
  
  河川の拾遺録(3)

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 西原,巧
発行元 水利科学研究所
巻/号 33巻5号
掲載ページ p. 41-63
発行年月 1989年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



河川の拾遺録（皿）

西原 巧

3. 計画と管理

前号では，河川砂防技術基準等を引用しながら，最近の河川の計画が計画の対象と

なった洪水よりも大きい洪水ーーいわゆる超過洪水に対する対応を明白に意識するよ

うになってきたことを，いくつかの例を挙げて述べた。しかし，超過洪水（あるいは

一般的に計画超過外力）の大きさや性質を事前に明らかにすることは不可能に近い。

それゆえ，このような洪水が発生した場合には，その計画に基づいて製作され，建設

された諸施設の運用や管理の段階において，ある程度自由裁量的に対処することとさ

れる場合が多いのである。今回は，まずこの問題を考えてみたいと思う。

1) 計画とは何か

計画とは何か。辞書をひもとけば，言葉の起源その他詳しい説明が得られるであろ

うが，ここで敢えて自己流の定義を試みると，計画とは

「主体が，その時点で入手し得る情報に基っき， 対象とする事項について，望ま

しい結果を得ることを目的に，相当の期間および区域について，取るべき手段，方

法，順序および経費などについて記述し，所要の手続を経たもの」

といえるのではないだろうか。

加納治郎はその著書1)において，計画の 5要素として，（I）主体（2）対象 (3）目的

(4）手段（5）構成を挙げている。しかし筆者は，計画とは「その時点で入手し得る情

報に基づきJ，かつ「所要の手続を経て」作成されるものであることを強調しなけれ

ばならないと考える。

情報に基づき作成されることは過程の話であって要素とはいえなL、かも知れない

が，本質的に重要な項目であることは間違いのないところであり，また，「所要の手

続」は計画を計画たらしめるもっとも重要な要素のひとつであるから， これを除外す

ることはできなし、。これらなくしては，どんな立派な計画も砂上の楼閣となり，ある

いは俗にいう画に描いた餅に過ぎなくなるのである。

繰り返しになるが，計画はその時点で入手できた情報に基ついて作られる以上，新
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たな情報が得られたり，情勢が変化した場合には，それらに対応できる仕組みになっ

ていなければならなL、。このことを，計画がダイナミックであるというが，もしそう

でない場合には，時期を失しないうちに計画自身の改変を行わなければならなレ。ま

た，計画は，主体の将来にわたっての意志の発露であるからには，その改変を行う場

合にも主要の手続を経て，意志を確定しなければならないのである九

政府関係の種々の計画を例にとると，投資額等に弾力条項を設けて経済情勢等の変

化に対応する余地を残し，一方では閣議決定によ って政府の意志として計画を確定す

るのが， 一般的なやり方となっている。

政府の策定する計画のうち，もっとも重要なもののひとつは国の経済計画である

が，戦後はじめて閣議決定にまで持ち込まれた正式の計画は「経済自立五カ年計画」

であった引。

この計画は，まえがきにおいて計画策定の目的と意義を述べている。すなわち

「経済の自立を達成し，かつ糟大する労働力人口に十分な雇用の機会を与える

ことは，今日わが国経済に課せられている大きな課題である。

このため，昭和35年度を目標年次として，昭和31年度以降5ヵ年にわたる経済

自立5カ年計画を策定した。

しかしながら，日本経済における諸問題のうちこの計画期間中には完全な解決

を期待できない問題もあるので，これらについてはより長期的な観点に立って方

策を講ずるものとする。また，計画の目標数字は必ずしも固定的なものとは考え

ず，その時々における経済情勢に即応しつつ弾力的な運用に努めるものとする。

つぎに，目標としては

安定経済を基調として経済の自立と完全雇用の達成を図る。」

と述べ，この計画の期間は，昭和31年度を初年度とし，昭和35年度に至る 5ヵ年間と

することを述べたのち，この計画の前提をつぎのように述べている。

「この計画策定の前提として，次の諸条件を想定する。

1. 国際政局には基本的な変化はない。

2. 世界の生産および貿易は漸次上昇をみるものとする。

3. 貿易制限は次第に緩和するが，通貨の自由交換性の回復は完全な形では期待

されない。また，世界の輸出競争は激化するものとする。

(4.～9. 省略）」

この計画は，さらに第 1部 計画の内容，第2部計画達成のための必要な施設と

続くが，内容を紹介するのが本文の目的ではない。ただ，この計画は早くも 2年後に

は，国の経済を巡る諸条件の変化に対応するために，「新長期経済計画」へと移行し

・これを計画の改訂とLづ。訂は定の意であるから，最近では改定の字を用いている。
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なければならなかったことを述べておきたいのである。

