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9. 終りに

タンク ・モデルの自動化（][) 

菅原正巳

日次

1. まえヵ：き

2. なせ’試行錯誤法が避けられなかったか

3. 最初の自動化の試み

4. 自動化，再度の試み

5. 今回，自動化を志すに到った理由

6. 自動化プログラムについての基本的考え方

（以上， 115号既載）

7. 評価方式，フィード・パッ夕方式に対する改善

8. 評価基準と収束について

（以上， 116号既載。以下，本号掲載）

9. 終りに

10. さらにつけ加えて

タンク ・モデルの自動化は現在第1段階が成功したところで，なお多くの問題が残

されている。不完全であることを知りながら，あえて発表するのは，この種の試みは

多くの実例で試されることによってのみ発展すると考えるからである。今後多くの実

例によって，思いがけない新しい問題が発生し，それを逐次解決していかなければな

らないとは思うが，ここに現在我々が予想している問題点をあげ，今後の見通しをの

べておきたい。

最大の問題は，自動化プログラムの全般的な構成と流れをどう組み上げるかという
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ことである。現在，できあがったのはここに述べたフィード・パック自動化の部分の

他に，雪に関するパラメータの自動的決定の部分である。今回，北上川を試算の対象

とした関係で，雪のパラメータの自動化はどうしても必要であった。そこで雪のパラ

メータ決定の自動化を行なったが，それは流出解析以前にまず行なう必要がある．タ

ンク・モデルへの入力は，積雪・融雪の計算によって定まるからである。つまり，流

出モデル不明の段階で，雪のモデルのパラメータを定めなければならない。そこで第

4図（「水利科学」 115号に既裁）の出発モデルを流出モデルと仮定し，算出された流

量と実測値との比較から，雪のパラメータを修正した。いわばこれは第 1近似であ

る。今回行なったのはここまでであるが，雪のパラメータの第1近似を用いて，タン

ク・モデルを自動化プログラムで求めたならば，そのタンク・モデルを用いて雪のモ

デルのパラメータの第2近似を行なうべきであると思う。

さらに，この段階で雪のモデルの第2近似と並んで，多くの問題を考えなければな

らない。農業用水の問題，マスクの問題，出発モデノレの多様化の問題， 1段目タンク

からのフィード・パック停止の問題等々である。

ここで重要と思われるのは，雪の第 1近似終了後，最初に行なうフィード・パック

の自動繰り返し計算のとき，あまり繰り返し計算を行なわないで，停止することであ

ると思われる。第13図（「水利科学」 116号に既載）に見るように，自動化の計算で，

収束が速かなのは10回ぐらいまでで，以後は小さくゆれ動くだけである。したがっ

第3表

雪のモデルの第 1i5:似

タンク・モデルの第 1近似

出発モデルの選択

雪のモデルの第2jfr似

農業用水の推定

地点ウェイトの決定

マスクの決定

タンク・モデルの第 2jfr似

イーl: 卜 It 

て，タンク ・モデルのパラメータのみにとら

われず，ある程度タンク・モデルがよくなっ

たところで，この計算は停止し，他の要因に

関する考察を行なった方がはるかに効果的で

あり，より水文学的真実に近づき得るのでは

あるまいか。

およその流れは第3表のようになるであろ

うが，これをどのように構成するか，どこま

で自動化するか，すなわちどの場所で，どの

位人間の総合的判断が介入するのがよし、かと

いうことは，評価基準とからんで難しい問題

となると思われる。

先に自動化フィード・パックによりタン

ク・モデノレの第 1近似を，ある程度で停止す

べきであると述べたが，これは単に計算時間

の短縮を目的とするものではない。過度の近

似は有害だからである。元来，雨量も流量も
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大きなノイズを伴っている。したがって，与えられた資料にあまりに近似しすぎる

