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(57)【要約】
【課題】各自治体が自ら、いつでも、監視指標（水収支
）を得て、必要な判断を下すことができる資源管理支援
システムを実現する。
【解決手段】各自治体には、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商
標）１００の機能の一部をトレースした学習済みメタモ
デル３００Ａ、３００Ｂ、３００Ｃを提供する。そして
、自治体では、メタモデル３００Ａ、３００Ｂ、３００
Ｃを利用して各監視項目の指標値、各指標が所定基準を
満たしているかどうかをチェックする。もし所定基準か
ら外れた指標が出現した場合には、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（
登録商標）１００を用いた詳細な評価を行い、具体的対
策を検討し、施策に反映する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ上で所定地域における資源の循環状態を再現する循環モデルを構築し、
　前記循環モデルの機能の一部をトレースした学習済みメタモデルを構築し、
　前記所定地域の管理者が利用する利用者端末に前記学習済みメタモデルを組み込んだ
　ことを特徴とする資源管理支援システム。
【請求項２】
　コンピュータ上で所定地域における資源の循環状態を再現する循環モデルを構築し、
　前記循環モデルの機能の一部をトレースした学習済みメタモデルを構築し、
　前記所定地域の管理者が利用する利用者端末に前記学習済みメタモデルを組み込み、
　前記管理者は、前記学習済みメタモデルを用いて監視対象の指標を得る
　ことを特徴とする資源管理支援システムの運用方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の資源管理支援システムの運用方法において、
　前記学習済みメタモデルを用いて得た監視対象の指標を所定基準値と対比して指標の良
否を判断し、
　判断結果が否である場合には、前記循環モデルの運営者が当該循環モデルを用いたシミ
ュレーション演算を実行する
　ことを特徴とする資源管理支援システムの運用方法。
【請求項４】
　　コンピュータ上で所定地域における水の循環状態を再現する水循環モデルを構築し、
　前記水循環モデルの機能の一部をトレースして、その地域の水収支を得る水収支メタモ
デルを構築し、
　前記所定地域の管理者が利用する利用者端末に前記水収支メタモデルを組み込んだ
　ことを特徴とする資源管理支援システム。
【請求項５】
　コンピュータ上で所定地域における水の循環状態を再現する水循環モデルを構築し、
　前記水循環モデルの機能の一部をトレースし、その地域の水収支を得る水収支メタモデ
ルを構築し、
　前記所定地域の管理者が利用する利用者端末に前記水収支メタモデルを組み込み、
　前記管理者は、前記水収支メタモデルを用いて監視指標としての水収支を得る
　ことを特徴とする資源管理支援システムの運用方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の資源管理支援システムの運用方法において、
　前記水収支メタモデルを用いて得た水収支を所定基準値と対比して指標の良否を判断し
、
　判断結果が否である場合には、前記水循環モデルの運営者が当該循環モデルを用いたシ
ミュレーション演算を実行する
　ことを特徴とする資源管理支援システムの運用方法。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載の資源管理支援システムの運用方法において、
　さらに、入力データの一つを水収支として水収支以外の指標を算出する第２学習済みメ
タモデルを構築し、
　管理者が利用する利用者端末に前記水収支メタモデルに加えて前記第２学習済みメタモ
デルを組み込む
　ことを特徴とする資源管理支援システムの運用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は資源管理支援システムに関する。例えば、国土単位や自治体単位など一定範囲
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の空間的広がりを持つ地域において資源や汚染物質を管理する業務を支援する技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　国単位や自治体単位など一定範囲の空間的広がりを持つ地域において資源や汚染物質を
モニタリングし、これらモニタリング結果の分析に基づいて資源管理や防災といった行政
施策を適切に行うことが求められる。さらには、時間スケールも考慮に入れた将来予測を