このように，すべての計画はその前提とした条件が変化すれば崩壊するほかはな

い。大は国の計画から，小は個人の住居購入計画まで，ことは同様である。

前号でも述べたが，筆者が河川技術者として勤務した昭和30年代以降は，治水施設

としてのダムの利用が盛んになった時代であった。

数多くの多目的ダムや洪水調節専用ダムのを設に関する，土地の収用や補償の報道

が新聞を賑わせ，一方ではそれらの施設の管理のあり方が，国民の注意を惹きつつあ

っTこ。

周到な計画のもとに，多額の国費を投入して建設されたダムを，安全に，かっその

機能を最高度に発揮させるように操作し運用することは，そのダムを安全に建設する

ことと同様に，河川技術者にとっての，当時最大の課題であったといってよいであろ

う。

前節において，計画全般について若干の論議を試みたのも，ダムの計画と運用とに

ついて述べておきたL、と考えたからである。

ダムの運用（Operation）のことを，わが閣では一般に，ダムの操作，ダムの管理

と呼んでいる。

管理とは，その支配下にある人，財物，施設等について保全し，または，効用を発

揮させるべく維持することをいうとしてよレ。その意味で，管理は運用，操作の上位

概念である。

では計画と管理との関係はどうか。一般に，計画は規定的であり，管理は実際的，

流動的であるとはいえるが，どちらか一方を他の上位に据えることはできず，相互補

完的であるとすべきであろう。

ダムについていえば，すく凋れた計画にあ勺ては，計画を超える大洪水のような不調j

の事態への対応が十二分に考えられているのが普通であるが，不幸にしてその範囲を

外れる事象が起こった場合においても，破綻を来さない管理が求められるという点

で，計画よりも管理の方に一段と困難性があるということができる。

2) 翼端失速

ここでまた，飛行機の話を挿入したし、。第 7図（a）は旅客機ボーイング727の主翼の

失速特性を示したものである。翼端失速といわれるタイプで，翼端から翼根の方に失

速が進むので，どちらかの翼端の失速が始まると，機体はその方向に急激に傾き，し

かも B 727のように後退翼の飛行機では （機体後部の浮力が失われるから），機首が

上がり失速はさらにひどくなる。

この種の機体は操縦性が鋭敏であるといわれ，安全を確保するために，失速警報器

はもとより，種々の機器を設置してパイロソトの繰縦を助けなければならなL、。一般
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第7図 失速型の比較

(a）：翼端失速型（不良） (b）：翼根失速型（良）

イミヵ 4九
出所山名正夫 『最後の30秒』p.318より

の操縦性が鋭敏でない飛行機には必要とされない機器が，安全な運行のために不可欠

となるのである。

ここで翼端失速の話を持ち出したのは，河川管理のための重要な施設である洪水調

節ダムにおいても，同様のことがあるように思われるからである。

3) 洪水調節ダムの調節率

前号の河川システムの設計法のなかで，システムの応答が安定でなければならない

ということを述べた。この観点から洪水調節ダムを見ると，調節池の容量と調節率の

大小が問題となり得ると恩われる。

調節率は次式で定義される。

生二生＝！ & 
Q; Q; 

Q；：流入洪水のピーク流量

Qo・調節後放流される洪水のピーク流量

調節率の高いダムは，その地点の流入洪水をより多く貯留してより少なく放流する

ことを意味するから，タムの効果が大きいことになる。

調節率の低いダムは，流入量に比較して洪水貯留容量が十分大きくはないダムであ

る。それゆえ，そのようなダムでは洪水のほんの一部分を貯留するだけであって，貯

留開始の時期の決定を初め，操作要領の作成時に苦労することは勿論，実際の調節操

作においても苦労が多いのである。また，このようなダムは，一般に，河川の中流部

の比較的流域面積の大きい地点に設けられていて，調節率自体は小さくても本川全体



第10表相当雨量の分布 （%）

直轄ダム歌

相当雨量 既設材
(55ダム）

(mm) 
0～50 18.2 

50～100 32. 7 

100～150 34.6 

150～200 7 .3 

200～250 1.8 

250～300 3.6 

300～350 

350～400 1.8 

400以上

平均値 104.8 mm  

. ＊資源開発公団のダムを含む

“1972年度末現在
毒事・調査中のダムを含む

工事
(70ダム）

7.1 

15.7 

25. 7 

18.6 

12.9 

7.1 

4.3 

5. 7 

2.9 

177.7 mm  
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補助ダム叫

多目的ダム 治水ダム
04ダム） (32ダム）

23.0 12.5 

37.5 31.3 

27.9 21.9 

7.7 21.9 

1.0 3.1 

1.9 3.1 

1.0 3.1 

3.1 

91.3 mm  126.2 mm 
A=37.87 km2 

出所 建設電気技術協会『ダム像作訓練用シミュレータの基礎』 1976,p.16よワ

の洪水調節のうえでは重要な位置を占めてし、ることが多L、。その操作の適否が本川流

域の安全に及ぼす影響は大きL、から， 人員の面でも施設の面でも他のダム以上に注意

を払うべきであろう。

第10表は建設省所管の多目的ダムおよび治水ダムの貯留容量の分布状況を相当雨量

(mm) （貯留容量をその地点の流域面積で割った値）の形で示したものである。

L、ま

i）降雨は100%流出する。

ii）調節方式は一定量放流方式＊1とするo

iii）流入洪水波形は三角形とする。

の三つの仮定を設け，両輪に相当雨量と調節率とをとって降雨量との関係を，工事中

の直轄多目的ダムについて図示すると，第8図中の放物線が得られる。また，三番目

の仮定の流入洪水波形を長方形であるとすると，両者の関係は直線となり，いわゆる

貯留率制に一致する。

ホ1放流量 Qoを洪水期間中一定とする方式。

制洪水流出総量中ダムで貯留する割合。
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第8図 相当雨量と調節率の関係（直轄多目的ダムー工事中）