と，それは情報への近似ではなくなり， ノイズへの近似になる。それはある意味で，

インクのしみに意味を発見するロールシャハ・テストに似たことになりはしなL、かと

心配する。

次に残されたおのおのの問題について簡単に述べる。

(1）雪のモデル

今回行なった第 1近似では，融雪期出水の流量比較から，地帯別降水量増加率を定

め，融雪の起こる時期の比較から温度補正定数を定めた。雪のそテ’ルのパラメータは

沢山あるが，一応大部分のパラメータを地図を眺めて定めた上，上記 2｛闘のパラメー

タを修正したので、ある。第2次近似では，できるだけの多くのパラメータを，実測流

量との比較から修正していきたい。

(2) 農業用水

農業用水取水の影響は低水時のハイドログラフに大きく現われる。農業用水取水量

は，帳簿の上では与えられているが，現実にどれだけ取水されているかはっきりしな

いし，取水された農業用水のかなりの部分が間もなく河川に還元される場合が多い。

その部分は実質的には河川流量にほとんど影響を与えない。長期間かかって還元され

る部分だけが，河川流量に影響を与える。この長時間還元成分は試行錯誤で定めるよ

り致し方なかったが，これを求めるプログラムの作成が問題である。

(3) 雨量地点ウェイト

従来の経験によれば，地点雨量の荷重平均をタンク・モデルで流量に変換するより

は，各地点雨量をタンク・モテ’ルで流量に変換してから，その荷重平均を作る方がよ

い結果が得られる。問題はそのウェイトのきめ方である。

(4) ..，.スク

いくつかの河川についての試算では，人間の試行錯誤で合わなかったところは，自

動化によるモデルでもやはり合わなかった。 そこにマスクを掛けないでも，自動化は

一応収束したのであるが，マスクを掛ければ収束はどのくらいよくなるであろうか。

計算のどこでマスクを掛けるべきか，その効果，逆効果，人間の判断の介入の仕方等

に，いろいろ問題があると思われる。

(5) 出発モデルの多様化

北上川の各支川では第4図または第8図c〕（「水利科学」 116号に既載）のモデル
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を出発点としたが，西日本の多雨地帯の河川については，豪雨時の日雨量の過半を 1

段目タンクから溢れ出させるモデルが必要で、あろうし，火山灰地帯河川にも特別な出

発モデルが必要で、あろう。全部で4～5種類もあればよかろうが，人間の判断を加え

るならば，ハイドログラフを眺めて出発モテソレの選択をすることも可能であるし，解

析す．みの似た河川のモデルから出発するという，さらに効率的な方法もある。出発モ

デルを計算機が作り出すという方法もあり得る。

(6) RQ, R Dフィー ド・パックによる第2近似

上記の種々の手直しを行なった上で， RQ, R Dによるフィ ード ・パックをさらに

行なうつもりであるが，この段階でこの方式が有効であろうか。それをどこでやめる

べきか等が問題であろう。

(7) 仕上げ

これはアメリカのシステムの最適化プログラムに当るものであるが， RQ, R Dに

よるフィード・バックの段階で，すでに標準誤差による評価が頭打ちになっているの

を見ると，標準誤差をたよりに磨き上げをしても意味があるかどうか，きわめて疑わ

しい。それよりも仕上げには，種々の統計値，たとえば流況曲線，いくつかの階級に

分けたときの度数分布，季節的に分類したときの統計値等によって，有意な偏りを除

去するような修正の方がよいのではあるまいか。かかる修正が，どの程度まで自動化

できるかが問題である。

(8）洪水用モデ、ル

洪水用のタンク ・モデルを自動的に作る問題がある。第 1近似までは，あまり難し

くなかろうと思われる。

(9) m×n型タンク ・モテソレ

乾燥 ・半乾燥地域，半年間の乾季のある地域のために，土嬢水分の構造を持ち，流

域を河沿い地帯から，次第に山に向って，いくつかに分割して， m×n型（いま用い

ているのは4×4型）のタンク ・モデルが作られている。この型のモデルのパラメータ

を自動的に定めるプログラムは，ぜひ作りたいと考えている。目下，かかる地域の資

料の手持ちが少ないこと，したがって試行錯誤を行なった経験が少ないことが，大き

な弱点である。

この仕事を私は古巣の国立防災科学技術センターの計算機室で行なった。私の仕事

というより，長い間の共同研究者，尾崎容子さん，渡辺一郎君，勝山よし子さんとの
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共同の仕事である。プログラムはほとんど全部，尾崎さんが作った。渡辺君，勝山さ