行うことで、有効な将来計画を策定し、適切な運営管理が遂行されることがより好ましい
。
【０００３】
　なお、管理すべき対象は、資源、汚染物質、あるいは、熱量など様々な（物理）量なの
であるが、本明細書中で毎回すべて列挙するのは煩雑であるので、ここでは水を代表例と
して説明する。
【０００４】
　水を例にとってみると、水資源の管理は言うまでもなく重要施策の一つである。例えば
、水資源の有効利用あるいは水災害の防止といった観点から、河川の水位、地下水の水位
、ダム水位、湧水量など水に関連した監視項目が所定の範囲内に収まっているか注視し、
さらには、これら監視項目が所定の範囲に収まるように方策を立てなければならない。
【０００５】
　ある広がりを持った一定範囲の地圏環境において水の挙動を正確に把握するのは簡単で
はない。水は、大気、地表さらには地下といった様々な系の間で、蒸発、降雨、河川の流
れ、浸透、地下水流動、湧水など様々な挙動を繰り返してその地域に出たり入ったりして
いる。表面的な地形や河川形状に基づいて水の挙動をシミュレーションするモデルはいく
つも提案されているが、これでは不十分である。
【０００６】
　そこで、本出願人は、陸域における水循環システムの総合的シミュレーション装置とし
てＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）を開発し、水循環の研究に加え、自治体の水行政に関す
る有用なデータの提供およびアドバイスを行ってきた（例えば非特許文献１、２。この他
、出願人、発明者らの論文が多くあり、出願人のウェブサイトに紹介されている）。ＧＥ
ＴＦＬＯＷＳ（登録商標）は、陸域における水循環システムを多相多成分流体系として定
式化し、地上および地下の水の流れを完全に一体化させて水挙動のシミュレーションを行
うことができる。さらに、シミュレーション結果を地図上に分かりやすく可視化すること
ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１３７５３号公報
【特許文献２】特開２００７－７２７５３号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】地表流と地下水流を結合した３次元陸水シミュレーション手法の開発，
　地下水学会誌　第３８巻第４号　１９９６
【非特許文献２】森康二，　多田和広，　佐藤壮，　柿澤展子，　内山佳美，　横山尚秀
，　山根正伸，　神奈川県水源エリアの３次元水循環モデル，　神自環保セ報１０（２０
１３）２１５－２２３．
【非特許文献３】株式会社地圏環境テクノロジーのウェブサイトｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｇｅｔｃ．ｃｏ．ｊｐ／ｓｏｆｔｗａｒｅ／ａｂｏｕｔｇｅｔｆ／
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　たしかにＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）は優れた総合的シミュレーション装置なのであ
るが、実際にこれを各自治体が運用するとなると難しい問題が種々発生する。ＧＥＴＦＬ
ＯＷＳ（登録商標）は高度なコンピュータシミュレーション装置であり、これを適切に使
いこなすにはかなりの専門的知識が要求される。また、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）の
ような総合的シミュレーション装置を動作させるにはかなりの大型コンピュータを要する
。例えば一部屋をコンピュータ専用室にする必要があるであろう。このようなことを考え
ると、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）そのものを各自治体が運用するというのは現実的で
はない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の資源管理支援システムは、
　コンピュータ上で所定地域における資源の循環状態を再現する循環モデルを構築し、
　前記循環モデルの機能の一部をトレースした学習済みメタモデルを構築し、
　前記所定地域の管理者が利用する利用者端末に前記学習済みメタモデルを組み込んだ
　ことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の資源管理支援システムの運用方法は、
　コンピュータ上で所定地域における資源の循環状態を再現する循環モデルを構築し、
　前記循環モデルの機能の一部をトレースした学習済みメタモデルを構築し、
　前記所定地域の管理者が利用する利用者端末に前記学習済みメタモデルを組み込み、
