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残留塩素濃度を予測するニューラルネットワークモデル
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A Neural Network Model Analysis of the Residual 
Chlorine in the Water Distribution System 
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A neural network model analysis of the residual chlorine in the water distribution system 

is reported. We use one year data of the clorine concentration to determine network 

parameters and predict the next year's data. We find the neural network has a good 

prediction ability. To improve it， we update the network parameters every day using a 

certain period of data. 
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1 はじめに

私達の生活に欠かせない水は，太陽からの江ネ

ルギ…を受け，自然の大循環を繰り返している.

日本の年平均降水量(1，714mm(1995年度まで

の10年間の平均値))は，世界平均の約2倍と多

い方であるが，他方，人口 l人当たりの年間降水

総量(約 5，200m3)は世界平均の約5分の l程度

にとどまっている.また，水資源、の利用について

は，我が国全体の 1996年度の水使用実績(取水量

機海上保安大学校 (JapanCoast Guard Academy) 

ベース)は約 891億m3(1人当たりでは708m3)

であり，このうち約 16%(1人 113平均使用

323f)が生活用水として利用されている 1) 生活

用水には，私達の生命を維持するための飲料水，

日常生活の利便性のための家庭用水と都市活動用

水(営業用水，公共用水など)が含まれている.

我が国における水道の普及率は 95%を越えてお

り，大部分の生活用水は水道水によって供給され

ている.さて，水道水は直接体内に摂取される飲

料水を含んでいるので，安全で良拐な水質が要求
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される.このため，良質の水源を確保し，水道の

浄水処理を高度化し，水質の適切な管理を行うこ

とが重要である.

我が閣の水道水の水質は， r水道法jで厚生省

令による水質基準を守るよう定められている.現

夜の水質基準は， 1992年12月に改正され，翌年

12月より施行された(註1).水道における浄水

処理は，消毒を基本としており，その中でも極素

による消毒は重要な役割を果たしている.浄水

場では消毒用機素の注入を行い，水に合まれてい

る病原菌や病原ウイルスを殺している.この消毒

効果は給水栓まで持続する必要があり，水道法に

よって給水栓の残留極業濃度としてO.lmg/"以上

保持することが義務づけられている 2) 埴素その

ものによる人や動物への健康影響効果は小さく，

WHOによる飲料水中の遊離塩素のガイドライン

値は 5mg/lである 3) しかし，この値ではほと

んどの人が塩素の奥気を感じ，快適な飲料水とは

いえない.我が闘の水質基準には，より質の高い

水道水を供給することを目指すための「快適水質

頃目Jがあり，その中で，残留極素濃度の目標値

1.0mg/l程度以下が示されている.さらに，おい

しい水研究会によると おいしい水の要件として，

飲料しでも気にならない濃度である O.4mg/lが望
まれている 4)

味覚面での快適さに加え，塩素消毒によって加

えられた塩素と水中の有機物とが化合し， トリハ

口メタンと呼ばれる有害な消毒副生成物が生じ

ることが問題になっている.水道法では，ブロモ

ホルム・ジブ.口モク口口メタン・ブロモジク口口

メタン・クロロホルム等のトリハロメタンについ

て個別の基準値を置き，更に，総トリハロメタン

O.lmg/iを基準値としている 2) 以上のことから

註1

分かるように，給水栓での残儲晦素が十分合まれ

ているというだけでは水道水の消毒が持続してお

り安全であるとは必ずしも言い切れず，楓棄の添

加量ができるだけ少ない，安全で快適な飲料水が

盟まれている.このようなわけで，残留塩素濃度

を適正に維持することへの関心が高まっている.

残留埴素濃度の予測は，浄水場や配水池での初

期残留塩素濃度のデータをもとに給水栓地点での

値を予測することになる.給水栓地点での残留溢

素濃度には，水温，水質，水圧，管路の管筏，到

達時間等が複雑に係わっており，正確な予測は困

難である 5) このため，線形多変最解析に加えて，

非線形多変盤解析が必要となる.

呉市水道局は海軍水道の時代からつづく古い浄

水場を維持しており，文化財に指定されるなど康

史ある水道施設を有している.水道局は， r恩寵，
清浄，低廉な水道Jを供給するため，施設の拡張，

更新を行い，また日夜維持管理を行ってきている.

我々の研究グループは，呉市本庄j争水場の協力を

得て， 1993年度から 1998年度までの毎日の測定

データの提供を受け，それらをデータベース化し

た.これらのデータをもとに，非線形多変量解析

であるニューラルネットワークモデルを用いて給

水栓地点での残儲塩素濃度の予測に取り組んでき

た6) 本論文では ニコーラルネットワークモデ

ルの学習方法に改善を加え，予測精度を上げるる

ことにする.ここで用いる学習方法は， 1年間の

データを学習して次年度 l年間の予測を行う「年

度学習」と予測する前日までのデータを学習に用

いる「直前学習Jに大別される.さらに，線形多

変量解析そヂルで、ある線形回帰法を用いた予測計

算も行い，ニューラルネットワークモデ、ルの結果

との比較を行うことにする.

