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洪水時におけるダム運用を的確かつ確実に実施するためには，ダム流入量を精度よく予測することが重

要である．ダム管理者は貯留関数法などの洪水予測モデルを参考にしつつ，それらを補完する職員の経験

や能力に依存しながら防災操作の計画を立てており，ダム管理者にとって大きな負担となっている． 
今回，洪水時の流入量及びダム下流河川水位の予測に，近年さまざまな分野で脚光を浴びている深層学

習（ディープラーニング）を用いた洪水予測モデルの適用性について検討した．検討に当たっては，予測

手法やハイパーパラメータ等を複数設定し，予測誤差が少ない手法を模索した．その結果，予測雨量が正

確なものが得られれば，48 時間先までのダム流入量とダム下流地点の河川水位を実務に適用できるレベル

まで高精度に予測できる結果を得た．  
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1. はじめに 
 
昨今，「IoT，AI（人工知能）」のインフラ分野への

活用 1)が急速に進んでいる．ダム・水路の管理分野にお

いても，AI 技術の活用により，維持管理の高度化・効

率化に向けたさまざまな側面からの検討 2)がなされてお

り，特に洪水時のダム流入量や低水管理のための予測精

度の向上が望まれている． 
ダム管理の現場においては，近年の雨の降り方の変化

による影響で厳しい防災操作が増加 3)している．そのた

め，高度で計画的なダム操作が求められており，防災操

作に係る新たなルール策定も進んでいる． 
ダムにおける防災操作を実施する際は，時点の流入量

と予測降雨から将来の流入量及び貯水位を予測し，操作

計画を策定している．防災操作の計画の策定にあたって

精度の高いダム流入量の把握は，ダム管理における防災

操作の合理化と適切な判断に繋がる．また，下流河川流

域及びダムの防災操作の影響を考慮した精度の高いダム

下流河川の予測水位の把握は，異常洪水時等におけるダ

ム機能を最大限に活用するための重要な判断材料となる． 
そのため，本研究では，降雨の実績に合わせたダム流

入量とダム下流の河川水位の予測精度向上を目的とし，

深層学習の一種であるディープニューラルネットワーク

（Deep Neural Network（以下 DNN））を使用し，実用化

に向けて検討した． 
 
2. 既往研究事例と本検討の方向性 
 
(1) 国内・国外における既往研究事例 

DNN とは，浅層型ニューラルネットワーク（Artificial 
Neural Network（以下 ANN）)を発展させ，中間層を多層

化したものである．中間層を増やすことで，ANN より

も入力データの特徴を学習する性能を向上することで，

予測精度が高くなる学習法であり，近年の第 3 次 AI ブ
ームの主役として研究開発が急速に進められている． 
流入量予測に係る既往研究では，入力層・中間層・出

力層の 3 層で構成される従来式の ANN を活用した研究
4)5)6)が主となっているが，深層型 ANN 等の DNN の活用

研究事例 7)8)についてもいくつか報告されている．特に，

一言ら 7)は DNN を基本とし，入力層に分布型流出解析

モデルの計算結果を加えることで両モデルを融合し，元

のモデル（深層 ANN，分布型モデル）の予測精度を上

回る結果を得ている．この結果，6 時間先までの予測計

算においては従来から統計モデルの課題とされていた未
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経験の出水規模の予測に対して，改善の可能性が示され