600 

200 

400 

相

当

雨

量

mm 

。
0.25 0.5 0.75 

調節j 率

出所 『ダム操作訓練用νミュレータの基礎』p.17より

この図の意味するところを見るために，たとえば，相当雨量200mmの線を横に見

ていくと降雨量500mmの線と調節率0.40および0.63の点で交わる。つまり， 500

mmの降雨があったとき，流出率を100%とし，長方形流出を仮定すれば調節率0.4,

すなわち40%の調節が可能であり，三角形流出を仮定すれば63%の調節が可能である

ということである。この両幽線の左側の区域，たとえば相当雨量250mm，調節率

40%のタムは， 500mmの降雨に対してほとんど絶対に安全であり，相当雨量250

mm，調節率63%のダムは，500mmの降雨に対して十分余裕をもって調節ができる

と考えてよいことを示している。

降雨量250mmおよびlOOmmの曲線についても同様の検討をすることによって，

直路工事中のダムについて，全体として以下のことが見出せるであろう。

(1）降雨量!OOmm以下で規定の洪水調節が不可能となるダムはない。

(2) 降雨量500mm以上でも余裕のある調節操作が可能なタムがある。
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(3) 降雨量250mmを超えると慎重な調節操作が必要なダムが増えてくる。

この結果は，流出率100%というようなかなり現実から離れた仮定に計算の基礎を

置くものであるから，その解釈には十分の註．意がL、る。しかし，われわれは当時洪水

調節ダムの数が増大の機運にあったことと，このような調査の結果とを背景に，ダム

管理施設の充実と管理要員の訓練の強化に乗り出したのである。そうして，その第一

歩はダム操作訓練用シ ミュレータの開発であった。

4) ダム操作訓練用シミュレータ

昭和49, 50の両年度にわたって行われたダム操作訓練用シミュレータ開発調査の報

告書3）は，冒頭において，訓練用シミュレータの必要性をつぎのように述べている。

「・ンミュレータを用いて操作訓練が行われるのは，航空機，原子炉等のように，

機器，施設（以下施設ということにする）が高価で訓練用に用いる時間を最小に

したし、場合である。また，訓練用に必要とされる機能が，実際の施設のごく一部

分でしかないこと，さらに，とても危険で一一損害が発生することも考えられる

ので一一実際には訓練の対象とはできないような状況も，シミュレータを用いる

ならば容易に発生させることができることも，シミュレ タによる操作訓練を有

利としているのである。

ひるがえって，ダムの操作を考えてみると，上述の条件がすべてあてはまるの

である。すなわち

(1) 高価であって，訓練のために放流等の操作を行うことはできなし、。

(2）訓練のために必要な機能は，水文学的予測，ゲート操作等であって，ダム

貯水池の全機能を必要としなL、。

(3) とくに重要な大洪水時の操作を訓練しようと思っても，大洪水は数十年に

一度しか起こらず，もし起こったとすれば，それはもはや訓練ではなL、。

というように，ダム操作こそシミュレータによる訓練を妥当にするものといえる

のである。

治水，水資源開発等の事業の進展に伴って，わが国のダムは急速に増加してお

り，その計画，施工についてより一層の注意が払われると同時に，その管理体制j

の強化が必要とされよう。ダム操作訓練用シミュレータは，このような理由から

その開発が望まれているのである。J

L、ささか長い引用となったが，このような経過を経て，ダム操作訓練用シミュレー

タの 1号機が建設省建設大学校に納入されたのは，昭和53年 3月のことであった。 開

発に従事した建設省やメーカーの技術者の労苦と共に，当時河川局開発課にあってこ

の計画を強力に支援し，かつ予算措置に努力された，広瀬利雄氏の功績を看過するこ
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とはできない。とくに記録しておく次第である。