んとは絶えず相談した。私はつい先日まで，タンク・モデルの自動化などできないと

思い込んでいた。できるにしても，私にはできないと思っていた。私には私の個人的

経験や，判断があり過ぎて，自動化の邪魔になると考えたからである。したがって，

白紙状態にある人が，とらわれない気持で試みると成功するのではなし、かと考えてい

た。そこで自動化を試みる気になったとき，私がまずしたのは，ノートを作ることだ

った。これは私にとって珍らしいことで，私はノートとか目次とかを作ることはほと

んどない。私は自分の考え方，判断の仕方，自動化についての種々の接近法を，でき

るだけ文章の形にすることにつとめ，それをプリントして何人かの人に読んでもら

い，誰かが自動化を試みてくれないかと思った。

このようにして 2ヵ月経った。そして私は第4図のモデルから出発し，そのモテソレ

の出力の成分JJI]から，期聞を分類することを思いついた。RQ, R Dの方は前から考

えていたが，期間分類の方は，実測流量の値から分類することを考えており，それが

うまくいきそうもなくて因っていたのである。モデルの出力で期聞を分類することを

思いついたとき，私は自動化はできたと感じた。そして私は自分で自動化を始めたの

であるが，始めてみると，それは期待以上にうまくいった。

私が自動化を思い立ったについては，私がすでに若くないという自覚があった。し

かし自動化の第一歩に成功して省みると，私の老化が役に立っているという気がす

る。私の記憶力ははなはだしく衰え，過去の経験や判断は大半消え去ってしまった。

計算機による判断，フィード・パックなどは，大まかに考えなければできない。細部

を捨てることが大切である。幸いにして，老化に助けられて，私から細部が消えてい

たのではなかろうか。浪人になって得られた自由な時間，強力な共同研究者の存在，

何もかも好運であった。

この計算は防災センターの TOSBAC-3400によって行なわれた。私にとっては愛

着の深い計算機であるが，なにしろ現在となっては，コア・メモリー16K語（ 1語24

ピット〕とし、う小型計算機である。最初からコア・メモリーが不足している。もとも

と自動化などというシステム的計算を行なうべき計算機ではない。当方の目論見が少

しずつ変り， RQ, R Dの定義や，フィ ード ・パックの仕方に手直しを加えるたび

に，尾崎さんはコア・メモリーの不足に困り，ディスクとのやりくりをふやして，な

んとかプログラムを動かして下さった。したがって，現在防災センターにあるプログ

ラムは皆様にお自に掛けるには適していないものである。しかし，ご希望の方には，

リスト，カート＼磁気テープ（7トラック， 800BPI）のいずれの形においても，喜ん

で差し上げることができる。

国立防災科学技術センターは間もなく筑波学園都市に移転し，そこではより大型の

計算機を使うことになっている。プログラムを新型機のものに書き直し，うまく動く
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までにはしばらく時聞がかかるかも知れないが，そのプログラムの方が，使い易いで

