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統計的河川流出予測モデル

尾崎統

1. はじめに

電子計算機の発達と計測装置の発達によって，現代は大量ののデータを計測して，

電子計算機により高速自動処理し，有効な情報をとり出して，将来の予測や制御のた

めに利用してゆくということが可能になりつつある。しかし，与えられたデータから

将来の予測値を出せといわれても，データ （を発生させる機構〉に関する何らかの知

識なしに効果的な予測j値を得ることは，いかに高速な電子計算機があってもほとんど

不可能であろう。このデータ（を発生させる機構〉に関する知識，あるいは理論とい

うものがモデルというものによって集約される。したがって電子計算機によるデータ

の自動処理というものは，データからこのモデルをとおして有効な情報を引き出すと

いうことになる。ところが多くの場合，複数個あるいは無数のもっともらしいモデル

が考えられて，どのモデルが最も良L、かとし、う決定を，自動的に計算機にやらせるこ

とは難しい。人聞が介入して判断するということが，どうしても必要であった。

ところが，データが偶然、変動などの要因による誤差等を含んでいる統計的なデータ

についての統計的モデルの場合，これが最近可能になった。多くの構造を異にする統

計的モデノレがあってもモデルの範囲がある程度狭められていれば，その中から，最適

なモテ．ルを電子計算機に自動的に選択させることが可能な手法が赤池弘次氏（参考文

献1〕， 2〕の著者〉によって開発され，大量データの自動処理への夢は大きく一歩前進

することとなった。赤池氏によって導入されたモデノレ選択の基準は「赤池の情報量基

準（AIC）」と呼ばれ，多くの分野に応用されている（文献2）参照〉。そこでこのAI 

Cを河川流量の予測に利用できないであろ うかということが自然、に考えられる。その

ためには河川流出の機構を反映した統計的モデルの族を考え出さなければならない。
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河川流出の機構をとり入れて成功しているモデルといえば菅原モデルがよく知られて

いる。この菅原毛テツレの特徴をうまくとらえた統計モデルが考えられれば， AI Cの

応用により河川流量のオンライン的な予測やダム制御システムへの道が開けることに

なると忍われる。

2. 統計的予測モデル

河川の流量のデータが日流量の形で与えられているとする。流量の予測モデルとし

てまず考えられるものの一つに自己回帰モデノレがある。これは，

xi=c+a1xト 1＋……十apXト p+ei ...・ H ・－－・……………・－…・－－…・…・（1)

のような形をしており， cは定数， h は平均ゼロのホワイトノイズで， 誤差項ある

いは偶然変動による外乱と解釈してよい。 この自己回帰モテ、ルは，過去の流量の情

報Xt1，・…－， Xt-pを使って将来の流量 Xtを予測しようというものであり，係数 a,,

• apは手持の流量データを使って，次節に述べる方法によって推定する。一方

予測に際してあまりかけ雑れた過去の流量というものは，それほど有効な情報ではな

い。どの程度の過去までの情報を使えば適当であろうかという問題は，その河川の流

繊の地形などに関係して難しい問題であろうと思われる。しかしそういった地形，地

質学的問題をひとまず離れて，与えられた有限個の流量データからは）のタ イプのモデ

ルを使って，統計的にみて最も誤差の少ない予測を考えるにはモデル（1）の次数ρをど

う決めたら良いかというふうに問題を設定すると，これは前節に述べたように赤池氏

の情報量基準AI Cを使って自動的に解けるのである。その方法については次節に述

べることにして，ここでは統計的予測モデルについてさらに考えてみよう。

自己回帰モデル（1）はイギリスの水理，統計学者の興味を号11,、ているモデルの一つで

あるが，言うまでもなく将来の流量を予測するのに流域の雨量情報は使わず，過去の

日流量の情報しか使っていない，イギリスのように小雨が l年中目立った季節的特徴

もなく降り続いているような気候のもとでならこれでもよかろうが，日本のように河

川が急勾配でかつ 1年のある決まった時期に激しい集中豪雨を受ける気象条件下にあ

る国においては，流量の予測に雨の情報を取り入れなければならないということは明

白である。雨量が日雨量 yi(t=l,2，…－・・， N）の形で与えられているとき，雨量に関

する過去の情報を取り入れると，流量予測の統計モデルとして次のようなモテソレが考

えられる。

xi=c+a,xi ，＋・・・・・・＋apZト p+b1Yt-1＋・・・ ・・＋bqYt-q+ei・・・・・・…・・・・…・・（2)