飲料水水質の間際的なガイドラインとしては， WHOが1993年に勧告した rWHO飲料水水質ガイドライン(第2版)Jがあ
る.WHOはこの勧告の中で，健康に影響を及ぼす汚染物質(細蘭・ウイルス・原忠・婿虫等の水系病原体，無機化合物や有

機化合物の汚染化合物，放射性核種等)を選択し，これらに対してガイドライン値を定めている.ガイドライン備は，生涯に

わたって摂取したとしても人の健康にいかなるリスクを生じさせない汚染物質の濃度に該当した値である.この値の決め方は，

例えば，有害化学物質のガイドライン髄の場合では体薫60kgの人が 1日に2lの飲料水を消費すると仮定し，生涯にわたる
発ガン性のリスクの増加が 10-5になったときの値Jである 3)， WHOガイドライン値は，世界中の多くの悶々の飲料水の質

を向上させることを目的としており，飲料水の安全性にもっとも不可欠な細簡学的側耐に重点をおいているが，先進国特荷の

化学物質汚染や消毒劇生成物に関しでも考慮がなされている.このガイドラインの設定の仕方は，日本の水質基準設定の手法

と基本的lこ問じである.
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表 1:デ…タの種類と項目等

ヂタの種類 項目数 概要

天候 6 -温度に関するデータとして，気温，最高気温，最低気温，水温を採

用.

-雨量に関するデータとして，雨量を採用.

-湿度に関するデータとして，蒸発最を採用.

水量 2 -水量に関するデ タとして，配水池に流入する隊道受水量(広島県

からの送水)と本庄送水量(本庄浄水場からの送水). 

水質 5 -水質に関するデ…タとして濁度， pH，アルカリ度，色度(前)，色

度(後)を採用.

初期残留塩素濃度 3 -初期残儲塩素濃度に関するコゴ タとして，隊道受水池，服装道配水池，

浄水池での測定値を採用.

給水栓地点での残 9 -給水栓地点での残留塩素濃度のデ…タとして， 9カ所の給水栓地点

留塩素濃度 での測定値を採用.

表示気温・配水量・受水量等の年間平均値と標準偏差

1997年度 1998年度

項目 単位 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

気温 OC 12.85 8.82 13.10 9.74 

最高気温 。C 20.11 8.22 21.06 8.87 

最低気温 。C 10.05 8.71 11.01 9.58 

水温 OC 15.98 6.75 16.89 7剛53

雨量 mm/日 5.44 14.72 3.46 9.86 

蒸発最 醐/日 751.98 540.81 738.9 551.82 

隊道受水量 m3
/日 8536.13 826.9 8671.86 677.47 

本住送水量 m3
/日 1459.08 385.45 1186.66 344.32 

濁度 度 8.96 2.97 8.25 1.76 

pH 7.39 0.50 7.30 0.32 

アルカリ度 度 34.60 4.65 37.99 4.87 

色度(前) 度 19.99 1.18 19.81 0.91 

色度(後) 度 9.75 1.55 9.86 1.16 

隊道受水池における越正素濃度 叫 /l 0.686 0.092 0.580 0.120 

隊道配水池における塩素濃度 mg/l 0.702 0.080 0.667 0.129 

浄水池における塩素濃度 時 /l 0.881 0.211 0.925 0.208 

給水松地点における塩素濃度 mg/l 0.568 0.101 0.620 0.085 
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2 予測に用いるヂータについて

2.1 探取したデータの穣類と項目，年間平

均値と標準偏裳

我々の研究グル}ブは，呉市本庄浄水場での

1993年度から 1998年度までの 6年間のデータ

(1日 l回の測定データ)をデータベース化した.

蝶取したデ}タの項目数は全部で31項目あり，こ

のうち残留梅素濃度予測に関係が深いと思われる

データの穂類と項目を表 1に与える.表2には，

1997年度と 1998年度の気温・配水量・受水量等

の年間平均値と標準偏差が掲載してある.水道水

を採取する給水栓地点の場所は年によって変化し

ており，また，住宅団地の開発等により給水栓付

近の使用水量が変化したりしている.我々は，経

伴変化が比較的小さな地点を選び，残留権素濃度

予測を行った.この表の給水栓地点のデータは，

予測に用いた 1地点についてのものである.

