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ま　え　が　き

　本書は，空間データの内挿推定法，クリギングの入門書である。クリギング

は，20世紀半ばに，南アフリカの鉱山開発における鉱床の推定法として開発さ

れ，その後，理論的な体系化を経て，現在では地球統計学の中核をなす手法と

して，もともとの目的である資源探査にとどまらず，理学，工学，農学におけ

る自然科学全般，さらには社会科学や医学などさまざまな分野における空間

データ分析の研究，実務に幅広く活用されている。

　ある調査の結果，いくつかの地点において異なる値のデータを得たとき，別

の地点の値を知りたい，さらには調査範囲における全体の分布を推定したいと

考えることは自然であろう。この場合，クリギングも含め多くの推定法から，

どの方法を選択すべきかという課題に直面する。それぞれの推定法が適用可能

かどうかは，推定のために仮定する現象の空間特性が実際に適合するかによっ

て決まる。しかし，現象が複雑になるほど，その現象をあらかじめ理解する程

度には限りがあり，現象に適した推定方法の選択は難しくなる。現象に対する

知識や理解が限られる中，どのようにして，最良の推定を行うことができるで

あろうか。

　クリギングは，決定論的には捉えきれない複雑な現象をある確率的な事象と

し，データをその実現値とみなす点において，ほかの推定法と本質的に異な

る。その確率論的なアプローチにおいては，データのばらつきは確率的に発生

するため予測することはできないが，位置が近いほどたがいに値が近くなりや

すいという空間相関性の仮定に基づき，推定が行われる。そして，データの分

析を通じ，その空間相関性の有無を判別し，データに応じた空間相関性のモデ

ル化を行う。さまざまな現象に対する，この適用の柔軟性こそクリギングの特

徴であり，ほかの推定法に対する優位性といえる。
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　クリギングは現在，空間データ分析を目的とするさまざまなソフトウェア

に，その計算ルーチンが組み込まれている。こうしたソフトウェアを用いれ

ば，データを入力するだけで容易にクリギングを行うことが可能である。この

ため，論文や報告書では，推定の前提となる仮定や条件が説明されることな

く，結果のみ示されることも多い。しかし，クリギングでは，データの分析を

通じ，データに内在する空間相関性の有無を判断し，モデル化する過程こそが

重要なプロセスとなる。このため，クリギングを推定に用いる際には，その理

論や適用性への理解のもと，ソフトウェアにあらかじめ用意されたデフォルト

条件に頼ることなく，対象とする現象に応じた仮定や条件を自ら吟味，設定

し，そのうえで得られた結果の妥当性を判断することが求められる。しかしな

がら，これまで出版されたクリギングの解説書の大半は洋書であり，気軽に手

にとって読むことのできる和書は限られていた。そのため，これからクリギン

グを学ぼうとする研究者や学生，実務に携わる技術者の方々が，その基礎から

応用までを学ぶための入門書として執筆したのが本書である。

　本書の構成として，まず初めに単純化した空間内挿推定の問題を設定し，そ

の考察を通じて，推定に伴う一般的な問題とその解決に向けたクリギングの特

徴を解説している。ついで，本書を読み進めるうえで必要な確率統計の基礎を

まとめ，そのうえでクリギングの前提となる空間データに対する仮定や概念を

空間データの確率論として解説している。そして，クリギングの解説では，よ

く使われる代表的な方法に絞り，まず実際に計算に用いる数式をまとめたうえ

で，それらの導出過程や推定の際の補足・留意点，さらに実際の計算手順がわ

かるよう例題に対する計算例を示している。また，クリギングの応用技術とし

て，交差検証法，マッピング，シミュレーションを解説し，最後に実践のガイ

ドラインや Excel†を用いた計算法，著者らによる実践例を紹介している。

　本書は，入門書としての位置づけであり，それぞれの解説においては，でき

るだけ平易に，かつ具体的な計算例を示すことに重きを置いて執筆した。この

†　 本書に記載の会社名，製品名は，一般に各社の商標（登録商標）です。本文中では TM，
®マークは省略しています。
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ため，統計的な概念の解説や式の証明において厳密さを欠くと感じる箇所もあ