　前記管理者は、前記学習済みメタモデルを用いて監視対象の指標を得る
　ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明では、
　前記学習済みメタモデルを用いて得た監視対象の指標を所定基準値と対比して指標の良
否を判断し、
　判断結果が否である場合には、前記循環モデルの運営者が当該循環モデルを用いたシミ
ュレーション演算を実行する
　ことが好ましい。
【００１３】
　本発明の資源管理支援システムは、
　　コンピュータ上で所定地域における水の循環状態を再現する水循環モデルを構築し、
　前記水循環モデルの機能の一部をトレースして、その地域の水収支を得る水収支メタモ
デルを構築し、
　前記所定地域の管理者が利用する利用者端末に前記水収支メタモデルを組み込んだ
　ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の資源管理支援システムの運用方法は、
　コンピュータ上で所定地域における水の循環状態を再現する水循環モデルを構築し、
　前記水循環モデルの機能の一部をトレースし、その地域の水収支を得る水収支メタモデ
ルを構築し、
　前記所定地域の管理者が利用する利用者端末に前記水収支メタモデルを組み込み、
　前記管理者は、前記水収支メタモデルを用いて監視指標としての水収支を得る
　ことを特徴とする。
【００１５】
　本発明では、
　前記水収支メタモデルを用いて得た水収支を所定基準値と対比して指標の良否を判断し
、
　判断結果が否である場合には、前記水循環モデルの運営者が当該循環モデルを用いたシ
ミュレーション演算を実行する
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　ことが好ましい。
【００１６】
　本発明では、
　さらに、入力データの一つを水収支として水収支以外の指標を算出する第２学習済みメ
タモデルを構築し、
　管理者が利用する利用者端末に前記水収支メタモデルに加えて前記第２学習済みメタモ
デルを組み込む
　ことが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】システムの概要を示す図。
【図２】資源管理支援システムの運用手順を示すフローチャート。
【図３】資源管理支援システムの運用手順を示すフローチャート。
【図４】資源管理支援システムの運用手順を示すフローチャート。
【図５】資源管理支援システムの運用手順を示すフローチャート。
【図６】水循環シミュレーション装置のシステム概略図。
【図７】水収支メタモデルを構築する様子を示す図。
【図８】メタモデル運用ＰＣ（利用者端末）のシステム概略図。
【図９】観測データ登録用の画面例を示す図。
【図１０】条件選択画面の例を示す図。
【図１１】条件選択画面の例を示す図。
【図１２】演算結果、判定結果の表示画面例を示す図。
【図１３】二段目のメタモデルを追加した例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施形態を図示するとともに図中の各要素に付した符号を参照して説明する。
　（第１実施形態）
　まず本実施形態の概要を説明しておく。
　本発明が提供する資源管理支援システムは、水循環の総合的シミュレーション装置であ
るＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）そのものを直接的に利用するのではなく、ＧＥＴＦＬＯ
ＷＳ（登録商標）の機能の一部をトレースした学習済みメタモデルを利用するものである
。ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）を用いれば、ある地域における水収支はもちろんのこと
、任意の地点での水の挙動を詳細なシミュレーション結果として得られる。しかし、学術
的な調査研究ならいざ知らず、ある自治体が行政施策として水資源管理を行うにあたって
はその全域における詳細なシミュレーション解析が常に必要というわけではない。自治体
ごとに特有の事情があるので一概には言えないが、ダム水位の推移予測、取水地における
地下水水位の推移予測、基準観測点における河川水位の推移予測、さらには、水収支の推
移予測など、いくつかの指標を決めておき、これら決まった指標を監視（モニタリング）
すればよい。
【００１９】
　図１にシステムの概要を示す。
　各自治体には、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）－の機能の一部をトレースした学習済み
メタモデル３００Ａ、３００Ｂ、３００Ｃを提供する。そして、自治体では、メタモデル
３００Ａ、３００Ｂ、３００Ｃを利用して各監視項目の指標値、各指標が所定基準を満た