2.2 入力データの選択

給水栓地点での残儲権素濃度の予測に用いる入

力ヂ}タを選ぶために， 3つのことを試みた.第

1は，給水栓地点の残留組素濃度と気温，配水量，

受水量等 16項目のデータとの相関係数を求めた

ことである.データ間の関係が線形であれば，相

関係数が大きな項目が残留犠素濃度の予測に寄与

することになるので，この方法は，デ…タの概要

を知る上で重要である.第2は，自己組織化マッ

プのプログラム 7)を用いて残樹塩素濃度，気温，

配水量，受水量等17項目のヂータ問の類似性を調

べたことである.実際のデ…タ聞には非線形の要

素も合まれているので，非線形の分類に威力を発

樺する自己組織化マップの方法も用いた.第3は，

上の第1，第2で求めたデータ項目を用いて実際

に計算し，予測に有効なデ}タ項目を特定化した

ことである.これらの作業には，水道水が浄水場

から給水栓地点に到達するまで管路内に滞在して

いる効果を取り入れる必要があり，このため，残

留塩素濃度の測定日から数日間過去にさかのぼっ

たデ…タについても上記のことを調べた.

最終的に入力ヂータとしては，化学反応の速度

を律する水温，水質を表す濁度，初期濃度として

浄水池および隊道配水池の複素濃度，前日からの

継続性を考慮するために測定日前日の給水栓地点

での梅素濃度を選択した.

3 線形回帰による解析

3.1 線形回帰法

まず，線形回帰法を用いて解析する 8) 本論文

においては以下のような手順で解析を行った.

考えている問題における入力の個数を d，出

力の個数を Cとする.入力 Xl， X2，・・・?仰と出力

Yl， Y2，"'， YCの聞に線形関係を仮定してパラメー

タwki(1三k$ c，1 $ i $ d)， WkO(1 $ k $ c)に

より
d 

仙=~ンVk山 +WkO

と表されるものとする.パラメ…タは，入力と

期待される目標出力が組になった N組の教師

デ…タにより，二乗和の誤差関数が最小になる

ように決める.教師データのn番目の入力の値を

符，X2'γ ・・?Z3，目標出力の値をti，t2'，. ・・ ， t~ とす
る.二乗和の誤差関数は

E エ ;s話主(~会トか叫州k“i山附rパベ一イイ吋tなサk)
で与えられる.Eが印刷について最小で、あること

から

aE ~ (j. 
両=五 \~ω叶切kO

の条件が導かれ，これから

nu 一一
¥
l
l，ノ

n
k
 

a

，b
 

WkO -丸一玄ωki

が得られる.ここで

‘ N 

←ォE払

噌 N

Xi口元Ez?
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σlどσ2ど・・・ど σr>Oとなるようにできる.

れから Wの方程式は

昭一九とおくと誤差である.tfコ z?-h，q
関数は

EtEvtwt = EtUtT 

;主主(古川?ーな)E 

となる.両辺の (i，j)成分を比較して

(1 ~ i 三γ)

(γ+ 1 S i S d) 

的(UtT)ij

0 

(イ(Vtwt);

となり，EがWkiについて最小であることから

L乞(山川?

の式が得られる.σiがOに近いときには引を O

と置き換えて方程式を解く備

。な)勾
8E 

OWki 

(1 S i S r) 

(r + 1三t三d)

となる荷受には γ+1 < i < dのときは

(Vtwt)ijニ Oとする.これにより vtwtが求ま

り，vがわかっているので叫rはすぐに計算できる.

平成9年度の l年分の残留境素濃度のデータを

使って線形フィットのパラメ…タを決め，平成10

年度のデータの予測をしたものが表3である.入

力は水温，隊道両日水池の塩素濃度，浄水池の晦素

濃度，濁度それに前日までの給水栓地点の残留塩

素濃度である.当日だけの場合， 1目前と当日の

場合， 2日前と 1日前と当日の場合のそれぞれで

最も予測のよかったものを取り出して表にしてあ

る.最もよい結果は2目前の0.1035で、あった.こ

れに対して，平成 10年度の残儲塩素濃度の平均

値は0.62，平均値による平均二乗誤差(標準偏差)

は0.085で、あった.これから，あまりフィットが

よくないことがわかる.その様子を図 lに示す.

これは水温など入力変数の中に 1年間でかなり大

きく変化するものがあり， 1年間という長い期聞

にわたるヂータで線形ブイットをするのはよくな

いためだと考えられる.

そこで，ある日の残留塩素濃度を予測するた

め，その直前から定められた日数のデータで線形

ブイットを行なってパラメータを求める方法を用

{~川
任意

線形回帰の結果

(Vtwt)ij 

3.2 

これを行列で表すと

となる.ここで，xはNxd行列でその (n，i)成

分が勾，TはNxc行列でその (η，k)成分がな，

W はcxd行列でその (k，l)成分が Wklである.

xtは行手IJXの転置な表す.行手IJXtXが逆行列

をもてば理論的にはwtを求めることができるが，

一般的にはxtxは正則であるとは限らない.ま

た，iE則である場合で、あってもその間有値の中に

0に近いものがあると計算機で計算をする場合に

は計算誤差が大きくなってしまう.そこで，この

ような方組式を解く場合には特異値分解と呼ばれ

る方法が用いられる 9) 任意の行列は左右から

交行列を掛けることにより対角成分のみ正の値を

持ちうる行列に変形できる.対角成分のOでない

値の個数はもとの行列の階数に等しい.これを特

異値分解といい，変形された行列の対角成分の値

を特異値と呼ぶ.行列Xの階数を γとし，xの

特異値分解を

とする • U， Vはそれぞれ Xから定まる NxN

型および dxd型の直交行列で，Op，qは全成

分が Oのpxq型の行列を表わす.また， σ1，

σ2，…，σrは X の特異値の Oでない固有値で，

or，d-r 

T
 

J
U
 

T
 

N
 

O
 

河
川
一

xtxwt = XtT 

UEVt 

ON-r，r 

X 

の条件が得られる.