ると思われるが，本書の趣旨に免じて，ご容赦願いたい。また，クリギングは，

これまで多方面に長く使われた実績があり，著者よりも見識が深く，それぞれ

の研究や実務において経験の多い方々も多いと思われる。今後，本書につい

て，機会あるごとに忌憚ないご意見を賜れば幸いである。

　最後に，本書の執筆にご協力いただいた方々に，この場を借りて御礼を申し

上げたい。まず，クリギングを学ぶきっかけとなった北海道大学大学院におけ

る博士研究において，懇切にご指導くださった北海道大学名誉教授の池田隆司

先生，そして本執筆にご理解いただき，多くの助言をくださった北海道大学工

学研究院教授の長野克則先生，そして本書の出版企画に賛同いただき，脱稿に

至るまで辛抱強くご協力いただいたコロナ社に，心より感謝申し上げる。本書

で紹介する実践例は，国土交通省国土政策局および同北海道開発局，産総研地

質調査総合センター，一般社団法人全国さく井協会北海道支部からの貴重な

データに基づいて行われた成果である。また，本文中の図表作成には，研究室

（執筆時）の日下稜氏および明山雄真君，沖原峻君らによるところが大きい。

彼らに加え，日本工営株式会社の小泉謙氏，北海道大学工学部の谷内翔氏の両

名には，時間を割いて通読いただき，彼らからの意見に沿って，修正，改善が

なされた。ここに記し，深く感謝申し上げる。

2021年 2月　札幌にて
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1.1　クリギングの歴史 　　1

1. は じ め に

　本章では，まずクリギングの開発の歴史を解説する。続いて，クリギングを
含む代表的な空間内挿推定法を分類して紹介するとともに，簡単な推定の例題
に対する考察を通じて，空間内挿推定を行う際の一般的な課題と，それを克服
するクリギングの特徴について述べる。また，わが国における，これまでのク
リギングの適用実績を集計し，分野別にさまざまな適用例を概観するととも
に，これまで出版された書籍について紹介し，最後に本書の全体構成をまとめ
る。

1.1　クリギングの歴史

　クリギング（kriging）は，南アフリカ共和国の鉱山技師であった D. Krige

（Danie Gerhardus Krige, 1919︲2013）の名前に由来する。彼は，同国ウィット

ウォータズランド大学を1938年に卒業後，鉱山会社に勤めながら，資源開発に

係る数々の研究を行った。1983年には，同大学の教授に着任し，1991年に引退

するまで後進の指導にも努めた。彼の多くの業績において，クリギング開発の

きっかけとされるのが，異なる鉱物品位を示すデータの分布から，高品位な鉱

物を採掘できる可能性が高い位置を推定した二つの論文である（Krige, 1951, 

Krige, 1966）†。

　パリ国立高等鉱業学校の数学者 G. Matheron（Georges François Paul Marie 

Matheron, 1930︲2000）は，D. Krigeの研究成果にヒントを得て，空間データの

内挿推定法として，その理論を体系化し，2冊合計 504ページの成果（仏語）

†　引用・参考文献の一覧は，巻末にアルファベット・五十音順に掲載する。
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2　　 1．は じ め に