このモデルの次数 ρ，qおよびパラメータぬ，…ー， ap, b，，……， bqもモデル（1）と

同様次節に述べる方法によって，データから自動的に統計的に最適なものを推定する

ことカ1で、きる。

以上二つのモデルは式を見て明らかなように， Xt-1，……， Xt-1’，Yt-1，……， Yt-q
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に関する線型なモデルで、ある。ところが，雨量と流量との関係は非線型であるという

のは，よく知られている。河川流量予測のための非線型モデルを作るためには，モデ

ル（2）に， X2t-hXt 1'Yt h Y2t i, dト 1.…・・・等の非線型項をつけ加えることが考え

られるが，これらの組み合わせば無数に考えられ，どの項を加えるかを AICにやら

せることはほとんど不可能に近く，実用的なプロシージャーとはならない。どうして

もモデルの族をある程度狭めることが必要であり，狭めるためには河川の流出機構の

非線型性の理解が必要となる。そこで河川の非線型な流出機構を考慮に入れた予測モ

デルとして知られている菅原モデルを統計的予測モデルといった立場からみてみよ

う。

菅原モデルの非線型性の一つは，文献のにあるようにタンクに複数個の測穴がある

ことにより流出向とタンク内の水の高されとの関係が区分的に線型な非線型函数

になっている点である（第 l,2図参照〉。したがって，菅原モデ、ルの非線型な構造と

いうのは，水位というある一つの変数に過去の雨量や流量の情報を集約し，その集約

された情報の非線型変換として将来の流量情報を出しているとみることができる。そ

こで水位と，雨量や流量の関係は線型であると仮定して，非線型性は水位と流出の聞

にあると仮定すると，次のような統計モデルが考えられる。

Xt=f(Zt-1〕＋et.. ・・・・・H ・.....・ H ・....・ H ・....・ H ・....・ H ・－・…...・ H ・－－－－－…………（3)

Zト 1=a1Xt-1＋・…・・＋apZト p+b1yt ，＋…・ー十bqytq 

f(z)=c,+z十C2z2＋……＋crz＇・－－．
モデルの次数 p,q, rと係数 a，，……， ap, b，，……， bq, c,, ..・ H ・， Cγ はデータか

ら次節に述べる方法によって推定する。ここで非線型函数 F(z）を線型函数 c+zに

置き換えると（2）の線型モデルになる。
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3. 統計的モデル決定法

前節に述べたモデルのパラメータをデータから決めるという問題に対しては，統計

学の分野においては最尤法あるいは最尤推定法とL、う方法がよく知られている。この

方法のある意味での最適法なども知られている。この最尤法は例えば前節の自己回帰

モデル（1）を考えると，与えられたデータを確率的に最もよく出しそうなパラメータを

求める方法とでも言い替えられる。この方法によって得られるパラメータの推定値を

最尤推定値という。例えば，誤差 引が分散 σ2のガウス分布に従っていると仮定す

ると，自己回帰モデル

Xt=c+a1Xt 1＋・・・・・＋apXt p+et 

の最尤推定値在， a.，，……，むは，正規方程式

A’Y=A'AX 
Y=(Xp+l，……， XN)1 

X=(c, a1，……， ap) 