σ2 

σl 

2 
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表3:残留塩素濃度の線形フィットと予測の最小二乗誤差

予測値一一一
観測値

平成9年度フィット

平成 10年度予測

0.9 

0.5 

制
機
嫌
獅

0.4 

350 300 250 200 

日

150 100 50 
0.3 

図 1:平成 10年度の線形予測

表 4:毎日フィットの最小二乗誤差
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当日
1目前
2日前

h
h
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l
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0.1 

0.098 

0.096 

0.092 

0.086 

0.09 

0.088 

0.094 

前¥ll

R盛

0.084 

350 300 250 200 

日間

150 100 50 
0.082 

図2:日数による誤差の変化

予測敏一一一
観測値
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，‘ ‘ 
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冊樵~ 1:: 
測 U

0.6 ~ 
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日
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0.3 

図3:平成 10年度の逐次線形予測
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いてみた.このパラメータはその日ごとに逐次決

定しなければならない.予測に用いるデ…夕日数

によってエラーがどのように変化するかを示した

のが図 2である.入力に当日だけとするか， 1日

前まで含めるか， 2目前まで含めるか，それぞれ

で最もブイットがよかったものを表4に示す.当日

だけのデ…タを入力する場合で， 101日間のヂ…

タを使ってパラメータを求めたときの平均二乗誤

差は 0.0834であり，大幅に改善されている.こ

のときの予測の様子を図3に与える.

4 ニューラルネットワーク

人間の脳は約 140億個の神経細胞(ニューロン)

があり，これらの細胞が複雑なネットワークを構

成することにより高度な情報処理を行っている.

ニュー口ンには，他の多数のニューロンからの入

力を受け付ける樹状突起と，他のニューロンに出

力をする軸紫がある.これらはシナプスと呼ば

れる結合で結ばれていて，平均的なニュ…ロンは

何千ものニュー口ンの入力を受け，出力をするか

どうかを判定し，出力は軸索を通して何千もの

ニュー口ンに送り出されている.このことによっ

て脳は昔話処理や空間認知などの非常に高度で

複雑な情報処理を行っている.(人工)ニューラル

ネットワークどは，このニュー口ンのはたらきを

模倣し，パタ}ン分類や非線形回帰などの情報処

理を行なわせるものである 10) 本論文では，

般に広く用いられている階崩型ニューラルネット

入力崩

ワークモデルを採用し，残留極素濃度の予測に用

いた.このモデルは入力層，中間層，出力勝から

なり，非線形凹帰に用いられた場合には入力と出

力の聞の複雑で非線形な関数関係を近似できる.

入力層のユニットの数をd，中間層ユニットの数

をm，出力層のユニットの数を Cとする.各入力

ユニットの値を X1，X2，・・・ ，Xdとしたとき j番目

の中間層のユニットには， i番目の入力的とウェ

イトd)の線形和に閥値切j;)を加えたもの

U ‘ 
1 

zwjj)24+ωj;)ェ ε4j)zt

が入力となり(ただし，XOは常に1であるとする)，

これを非線形関数f(u)で変換したもの

η= f(Uj) 

が出力となる.非線形関数としてはシグモイド

関数

f(u)ニ 1
1 + exp(-u) 

を用いる.同様に出力層の k番目のユニットには

j番目の中間腐ユニツトの出力 Ujとウェイト叫)

との線形和に関値wj?を加えたもの

Zk =乞必)υj十叩;;)=玄wC)Uj

が入力となり(ここでもりoは常に 1であるとす

る)， k番目のユニットの出力は

Yk = f(Zk) 

中間層 出力層

図4:階属型ネットワ…ク

ー
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で与えられる.

階層型ニュ…ラルネットにおいてはウェイト

4:)，必)を最適に選ぶことにより非線形回帰を行

なう.ウェイトを最適化するため，教師データと呼

ばれる入力と入力の非線形関数として表したい目

標出力のデータの組を用意する.教師データの組

数をN，その η，番目の入力の値をz??ZZ---J3，

目標出力の値を ti，t2l.. .， t~ とする.入力から

ニューラルネットによって得られる出力の値を

dJ??・・・，u?とおくと， ウェイトを決めたとき

にどれだけうまくデ…タを表すことができるか

を測るために出力左目標出力の差の二乗和の誤差

関数
N c 

Er ;zz(U7-t?)2 

を用いる.この誤差関数の値が大きい場合には，

小さくなるようウェイトを順次更新してゆく.こ

のためのアルゴリズムとして最急降下法を採用す

る.これは誤差関数のウェイトによる微分を求め，

それにより減少が期待される方向に少しずつウェ

イトを更新してゆくものである.