ダム操作訓練用シミュレータの構成は電子計算機および操作用キーボードと表示装

置とからなっている。訓練の内容は近時盛んになったウォーゲーム（戦争ゲーム）の

はしりといってよいであろう。インストラクタ（教官）とトレイニー（被訓練者）と

が， 1対 1で，シミュレータを仲立ちとして対抗する。ここでインストラクタは降

雨，洪水流出，ダム貯水池水位の変動などを代表するのであるから，全くのフリーハ

ンドを持つとしみわけではなく，それらの物理的性質の範囲内で状況を生み出してい

くのである。 トレイニーは，その状況に対して，操作要領等に準拠して最善と思われ

る対応をする。所定の洪水期間後に状況を停止して訓練を終わるが，その後に反省の

時聞が持たれる。

この訓練は， トレイニーの技術の習得が目的ではあるが，その過程でダム操作者

（管理者）としては不適当な者を見付け出すとしみ効果も期待されている。そのよう

なことを考慮して作成されたカリキュラムの主要項目を掲げると，以下のとおりであ

る。

(I) 標準ノレールによる洪水調節操作（洪水に達しない流水の調節を含む）

装置の運転操作を主体とするもの

操作管理技術を主体とするもの

(2) 異常洪水時の洪水調節操作

流入量異常の場合

下流異常の場合

装置の運転操作を主体とするもの

操作管理技術を主体とするもの

(3) 施設異常時の対応処置

雨量・水位テレメータの異常の場合

ゲ ト設備異常の場合

(4) 流出予測と操作方式の検討

(5）統合管理技術

これらの項目に関して必要な作業を取りまとめたものを，第11表および第12表に示

しておく。

5) 局地雨量レーダの導入

シミュレータの導入と共にその必要性が論議されたのは，個々のダム流域をカバー

するようなレーダである。

現在，建設省においては，全国を 9ブロックに分け，各ブロックを 1～2ヵ所のレ

ーダ（~、わゆるレーダ雨量計）でカパ する雨量観測網を建設し，河川管理者を初め
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第11表 洪水調節操作における作業内容 （例）

項 目 運転操作技術 管理技術 備考

1. 基本的事項

操作規則の理解 。 。
貯水池及びタム諸元 。 。
流域の水理・水文特性 ム 。

2. 気象情報の収集

気象官著からの情報の収集 ム 。
上位機関からの情報の収集 。 。
ダム地点における観測 。 ム

（気温 ・気圧・湿度－風向・風速等）

天気図等の作成 。 ム
状況の判断 ム 。

3. 水理水文情報の収集

収集時間間隔の判断 。 。
テレメータ装置の機能理解 。 。

II の操作・取扱い 。 ム
河川状況の収集 ム 。
水理・水文状況の判断 ム 。

4. 水理・水文諸量の計算

流域平均雨量等の計算・整理 ム 。
流入量・放流量等の計算 －整理 。 。
河川の流量計算整理 ム 。
利水取水量の計算整理 。 。
結果の判断 ム 。

5. 流出解析・予測計算

流出解析（定数等の解析） 。
流出予測，河道追跡計算 。
夕、ム操作法の解析 。

6. ダム操作計画

警戒体制の計画指示 。
予備放流操作の計画 。 。
洪水調節操作の計画 。 。
異常洪水時の操作計画 。

ム一般的な理解を必要とする項目， O 十分な理解を必要とする実作業を伴う項目，③ とくに重要な業務
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第11表 （つづき）

項 目 運転操作技術 管理技術 備考

7. 通報－警報

上部機関との連絡 。
放流通報の内容－時期の計画 ム 。
通報業務 。 6 
放流警報装置の機能と取扱い手順 。 。
警報操作 。 ム

8. 流水の貯留及び放流

ダム下流水理特性の理解 。
放流条件ノレーノレ 。 。
放流条件の検討・指示 ム 。

9. 洪水吐ゲート及び放流管パルプの操作

放流水理特性の理解 。
運転操作手順 。 。
操作条件（順位，開度制限，切換え・ー） 。 。
機側盤以ーケンスの理解 。 ム
ゲートの運転操作 。 ム
操作記録の作成 。

10. 利水設備の操作

利水放流計画 。 。
設備の操作手順 。 。
運転操作 。 ム

11. ダム操作記録の整理 。
12. 複数ダムの連繋操作計画 (c) 

13. 統合管理技術

水系の水理特性の理解

l~J 
各ダムの操作規則理解

統合操作のための諸解析

統合操作計画

連絡・指示

14. そ の 他

最適運用操作法の検討 。
水理モデノレの検討 。
管理設備の検討 。 。
管理体制の検討 。

ム 般的な理解を必要とする項目， O 十分な理解を必要とする実作業を伴う項目， O とくに重要な業務
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第12表 施設異常時の処理法