lXp, Xp-i, ...…， t1 

A-I lXp+l, Xp，・・・…， X2 

－ 
lXN i, XN-2, …・・・， XN-p 

を解いて得られる。

この最尤推定法は次数ρが既に分っている場合のパラメータ推定に適用されるもの

で，次数ρが分らない場合には適用されない。次数ρの決定にはこれまで統計的検定

論と呼ばれるものが使われてきたのであるが，これは前節のそテール（1), (2）のような時

系列モデルには，モテ事ルの候補として考えられるものが非常に多く，有意水準の決定

などいちいち人聞がやっていたら，とても実用にはならなし、。これに対して赤池氏

（文献2）参照）は， エントロピー最大化という考えを統計的モテ、ル決定の傾域に導入

することによって，次数の決定とパラメータの推定とを同時にやることを可能にした。

今，真のモデルが確率分布 U(x〕で与えられるとして．パラメータ Oを持っそデ

ノレの確率分布を f(xlめとするとモデルのエントロピー B(U（・）；／（・IO〕は，

B(U ;f （・IO)=-¥loge { ~会）ucx〕dx
J ¥ ・，〔xIO〕／

で与えられる。このエントロピーとし、う量はそデル f(xIO）が真の構造 U(x〕にどれ

くらい「似ているか」を表す量ともみることができる。したがって「エントロピー最

大化」は －B(U;f（・IO））を最小にするモテソレ f(xIO）を求めることに帰着する。次

式で定義される赤池の AIC,

AIC＝（ー2〕loge(maximum likelihood）十2（パラメータ数〉
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は最尤推定値ん＝（，8,.o，…・・・げのなる T個のパラメータを持つ確率分布 f（・!Or)

の負エントロピー， －B(U;f（・IOr）） の期待値

E[-B(U ；／（・IBr))]

の推定最として導入されたものである。したがって AICを最小にするモデルを探す

ということは，平均的な意味で、エントロピーを最大にするモデルを探しているという

ことに他ならなL、。

AIC最小化法を，曲線や曲面の多項式によるあてはめに応用した田辺氏の報告（文

献4）参照〕は豊富な図によって AICの直観的理解の助けになる。前節で述べたモデ

ル（3）の場合，次数 ρ，q, r次のモデルの AICは，

AIC (p, q, r）＝（ー2)log (maximum likelihood)+2(p+q+r+l) 

となる。推定するパラメータは a，， ……， ap,b，， …・・， b.,c，， ・…・・， Cr,112 

(p+q+r+l）個である。 モデルの誤差項 etは分散 σ2のガウス分布に従っている

と仮定する。この場合 maximumlikelihood （最大尤度〉は近似的に N・logP十定

数になる（文献5）参照〉。 Nはデータの長さ。 最尤推定量 8• はガウス分布を仮定す

ると ρ の最小二乗推定量と同じである。したがって AICの計算の問題はモデル（3)

の最小二乗推定量を求めることに帰着する。これは，

Zt 1=a1Xt-1＋・・・・・・＋apxト p+b,yt.＋・・・・・・＋bqyト q

とする時，

可 N 、N
j主Ze•i ＝会 L: (xtーの－zi-1-c2z2t-1ー・．．．．一CrZγt－ο
-"t=l -"t=l 

を最小にするパラメータ a,, .…・・， ap,b，，…・・・， bq,c，， ……， Cr を非線型最適

化手法（Marqnardt法あるいは， Daridor法）により求めることによって解ける。

以上述べた方法によってモデル（3）を実際の河川流量データに適用した結果を次節に

紹介する。

の

尾崎統計的河川流出予測モデル
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第4図
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第1：表 4. 適用例

(p, q, r) •8 AIC 第3. 4図は神流川の日雨量と日流量

(6,2,3) 0.3179×10-2 ー2042.6 のデータで， 1956年 1月1日から同年12

(6,1,3) 0.3202 × io- • -2042. l 月31日までの長さ 366日のデータで，流

(5,2,3) 0.3207 × io-• -2041. 5 量のほうは，常用対数をとったものを考

(6,1,4) 0.3191×10-2 -2041. 3 えることにする。
(6,3,3) 0.3176×10・-2 -2041. 0 第 1表にいくつかのモデルとそのAIC
(7,2,3〕 0.3176×10→ー2041.0 の｛直を示す。この中で、はモデル（6. 2. 
(7,3,3〕 0.3173×10-・ -2038. 8 

