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まえがき

水力エネルギーの有効利用と下流域の災害防止のために

は，ダムに流れ込む流入量の予測が重要である。特に，適

切な放流制御を行うためには，正確な流入量予測が不可欠

であり，その精度向上が望まれている。

従来から，降雨，降雪に伴う出水現象をタンクモデル，

貯留関数法などさまざまな数学的モデルで表す試みがなさ

れているが，モデルのパラメータの決定が容易ではなく，

また，十分実用的な精度が得られていなかった。

近年，従来の数学的手法に替わる方法として，ニューラ

ルネットワークやファジィ理論の研究が盛んに行われてい

る。ニューラルネットワークは，非線形相関関係の学習や

汎化能力に優れており，入出力データを提示するだけでモ

デルの同定が行える。ファジィ理論は，コンピュータにお

いてあいまいなデータを扱うことができ，０，１のような

ディジタル的な集合しか取り扱えなかったコンピュータに

おいても人間的なあいまい性を容易に取り扱うことができ

る。

このような背景のなかで，富士電機では，ニューラル

ネットワークを適用したダム流入量予測方式の研究を行っ

てきた
（1）～（3）

。しかし，雨量とダム流入量の相関関係が流入量の

大きさにより異なるため，ニューラルネットワークだけで

予測するには限界があった。

そこで，今回，流入量の大きさに応じて複数の予測モデ

ルを構築し，その予測値をファジィ推論により融合し，高

精度予測が可能なダム流入量予測システムを開発した。

システムの概要

２.１ システムの概要

本システムは，予測時点から過去数時間前までの雨量，

上流ダム放流量，自ダム流入量などを入力として，短時間

先のダム流入量を予測する。開発したシステムでは，１時

間先，２時間先のダム流入量予測が可能である（図１）。

また，ニューラルネットワークの学習機能，ファジィ推

論で用いるメンバシップ関数の調整機能，予測結果評価機

能などの各種機能を有している。

２.２ システムの特長

本システムの特長を以下に記す。

ニューラルネットワークの適用により，出水現象の非

線形特性をモデル化することが可能である。

ファジィ推論の適用により，流入量，雨量，流下時間

遅れなどの特性が異なる予測モデルの構築と，予測条件

に応じた予測値の融合が可能となり，高精度予測を実現

できる。

出水事例の学習機能により，パラメータ設定が困難な

従来法に比べて，短期間で予測モデルの更新が可能であ

り，メンテナンス性に優れる。

２.３ ニューラルネットワークの構成

ニューラルネットワークによる予測原理

ニューラルネットワークは，予測対象データ（出力）と

相関関係があるデータ（入力）の組を学習データとして与

えられると，学習を行い，与えられた入出力関係のモデル

（1）

（3）

（2）
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図１　ダム流入量予測システム画面例
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化（非線形相関関係のモデル化）が可能である。