あろうと思う。

なお現在の TOSBAC-3400によると， 自動化の計算は 1回の繰り返しに約 1分か

かる（試算5年分として）。20回の繰り返しで，約20分である。 ディスクとのやりと

りがふえて，所要時聞が約2倍になったので、あるから，新型機になれば，所要時間は

1/3～1/4程度に短縮されるであろう。自動化は計算機所要時間の点から見ても，実用

可能であると思われる。

10. さらにつけ加えて

以上の報告を私は昭和51年9月末に書いた。それは防災センターの研究報告を書い

た直後だった。人間の判断の仕方を計算機でシミュレートする仕事をするに当って，

どのように考えたかをなるべく率直に書くことは，ある種の方々にとってたぶん興味

のあることであろうし，またそれをした人聞にとっても，経過を書いておくことは大

切であると思った。

しかし学術論文，研究報告にはそれを書かないことが約束になっているらしい。防

災センターの研究報告は学会の論文とはいくらか事情が異なるから，社会通念から少

し逸脱しても許されると考えて，かなり自由に書いたつもりであるが，自主的に控え

自に書いた場所もあるし，下書きの段階で，また完成段階で批判を乞うた結果，削除

したり，書き直したりしたところもある。

そこで防災センターの研究報告を書き終ると，もう少し自由な気持で書きたいこと

を書く代りに，技術的に面倒な部分を簡略化してもう一つの報告を書き，これをさら

に広範囲の方々に読んでいただきたいと思った。そのような気持で私はこの報告を書

き，共同研究者渡辺一郎君に読んでもらった。ところが彼の批評はあまりよくなかっ

た。彼は防災センターの研究報告論文の共同執筆者の一人として，私の下書き原稿，

完成原稿に絶えず目を光らせてくれていたのであるが，彼の気持としては，今度はも

っと面白いものができると期待して下さ っていたに違いない。でき上ったものが渡辺

君に不評だったのは，先の報告を書いた直後にこの報告を書いたために，これが前の

報告のコピーになってしまったからであり，しかも最初の報告を書いた時の心の張り

がゆるんでしまっていたからであろう。私はこの原稿を棚にしまい， 2, 3ヵ月放っ

ておくことにした。 2' 3ヵ月経って取り出し，再読し，その上で書き直すなり，修

正するなりしようと考えた。

11月の末になり，私は突然ケニアのナイロビに行くことになった。UNEP（国連環

境計画）の自然災害に関する会合に出席のためで・あるが， これを機会に UNDP（国

連開発計画）のナイル河上流計画の気象水文調査計画のエンテベの事務所の技術顧問

主席である G.Cavadias教授（カナダ，モントリオール大学）と会L、， ヴィグトリ
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ア湖周辺の現地を眺め，彼と話し合い，いろいろ資料を貰ってきたいと考えた。実は