3）が最小 AIC値を持ち，したがって

最も良くデータにフィットしているといえる。モデルは，

Xt=0.05882十Zト，+o. 356722 t-1ー0.1804z't, ＋εe 

Zトi=O.7458x1 ，ー0.03255xト2ーo.03313xi .+o. 04519x1→一0.0105xト5

十0.04930Xt o+O. 01183y1→一O目 001133y1• 

6'2=0. 3179× lo-• 

である。第5図はこのモデルの非線型曲線，

x＝ん＋z+c.'+c,z•

を，

min {zト，｝三三z:O:max {z1 1} 
7-S.t三三365 7云t-S.365

に対してプロットしたものである。 Zt-1が小さい場合ほとんど線型であることがわか

る。

次にそテツレが実際にどの程度の流量予測をやるかをみるために次のような実験をや

ってみる。まず366日のデータの後ろの86日分を予測のチェッグ用にとっておいて，

前半の 280日分のデータを使ってモデルのパラメータを推定する。推定したパラメー
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タを入れたモデルを使って 1日先の流量を予測する。次の日には新しく 1日分の雨量

データと流量データが入るはずであるから，それを使ってまた新しく 1日先の流量を

予測するということを繰り返す。その実験結果の一部が第6図である。実線が実際の

観測流量で， 0印およびキ印が 1日前の時点での予測流量である。

以上は神流川のデータに適用した結果であるが，第5図からもわかるように，非線

型性は~~＼，、ょうである。その他 Bird Creekのデータや，木曽川などのデータに適用

したが，渇水期と豪雨による増水の差が激しいケースほど，非線型函数の形がゆがん

で線型な直線から大きく隔たるようである。

5. モデル再論

この非線型モデ、ルについて注意しなければならない点は，推定したモデルの非線型
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第6図

17.76 19.24 20.72 22.20 23.68 25.16 26.64 

函数は Zt-1が区間［minz1 i, max zト，］の間にある時のみ有効であるということで

ある。今までの記録にないような集中豪雨によって Zt→が区間の外に出た場合， 機

械的に同じ非線型函数を使うと，とんでもない予測値を出すことになりかねない。区

間の外で，はどうなるか，今までのデータからは何も言えないのであるから，非線型

多項式のかわりに maxZt-1における非線型函数の接線をそのまま伸ばした線型函数

でも使うしかなし、。

このようなツギハギモデルが気に入らなくて一つのモデルで‘やりたい場合は，普通

の多項式のかわりに，

x=co+z+(c,+c,z＋，… ・・十Cr+1Zγ）e-Z2

のようなエルミート型の多項式を使えばzが大きくなるとzは線型函数

x=co+z 

に近づくのでこれを使えばよい。次数やパラメータの計算法は3節に述べた普通の多

項式の場合の方法と同様である。

以上に述べてきたように統計モテツレによる統計的予測法は，実用化の可能性大であ

る。これは一つには最尤法やその延長である AIC最小化法などの統計手法が，モデ

ルというものをとおしてデータの情報をできるだけしぼり出すということをやってい

るからである。ところが，いくら精密な測定器械で光線のスベクトルを分析しようと

しても，光が偏向ガラスを通ってきたのでは何にもならないのと同じで，統計的予測

法においては使用する統計モデルの型が非常に重要になってくる。どういった型のそ

デルを使うといし、かといった問題は，データが出てくるところの機構への深い理解な

しには解決しなし、。数学的にみれば，河川の流量の予測は過去のデータの非線型変換，
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28.12 29.60 31.08 32.56 34.04 35.52 37.00 

Xt=f(Xt i, Zト..…・・，Yt-i. Yt 2, ……〉

の函数型 f（・〉を決める事に他ならないが，このままではどんな型にしたらいいのか

皆目見当がつかない。前述のモデル（3）は菅j宗モデルにヒントを得て考えついた f（・〉

の具体化の一例に過ぎなし、。もっと適当な統計モデルがあると思うし，将来は気温や

積雪，地形情報を考慮したよ り精巧な統計モデルもできてくると恩われるが，ただそ

れは河川や流域の森林，地形，地質などへの深い理解による裏づけがあって初めて可

能になるこ とではなかろうかと思う。

最後に神流川と木曽川のデータ資料を提供して下さった建設省の甲村氏，菅原モデ

ルに関する資料やデータ等をお貸し下さった防災センターの勝山さんに深く感謝しま

す。
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