
河川の水位予測に対する再帰型ニューラルネットワーク適用性の検討 

Study on applicability of recurrent neural network to the prediction of river water level 

 

〇山本晃翼 1，長谷部寛 2 

*Kosuke Yamamoto1，Hiroshi Hasebe2 

 

Abstract: In recent years, heavy rainfall disasters have increased to climate change. In this study, we predicted changes in 

river water levels using neural networks. Among them, we used RNN and LSTM, which are suitable for analyzing time-

series data.  Comparing the results by using two types of neural networks, we found that the LSTM had roughly three times 

fewer errors than the RNN. Also, although the prediction about 1 hour ahead was good, the accuracy of the prediction 5 or 

10 hours ahead was found to be lower. 

 

1. はじめに 

 近年，気候変動の影響により豪雨災害の激甚化が進

んでいる．それに伴い，河川の水位上昇による外水氾

濫がしばしば発生し，防災・減災のための災害予測の

高精度化が必要となっている． 

 本研究では，河川の水位予測を行うことを目的とし，

近年発展が著しい機械学習を活用する．水位予測を行

うにあたり，雨量や水位のデータを説明変数に用いた．

これらのデータは時系列データであることから，時系

列データの分析に強いといわれている再帰型ニュー

ラルネットワークを用いる．代表的な再帰型ニューラ

ル ネ ッ ト ワ ー ク と し て ， Recurrent Neural 

Network(RNN)[2]と Long Short Term Memory(LSTM)が

ある．そこで本研究では，RNN と LSTM でそれぞれ

河川の水位予測を行い，適用性を比較・検討する． 

2. RNN および LSTM 

 入力層・中間層・出力層の 3 つの層があり，入力層

に説明変数を入力し，次にそれを中間層で分析し，最

後に出力層で予測結果を出力する仕組みである．  

 Figure1 に RNN と LSTM の概略図を示す．矢印はデ

ータの流れを示し，中間層での出力は次の層での入力

だけでなく，次の予測での中間層での入力にもなる．

このようにある時点での分析結果が次の予測の分析

でも使われるような構造になっており，それにより過

去の情報を考慮した分析を行うことができる． 

RNNには長期間の予測が困難となる問題点があり，

LSTM はその問題を解決した手法である．LSTM には

中間層にゲートがあり，ゲートは前の層や時刻からど

の程度の情報を次の層や時刻に送るかを調節する．

RNN ではすべての情報を次の時刻へ送るため，LSTM

ではこの柔軟性により RNN より長期間の予測を可能

にする． 

 

Figure1.  Overview of RNN and LSTM 

3. 水位予測の諸条件 

(1) 用いるデータ 

 水文水質データベース[1]から取得した，利根川の取

手観測所での 1 時間ごとの水位と雨量のデータを用

いる．今回は 10 時間後の水位を予測する．説明変数

は予測対象時間の 19時間前から 10時間前までの水位

と雨量の実測値と 9時間前から 1時間前までの水位と

雨量の予測値とした．訓練データは 2018 年～2020 年

の 9，10 月の 6 か月間とし，学習したモデルの精度を

評価ためのテストデータは 2021年の 9，10月とした． 

(2) 損失関数 

 学習したモデルの精度評価の際に用いる損失関数

は式(1)示す平均二乗誤差 MSE とした．  

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑ (𝑦𝑝𝑖 − 𝑦𝑜𝑖)

2𝑁
𝑖=1         (1) 

𝑁はサンプル数，𝑦𝑝𝑖は予測値，𝑦𝑜𝑖は実測値である． 
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4. 予測方法 

10 時間後を予測するにあたり，まず 1 時間後から

順番に予測する．入力データは各時間の直前の 10 個

のデータとしており，前の時間の予測結果を次の時間

の予測の入力として用いるため，予測する時間が長く

なるほど入力データの部分に予測値が増えていく．こ

れをテストデータの期間に適用する． 

5. 結果 

(1) RNN と LSTM の比較 

 Figure2 に RNN と LSTM での 10 時間後の水位の予

測結果を示す．LSTM では，比較的精度よく予測でき

たが，RNN では過少評価された． MSE は RNN では

0.588，LSTM では 0.183 となり，RNN の誤差が約 3

倍大きくなった．  

(2) 予測時間による比較 

 予測する時間を長くした際の精度を検討した．(1)

の結果から LSTM を用いて 1 時間後，5 時間後，10 時

間後の予測結果の比較を行った．結果を Figure3 に示

す．予測時間が長くなるほど，分布が右にずれ，遅れ

た予測となった． 

(3) 雨量の実測値を説明変数に用いた水位予測 

 水位と雨量の予測を行ったが，Figure4 より，特に雨

量の予測精度が悪く，それが水位の予測精度の低下の

原因と考えられた．そこで，雨量の実測値を入力デー

タとして用いて，再度水位予測を行った． LSTM で

の 10 時間後の予測を行い，どれほど精度が向上する

か調べる．結果を Figure5 に示す．値は実測値に近づ

いたが，遅れた予測は改善されなかった． 

6. まとめ 

 RNN と LSTM を用いて河川の水位予測を行った．

その結果，RNN より LSTM の精度がよかった．また，

予測時間が長くなると分布が横にずれ，遅れた予測と

なった．また，雨量の予測が正確に行えた場合を再現

して水位予測を行った結果，値は実測値に近づいた．

しかし，遅れた予測は改善されなかったため，それが

今後の課題として挙げられた． 
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Figure2.  Comparison between RNN and LSTM 

 

Figure3.  Comparison of prediction time 

 

Figure4.  Result of rainfall amount prediction  

 

Figure5.  Comparison between case of using predicted 

rainfall and observed rainfall  
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