ヴィクトリア湖流域の水文解析の仕事は2年以上前から話があり，やってみないかと

いわれていたが，この仕事は結局オーストラリアのコンサルタントが引き受けること

になり，私は純学問的興味から，ということは無報酬で，データだけは回してもらっ

て計算してみることになった。データ磁気テープは昭和51年初夏の頃にきたが，内容

目録もコード表もなく，どう読んでよいかわからない。その後， 2月ほどたって，コ

ードや内容目録は船便で着き，ついで大部の報告書がきたが，データ・テープにも目

録にも報告にもいろいろの間違いがあって，なかなか解析着手とはいかない。そのう

ち大きな朗報が WMOのN邑mec教授からきた。 Cavadias教授がエンテベに行くこ

とになったから，彼と連絡して研究を進めてほしいというのである。 Cavadias教授と

は6年前， 1970年7月にイギリスのレディングで水文学のシンポジウムがあったと

き，見学旅行の最終日に，パスで半臼隣り合っていろいろ話し合い，きわめて親しく

なった人である。

ヴィクトリア湖周辺地域の流出解析で，いい結果が出てくれば，そのうち現地を見

る機会もあるだろうと，幾分の期待を持ちながら仕事を始めていたところに，突然出

て来たのが UNEPの会合に出席の話であった。私は幸運に喜びながら， Cavadias教

授との再会に期待し，彼との会話の材料のーっとして，この報告の原稿をアフリカへ

の荷物に加えた。彼との議論の対象となれば，この報告を持って行くことは有用だ

し，そうでなくても，旅先の独居で，新聞もテレビもないのだから（たとえあって

も，英語は必要な会話だけで十分で，それ以上読んだり聞いたりする気にならない），

この報告を読み直し，書き直すに十分な時間があると考えたからである。

Cavadias教授はヴィクトリア湖の水質に関して UNEPと連絡する必要もあったの

であるが，私と連絡をとるため， 1日早く 11月29日にエンテべから出てきてくれて，

私を12月4日から 8日にかけて， 4泊5日の調査流行に招待してくれた。 11月29日か

ら12月8日にエンテベの空港を発つまで，約10日間毎日のように彼と話をすることに

なったが，期待どおり，彼はタンク・モデルの自動化に関心と理解を示した。およそ

の話を問いただけで，それはアメリカ式の丘登りとは違い，はるかに合理的で効率的

だと，感心してくれた。彼の熱意にそそのかされて，私はタンク・モデルの自動化の

大要を英文にまとめて渡すことを約束した。 UNEPの会合がすんでから， ウガンダ

に向けて出発するまで，私はそれを書くのに忙しかった。それができあがったのは，

「さあエンテベに出発しようJと， Cavadiasさんが私の宿舎に迎えにきてくれる10分

前であった。

報告を英文で書くために，私はこの報告を読み直してみた。英文で書くという新し

い仕事の前で，この報告の書き直し，あるいは手直しについての関心や熱意は消えて

しまった。これはこれで致し方ないという気持である。しかし，この報告を書き直す
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第14図線型代りに，少し付け加えたいと思う。

タンク・モデ

ノレ

Cavadias教授はストカスティック水文学にかなり関心を持ってい

る。私はそれに対して批判的というより否定的であるが，タンク・モ

テ、ルの考え方や，その自動化について考え方に関連して，ストカステ

ィック水文学についてもかなりの話し合いをしなければならなかっ

た。

確率過程の理論を水文学に利用することが，この10年ばかり世界的

に流行しているが，これは， N.Wienerの華麗な仕事を始めとする，

予測，自動制御の理論や技術に舷惑されて生じた現象ではあるまい

か。いま第14図のように側面の流出孔が底面の高さについている線型

のタンク・モデルを考える。これに雨量として白色ノイズを入力す

る。簡単のためガウス分布乱数列（平均を標準偏差の5倍か10倍にし

ておけば，負の雨量が現われることはなしっか，ポアソン系列を入力

するとしよう。出てくるのはこの頃流行のAR MA系列である。得られたAR-MA  

標本系列から，コレログラムを算出し， AR MAの係数を推定し，もとのタンク・モ

デルの構造を求めようとすると，残念なことに，もとの値に戻らないのである。もち

ろん，標本系列の長さが十分に長ければ，もとに戻るであろうが．流量資料の長さが

切年程度しかないことを考えると， 月資料であれば長さ 600, 10年の日資料で4,000

iJiJ，つまり500～5,000程度の時系列でよい答が出なければ，役に立つとは思えない。

プログラムに何かの誤りがあるのかと，振動系（自己回帰型の部分から虚根が出る場

合）のAR-MA構造に白色ノイズを入力して， AR MA標本系列を作り，そのコレ

ログラムから AR-MAの係数を求めてみると，もとの値に近いものが出てくる。振

動系も減衰系も数学的には同じ形式をしていて，虚根と実根との違いに過ぎないの

に，実験してみると大きな相違があるらしい。

このことを知ったとき，不思議に思ったが，考えてみると思い当たることがある。

多くの振動系の複合体（たとえば原子の出す単色光のような線スベクトルでも，光路

差をある程度大きくすると干渉しなくなるのだから，それは減衰振動の和と考えても

よい。他のさらに複雑な場合もこのようにして，振動系をAR系列または AR MA  

系列で近似できるであろう）を，各振動要素に分解するには，数学的にはフーリエ解

析的手法があり，現実的には，プリズム，回折格子，古典的なへルムホルツの共鳴器

（簡単には貝がらやコップを耳に当てればよい），フィルタ回路等がある。結局は位相

差と，それによる干渉とを利用して，各振動要素に分解しているのである。

一方，減衰系の複合体の分離はどのようにして行なわれているであろうか。たとえ

ば天然、に存在する放射性物質は，いくつかの異なる半減期の放射性物質の混合物であ

る。多くの場合，その分離は，キュリーがしたように，化学的に行なわれる。ウラエ
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ウムのように同位元素の場合は， 第15図 a) 2段の線型タンク・モデル，お