た．課題としては，二山洪水などの複雑な降雨・流出波

形などがあげられている．また，他の予測モデルの利用

例として，渡辺ら 9)は遺伝的プログラミングによるモデ

ルを構築（JFE エンジニアリング製の人工知能ソフトウ

エア WinmuSe Caesar）して 6 時間先までの入力雨量を

実績として草木ダム流入量を例にハイドログラフを予測

している． 
一方で，これらの多くの既往研究では，入力値に実測

値との誤差の大きい予測値（雨量等）を用いず，過去か

ら現在までの実測値のみを用いて，1～6 時間程度の短

期間予測を行うことを目的としているものが多い． 
 

(2) 本研究の特徴 
本研究は，出水対応等における準備段階を含め実務的

なダム管理に必要な 48 時間先までの長期予測を実施す

ることを目的としたものである．そのため，入力項目を

ダム管理の現場で利用できる実績ダム流入量及び雨量

（実績及び予測値）とし，DNN モデルにより 48 時間先

までのダム流入量及びダム下流河川の水位を予測した． 
本研究では，まずモデルダムにおける水文データを収

集し，目的変数であるダム流入量及びダム下流河川水位

と相関の高い説明変数を抽出した．次に，48 時間分の

予測計算を一度に実施するモデル①と，1 時間毎に計算

を実施して個別の 48 時間分実施するモデル②の 2 種の

DNN モデルを構築し，各モデルに最適なハイパーパラ

メータの設定を行った．最後に，構築した DNN モデル

についてモデルの安定性評価及び予測精度評価を行い，

DNN モデルによる洪水予測への適用性を確認した．な

お，現実には雨量の予測値と実績値には誤差があるが，

本研究では実績雨量を予測雨量として使用し，DNN モ

デルの検討を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 一庫ダム流域図 

3. 対象流域の概要と水文データの整理 

 

(1) モデルダムと予測項目 

本研究のモデルダムとして，水機構が管理するダムの

中から機械学習に必要な水文資料が充実している兵庫県

の一庫ダムを選定した．一庫ダムは流域面積 383km2 の

一級水系の上流部の支川に位置する流域面積 115.1km2の

ダムである．一庫ダムの諸元を表-1 に示す．予測項目

は図-1 に示すとおり①ダム流入量，②ダム下流 10km に

位置する水位観測局水位（以下，下流水位）とした．下

流水位地点は水系の中流部，ダム下流 5km のところで

本川流域が合流し，更に下流 5km に位置する地点であ

る．下流水位地点は岩河床であり，河床変動はほとんど

みられない． 
 
(2) 学習データとして使用した水文データ 

a) 一庫ダムにおける出水データ 
一庫ダム運用開始以降である 1983 年～2017 年の河川

水位，雨量，ダム諸量データを収集し，過去に洪水調節

を実施した 15 洪水に，流域平均の総雨量 30mm を超え

る 25 洪水を追加した合計 40 洪水を DNN モデルの学習

データとした．予測は 1洪水あたり 60～119時間のデー

タを使用して 6～65回（平均 64回）実施した． 

b) 入力要素の相関分析 
DNN モデルの構築に適した説明変数を選定するため，

一庫ダムのダム流入量，下流水位を目的変数とした各種

水文データとの相関分析を行い，流出特性を分析した

（図-2）．その結果，いずれも流域平均雨量及び流域平

均累加雨量との相関が高い結果となった．これより，上

記の 40 洪水データの中から後述の説明変数を選定した． 
 

表-1 一庫ダム諸元表 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 目的変数との相関分析 

総 貯 水 容 量 33,300,000 ｍ
3

流 域 面 積 115.1 km2

計 画 高 水 流 量 790 m
3
/s

調 節 流 量 640 m3/s

計 画 最 大 放 流 量 150 m
3
/s

設 計 洪 水 流 量 1,730 m3/s

一庫ダム流域 

水系流域面積 383km2 

①一庫ダム 

所在地：兵庫県川西市 

集水面積：115.1km2 

予測項目：流入量 

②ダム下流地点 

上流域面積：140km2 

（ダム集水面積を除く） 

予測項目：水位 

5km 
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目的変数に対する説明変数の参照時間（-hour）

目的変数との相関分析結果

ダム流入量を目的変数とした場合のダム流域平均雨量との相関

ダム流入量を目的変数とした場合のダム流域平均累加雨量(10h)との相関

下流水位を目的とした場合の上流観測所雨量との相関

下流水位を目的変数とした場合の上流観測所累加雨量(10h)との相関
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4. 深層学習モデルによる長時間予測手法の構築 
 