バ
1)→4j)十Adj)?必)→即日)十ム41)
(1) _ 

~ 

~ dE' 
^ ~~.(2) 

~ 

dE 
Wji' = -71可川 -71

可7

ここでqは学習効率と呼ばれ，どの程度ウェイト

を変化させるかを決める量である.ウェイトを決

める手順は以下のようになる.

1.乱数によりウェイトに初期値を与える.

2.教師データにより誤差関数を計算し，この値

が十分小さくなるか，あらかじめ定められた

計算回数に到達すれば終了する.

3.最急降下法によりウェイト在更新して2にも

どる.

階層型ニュ…ラルネットワ…クにおいては，シグ

そイド関数の性質

z z 州 1一川

から逆誤差伝搬法と呼ばれる方法によって効率よ

く誤差関数のウェイトによる微分を計算するニと

ができる.η番目の教師データの目標出力の値と

出力ユニットの値の差を

67(2)土 Yl ti 

で定義する • n番目の入力の値z??巧ぃ・14か

ら得られる中間層の出力の値を υ??TY??・・は k

すると中間崩においては

り
(1)

vj(lーザ)乞必)6;(2)

のように《
(2)

から計算することができる最で定

義する このぽ
(2)
イ

(1)
から誤差関数のウェイト

4Ydによる微分は

。E ふ例l)~n d卸E 一〈ι工戸州州(札一…一....一一 '"ι
. 

0ω(υ1吋) -L..; vJ 町'免(但ω2幻)ι..01Vk vJ 
'wωiUljが n=l 01切Uk何j n=戸之1

のように表すことができる.

予測値と実際のヂータのずれはデ…タの大きさ

と比較できるよう平均二乗誤差で表す.これは誤

差関数から

J!E 
によって得られる.

5 ニューラルネットワークによる予

測

5.1 年度学習

まず， 1998年度のデ…タを予測するために，

1997年度のデータを学習してウェイトの値を決

め，どの日の予測にも，ここでできたウェイトを

用いることにした.この年度ごとの学留方法を年

度学習と呼ぶことにする.ウェイトの学習の渦程

では，

1.年度普通吏新学背

ランダムにある日の極楽濃度を予測し，その

日のデータを教師信号として誤差関数を計算

し，ウェイトの更新を行う.これを指定した

学習回数だけ繰り返してウェイトを決定する.
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図5:学習による誤差の減少の様子

2.年度一括吏新学習

誤差関数を計算した後もすぐには更新安行わ

ず， 1年分全デ…タについて予測を行った後，

得られたすべての修正量の和をもとに，一気

にウェイトの更新を行う.

という 2つの方法が考えられるので，それぞれの

方法で学習させてみた.ここでの学習回数は普通

更新では，ランダムに予測させる日を決めて，そ

の日について2回学習させる.これを365闘行え

ば， 1年分学習したとみなされる.これを2000回

反復するので， 2 x 365 x 2000聞の学習を行う

ことになる.一括更新では 1年分を一度に学習さ

せるので，単に2000回の学習を行っている.従っ

て，計算時間は…括更新の方がかなり速い.

このようにして学習を繰り返していくと，学習

した年度についてはよい予測ができるようになる

が，それ以外の年度の予測がよくなるとは必ずし

もいえない.学習した年度のヂータの微妙な動き

や，その年度独特の変動を学習してしまい，他年

度の予測が充分にできなくなってしまうことを過

学習と呼ぶ.これを防ぐための方法はいろいろと

考えられるが，まず，学習回数を減らすことを検

討した.その結果を図5にポす.ほとんどは 100

固までに小さい値を得ることができているが，初

期値によっては， 1700回の学習で小さい値をとっ

ているものもあり，学習間数はそのまま 2000回

で行うことにした.

さらに， 1997年度1年間のデ…タのうち， 1日

おきの半数のヂータを学習し，学習に用いなかっ

た残りのデ…タを予測する方法を考えた.今回，

実際には半数のデ…タで学習し，予測する際には

1年分のすべてのデータを予測することにしたが，

これは，どちらにしても予測能力はほとんど同じ

だったためである.

学留や予測に使うニューラルネットワークの構

造を検討するために，

入力するヂータの日数 1日分"""'3日分

中間層ユニットの個数 1側"""'4個

のすべての組み合わせについて計算した.入力

データは，水温，浄水池の塩素濃度，隊道配水地
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表5:年度普通更新学習における予測誤差

力入

率
一
き
分

効
一
お
差

習
一
日
き

学
一
一
お円日

の塩素濃度，濁度，前日の残留塩素濃度デ…タで

ある.

これらの入力デ…タの入力方法についても，以

下の 2つを試みてみた.