この特長を応用したダム流入量予測原理を以下に記す。

降雨出水現象の基本的な仕組みは，降雨，上流放流量な

どの要因がそれぞれ異なる時間遅れを伴い，下流ダムに到

達する。ニューラルネットワークは，この複雑な出水特性

を過去の出水事例の学習によりモデル化する。予測実行時

は予測時点の雨量，上流放流量などを入力し，学習済みの

相関関係に基づいて予測値を得ることができる（図２）。

入出力変数

本システムは，過去数時間前までの雨量，上流ダム放流

量，自ダム流入量を入力として予測を行うが，システム内

部の前処理で，流域平均雨量，上流ダム放流量差分，自ダ

ム流入量差分を算出し，これらをニューラルネットワーク

の入力としている（表１）。

雨量データは，複数の流域に設置されている雨量計から

得られる。流出率を考慮するために，流域平均面積で重み

平均を計算し，流域平均雨量に変換している。上流ダム放

流量，自ダム流入量については，絶対量データの使用によ

り予測時点の河川状況を考慮し，差分データの使用により

予測誤差の低減を図っている。

２.４ ファジィ推論方法

ダム流入量と，雨量や上流ダム放流量は相関関係がある

が，その状況により特性は大きく異なる。例えば，流下時

間遅れ，すなわち下流ダムへの出水の到達時間は流入量の

大きさに応じて非線形的に短くなる。また，過去数時間前

の雨量と流入量の相関関係も流入量によって大きく異なる

（図３）。したがって，流入量予測を一つのニューラルネッ

トワーク予測モデルで行った場合，流入量の大小により雨

量との相関や流下時間遅れなどの出水特性が異なるため，

総合的な予測精度が上がらない。

そこで，本システムでは，ダムへの流入量が少ないとき

に用いるニューラルネットワークと，流入量が多いときに

用いるニューラルネットワークを構築した。さらに，予測

時点の状況を判断し，適切な予測モデルで予測を行うため

に，ファジィ推論を導入した。

流入量別ニューラルネットワーク

流入量別ニューラルネットワークの構築にあたっては，

図３の雨量と流入量の相関係数を参考にした。この相関係

数は，流入量が 100m3/s 以下ではほぼ０であり，500m3/s

以上では値が飽和している。そこで，この例では 100m3/s

と 500m3/s をニューラルネットワーク予測モデルの境界

に設定した。流入量小予測用ニューラルネットワークは，

500m3/s 以下のデータだけを用いて学習する。また，流入

（1）

（2）

富士時報 Vol.71 No.3 1998

158（12）

雨量変化分 

時間 

過去実績（出水事例） 
予測時点実績 

1時間先 基準時点 

放流量 
放流変化分 

流入量 
流入変化分 

ニューラルネットワーク 
（非線形相関関係のモデル化） 

流
入
量 

上
流
放
流
量 

雨
量 

1
時
間
先
流
入
量
変
化
分 

図２　ニューラルネットワークによる予測原理
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図３　流入量と雨量の相関係数例

表１　ニューラルネットワークの入出力変数 

入力 

出力 

上流ダム放流量（m3/s）
 

上流ダム放流量差分（m3/s）
〈注1〉 

自ダム流入量（m3/s）
 

自ダム流入量差分（m3/s）
〈注1〉 

流域平均雨量差分（mm/h）
〈注1〉〈注2〉 

自ダム流入量差分（m3/s）
〈注1〉 

データ種別 時　間 

現在値 

10分前，20分前， 
……～数時間前程度 

現在値 

10分前，20分前， 
……～1時間前程度 

1時間前，2時間前， 
……～数時間前程度 

1時間後，または2時間後 

 〈注1〉差分の取扱いは，下式を用いて算出する。 
入力データ差分（  分前）＝入力データ（現在）－入力データ（  分前） 
流入量予測値（  分後）＝流入量実績値（現在）＋流入量差分出力値（  分後） 

〈注2〉流域平均雨量は，流入量大予測用ニューラルネットワークのみ使用 

i 
i 

i 
i 

適
合
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図４　メンバシップ関数例
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量大予測用ニューラルネットワークは 100 m3/s 以上の

データだけを用いている。

なお，流入量小予測用ニューラルネットワークでは，雨

量データは流入量との相関が少ないため，誤差の原因とな

ることが考えられるため，使用していない。

メンバシップ関数

メンバシップ関数は，流入量別のニューラルネットワー

ク予測モデルの境界値を用いて，図４のように設定した。

ファジィ推論方法

本システムで採用している簡略化ファジィ推論法を以下

に記す。

y＝ωsNNs＋ωbNNb

ωs＋ωb＝1

ただし，

y ：予測値

ωs ：適合度（流入量小）

NNs ：予測値（流入量小）

ωb ：適合度（流入量大）

NNb：予測値（流入量大）

流入量が少ない範囲では，流入量小用ニューラルネット

ワークの予測値を予測結果とし，流入量が多い範囲では流

入量大用の予測値を予測結果とする。さらに，流入量が中

間の範囲の予測を適正に行うために，両方の予測値を簡略

化ファジィ推論により融合する（図５）。

シミュレーション例

夏季台風時の出水例に対して，１時間先のダム流入量予

測シミュレーションを行った結果を図６，表２に示す。表

２には，流入量別のニューラルネットワークでそれぞれ予

測した結果も併記した。

雨量を用いていない流入量小予測用のニューラルネット

ワークは流入量が少ない範囲で良好な結果が得られ，雨量

を用いた流入量大予測用ニューラルネットワークでは流入

量が多い範囲で良好な結果が得られている。ファジィ推論

により算出した最終的な予測結果は，さらに良い結果が得

られており，ファジィ推論適用の効果が現れている。

一般的に従来手法では 15 ～ 20 ％程度の予測誤差が発生

するが，本システムでは 5％以下の従来の約 3倍の精度で

予測が可能となっており，本手法の有効性が示された。

あとがき

ニューラルネットワークとファジィ推論を適用したダム

流入量予測システムを開発し，シミュレーションによりそ

の有効性を示した。

（3）

（2）
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図６　シミュレーション例

表２　流入量別予測誤差 

流入量小 4.61 

7.28 

4.61

4.49 

4.82 

4.45

4.15 

3.87 

3.94

4.10 

4.34 

3.85

4.58 

3.90 

3.86

6.57 

4.03 

3.56

9.74 

6.84 

6.13

4.56 

6.25 

4.47

流入量大 

ファジィ 
推論 

単位：絶対平均誤差（％） 

～100 ～200 ～300 ～400 ～500 ～600 ～700 平均 
流入量 
（m3/s） 
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ニューラルネットワークは事例データを与えるだけで学

習を行い，予測対象のモデル化ができる。このため，経験

的ノウハウが少なく，従来手法による予測モデルのパラ

メータ決定が困難な場合でも，比較的短時間で予測モデル

を構築することが可能であり，予測精度だけでなく，メン

テナンス性の面からも有用な手法である。

今後は，細部の改良を行い，より高精度のシステムをめ

ざすとともに，翌日のダム流入量予測への応用を図る予定

である。

最後に本システムの開発にあたり，多大のご指導とご協

力をいただいた関係各位に深く謝意を表する次第である。
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