 (1) DNNモデルの検討 
前述の学習データを用いて，DNN によるダム流入量，

下流水位の 48 時間後予測モデルについて検討した． 
DNN モデルによる予測精度は，入力に用いる説明変

数やハイパーパラメータ（中間層の層数，活性化関数，

最適化関数等の人力で設定するパラメータ 10)）によって

左右される．そのため，入力層データやハイパーパラメ

ータの組合わせ感度分析を行い，最も精度の良い組合わ

せを選定する． 
モデルの評価指標として，式に示すとおり洪水予測分

野の代表的な精度評価指標である①RMSE（2 乗平均平

方根誤差）(1a)，②Nash-Sutcliffe 係数(1b)，③流出ボリュ

ーム誤差（※ダム流入量のみ）(1c)，④ピーク流入量・

水位誤差(1d)を使用した． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

学習の際は，40 洪水のうち 39 洪水を訓練データとし

てモデルを学習させ，説明変数やハイパーパラメータ等

の組合わせを効率的に設定するため，1 洪水をテストデ

ータとし，ダム流入量と下流水位の予測精度の確認を行

う．2 山洪水等を含む他の洪水については，5 章におい

て予測精度を検証する．なお，テストデータは以下の観

点より 2017年 10月洪水を選定している． 
【テストデータの選定理由】 

・対象洪水の内，最大ピーク流量と最小ピーク流量の

中間程度のピーク流量を持つ 
・データの期間や精度を考慮し直近に生起 
・降雨及び洪水波形が１山（精度確認のため，2 山洪

水など複雑でない洪水を対象とした） 
 

(2) DNNモデルの構築 
48 時間後のダム流入量及び下流水位を予測するモデ

ルとして，従来型の入力層・中間層・出力層の 3層構造

である浅層型 ANN に層数を増やした深層型 ANN モデ

ルである DNN モデルを構築した．48 時間後までの予測

結果として，図-3 に示す通り，1 時間毎に 48 時間先ま

で予測するモデル①，現時刻から 1時間後，計算結果に

より 2 時間後・・を繰り返し 48 時間先まで予測するモ

デル②の 2種類の解析モデルを構築した． 
また，モデルの入力値である説明変数は，前述の相関

分析結果において相関の高かった項目を組合わせたもの

とした（表-2）．データは，現時刻より以前は相関の高

かった 0～6 時間前までを設定し，現時刻以降は実績値

を用いて 48 時間後までのダム流入量・下流水位（目的

変数）を算出し，モデルの性能評価関数である損失関数

（2 乗和誤差）(2)による予測結果との差異の算出，モデ

ルの更新関数である最適化関数によるパラメータ更新を

行うモデルを構築した． 
 

 

 

表-2 モデルの入力値の説明変数 
ダム流入量の説明変数 下流水位の説明変数 

ダム流入量 

(6時間前～現時刻） 

下流水位 

(6時間前～現時刻） 

流域平均雨量 

(6時間前～48時間後) 

ダム放流量 

(6時間前～48時間後) 

流域平均累加雨量 

(6時間前～48時間後) 

流域平均雨量（ダム流域除外） 

(6時間前～48時間後) 

流域平均累加雨量（ダム流域除外） 

(6時間前～48時間後) 

 
モデル①：ダム流入量・銀橋水位の48時間予測を一度に行う 

ダ
ム
流

入
量

(
m
3
/
s
)

時間(h)

48時間後までの予測流入量

① 現時刻から48時間後
までを1度に予測

現時刻(予想開始時刻)

 

モデル②：ダム流入量・銀橋水位の1時間予測を48時間分行う 

ダ
ム
流

入
量
(
m
3
/
s
)

時間(h)

現時刻(予想開始時刻)

① 現時刻から
1時間後を予測

①

②

② 1時間後の予測値から
さらに1時間後を予測

③ ②の予測を48時間後
まで繰り返す

48時間後までの予測流入量

 
図-3 DNNモデルの予測イメージ 

損失関数(2乗和誤差) 

= 1 −∑ −∑ −
= 1:計算時間数

: 実測値: 時の計算値

: 乘 平均値

※立上り の精度を評価するため，
ピーク 前10時間の期間で評価

：予測値 ：実績値 ：データ数

：予測値 ：実績値 ：データ数 ：実績ピーク値 ：予測ピーク値

① RMSE(2乗平均平方根誤差) ② Nash-Sutcliffe係数 

③ 流出ボリューム誤差 ④ ﾋ゚ ｰｸ流入量・水位相対誤差 

…(1a) …(1b) 

…(1c) …(1d) 

：予測値 ：実績値

…(2) 
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(3) ハイパーパラメータの設定 
DNN モデルの構造は，入力層の組合わせ 18 ケース×