項 目 運転操作技術 管理技術 備考

1. テレメーター異常時の処理（雨量水位）

流域水文特性の理解 。
欠測処理法，手順の検討 。
実時間処理 。 。

2. ゲート異常時の処理

放流水理特性の理解 。
代替操作手順の検討 。
実時間処理 。 。

0 十分な理解を必要とする実作業を伴う項目， O とくに重要な業務

とする関係方面にデータを提供している。それはそれで大きな効果を挙げているが，

ダム管理，とくに局地的な豪雨の多い地域に立地するダムや，さきに述べたように慎

重な操作を必要とするダムの管理のためには，その流域の降雨をリアルタイムでしか

も精度よく観測できる施設としてのレーダが必要で、あると考える。

ダム流域にすでに設置されているテレメー夕方式の雨量計を，信頼性の高い通信回

線によってレーダに連結すれば， レーダエコーと雨量との交換係数の研究にはかかわ

りなく，活路が開けるものと考える。このことは高射砲等のレーダ射撃管制j装置の初

歩的な応用で可能なはずであり，すでに一昔前から指摘してきたところである。

現在，荒川その他の流域で小型レーダの実用化の研究が進められているが，上述の

方向での検討を考えるべきであろう。

洪水調節ダムは，大きな河川ではすでに数箇以上設置されており，ダム群としての

統合的な運用と管理が必要となってきている。理論および実践両面での研究が促進さ

れることを期待している。

4. 極値の統計学

1) Gumbel先生のこと

筆者は， 20年ほど前，オランダのテソレフト工科大学附置の国際水理工学コース

(1961～62期）に参加したことがある。そのとき，かねてお名前だけは存じ上げてい

たEJ. Gur由el教授の極値統計学の講義を聴く機会があった。

その朝，講義室に入ると黒板に何やらギッシ リ書いている老人がいる。

「あ人この人が Gumbel先生だな」

と珍しい生き物でも見るように眺めていると，やおらこちらを向いて質問をされた。

その答はすでに黒板に書かれていたので，ー一一多分インドから来た年若い学生のラマ
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写真3 Gumbel先生の筆跡

Theorie statistique des debits d’etiage 

The >t•ti•t;<0I 出OO'Y of low W•t« d'"'h"S田
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…醐…~－…一

クリシュナンであったと思うが 元気に答をいうと大笑され

「僕の字が読めることが判って安心した」

とのご託宣である。これにはうまく答えられたと思っていたその学生を含めて一同大

笑いとなった。

休憩の時間に，「prof.岩井をご存知ですか」とお尋ねすると，「勿論よく知ってい

る。彼とは最近では19××年に東京で会った」といわれる。意を強くして，「わたし

は岩井教授の学生のひとりですJと申し上げると，急に打ち解けて先生の論文の別府l

にサインをして贈って下さった。論文自体はフランス語で書かれていたので猫に小判

であったが ’i 続いて

「A.F. Jenkinsonの仕事引をどう恩われますか」

と質問すると

「あれば立派（Fundamental）な仕事だ。しかし，あの証明は解り難いから，自分

が rewriteしたのを送ってあげようJ

といわれて，後日，手書き原稿のコピーを送って下さったのである。同時に送って下

さったのが， G M. PanchangとV.P. Aggarwalという 2人のインド技術者による最

尤法を用いた極値分布の計算法に関する論文5）で・あった。これについては帰国後，あ
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る雑誌に紹介した6）。

Gumbel先生とはほんの 2日程の接触でしかなかったが，岩井先生のおかげで親切

にして戴いたことや， Jenkinsonの論文の価値を教えて下さったことなど，嬉しい思

L、出である。

先生は間もなく亡くなられた。先生宛に出したクリスマスカードに対する未亡人か

らのあいさつでそのことを知った筆者は，改めてお悔み状を出したのであった。

Jenkinsonの功績は， Fisher-Tippetの安定仮設（Stabi！町 Postulate)71から， Gumbel

の解をその特殊なケースとして含むひとつの漸近解を誘導したことである。論文の発

表は1955年という早い時期であったのに拘らず，わが国の河川関係者に知られるのは

遅かった。 A F. Jenkinsonが英国気象庁の職員であり，論文の発表母体も気象庁関

係の報告であったため，われわれ工学関係の者の限にはふれ難かったのて、ある。筆者

がその存在を知ったのも高橋浩一郎元気象庁長官の論文Blの注を通じてであった。早

速気象庁図書館から借り出して読み，その結果を雑誌に紹介9）したりしたのもなつか

しい思い出である。

2) 極値分布のこと

河川の計画に携わる者は，水文デ タの解析に際して，対数正規分布10）であると

か，極値分布であるとかのお世話にならないことはなし、。それ程身近な存在であるに

も拘らず，これら，特に極値分布について正確な知識を与えられていないのは，不思

議なことといえる。

筆者は岩井重久教授川によって，水文統計学という新しい分野が聞かれた折の，も

っとも初期の学生のひとりであるが，恥かしいことに， A.F. Jenkinsonの論文に接

するまでは基礎理論については全然、関心を持っていなかった。研究者は別として一般

の技術者はその応用面にのみ注目し，何れの技術書においても，基礎理論は専門書に

譲っている。しかも，広川書店刊の E.J. Gumbel著，岩井他監訳の『極値統計学』（昭

和38年）以外に，その点にふれている専門書はないのではあるまいか。

『極｛直統計学』12）での基礎理論の証明は， Gumbel教授も断わっているように，

Frechetによるものである。しかし，これは決してスマートなものではなし、。われわ

れには解りやすくて有難いが，数学者から見ると“まどろこしい”のではないかと思

われるほど丁寧に書いである。その点， A F. Jenkinsonの証明はすっきりしている

といえる。 Gumbel流の取扱いが極値分布を三つの形式に分類してかかるのに対して，

Jenkinsonはひとつの解で対応しているこ とによるのであろう。

ところで，われわれの限にする技術書では，極値分布の説明を標本の大きさ nが有

限な場合のいわゆる厳密式を紹介した後

「L、ま，母集団の分布にある仮定をすれば，標本の大きさがn→∞のとき，極
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値に対する漸近分布が存在することが知られている。 」13)