1)予測日の当日からさかのぼって 2"'3日分の入

力すべて，ヂ…タそのままの値を入力層に

入力として与える.

2)予測日の当日の入力はデータそのままの値，そ

の他(さかのぼって 2"'3日分の入力)は，

前の日との差を入力値として与える.

この 2)の方法は，これ以降，差分入力と呼ぶこ

とにする.また，ウェイトの初期値は，ランダム

に100個用意し，その中で予測が最もよいものを

探した.

さらに，重みを変化させる量を決める学留効率

が大きすぎると最適な撤小値を見失ってしまう可

能性があり，逆に小さすぎると極小植に達するこ

とができない場合が考えられるため，し、くつかの

値について調べることにした.

(1)年度普通更新学習

結果を表5に示す.そのままのヂータを入力に

与えた場合，学習効率が小さくなるほど誤差の値

も小さくなっていることがわかる.結果として最

小の誤差の値をとるのは，入力デ…タの日数は2

日分，中間層ユニットの個数2個で，学習効率が

0.0005のときで、あった.その日々 の予測の様子を

図6に示す.

差分を入力した場合，入力データの日数は213 

分，中間層ユニットの個数が3個で，学習効率が

0.005のときに，最小の誤差の値を得ることがで

きた.この予測の様子を悶 7にボす.

ここで得られた誤差の値は， 1998年度の標準

偏差0.085よりも大きい値となっており，よい予

測ができているとはいい難い.しかし，図6と図

7のデータを見てみると，温素濃度データの動き

に追随している様子が見られる.そこで，予測値

がどの程度，観測値データの動きに追随している

かを示すため，変動追随指数を次のように定義し

て計算してみた.

変動追随指数=

ある日のデータとその前日のデータの差

分の符号がその日の予想、と前日の予想、の差

分の符号と異なれば0，そうでなければ1と

して，この値を 1年分で平均したもの

上の 2つの結果をそれぞれ計算させてみると，

データをそのまま入力した場合は変動追随指数は

0.657，差分入力の場合は0.669であるので，いず

れも約2/3は予測値が観測値の変動に追随できて

いると考えられる.

(2) 年度一括更新学習

一一括更新の場合の結果を表6に示す.この学習

方法では，どちらのデータの入力方法でも学習効

率が 0.05のときに誤楚が最小になっているのが

わかる.この最小値が得られたときの入力の組み

合わせは，どちらも入力の日数が2日分のときで，

中間層ユニットの個数はそのままのデータ入力，

差分入力それぞれ， 1個， 4個のときで、あったこ

の予想、の様子を岡 8，図 9にそれぞれ示す.図 8，

図9を見てみると，予測値デ…タは，観測値デ…

タの動きについて行くというよりも，平均値を表
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表6:年度一括更新学習における予測誤差

学習効率

一日おき

日おき差分入力

しているようである.これは，毎日毎日のデータ

を学習してウェイトを修正していく普通吏新学潤

とちがって，一括更新学習はすべての修正量の和

を最後に一気に変化させるために， 1日1aの大
きな変化には対応できないと考えられる.しかし，

誤差の植は最小のものが 0.0819であり，これは，

1998年度のデータの標準偏差0.085よりも，ま

，普通更新学習の 0.0866よりも小さい値を得

ることができている.

そこで，普通更新学習のときと同様に，変動追

随指数を図 8，図 9のデータについて計算してみ

たところ，そのままのデ}タ入力の場合は0.685，

差分入力の場合は0.688となり，普通吏新学習ほ

ど予測値データの動きは見られないが，追随指数

は少しよし、値になっている.

5.2 直前学留

これまでは， 1998年度のデータを予測するため

のニュ…ラルネットワ…クのウェイトは， 1997年

度のヂ…タを学留したものを 1年間分過して使用

してきた.つまり， 1998年度のすべての日の犠素

濃度を予測するウェイトは同じもので、あった.し

かし，最適な予測をするためには，予測する日に

応じて，毎回その直前の何日分かを学習したウェ

イ卜を用いる方がよいと思われる.

毎日の予測のためのウェイトは，

1.毎日，いろいろな乱数を用いた初期値を用意

しそれらすべてのうちで最も学習成果があ

がったものを予測に使う.

2.最初の日だけいろいろな乱数を用いた初期値

を用意し，次の日以降は前日のウェイトから

続けて学習させる.

という 2つの方法が考えられる.ここからは，1.

の学習方法を「直前学習 1J， 2.の学習方法を

「直前学習 2Jと呼ぶことにする.どちらがよい

か不明なため，両方の方法で学習させてみること

にし

次に，直前の何日分を学習させるかを検討した.