しているかどうかをチェックする。もし所定基準から外れた指標が出現した場合には、Ｇ
ＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）１００を用いた詳細な評価を行い、具体的対策を検討し、施
策に反映する。
【００２０】
　図２、図３、図４、図５は、資源管理支援システムの運用手順を示すフローチャートで
ある。
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　フローチャートに従って資源管理支援システムの運用方法を説明する。
　最初に行うことは、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）にシミュレーションモデルを構築す
ることである（ＳＴ１００）。この資源管理支援システムを利用する自治体地域の情報を
入力し、この自治体地域の水循環モデルを構築する。ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）自体
は既知の装置であり、出願人、発明者らが多くの文献で紹介しているし、また、ＧＥＴＦ
ＬＯＷＳ（登録商標）そのものが本発明の本質というわけではない。したがって、詳細な
説明は割愛し、簡単に述べておく（図６参照）。
【００２１】
　図６は、水循環シミュレーション装置（ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）１００のシステ
ム概略図である。
　４次元水循環解析シミュレーションプログラム、すなわち、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商
標）の本体が、プログラムメモリ１１０に格納されている。水循環モデルを構築するにあ
たっては、例えば、地形データ、地質データ、水質データ、などの自然環境的データの他
、土地利用状況、取水点、取水量といった人工的要素のデータがいる。また、歴史的変遷
のデータや必要に応じて実測データを加味する。これらを予め基礎データ１２０として入
力しておく。これら基礎データ（１２０）と解析シミュレーションプログラム（１１０）
とにより、その地域の水循環モデル１４０が得られる。そして、時間的スケールを加味し
つつ、これら基礎データ１２０と解析シミュレーションプログラム１１０とに基づいて演
算（１３０）を実行することにより、その地域における過去から現在に至る四次元的水循
環モデル１４０を構築する。
【００２２】
　このようにして出来た水循環モデルが妥当であるかどうかの検証は当然必要である（Ｓ
Ｔ１１０）。例えば、現在の河川形状を再現できているか、実際の気象条件を入力したと
きに主要地点での水挙動を再現できているか、など厳しい検証が加えられる。水循環モデ
ルに不十分な点があれば、ＳＴ１００に戻ってより正確な水循環モデルを構築する。
【００２３】
　このようにして水循環モデルが完成したら、次にメタモデルを構築する。メタモデルは
、監視指標ごとに用意する。監視すべき指標はひとつではなくて複数有り得るのであるが
、監視指標ごとに特別に学習させたメタモデルを構築する。自治体が複数の指標を監視し
たいのであれば、必要に応じて複数のメタモデルを組み合わせたパッケージを提供する。
なお、一つのメタモデルで複数の監視指標をひとまとめに計算するようにメタモデルを作
成することも理論的には不可能ではない。が、計算負荷が重くなりすぎる。複数の演算が
うまく収束するとも限らない、といった問題が考えられる。また、一つの監視指標ごとに
一つのメタモデルを構築しておけば、ユーザニーズに応じて後から足したり引いたりしや
すいという利点もある。ただし、「一つの監視指標ごとに一つのメタモデル」と限定する
わけではなく、ある程度相関するような指標であれば二つ以上の指標をひとまとめに算出
するメタモデルを構築してもよい。
【００２４】
　メタモデルを構築するにあたって監視指標を決める（ＳＴ１２０）。ここでは水収支を
監視指標とする。水収支というのは、その地域における水の流入量と流出量との差である
。例えば、一週間や一ヶ月といったある期間で水収支が所定基準値を超えてプラスになり
過ぎると、河川の増水や地下水位上昇などの危険がある。あるいは、ある期間で水収支が
大きくマイナスになりすぎると、地下水、湧水、ダム貯水が枯れるといった問題に繋がる
。
【００２５】
　ここで、水収支というのは直接に測定できない値である。例えば河川の水位やある地点
の地下水位といった直接的に測定できる値とは性質が異なる。しかし、ある地域の水行政
を総合的に考えるにあたっては、複数地点での直接的な計測値だけではなく、その地域で
トータルの水収支がどうなっているのかという総合的視点での現状把握や将来予測が必要