質量差を利用して，質量スベグト よぴb）単位入力に対する成分別出力

ル分析か，拡散が利用される。つ

まり，いずれにしても，他の性質

を利用して分離され，分離された

上で半減期が決定されるのであ

る。物理的，実験的解決手段のな

いところに，数学的解決法がある

はずがないとはいわないが，複合 0.05 

減衰系を各要素に分離するのが難

問であるらしいことの見通しはつ

くであろう。つぎに少し具体的に

考えてみたい。 Ml 

たとえば第15図a）に示される

。1

川］
lm

ハ子

簡単な線型タンク・モデルを考え

る。これに S関数（単位雨量）を入力したとき， 1段目タンク， 2段目タンクからの

出力は，第15図b）に示す2曲線 1), 2）で表され，両者の和がこのタンク・モデル

の単位流量図である。

さて簡単のために，第15図a）のタンク・モデルに，白色ノイズとしてポアソン系

列を入力し，その出力の統計的分析から，もとのタンク・モデルの構造を求める問題を

考えてみよう。出力として得られた AR-MA標本時系のコレログラムを作ると，コ

レログラムは積和， 2次のモーメントであるから，それは主として大きな値の性質を

反映する。第15図b）の 1）の曲線の性質は出てくるが， 2）の曲線の性質は 1）のか

げに隠れて出てこないのである。第15図a）のタンク・モデルを見れば明らかなよう

に，上段のタンクの水は半分が流出し，半分が浸透するから， b）の 2個の曲線が横

軸との聞に閤む面積は等しい。すなわち，短期流出成分も，長期流出成分も量として

は同じであるが，コレロ グラムによる分析によると， 2乗が効くために， 1）の成分

だけはわかるが， 2）の成分は明らかにならないのである。 2）の成分が重要でない

ならば，それでもよいが，低渇水成分の性質を明らかにすることは，水文学的にも，

水利用の上からも，大切なことである。

2）の成分の性質を明らかにするためには，なにかの方法で1）の成分を引き去ら

なければならない。このとき，減衰現象について，適当な線型フィルタが無いこと

が，本質的な難聞になるのである。

振動，波動の場合も，ある周波数の所に大きなピ－ !Iがあって，それに邪魔されて

他の部分がよく見えないことがある。そのときは，適当なフィルタを掛けて，そのス

b) 
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ベクトル部分を弱めればよい。つまり，プリ・ホワイトニングという操作をして，あ