を発表した（Matheron, 1962︲1963）。この第 2巻の副題は，D. Krigeの研究成果

に基づく意味を込め，「Le krigeage」とされている。続く英論文（Matheron, 

1963）において，「kriging」と題した節において，その画期的な推定法を紹介

し，クリギングの語源となっている。

　地球統計学（geostatistics）は，G. Matheronが上記英論文の冒頭にて「鉱山

技師や地質学者が求める，鉱物品位や鉱物の層厚，集積といった値の空間分布

に対する学問」と記載したとおり，当時は，社会的要請の大きかった鉱山資源

開発への応用を想定した学問であったが，クリギングの開発によって理論面お

よび手法面の双方において飛躍的に発展を遂げた。1971年における講義資料

（Matheron, 1971）では，「一般に空間に広がる現象は，固有の空間構造（spatial 

structure）を内包する。このような事例は，地球科学において膨大に存在す

る」と記載され，地球統計学は，鉱山開発のみならず，地球科学全般に適用で

きる学問として現在，定着している。なお，原著の直訳である空間構造は，

データに反映される現象の空間的な特性という意味であり，日本語としての直

感的なわかりやすさから，本書では空間特性と記すことにする。

　クリギングは，計算機が小型化，量産化され，一般にも入手可能となった
1980年代以降，その適用が飛躍的に拡大した。その適用分野も，もともとの地

下資源工学から，地理学，地形学，土壌学，地質学などの地圏科学へ拡大し，

さらには地下水，河川，湖沼，海を対象とする水圏科学，気象学などの大気科

学を含むあらゆる自然科学，そして工学，農学などの応用分野へと広がって

いった。さらに，1990年代には，GSLIB（Deutsch and Journel, 1998）などの汎

用プログラムが相ついで開発，公開されるとともに，地理情報システム（geo-

graphical information system）などの空間データを分析するソフトウェアに，

その計算ツールが標準で装備されるようになった。これにより，多くの研究者

や実務者らが容易にクリギングを行う環境が整い，現在では地球科学分野のみ

ならず，生物学や環境学，さらには疫学を含む医学，計量経済学を含む社会科

学など，およそ空間データを扱うあらゆる分野において，クリギングが利用さ

れるに至っている。
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1.2　空間内挿推定法の分類 　　3

1.2　空間内挿推定法の分類

　クリギングは，異なる位置で得られたデータから，観測していない位置にお

ける値を推定する，空間内挿推定（spatial interpolation）の一手法である。空

間内挿は，データ間の値を補間するという意味で，空間補間とも呼ばれる。ま

た，データから離れた地点を推定する場合には，空間外挿（spatial extraction）

とも呼ばれるが，本書では，空間内挿推定の名称で統一する。

　空間データ（spatial data）とは，調査や研究の対象とする現象（phenome-

non）がもたらした結果として，現位置における直接的な測定あるいは現地で

得たサンプルを室内に持ち帰って分析することによって与えられる。こうした

現象の背後には，それを支配する普遍的な原理や法則が存在し，それらの原理

や法則に必要な条件を入力（input）として，出力（output）が機械的に決ま

る。データとは，この出力を観測した結果といえる。現象が複雑になると，そ

の背後の原理や法則も複数が組み合わさることになる。こうした複雑な原理や

法則の組合せの全体を一つのシステム（system）とみなせば，ある位置を指定

することで，その位置における入力が確定し，システムとしての出力値が得ら

れる。したがって，もし，これら入力の条件やシステムの構造をすべて把握す

ることができれば，対象領域の任意の位置における値を推定することができる

と考えられる。例えば，単純な現象の例として，一端を加熱し，もう一端を一定

温度を保った鉄棒における熱伝導現象を考える場合，その現象はフーリエの法

則に基づき理論的に説明することができる。鉄棒の熱物性や両端温度を境界条

件などを入力した理論解に当てはめることで，鉄棒中の温度分布を求めること

ができ，これにより，任意の鉄棒の位置における温度を推定することができる。

　しかし，自然科学や社会科学が対象とする実際の現象においては，これらす

べての入力情報を完全に把握することは不可能である。そこで代わりに，空間

データには共通した現象の空間特性が反映されているとし，推定点における値

を周辺のデータから推定することを考える。空間内挿推定とは，現象の入力条
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件を把握し，その出力としてのデータを演繹的に推定する代わりに，周辺 