である。ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）の水循環モデルを用いたシミュレーション演算に
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よれば、その地域での水の挙動がすべて求められるので水収支ももちろん求まる。ただ、
ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）を自治体自身が運用するのは大変である。そこで、水収支
だけに特化し、水収支についてはＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）と同等の精度でアウトプ
ットできるメタモデルを構築する（ＳＴ１３０）。このようなメタモデルを構築する手法
自体は、例えば人工ニューラルネットワークに学習させるといった方法がよく知られてい
る。ここでは簡単に説明する。
【００２６】
　図３は、水収支メタモデルを構築する手順の概要である。
　まず、入力データの組を複数用意する（ＳＴ１３１）。入力データとしては、気象条件
（降水量、気温、湿度）、河川、地下水の水位、各取水点での取水量、などである。これ
ら入力データを用いてＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）でシミュレーション演算を実行する
（ＳＴ１３２）。これにより、各入力データ組に対する正解（水収支）が得られる。入力
データ組と正解（水収支）とを対にして学習用データを準備する（ＳＴ１３３）。そして
、前記学習用データを使ってニューラルネットモデルに学習させ、水収支に関してＧＥＴ
ＦＬＯＷＳ（登録商標）をトレースしたメタモデルを得る（ＳＴ１３４）（図７参照）。
このようにして得たメタモデルが妥当であるかどうか検証し（ＳＴ１３５）、不十分な点
があればＳＴ１３１に戻ってより妥当なメタモデルを構築する。
【００２７】
　このように得たメタモデル（水収支メタモデル）を自治体のパソコンにインストールし
、水収支メタモデルを運用する（ＳＴ２００）。運用ステージの手順を図４、図５のフロ
ーチャートを参照しながら説明する。また、図８は、メタモデル運用ＰＣ（利用者端末）
のシステム概略図である。要は、一般的なパソコンに前記学習済みメタモデル４１１と、
このメタモデルを運用するための運用プログラム４１２と、をインストールしたものであ
る。まず、水収支を得るために必要な入力データを準備する（ＳＴ２１０）。例えば、民
間の気象情報サービスから定期的にその地域の気象情報（２１０）を得ることができる。
【００２８】
　また、自治体は定点観測を行っており、河川、地下水の水位、ダム貯水量、などの観測
データ（２２０）を登録していく。図９は、観測データ登録用の画面例である。このイン
ターフェースは、運用プログラム４１２によって提供される。登録用画面において、観測
項目、観測地点、観測日、観測値（ここでは水温）、といったデータの入力セルが与えら
れ、登録者は画面の指示に従って入力していく。
【００２９】
　また、実際の観測データを用いた簡易シミュレーションの他、将来計画や防災計画のた
め、仮の条件の下で簡易シミュレーションする場合がある。なお、本発明の性質上、タイ
プが異なるシミュレーション演算が二つ登場するので、以下の説明では、ＧＥＴＦＬＯＷ
Ｓ（登録商標）を用いた総合的シミュレーションを詳細シミュレーションと称し、メタモ
デルを用いた簡易なシミュレーション演算を簡易シミュレーションと称することにする。
仮の条件の下で簡易シミュレーションする場合には、所定のシナリオに基づいて設定した
架空データを予測用入力ファイル２３０として入力する。
【００３０】
　そして、水収支メタモデルによる簡易シミュレーション演算を実行する（ＳＴ２２０）
。この演算にあたっては入力データを選択する必要がある。図１０は、条件選択画面の例
である。メタモデルとして水収支評価メタモデル４１１を選択し、さらに、実際の観測デ
ータ２２０を用いた簡易シミュレーションを行うか、予測用入力ファイル２３０を用いた
簡易シミュレーションを行うか、を選択する。さらに、実際の観測データ２２０を用いる
場合には、図１１に示すように、評価期間を設定する。そして、簡易シミュレーション演
算の実行（評価ボタン４９１をクリック）により、図１２のような演算結果４９２を得る
（ＳＴ２３０）。
【００３１】
　なお、指標ごとにメタモデルがあり、メタモデルごとに演算に必要な入力データに違い
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がある。ここでは水収支を例にしているので、気象条件（降水量、気温、湿度）、河川、