らかじめパワ・スベクトルを平塩化しておいてから，構造を求めるという手法があ

る。減衰系の複合体に対しては，そのような具合のよい線型フィルタが存在しないの

である。

話が一変するが， 10年余り前，防災センターの TOSBAC-3400に高速のAD-DA 

変換器（電圧を数値化し，数値を電圧化するもの）をつけて，地震波等の時系列解析

を始めようと思った。その時にまず図ったのが，ノイズの混入で，振動にヒゲ状のパ

ルスがたくさんのるのである。それは 8関数状のパルスで‘あった。それを除くには，

微分または2度微分して，その存在場所をはっきりさせてから，その点を除去じ，両

側の平均に置き換えることにした。われわれはこれを「ひげそり」とよんだ。このパ

ルスは計算機室内のリレーから発生するもので，電線を伝って混入する。その後，発

生源や，配線に配慮を加え，その混入はなくなり，ひげをそる必要はなくなったが，

外部から持ち込まれるデータの中には，ひげの生えているものがある。とくに困るの

は，ひげを除去するつもりで，なにかのフィルタを通してから，持ち込まれるデータ

である。この場合，ひげはあるいは小さなこぶになったり，あるいは減衰小振動にな

ったりしている。そうなると，これからノイズを除去するのはきわめて困難になる。

こぶを取り除こうとすると鼻や耳を削り落としかねないし，こぶや減衰小振動をもと

のパルスに戻したいと考えてもうまくいかないのである。パルス除去のつもりで掛け

たフィルタは，あるいは不完全積分であり，ある種の 2次遅れ系その他であったろ

う。その逆演算は徴分演算子を含むから，それを施すと，いたるところにひげが生え

て手がつけられない。データに不可避的に加わっている誤差，白色雑音に邪魔される

のである。

第16図

ーーー

データに加ったパノレス状ノイズは，その

場で非線型的，ディジタル的に取り除くこ

とは容易であるが，下手にアナログ線型フ

ィルタを通すと，もう落とせなくなるとい

うのが，その時に得た経験であった。

第15図の線型タンク・モテ’ルの伊jに戻っ

て考える。第16図が第15図a）のタンク・

モデルの単位流量図であるとする。それを

2つの部分に分割するには，第16図に示す

ように，人聞が主観的に点線を引き，非線

型的に分離するのが一番効率的であろう。

事実，アメリカでもソ連でも，致し方なし

にそれをしているらしく，教科書にも出て
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いるし，客観的分離法に関する文献も出ているらしい。ただし，客観的分離法と言っ

たところで，もっともらしい規則に過ぎないであろう。

私も20年ぐらい前には，いろいろ工夫して分離したが，やがてその分離がタンク・

モデルの形で行なわれることになった。その当時のことを思い出してみると，たとえ

ば次のようになる。まず月ごとの基底流量のおよその値を推定し，それを実測流量か

ら引き，セミログ方眼紙に（実測流量）ー（基底流量）のハイドログラフを描しそう

すると短期流出成分の減衰の仕方がはっきり見えてくる。それにより短期流出成分

（タンク・モデルの l段目，または 1段目と 2段目）の形がきまる。次に基底流量の

変化に合わせるように， 3段目， 4段目の構造をきめていくのである。しかしこのよ

うにして構造をきめていたのは，タンク・モデルができかけていた頃の，数河川の解

析例だけであった。当時はモテVレの形式が変化しつつあったから，分離の方式，試算

の仕方も一定しなかったと思うが，やがてこのようなことをしないでもタンク・モデ

ルが求められるようになった。

個体発生は系統発生を繰り返すという原則に似たことがここでも成立すると考え，

私はこの度の自動化を始めるに当って，時定数の短い短期流出成分（それは大きな流

量の部分に当たる）から）僚に引き去る方法を考えてみた。大流量，大雨量に重点を置

いて（統計的手法は 2次のモーメントを利用するから，結局大流量，大雨量に重点を

置くことになるであろう），線型的あるいは非線型的入出力解析を行なえば，タンク・

モテソレの 1段目の構造をある程度客観的に，したがって自動的に定めることができる

であろう。 1段目の構造が決まったら， 1段目からの出力を実演li流量から引き去る。

そうすれば，長期流出成分解析の邪魔になる高水部分はなくなっているから，前と同

様の入出力解析（その場合の入力は 1段目タンクの底面の孔からの出力である）を行

なうことにより， 2段目のタンクの構造が決まるであろう。そこで，中間流出とよば

れている 2段目タンクからの出力を引き去り，残った基底流量の解析を始めればよ

い。 2段目， 3段目， 4段目と進むに従って，時間単位を 3～5日， 15日～1月，半

年～1年と順次大きくして行くことにより，各段からの流出成分の性格も明らかにな

ってくるのではあるまいか。このような青写真を心に描きながらも，私はそれに確信

が持てなかった。

それはこの方式では，引き算のところに大きな難点があるからである。たとえば第

7図のように推定流量のピークが実視liと1日ずれたとする。それを引き算すればある

ときは大穴があき，あるときは大きなピークが残る。このような異常なデコボコは移

動平均（高周波除去）のような客観的手法で処理できるかも知れないが，他にもまだ

難点がある。雨量には地点による変動が大きいし，大きな流量には大きな誤差が伴っ

ている。わが国のふつうの河川の低渇水流量は 1mm／日の程度で， 一方 lOOmm／日程度

の大出水は稀でない。 100皿／日の大出水に10%～20%程度の誤差が避けられないとす
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ると，実測流量から短期流出成分の推定値を差し引いたとき，そこにかなりの穴があ