ハイパーパラメータの組合せ 30 ケースの合計 540 ケー

スの組合わせの中から，教師データによる学習とテスト

データによる予測精度検証を行い，最も予測精度の高い

組合わせによるモデルの構造を暫定的に決定した．  
表-3 に各モデルで最も予測精度が高くなるハイパー

パラメータの組合わせと図-4 にテストデータの予測結

果を示す．ここで用いたハイパーパラメータ 10)は，活性

化関数は ReLU，Sigmoid，tanh の 3 種類，最適化関数

は RMSprop，SGD，Adam の 3 種類，中間層の重み初

期値は He，Xavier の 2 種類を組合わせた．結果として

は，ダム流入量，下流水位でテストデータの実測値に近

接した 48 時間予測が実施できるモデル構造が得られた． 
【各ハイパーパラメータが精度向上に与えた影響度】 

・中間層のノード数が少ないと予測精度が低くなるが，

多すぎても精度は向上しない． 

・中間層は多層化しても予測精度差はほぼ生じない． 
・中間層の活性化関数はダム流入量予測では ReLU，

下流水位予測では tanhが優れている． 
・ミニバッチサイズは少ない場合より多い方が予測精

度が高くなる． 
・学習回数が多いほど精度が向上する結果とはならず，

学習回数 100回の予測精度が最も高くなる． 
・最適化関数は Adam，RMSprop，SGD とも予測精

度は同程度であるが，SGD は出力グラフをみると

波形のばらつきが大きく安定しない． 
・学習係数は0.001のものが最適となっている． 
・データ正規化方法は標準化が最も優れている． 
・過学習を防ぐ Batch Normalization を実装した方が

予測精度は高い． 
・ドロップアウト率の低い方が予測精度が高い． 
・同一のハイパーパラメータでは，従来型の ANN と

比較して，DNNの方が予測精度が高い． 
 

表-3 解析モデル①②(ダム流入量及び下流水位)において最も予測精度が高かったハイパーパラメータの組合せ 

ＤＮＮ ＡＮＮ ＤＮＮ ＡＮＮ ＤＮＮ ＡＮＮ ＤＮＮ ＡＮＮ

①Heの初期値(活性化関数がReLUの場合)
②Xavierの初期値(活性化関数がSigmoid、tanhの場合)
①2層、②3層、③1層(ANN) 2層 1層 2層 1層 2層 1層 2層 1層

①50、②500、③2500
①ReLU関数、②Sigmoid関数、③tanh関数

①Adam関数、②SGD関数、③RMSprop関数

①0.1、②0.01、③0.001、④0.0001、⑤0.00001
①10、②30、③100、③300、⑤1000
①10、②100、③1000

入力層 ①標準化、②正規化、③正規化処理なし

中間層 ①Batch Normalization、②正規化処理なし

①0.3、②0.5、③0.8
10.0319
(0.4115)

14.2247
(0.5543)

14.2351
(1.6951)

16.9023
(2.1419)

0.1652
(0.0160)

0.1759
(0.0057)

0.2587
(0.0534)

0.2621
(0.0485)

0.858
(0.0651)

0.632
(0.0357)

0.874
(0.1320)

0.589
(0.1971)

0.896
(0.0450)

0.902
(0.0299)

0.910
(0.0300)

0.733
(0.3268)

0.0987
(0.0089)

0.1351
(0.0131)

-0.0323
(0.0844)

0.2624
(0.0481) － － － －

0.0651
(0.0223)

0.1310
(0.0267)

0.1071
(0.0511)

0.1251
(0.0326)

0.0310
(0.0171)

0.0389
(0.0169)

0.0218
(0.0198)

0.0229
(0.0214)

項目 ハイパーパラメータ 検討パターン

ダム流入量 下流水位

モデル① モデル② モデル① モデル②

中間層

重み初期値

ノード数

層数

Heの初期値 Heの初期値 Xavierの初期値 Xavierの初期値

500 500 500 50

活性化関数 ReLU関数 ReLU関数 tanh関数 Sigmoid関数

パラメータ
の更新方法

最適化関数 Adam関数 Adam関数 Adam関数 Adam関数

最適化関数の学習係数 0.001 0.001 0.001 0.001

100 100
学習回数(エポック数) 100 1000 100 100

データ正規化
標準化 標準化 標準化 標準化

Batch Normalization Batch Normalization Batch Normalization Batch Normalization

ピーク流入量
水位相対誤差

ドロップアウト率 0.3 0.3 0.3 0.3

テストデータ
に対する
解析結果

(各ケース5回実施)