地下水の水位、各取水点での取水量、などが簡易シミュレーションに必要なデータである
。が、例えば、汚染物質収支（ＮＯｘ、ＳＯｘの収支）を求めるのであれば、気象条件と
して風の強さや風向きが必要であったり、定点観測値として汚染物質の観測データが必要
であったりする。あるいは、熱量収支であれば、気象条件として雲の量や、定点観測値と
して地下温度が必要になったりする。メタモデルの選択に応じて演算にどの観測データが
必要であるかは運用プログラム４１２の方に予め登録しておく。
【００３２】
　簡易シミュレーション演算を実行すれば水収支が出力として得られるわけであるが、こ
の水収支が所定の範囲に収まっているのか評価しなければならない。そこで、運用プログ
ラム４１２には、水収支に対応する評価基準値を登録しておく。そして、運用プログラム
４１２が、演算結果としての水収支を評価基準値と対比し、両者のギャップが適切な範囲
か否か（ＯＫかＮＧか）を自動判定するようにしておく。この判定結果は、演算結果とと
もに、図１２の例のように表示される（ＳＴ２４０）。以下の説明では、メタモデル運用
ＰＣ上での指標判定を一次判定と称することにする。
【００３３】
　一次判定において評価結果がＯＫであれば（ＳＴ２５０：ＹＥＳ）、データを記録し（
ＳＴ４１０）、終了条件を満たすまでＳＴ２１０からＳＴ４１０までのループを繰り返す
ことになる。
　記録データは、保管される他、上長承認や公報に利用されることになる。
【００３４】
　実際の運用場面では、一次判定の閾値を設定するにあたって少し余裕をとっておく方が
好ましいかもしれない。
　メタモデル４１１によるシミュレーション演算はやはり簡易なものなのであって、ＧＥ
ＴＦＬＯＷＳ（登録商標）を用いるような詳細シミュレーションと全く同じ精度で指標（
水収支）を算出できるとは限らない。
　したがって、安全サイドに少し余裕を見ておき、厳しめの閾値を設定しておく方がよい
であろう。
【００３５】
　ここで、一次判定において評価結果がＮＧであれば（ＳＴ２５０：ＮＯ）、より詳細な
二次判定のステージに移行する。自治体としては一次判定をクリアできなかった場合、よ
り詳細なシミュレーション演算をＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）の運営事業者に依頼する
。すなわち、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）による詳細シミュレーションを実行する（Ｓ
Ｔ３１０）。そして、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）にて得られたより精度の高いシミュ
レーション結果を評価基準値と対比する（ＳＴ３２０）。二次判定で使用する評価基準値
や閾値は一次判定で使用するものよりもシビアであってもよい。さらには、ＧＥＴＦＬＯ
ＷＳ（登録商標）を用いれば水収支だけでなく他の指標もすべて得られるのであるから他
の指標も併せて各種判定を行ってもよい。
【００３６】
　二次判定を行った結果としてＯＫ判定であれば、データを記録して（ＳＴ４１０）ＳＴ
２１０に戻ればよい。一方、二次判定を行った結果としてＮＧ判定であれば、具体的な対
策を検討する必要がある（ＳＴ３４０）。具体的な対策というのは、例えば、取水制限か
もしれないし、水害対策かもしれない。将来計画であれば、開発計画の変更などの場合も
あるであろう。
【００３７】
　このような本実施形態によれば次の効果を奏する。
（１）高度な総合的シミュレーション装置（ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標））を自治体が
自ら運用するのは難しい。
　これに対し、学習済みメタモデルを利用することにより、各自治体が自ら、いつでも、
監視指標（水収支）を得て、必要な判断を下すことができる。迅速、適確な判断に繋がる
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と期待できる。
【００３８】
（２）総合的シミュレーションソフト（ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標））を使いこなすに
は、まさしく高度な総合的技量が求められる。例えば、多種多様なパラメータを適切に調
整するのは相当な知識と労力を要するであろう。
　これに対し、限定した監視指標（水収支）を求めるメタモデルを運用するのであれば、
入力項目も決まってくるのであるから、使いやすいインタフェース（操作画面）を提供す
ることもできる。例えば、マニュアルに従って操作すれば適切に稼働するシステムも実現
可能であり、多くの人が使えるようになる。このことは作業分担にも繋がる。
【００３９】