いたり，かなりのピークが残ったりするのは避けられない。それに移動平均などを施

して，なだらかな穴や丘ができたら，その後の処理に困ることは自に見えている。

短期流出成分の推定値を実測流量から引き去ったとき，その跡始末，整形手術は人

間の総合的判断によって行なうより致し方あるまいと覚悟した。その程度の人間判断

の介入は許される。つまり半自動化でもよいと考えた。引き算をした後のハイドログ

ラフの整形手術に適した道具として，グラフィック・ディスプレイ装置とライトベン

というものがある。テレビなどに出てくるから， ご存知の方も多いであろう。しか

し，これは何千万円という高価なもので，防災センターの研究用計算機にはついてい

ない。その代り，防災センターの TOSBAC-3400には図形表示用として蓄積型ブラ

ウン管がついており，図形入力用としてタブレット（工夫すれば，その他いろいろの

役に立つ）というものがついている。それらはそれぞれ100万円， 300万円余りで買っ

た器機である。この両方を使ってなんとかなると私は考えていたが，なんとなくこの

半自動化は気に入らなかった。 2段目， 3段目， 4段目と整形手術を重ねていった

ら，最後はすべて人工ということにならないだろうか。

引き算による流出成分分離の代りに，各流出成分に対応して期聞を分割し，各部分

期間内ではそれぞれある流出成分がその主要部分を占めるようにできればよいこと

は，前からわかっていた。しかしその期間分割の仕方に困っていたのである。だか

ら，ある固定モデル（第4図）の出力によって期間分割をすることを思いついたと

き，私は「これで‘で、きた」と思った。できてみれば，きわどい成功だったと思うけれ

ども，減衰成分への分解は，数学的な正攻法でうまくいく問題とは思えないのであ

る。

出発モデルが違うと到着モテ’ルが異なること，かなり異なったモデルが似た形のハ

イドログラフを与えること，つまり解の一意性に関する欠陥も，減衰系の複合体の分

解問題としては致し方ないように思われる。異なる半減期の放射性元素の混合物の分

離が，他の性質を利用して行なわれるように，水文学の流出成分の分離や，時定数の

決定ft，他の性質を利用する必要があると思われる。事実，私が4段目のタンクの半

減期を年単位であると考えるのは，自白地下水の温度が年間ほぼ一定であることから

の帰結である。

Cavadiasさんがいう。「修正をいつまでもしていると，結果が悪くなるというのは

理解できる。絵をかくとき，いつまでも手を入れていると，絵が駄目になってしまう

のと同じだ」。 これは私も考えていたことだった。絵だけでなく，詩も同じであるら

しい。ある定形の型から出発し，修正を繰り返し，ある所で修正を中止するという方

式は，作品の作り方と似ている。人間の仕事はこういうものだろうと，納得したのだ

った。
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日本の多くの河川（私が自動化を試みたのは10河川にならないけれど）が第4図の

モデルから出発して，ほぼうまくいくのは，日本という国土の一様性に基づくもので

あろう。

世界中の河川に対しても，いくつかの出発モデルを想定すれば，それでなんとかな

るだろうと夢想したが，なかなか難しいようである。いまヴィクトリア潮流域の流出

解析を始めたばかりで， 1地点について一応の結果が出てきたところであるが，最初

は人間の試行による以外に手がないようである。ここは，雨量と蒸発散がほぼ同程度

のところで，乾いた地域と湿った地域とがモザイク状に入りくんで、いる。ほんの小さ

な微地形が影響するらしく，視界の中で，ある部分は乾き，ある部分は湿っている。

試行錯誤でいくつかの流域の解析をすませ，地域のおよその性質が呑み込めてからな

らば，自動化はいくらか役に立つであろ う。しかし，欠測が多く，信頼性に欠ける点

の多い資料に対しては，自動化は難しそ うである。資料の一様性の検定のために，ダ

フ。ル・マス・カーブなど言うサフソレーチンができているが，小数点の打ち違え， ミス

パンチなどのある資料の点検，訂正は， やはり人間がするより方法がないようであ

る。

私はこのような白動化プログラムについての報告を書きながらも，手作りの方が好

きである。

（前国立防災科学技術センタ一所長，理博）
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