RMSE

平均
(標準偏差)

Nash-Sutcriffe係数

ボリューム誤差

その他

ミニバッチサイズ 300 100

 
※各時刻における48時間予測の平均RMSEで評価 ※He及びXavierの初期値がランダムで，予測計算の差異が生じるため5回の平均値としている 
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図-4 解析モデル①②のテストデータ（2017年10月洪水）に対する予測結果（任意の3点からの48時間後予測結果） 
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5. 深層学習モデルの評価 
 

(1) 解析モデルの安定性評価 
構築した DNN モデルについて，テストデータ以外の

39 洪水についても同程度の精度予測が可能か検証する

ため，学習データを 9:1 の割合で教師データと検証用の

テストデータに分類し，全学習データがテストデータと

して使用されるように 10 種類の検討ケースを設定して，

安定性評価を実施した（表-4）． 
その結果，48 時間先までの安定性評価について，

RMSE を評価指標とした場合，モデル①はテストデータ

に比べて 2割程度大きい RMSE（平均値）が得られた．

また，モデル②はテストデータに比べて 6割程度 RMSE
（平均値）が増加した．これらの結果からは，モデル①

の方が様々な洪水波形に対して安定性が高いといえる． 
 

 (2) 解析モデルの予測精度検証 
構築した DNN モデルについて，モデル①と②の予測

精度を比較検討した．予測精度検証の対象洪水は，一庫

ダムにおける現行の操作方式である 150m3/s 一定放流と

なる 2000 年以降の洪水の中から，最大流入量の上位 5
洪水（表-5）を選定した． 
各指標を用いてモデル①と②の 48 時間先までの予測

結果に対して，同期間の実績値と比較し，各指標を算出

した（表-6）．なお各指標は，予測結果の期間にピーク

を含むよう，ピークの 40時間程度前から 7時間毎に 33
時間前，26 時間前，19 時間前，12 時間前の予測結果を

対象に算出したものの平均値である． 
これより，ダム流入量については RMSE 及び Nash-

Sutcliffe 係数，ボリューム誤差で評価した場合はモデル

①の精度が高くなり，ピーク誤差で評価した場合はモデ

ル②の精度が高くなる． 
 

表-4 解析モデルの安定性評価結果の概要 

He及びXavierの初期値がランダムで，予測計算の差異が生じるため5回の平均値としている 

表-5 予測精度比較のための対象洪水 

No ピーク生起日 ピーク流入量 
[㎥/s] 

備考 

1 2004.10.20 411  
2 2013.9.16 468  
3 2014.8.10 440 2山波形 
4 2014.8.16 338  
5 2015.7.18 313  

また，下流水位についてはいずれの指標でもモデル①の

方が精度が高くなる．下流水位解析モデル①と②による

RMSEの差が最も大きい 2013.9.16洪水の下流水位の比較

を図-5 に示す．モデル②では予測の後期に実績推移に

対してずれが大きくなる傾向が見られた． 
 

表-6 予測精度の比較結果 

ダム流入量 下流水位

洪水 RMSE [m3/s] RMSE [m3/s]
モデル① モデル② モデル① モデル②

2004.10.20 20.6 27.6 0.36 0.88
2013.9.16 17.0 29.7 0.19 0.98
2014.8.10 28.7 41.9 0.38 1.03
2014.8.16 31.7 28.7 0.26 0.70
2015.7.18 17.8 27.6 0.18 0.82

平均 23.1 31.1 0.27 0.88
※値が小さいほど精度が高い

洪水 ピーク誤差 [m3/s] ピーク誤差 [m]
モデル① モデル② モデル① モデル②

2004.10.20 89.1 28.0 1.18 2.58
2013.9.16 31.5 29.5  0.19 1.63
2014.8.10 107.8 38.5 1.61 2.82
2014.8.16 82.8 24.0 0.72 0.60
2015.7.18 31.7 21.8 0.13 0.62