直前学習では，その日の予測のためだけのウェイ

トを作ればよく， 1年間オールラウンドに予測性

能があるものは必要ない.したがって，必ずしも

これまでの年度学習のように l年分学習するのが

ょいとは限らない.とはいえ，直前の l日分だけ

ではデ…タが足りないであろう.最低でも，パラ

メ…タの数より多いデ…タが必要であるし，また，

ノイズが平均されるくらいのデータ量が必要であ

ろう.重要な要素である水温は季節変動が大きい

ので， 3ヶ月程度より長くは必要なし、かもしれな

い.線形回帰の場合には 101日から 248日まで

いろいろな日数が得られた.しかし，エューラル

ネットワークの場合には，計算時間を考えると，

あまり長い期間を学習させることができないとい

う事情もある.このような考えをもとにして， 10

日， 30日， 50日， 100日の4つのケースについて

試すことにした.それぞれのケースについて 1998

年度の 1年間 365日分のウェイトを作り，予測能

力を調べた.ただしネットワ…ク構造も任意で

あるので，

入力するデータの日数 1日分rv3日分

中間層ユニットの個数 l個rv4個

のすべての組み合わせについて計算した.また，

年度学習の際には，過学習を防ぐため， 1日おき

の半数のデ…タを学潤し，チェックには全データ

を用いていたが，直前学習では全データを学習し
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表7:学習日数による誤差の変化

直前学留日数 乱数の数 入力日数 中間層ユニットの個数 誤差

10 100 2 1 0.0816 

30 100 2 0.0812 

50 100 2 1 0.0806 

100 100 2 3 0.0815 

た方が予測能力が高いものもあったため，以下の

計算では，すべて，両方の方法で学習している.

半数のデータで学習する場合には，直前学習日数

の半分で学習させ，全直前学習日数のデータを用

いて，予測能力を調べている.

日数を決めるためには，直前学留2を使用する

ことにした.また，直前100日分全データを学習

すると，とても時間がかかってしまうので，ここ

では l日おきの半数のヂ…タを学習させることに

した.結果を表 7に示す.

線形回帰の場合と違い， 50日程度に最小が現

れた.直前50日程度を学留すればよいというこ

とは，それぐらいの期間であれば，極素濃度デー

タの変動の様子(トレンドが増加，減少，一定)

が同じk見なせるkいうことを示していると思わ

れる.この結果から，直前 50日を学習させるこ

とに決めた.

{寵前学習 1]

直前学習 lの場合の結果を表8に示す.そのま

まのヂータを学習した場合に得られた誤差の最小

値は， 0.0809であり，これは， 1臼おきのデータ

を入力，学習効率は0.005，日数は2日分，中間層

ユニットは3側のときで、あった.この値は， 1998 

年度のヂ…タの標準偏差0.085よりも 5%ほど小

さくなっており，年度学習よりもよい予測がおこ

なえていると考えられる.そこで，最小誤差値在

得たときの日々の予測の様子を岡山に示す.

凶10から，予測値が観測値にかなり追随して

いるのが見てとれる.実際に，変動追随指数を算

出してみると， 0.769となり，約 3/4の予測値が

観測値の変動に追随でさており，今回おこなった

学官方法の中では最もよい値である.

荒分を入力した場合の結果を表9に示す.ここ

からは，学習効率を下げていくと誤差の値が小さ

くなっていくのがわかる.このとき，最小の誤差

表8:i直前学習 1

学習効率

全データ

1 13おきのヂータ

表9:直前差分学習 1
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図 12:直前学習 2
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表10:直前学習 2

学習効率

全ヂータ

l日おきのデータ

表11:直前差分学習 2

学習効率

全ヂータ楚分入力

l日おき差分入力

の{簡は全データの差分を学習し，学習効率0.0005，

入力日数2日，中間層ユニット 2個で0.0811が

得られた.この値は， 1998年度の標準偏差0.085

と比べると，約4%小さくなっている.

また，最小誤差値0.0811を得たときの日々の

予測の様子を図 11に示す.このときの変動追随

指数は0.760となり，そのままのデータを入力し

た場合と同様，約3/4の予測値が観測値に追随で

きていることがわかる.

【直前学習21

今回行ってきた学習方法の中で，最も小さい

誤差の値を得られたのがこの方法で，その値は

0.0806である.これは， 1日おきのデータを学習，

学習効率は0.005，入力日数2日，中間層ユニッ

トl個のときに得られた.また，この値を 1998

年度の標準偏差と比較すると，直前学習 1のとき

と同様に， 5%ほど小さい値になっている.観測

値の変動に対する予測値の追随の様子は，図 12

に示す.このときの変動迫随指数は0.700である.

追随の様子を図 12で見てみると，観測値と予測

値のずれが少なく，また追随指数を見ると，予測

値の7割が観測値の変動に追随できていることが

わかる.

差分を入力した場合， 1日おきの差分のデータ

を学習し，学習効率0.01，入力日数2日，中間層

ユニットの個数1個のときに，最小誤兼備0.0809

を得た.これは， 1998年度の標準偏差0.085より，

約5%小さい値になっている.また，今までと同

様に予測値が観測値にどれだけ追随しているかを

見てみると，変動追随指数は0.691となり，その

ままのデ…タを学習した場合と同程度追随してい

ることがわかる.その様子を凶 13にポす.