のデータから現象の空間特性に応じた最良の値，すなわち最良推定量（best 

estimator）を推定することである。

　空間内挿推定には，クリギング以外にもさまざまな方法がある。それらの方

法の違いは，現象のもつ空間特性の仮定に対する違いを反映する。空間データ

の内挿推定法の分類を図 1.1に示す。図 1.1では，推定法を二つに大別し，ク

リギング以外を決定論的方法（deterministic method），クリギングを確率論的

方法（probabilistic method）として分類している。決定論的方法では，現象の

空間特性はあらかじめ仮定され，その仮定に応じた推定値が唯一つ与えられ

る。この空間特性の仮定の適用範囲の違いによって，領域全体で同じと仮定す

るグローバル（global）推定と，局所的に変化すると仮定するローカル（local）

推定に分けられる。図 1.1では，グローバル推定の代表として平均推定，トレ

ンド推定，ローカル推定の代表として最近傍探索，線形補間・スプライン補間，

逆距離加重法を挙げている。これら決定論的な推定法については，1.3節に示

す例題への適用を通じてさらに解説する。

ローカル
推定

グローバル
推定

インディケータクリギング
ブロッククリギング
コクリギング
外生ドリフトクリギング
普遍クリギング
通常クリギング
単純クリギング

逆距離加重法
線形補間・スプライン補間
最近傍探索

トレンド推定
平均推定

決定論的
方法

空間内挿
推定法

回帰クリギング
近傍クリギング
平均値クリギング

確率論的
方法 クリギング

図 1.1　空間内挿推定法の分類

　クリギングは，図 1.1において決定論的な方法と対比される確率論的な方法

に分類される。確率論的な方法では，現象はあたかもサイコロを振るような確

率現象として概念化され，データは位置に応じた確率現象の実現値として扱わ
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1.2　空間内挿推定法の分類 　　5

れる。ただし，そのばらつきはサイコロの目の出方のように完全にランダムで

はなく，現象の空間特性を反映していると考え，データの分析を通じて，その

特性をモデル化し，確率論的に最良な値を推定する。本書では現在，よく用い

られる代表的なクリギングとして，単純クリギング，通常クリギング，普遍ク

リギング，外生ドリフトクリギング，コクリギング，ブロッククリギング，イ

ンディケータクリギングを挙げている。また，通常クリギングを一定の条件で

行うクリギングが，平均クリギング，近傍クリギング，回帰クリギングであ

る。これらさまざまなクリギングについては，4章において解説する。

　自然科学研究における空間データの内挿推定法の適用実績を集計した結果を

図 1.2に示す。集計データの原著（Li and Heap, 2011）では，推定法を 72分類

しているが，本書では，図 1.1の分類のうち，頻度の多かった推定法に絞って

再集計し，当てはまらない手法はその他（others）にまとめた。図 1.2におい

て，最も多く採用された推定法は通常クリギング（OK）である。また，全体の

半数以上においてクリギング（SK，OK，KED，CK）をベースとした内挿推定

法が採用されたことがわかる。このように，自然科学研究の空間内挿推定問題

にクリギングが多く採用されてきた事実は，自然現象の複雑さに対し，クリギ

ングの確率論的アプローチが有効であることが広く認められていることを示し

ている。つぎの 1.3節では，空間内挿推定の例題を通じて，決定論的方法に対

する確率論的方法としてのクリギングの特徴と優位性を解説する。

クリギング 計 132（55％）
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NN RM IDW SK OK KED CK others

NN：最近傍探索
RM：トレンド推定
IDW：逆距離加重法
SK：単純クリギング
OK：通常クリギング
KED：外生ドリフトクリギング

（普遍クリギング含む）
CK：コクリギング

図 1.2　自然科学研究に用いられた空間内挿推定法の文献数
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共分散関数 66, 67, 104
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区間推定 51, 92
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クリギング係数 84

クリギング方程式 85
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クロスバリオグラム 138

グローバル推定 4

【け】
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決定係数 49
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現　象 3
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コクリギング 132, 190
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固有定常 68
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点推定 51
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同時確率 40

同時確率密度関数 41
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トレンド関数 11, 117, 121

トレンドクリギング 118
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