平均 68.6 28.4 0.77 1.65
※値が小さいほど精度が高い

洪水 Nash-Sutcliffe係数 [-] Nash-Sutcliffe係数 [-]
モデル① モデル② モデル① モデル②

2004.10.20 0.75 0.64 0.81 0.61
2013.9.16 0.88 0.77 0.92 0.71
2014.8.10 0.68 0.68 0.77 0.53
2014.8.16 0.48 0.44 0.76 0.54
2015.7.18 0.86 0.73 0.96 0.90

平均 0.73 0.65 0.84 0.66
※値が1に近いほど精度が高い

洪水 ボリューム誤差 [×103m3]
モデル① モデル②

2004.10.20 435 1,744
2013.9.16 601 1,068
2014.8.10 821 1,363
2014.8.16 1,049 911
2015.7.18 1,690 1,364

平均 919 1,290
※値が小さいほど精度が高い

精度の高い予測手法  
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図-5 モデル別の予測結果の比較（2013.9.16，下流水位） 

（任意の3点からの48時間後予測結果）

予測項目 モデル 
種別 

安定性評価結果(各ケース5回実施) 

RMSE ボリューム 
誤差 

ピーク流入量・

水位相対誤差 
平均値 (標準偏差) 

ダム流入量 
(m3/s) 

モデル① 11.85 (0.44) -0.15 (0.05) 0.24 (0.05) 
モデル② 22.07 (4.59) -1.19 (0.53) 0.67 (0.23) 

下流水位 
(m) 

モデル① 0.210 (0.013) － 0.11 (0.02) 
モデル② 0.343 (0.037) － 0.12 (0.02) 
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6. 結果及び課題 
 
一庫ダムを対象に，深層学習の一種である DNN モデ

ルを活用したダム流入量及び下流水位予測モデルを構築

した．ハイパーパラメータを適切に設定することにより，

48 時間後までの予測について，予測雨量として実績雨

量を与えた場合には実務的に適用できるレベルの良好な

予測精度が得られた．ただし，実際には予測雨量は誤差

を含むため，それらの評価，取扱については今後の課題

である． 
ダム流入量は解析モデル①②で評価が分かれる結果と

なった．実運用を考慮すると，RMSE 及びボリュームの

精度という点でモデル①の方が良い結果を得た．また，

既往研究での課題であった 2山波形についても，適用で

きることを確認した．下流水位についてはモデル①の方

が良い結果を得た． 
一方で，DNN モデルにおけるハイパーパラメータ等

のチューニング方法については試行錯誤の段階であり，

検討を継続していくことで更なる精度向上が見込まれる． 
今後は，中・大規模の集水域を持つダムを対象とし，

予測精度を確認し，課題が生じた場合の検討方法などの

見直しの結果をフィードバックし，継続的に改善してい

くことが望ましい．これらにより予測手法が洗練され，

ダム管理の更なる効率化が望まれる． 
また，本研究で対象とした一庫ダムは，2018年 3月時

点で運用以降の最大流入量が 468m3/s と計画高水流量

790m3/s に対して半分程度の規模の洪水しか経験してい

ないため，超過洪水における再現精度が十分に検証でき

ていない懸念がある．一庫ダムは 2018 年 7 月に異常洪

水時防災操作を実施している．今後はそれらのデータを

組み込んだ学習と検証を実施する必要がある． 
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APPLICATION OF DEEP LEARNING TO LONG-TERM PREDICTION  
OF DAM INFLOW 

TOWARD EFFICIENCY OF THE FLOOD CONTROL OPERATION. 
 

Kazunori TAMURA, Shigeki KANOU, Shin MIURA, Masashi YAMAWAKI 
and Hirohumi KANEKO 

 
It is important to accurately predict the amount of dam inflow in order to implement dam operation pre-
cisely and reliably during a flood. A dam administrator can obtain the flood prediction data from some 
flood prediction models such as the storage function method, and then a flood control operation plan is fi-
nally decided referring experience and capacity of staff. In this study, we investigated the availability of 
the flood prediction model utilizing deep learning which has been highlighted in various fields recently to 
predict the inflow amount at the time of flooding and the downstream water level of the river. At the 
study, we set up multiple methods for prediction, hyperparameters and more, groping for a method with 
the least prediction error. As a result, we succeeded in predicting the amount of dam inflow 48 hours be-
forehand,  and the river water level at the downstream of the dam up to the practical level with high accu-
racy if  the data of the predicted rainfall amount is accurate. 
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