として，漸近分布の説明に移るのが普通である。

ここでいう仮定はいわゆる Fisher-Tippetの安定仮設であり，仮設からの漸近分布

の誘導は高度の数学の知識がなくても理解可能のものである。丁度手許に Gumbel先

生が rewriteされたJenkinsonによる誘導結果があるので，ここにご紹介したし、と思

う。 Fisher-Tippetによるものはすでに述べた広川書店刊の『極値統計学』に出てい

るから，比較されるのも一興であろう。しかし，安定仮設（該書では安定条件として

し、る）の導入部分の訳文は，すでにその内容を原論文で知っている人以外には何のこ

とやら解らない。誤植があるのかと思われる。

3) 漸近分布

さて，サイコロを n回振って 1の目がx回出る確率を求める場合には二項分布

伺 1
P(x) =______::_:___ p'q"-x 

x! (n x) ! 

においてp=l/6,q=5/6とおけばよい。しかし， nが大きくなると計算が大へんにな

るので

m＝ゅ，σ＝必l
の正規分布が代用される。しかも，経験的にp<::;,1/2でゆ＞ 5ならばこの近似度は相

当によいことが知られている。このような場合に，正規分布は二項分布の漸近分布で

あるといわれる。われわれの極値分布もこのような性格の漸近分布のひとつであるこ

とを認識しておかねばならなし、。

さて，本題に入って，ここで極値の漸近分布の説明をすることにしよう。

ある水文量の 1年間の毎日の観測値のうち， N箇だけが独立であったとしよう。こ

の独立な観測値のひとつをxとするとき， xより大きな値の 1年間の出現回数を o(x）宇

とすると，ある日の観測値がxより小さい確率は

N-o(x) 
－－；：；－一＝1-o(x)/N (1) 

で表わされる。従って N箇の観測値がすべて xよりも小さい確率，すなわちその年

の年最大値がxよりも小さい確率Pは

N箇

P= (1-o(x) IN) (1-o(x) IN）・・

= (1 o(x)/N)N …・・ (2) 

となる。同様にして T年間の最大値がすべて xより小さい確率 Prは

’原文ではj(x）と書いているが， 後の説明で紛わしいのでo(x）と変えた。
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Pr=(l-o(x)/N)NT …・（3)

これが極値分布の基本式である。しかし，この水文量自体の分布 初期分布

。（x)/Nが明らかにならなければ，これらの式を用いることはできない。

ところで，この基本式であるところの厳密式を用いるのはNが大になると不便と

なるので，つぎのような近似式を用いる。

(2）の対数をとり， 0くo(x)/N<lであることを利用すれば

log P=Nlog (1-o(x) /N) 

( o(x) o(x)2 ¥ 
=NI 1－一一一＋一ーで I 

¥ N 2N• J 

制（字）= -o(x) 

. P=e-o(x) 

ここでも o(x）を定めなければ，これを用いることはできなL、。そこで

o(x) =e-' 

とおけば

・(4) 

・・（5)

P=exp (-eづ） ー・・（6)

となる。 Pとyとの関係は関数表なり電卓なりを利用して容易に求めることができる

から，問題はyとxとの関係を求めることに帰着する。

4) 安定仮設

ここで， Fisher-Tippetの安定仮設の説明をしよう。

Gumbel 教授の著書 Statisticsof Extremes p. 157によれば，安定仮設の説明は以下の

とおりである。

し、ま，同じ母集団からとられたそれぞれの大きさが nのN箇の標本を考える。

各々の標本には最大値があり， Nn回数の観測l値の最大値は，大きさ nの標本群

から得られたN箇の最大値の最大値である。 Nn回数の観測値の最大値の分布

は，もしその漸近分布が存在するとすれば，大きさ nの標本群の最大値の分布と

同じ漸近式とならねばならない。従って，その漸近分布は，大きさ nの標本の最

大値が同じ漸近分布を持つような，そのような漸近分布でなければならない。

線型変換は分布の形を変えないから，最大値が x よりも小さい確率 F• (x）は，

xの線型関数の確率

(1) F(aπx+b.) 

に等しいとすることができる。ここに，パラメータ ιおよびb”は nの関数であ

る。（1）式は安定仮設とよばれる。これは Frechet(1927）によって初めて用いら
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れた。 …・・

どうも解り難い表現であるが，「Nn箇の観測値の最大値の分布も n箇の観測債の最

大値の分布も， n→∞の極限においてはxの一次変換を除いて同じものとならなけれ

ば，安定な漸近分布であるとはいえない」

ということに帰するのである。

Gumbel 教授の著書には訳書もあるので以下の引用は避けて， Jenkinsonの解

x=a(l-e Ky) 

がこの安定仮設を満足することの証明の紹介に入ることにする。ただし，紹介は一般

式の誘導までとし， 3つのタイプに関する証明は付録に譲ることにしよう。

5) 最大値の漸近分布の誘導

出発点は Fisher-Tippetの安定仮設（StabilityPostulate）である。すなわち，φ（x)

をある観測値がxより小さい確率とすると

φ＂（x) ＝φ（a,x+b.) 