直前学習 1と直前学習 2を比較すると，直前学

習2の方が 0.4%小さい誤差を得ているが，変動

追随指数で見ると直前学習 lの方が 5%ほどよく

迫随できている.今回の解析では，どちらが適切

であるかを判定することはできなかった.

5.3 結果・まとめ

今問， 1997年度と 1998年度のヂータを使って，

ニューラルネットワークの学習と予測をおこなっ

た.その学習の方法をもう一度まとめると，

年度普通更新学習

年度一括更新学習

院前学習 l

直前学習 2

の4つの学習方法になる.

これらのそれぞれで，学習効率・デ…タ入力の

方法(差分入力・ 1日;おきのデータを入力)・入力

日数・中間届ユニットの個数を変えて，予測能力

の高いニューラルネットワ}ク(誤差の最小のも
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の)を探した.それぞれの最もよい予測値が得ら

れたものを結果を表 12にポす.

すべての学習方法に共通しているのは，まず，

ウェイトを学習させるためのデ…タは， 1 13おき

の半数のデ…タを学習させるのがよいということ

である.前にも述べたように，すべてのデータを

学習することは過学習となり，予測には逆効果だ

といえる.

また，入力日数は2日の場合が最適となってい

ることがわかる.これは，浄水場から給水栓地点

までの間に貯水池があるものの， 1 "'2日純度で

浄水池からの水が測定地点まで達することを示し

ている.

誤差と変動追随指数から，年度学習よりも直前

学習の方が予測能力の高いニューラルネットワー

クシステムを構築できているといえる.今までに

それぞれ示してきた日々の予測の様子を見てみて

も，年度学習の予測値よりも直前学習の予測値の

方が観測値に追随していることがわかる.予測し

たい日のために侍日ウェイトを作っていくことは，

l年聞を通してどの日の予測にも同じウェイトを

用いるよりも，予測にかかる時間や手間はかかる

が，より最適な塩素濃度の予測を可能にしている.

6 終わりに

今回，我々は，水道管路の末端における残留塩

素濃度の予測をめざして，より予測能力の高い方

法を開発・実証した.平成9年度のデータは，他

の年度に比べて標準偏差が大きく，これをフィッ

トする線形回帰関数や，これを学習させて得ら

れるウェイトは平成 10年度のデータをまともに

予測できなかった.しかし，年度学習から直前学

習へと移行すれば，標準偏差よりも誤差の小さい

予測が得られ，さらによい予測が実現される可能

性があることを示した.線形回帰型では標準偏差

より 2%程度小さくできることがわかった.また，

ニューロ型では，標準偏差よりもら%程度改静で

きた.そのまま予測に使用することには無理があ

るが，変動追随指数の分析でわかるように，観測

値の動きにかなり追随できるようになっている.

ただ，残留組素の現場での測定は，目視によるた

め省効数字が少なく，また，天候，測定者等の条

件によりばらつきがさけられない.戸外で安定し

て測定できる分析機器を導入して，データを提供

できたら，さらに有効な活用ができると，思われる.

このたび，ニューラルネットワークを用いた，

環境分野への応用ということで残留塩素の管理に

ついて取り上げたととはまさに時代の要請ともい

えよう.今Hの水道は，病気にならないだけでは

なく，し、かに安全で，おいしい水を供給できるか

という命題に突き当たっている.その中で残留塩

素の濃度管煙も大事な項目のひとつである.上水

道の水質保持については，これから，ますます注

目を集めていくことになると思われる.単に，安

全のために塩素を多量に注入するというのではな

く，環境や人体への影響を考え，適切な注入量と

なるような制御技術が重要となってくる.そのた

表 12:まとめ

年度普通 年度一括 直前 1 直前2

学習効率 0.005 0.05 0.005 0.005 

ヂータ入力の方法 l日おき・差分 1日おき l日おき 1日おき

入力日数 2 2 2 2 

中間層ユニットの個数 3 3 

誤差 0.0866 0.0819 0.0809 。剛0806

変動追随指数 0.669 0.685 0.769 0.700 
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めには，きめ細かく，安定したヂータを供給でき

る測定システムが必要となってくるであろう.梅

素だけでなく，他の成分についても自動で計測で

きるような安価なシステムの開発がなされていく

ことを期待したい.これらの努力によって，入力

データの信頼性が高くなれば，今回の我々と同様

の解析を行うことにより，ニュ…ラルネットワ…

クの非線形性をもっと利用した，実用性のある制

御システムが可能になるであろう.今後，残臨地

素濃度のみならず，配水量，水質管理等いろいろ

な分野で、ニュ…ラルネットワークが利用できるこ

とを期待する.

本研究が，環境に調和した，安全で高品質な水

道の実現に少しでも役立てば幸いである.

本研究は平成 11年度呉大学共同研究費の援助

をいただいた.ここに記して感謝する.
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