（３）メタモデルを構築するにあたっては、監視項目ごとに一つのメタモデルとした。し
たがって、一つ一つのメタモデルの精度を高くでき、かつ、計算負荷も軽くなる。そして
、ユーザニーズにパッケージを組み換えることも簡単になる。
【００４０】
　（第２実施形態）
　上記第１実施形態では、シミュレーション結果として水収支を求めるメタモデルを例に
説明した。水に限らず、それが汚染物質であっても熱量であっても、収支というのは立体
的、総合的な情報であり、地域全体の行政を預かる自治体としては監視項目とするのに基
本的、根源的、合理的かつ直観的な良い指標であると言える。数地点での実際の観測情報
だけを当てにしていてはバランスの取れた施策は難しいであろう。一方、水行政に慣れた
担当者や担当部署であれば水収支は分かりやすい指標であるが、一般人、議会、他部署に
はやや分かりにくい数値である。そこで、水収支の値を合理的な理由付けとして背負いな
がらも、一般の人のために分かりやすい指標に結びつくようになっている方が好ましい。
そこで、メタモデルをリレーさせ、水収支を分かりやすい指標、例えば、ある代表的観測
点の水位などに結びつけるようにする。
【００４１】
　図１３は、二段目のメタモデル４２０として、所望の指標をアウトプットするメタモデ
ルを追加した例である。この二段目メタモデル４２０は、少なくとも入力データの一つを
水収支とし、必要に応じてその他データも用いながら、所望の指標を算出する。所望の指
標というのは、例えば、天然名水や温泉の湧水量であってもよいし、河川、地下水の水位
であってもよい。これらはある地点の観測値に対応付く。二段目メタモデル４２０で得ら
れる指標値を第２指標と名付けることにする。このような第２指標は一般人にも分かりや
すく、地域によっては歴史的経緯などにより馴染み深いものであることも多い。このよう
に分かりやすい指標は具体的な行動に結びつきやすく、より有用な指標になると考えられ
る。
【００４２】
　ここで、一段目のメタモデル４１１を飛ばして、入力データ（気象条件や環境観測値な
ど）から第２指標（例えばある地点の湧水量）を直接求めるようなメタモデルを構築する
ことはもちろんできる。それでも、敢えて一段目と二段目とに分けておくことには意味が
ある。二段目のメタモデル４２０は水収支を入力データにできるからである。水収支自体
は直接には観測できない値なのであるから、一段目の入力データにはできない。しかし、
例えば、将来予測や防災計画を考えるにあたって、水収支をパラメータとして振ってみて
その他の指標の動きを見たい場合がある。生の観測データ（気象条件や環境観測値など）
や、あるいは、観測データの予測値から直接に第２指標（例えばある地点の湧水量）が求
まったとしても、その数字の意味や根拠が余りにもブラックボックス過ぎて合理的推論が
何も出来ず、意味が分からないことになる。こうなると、結局は勘や経験に頼った行政と
なるであり、システムを導入する意味が減殺されてしまうであろう。
【００４３】
　そこで、（水）収支をアウトプットする一段目メタモデルとは別に、水収支を入力デー
タにできる二段目メタモデルを用意するのである。水収支が明示的に表（おもて）に表れ
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てくることにより、第２指標の数値の背景が合理的に推論でき、より適切な方策に結びつ
くことが期待できる。
【００４４】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。
　水は一例であり、ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）も一例である。
　監視すべき項目としては、水の他、各種資源、汚染物質、熱量など様々ある。
　水に対応する総合的シミュレーション装置はＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）が代表例で
あるが、監視項目が変わってくれば、空間的、時間的スケールを加味した循環の総合的シ
ミュレーション装置も当然変わってくる。
【符号の説明】
【００４５】
１００…ＧＥＴＦＬＯＷＳ（登録商標）、１１０…プログラムメモリ、１２０…基礎デー
タ、１４０…水循環モデル、２２０…観測データ、２３０…予測用入力ファイル、３００
Ａ、３００Ｂ、３００Ｃ…メタモデル、４１１…水収支評価メタモデル、４１２…運用プ
ログラム、４２０…二段目メタモデル。

【図１】 【図２】
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【図９】
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