ただし， φ，a.,b.は目下未知である。

両辺の対数をとると

n( lgφ（x））＝一伝φ（a.x+b.)* 

再度対数をとると

lgn＋な（ーlgφ（x))＝な（一信φ（a,x十b.))

ここで、

y(x) ＝一伝（一位φ（x）），一oo<y(x)<oo 

とおくと

φ（x）三e一，内｝，一oo<x< oo 

）
 

－
 

（
 ．

 
．
 

．
 

）
 

，
 

ー（
 ．

 まTこ，（1）から

lgn=y(x)-y(a.x+b,) (2) 

ここで，y(u)= 0であるような数 uを導入する。（1’）から φ（u)= 1/eである。

つぎにy(x）をuの近傍で展開すると

(x-u) (x-u)' 
y(x) =y(u) +l「y’（u）＋一三「－y’＇（u)+ 

a. (x u) an2 (x u) 
y(a.x+b.) =y(a.u+b.) ＋一寸了一y’ （a.u+b，）＋~y” （a.u+b,)+·

この 2式を（2）に代入すると

$わが国では自然対数は Inまたは logと標記するが，ここでは原文に従つてなとした。
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(x-u)2 
なn=(x-u)y’（u) ＋一三「y"(u) ＋・－＿v(a,u+b,)

一（x-u) a:(x u)2 
一「ァ内，u＋ん）一ーヲ「；＂（ a,u＋九） .. (3) 

上式はすべての xについて成立つから，つぎの方程式が得られることになる。

信n=-y(a,u+b,) 

y’（u) =a,y' (a,u＋九）

y≪l (u) =a~l<l (a,u+b,) 

故に， k~ 1について

y≪l (u) /'l (a,u+b,) 

(y’（u) )* (y’（a,u+b,) )' 

(4) 

・・・（5)

上式の左辺はkの関数であって nには関係レないから，これを Q と名付けると（5）式

t工

y''l (u) = c;(y’（u) )' 

(6）式から

/Hll (u) =cH1 (y’（u))Hl 

が得られる。一方（6）式を微分すると

ylHt) (u) =kc,(y’（u) )* j’（u) 

再び（6）式からy"(u)=c2(y’（u) )2だから

y'Ht) (u) =kc,(y’（u)) k-1 C7 (y’（u)) 2 = kc,c,. (y’（u））什 1

(6’）式と（6＂）式とを比較すると

C;+t =kc,C2 

故に

九＝（k J)c, 1C2 

ら＝3c.ぬ＝2.3ci

c3=2cl 

C7-C1C2 

(8）の各式の右辺を順に置き換えていけば

c,=(k l ) !c~ 1 

が得られる。

(6）と（9）とから

y«l (u)= (k-l ) !c~ 1(y’（u) )* 

k= 2に対しては

・(6) 

(6’） 

・・（7)

一（6")

(8) 

・(9) 

・(10) 
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y'2> (u）ー

(y’（u) )2 -2 

すでに見たようにy(x)e (x-u）に関して展開すると

開 （x-u)' r、
y(x) ＝呂づ！／＂（ u)

であるから，これに（10）を代入すると

~ (x-u)' 
y(x) ＝呂づ「（k-1)1,;-1 （内

＝三千（x-u)'(y’（u))'

一一
k

∞

Z目

）
 

1
 

1
 

（
 

とる用を
tz
一t

∞

Z同一一z
 

’M
唱で

y(x）＝ー土佐［1-cy’（u)(x-u)] . (12) 

結局

e-y(x) = [1-cy’（u) (x-u）］』，，

が得られ，（1’）は

｜φ（x) =e-[1-ry'(u)(x 叫ん｜ 一（13)

と表わされることになる。これは安定仮設から誘導された安定な最大値の確率分布の

もっとも一般的な形である。

つぎに， a.および b.の値を求めることにする。

(12）から

y(a.x+b.) ＝土佐［1-ry’（u)(a,x+ b, -u)] 
c 

(2）に上式を代入すると

〈炉＝土佐［1-ry’（u)(a.x-b, -u）］ー土佐［1 cy’（u) (x-u)] 

故に

が（1-cy’（u)(x-u) =1-cy’（u) (a,x b, -u) 

xを含む項を等しいとおけば

・以下町をcと略記する。



西原！河川の姶遺録（ill) 59 

-n'cy’（u)x= -cy’（u)a,x 

．区三つ
つぎにxを含まない項を等しいとおけば

が（1+cuy’（u)) = 1-cy’（u)b,+cuy’（u) 

