近くなる場合で，流域

内地点のウェイトが減少し，流域外地点のウェイトが大きくなる。

5)' 6)' 7）は曲面当てはめ法により定めたウェイトで， 5）は 1次式， 6）は 2次

式， 7）は 3次式を当はめた場合て、ある。 5）で流域外地点のウェイトが大きくなる

のが特徴的である。また，2次式， 3次式の当てはめの結果で，負のウェイトが現わ

れていることに注意していただきたい。

この計算に用いたフ。ログラムは，国立防災科学技術センター第3研究部に保管され

ているから，ご希望の方に差し上げることができる。

（前国立防災科学技術センタ 一所長，理博）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