I b,= (1ーが）( u＋ホ）
(13）が唯一の解であると同様に，これらはιおよび b，の唯一の解である。

上述の解がJenkinsonの解と同ーのものであることを見るためには

y’（u）＝即， c,=K,1/K，山 ＝A,AK>O

とおけばよし、。そうすると，（12）は

-1 r (x-u)) 
y(x) ＝τ削トコ－1

(x-u) =A(1 eめ）＊

同様に

a,=n' 

b,= (1ーが） (u+A) 

が得られる。 y=0となる xの原点は自由に定めて よいから， （12＇）は結局

x=A (1-e均）

の形に帰着する。

(12”）から

の／dx=(1/AK) ,x, 

であるから

i) K> 0の場合

y＝一oo x＝ー∞ φ／dx=O

y=O x=O dy/dx=1/AK 

y=+oo x=A dy/dx=oc 

ii) K<O 

y＝ーoo x=A の／dx=oo

y=O x=O の／dx=1/AK

y=+oo x=+oo の／dx=O

首i) K→0 

χ一→AKy 

事以下y(x）をyと表示する。

・・（12’）

・・（12") 



60 

第13表名称の比較

Gumbel 角 屋 Jenkinson 

Type I φ（x) =exp[ -e-a.<x叫］，内＞O Gumbel分布
x= (a(l e時）

K→0 

Type II φ（x）＝叫一 戸） ］九 ＞O，山
x e '" , v.>eミO

対数極値分布A型 K<O, a<O 

Type ill φ（x) ＝叫一 戸）］ 向 v.<w
w-v, '" , k,>O 

対数極f直分布 B型 K>O, a>O 

となって， Kの値の負，正または零に応じてそれぞれ I型 （xの上限値なし）， ill型

(xの上限値あり）およびE型（Gumbel）となる九

6) 極値分布に関するわが国での研究

極値分布についてはわが国においても多くの研究がなされている。とくに角屋によ

る対数極値分布 A型および B型の諸特性に関する研究は，技術書の多くに取り上げ

られている川。

ただ研究者ごとに名称が異なるのは利用者にとって不便であるので，第13表にまと

めておくことにする。

付録極値分布の三形式の誘導

c については正，負の｛直またはセ・ロとなり得る。この各々の場合に対してそれぞれ

ひとつの漸近解が対応する。

I. c→0, 1/c→∞の場合

(13）をつぎのように書き直し

φ（x) =e－［トi叫子止］山

lim [1-a/d]d=e- • 
d→∞ 

であることを想起すれば， c→ Oに対して

I q,(J）山

ここtこ

y(x）＝α（x u），α＝y’（u) 

・なお， GumbelはここでいうE型を I型， I型をE型と名付けている。

(12’） 
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である（これを確かめるには， (12）に L’Hopita!の法則を適用し， c=0とおけばよ

し、）。

φ（1) (x）は最大値の漸近分布の第 I型とよばれる。

a，および b，の｛直を求めるには（2）に（12'）を代入して解けば

lgn＝α（x u）一α（a,x+b,-u)

＝αx(l-a，）ーαb,

. I a,=1, b，＝一位
日

これらを a，および b，の一般式から得ることカ・できるのは勿論である。

Il. c<O, c＝一1/k,k>Oの場合

(12）から

y(x)=k信［1+(1/k)y’（u) (x-u)], x=ooに対してy(x)=oo 

ここで， xのある小さなf直Eを

1＋÷〆（u u) 

となるようにとると， y(x）→一∞となる。このとき

Y’（u）＝」一
u-e 

と書くことができるから最初の式は

y(x）＝地［i十三］
ま7ょt主

y(x）＝地［三］
となる。これと（1’）とから

φ12) (x) =e （宍）＇， u＞い ＞e,k>O 

が得られる。これが漸近分布の第 2型である。（12＂）を（ 2）に代入すると

門店）叫宅子）
前回と同様にして

I a,=n － •川＝e[(-n-• f*)] I 

-(12") 
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これらの結果も a，およびb”の一般式から誘導することができる。なお， e=O，すな

わちx>0ならば， a,=n ' ' '• b,= 0となる。

Ill. c>O; c=1/k, k>Oの場合

(12）から

「 y’（u)(x-u）寸
y(x) ＝一均11－ーっ一 1.x＝ー∞に対してy(x）＝ ー∞

いま， xの大きなある値ωに対してy(w)=+ooとする。このとき

[1也 子三J=o
すなわち

y'(u）＝出
となる。

故に最初の式は

x) = klg [ 1一日］＝一地［記］
となり， これと（！＇）とカ込ら次式が導かれる。

｜φ（3) 

これは漸近分布の第3型である。

(2）に（12m）を代入すると

伊＝一地（記）＋地（守子）
前回と同様にして

I a,=nベ
これらの値が a，および h.の一般式から得られることは同様である。

なお， w=O，すなわち xく 0ならば

a,=n'1', b.=o 

となる。

・ (12m) 

以上により，安定仮設からは3箇の，そうして 3箇だけの安定た漸近分布が導かれ

ることが証明できた。
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