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図Ⅸ－32 各土地利用における降水量に応じた土砂流出量の分布（降水量 0-20mm まで） 

 
図Ⅸ－33 各土地利用における降水量に応じたリン流出量の分布（降水量 0-20mm まで） 

 
図Ⅸ－34 各土地利用における降水量に応じた窒素流出量の分布（降水量 0-20mm まで） 
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（４）森林の有無や管理状態別のシナリオ解析による評価 
本事業により、菊池川流域の流出を SWAT モデル上で再現することができたが、モデ

ル構築の意義としては、現状の再現だけでなく、パラメータを変更した際にどう結果が

変化するかといったシナリオ解析が可能となる、といった面も大きい。これによって、

現実では実験が難しいことについても簡単に比較ができるようになり、森林の役割に

ついてよりはっきりと明らかにしていける可能性がある。 

本項目では、森林が他の土地利用に変化したと仮定した場合、および全森林で皆伐作

業が実施されたと仮定した場合に流出がどう変化するかを検証した。 

 
１）森林が他の土地利用に変化した場合のシナリオ解析 

森林と他の土地利用を比較する際、それぞれの土地利用の立地条件（傾斜、土壌、

地質など）が異なるため、単純に土地利用だけの影響とは言えない場合がある。例え

ば、森林は傾斜地に多く存在し分布に偏りがあるため、森林と他の土地利用間で異な

る傾向が得られたとしても、それが土地利用の違いによるものなのか傾斜による違

いによるものなのか明示することは難しい。そのため、前項（Ⅸ.4.(3)森林の流出平

準化機能）では傾斜別・土地利用別に解析し結果を示したところである。 

ここでは、前項とは異なるアプローチとして、従来は森林であった場所を他の土地

利用に変更してシミュレーションを実施するシナリオ解析を用いることで、同じ立

地条件でシンプルに土地利用による違いの影響を比較する。 

今回は、森林をすべて畑に変化させた、と仮定したシナリオを設定し、水収支や流

出がどう変化するかを調べた。シナリオ解析用のモデルは、今回構築した SWATモデ

ルを元に、森林（FRST）と設定されている土地利用に畑のパラメータおよび耕作シナ

リオを新たに設定した。森林が畑に変化した際の土地利用図の変化を図Ⅸ－35 に示

す。 

 

 
図Ⅸ－35 森林を畑に変化させた時の土地利用図 

 
森林を畑に変更してシミュレーションを実施し、得られた水収支を図Ⅸ－36、およ

び表Ⅸ－6に示す。ここで、シナリオ解析前の前項までで用いていたモデルを「オリ
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ジナル」モデル、シナリオ解析によって森林を畑に改変させたモデルを「森林→畑モ

デル」とする。 

森林を畑に変更した際に減少した項目は、蒸発散量（従来の 96％）、地下水流量

（31％）、および深層浸透量（52％）であった。一方、増加した項目は表面流量（従

来の 144％）および側方流量（192％）であった。 

森林は孔隙が多く保水性の高い森林土壌の形成・維持によって表面流を発生させ

にくくする効果があると言われているが、今回のシナリオ解析において森林が畑に

なると表面流が増加していることから、そうした森林の効果が失われていることが

表現されていると解釈できる。また、速やかな地中への浸透機能が失われたことによ

り、地下水流量が減り、より短時間で流出する表面流量および側方流量が増えたと考

えられる。 

一方、蒸発散量については従来の 96％とあまり変化しておらず、森林が遮断蒸発

によってより多くの水を蒸発散させるという現象が今回のモデルでは十分に表現さ

れていない可能性がある。 

 

 
図Ⅸ－36 森林が畑に変化した場合の水収支模式図 

 
表Ⅸ－6 森林が畑に変化した場合の水収支と変化割合 

シ ナ リ オ

別水収支 

降水量 

(mm) 

蒸発散量 

(mm) 

表面流 

(mm) 

側方流 

(mm) 

地下水流

量 

(mm) 

深層浸透

量 

(mm) 
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オ リ ジ ナ

ル 

2,322 805 226 466 498 254 

森林→畑 2,322 772 325 893 156 131 

変化割合 100% 96% 144% 192% 31% 52% 

 
次に、森林が畑に変化した場合に各物質の流出量がどう変化するかを表Ⅸ－7に整

理した。流量はほぼ変化がないが、土砂ではオリジナルモデル比で 459%、リンで 636%

～1362%、窒素で 404%～505%と、それぞれ 4 倍～13 倍に増加していた。このことか

ら、森林が畑に変化すると土砂・栄養塩の流出が大幅に増加することがわかった。 

 
表Ⅸ－7 森林が畑に変化した場合の流出量と変化割合 

シ ナ リ オ

別流出量 

流量 

(106 m3) 

土砂 

(ton) 

有機態リ

ン (kgP) 

無機態リ

ン (kgP) 

NO3 

(kgN) 

有機態窒

素 (kgN) 

オ リ ジ ナ

ル 

1,115 48,913 38,136 264,352 3,803,174 130,503 

森林→畑 1,159 224,335 519,402 1,681,239 15,380,745 658,866 

変化割合 104% 459% 1362% 636% 404% 505% 

 
図Ⅸ－37～Ⅸ－40 には、前項で取り上げた図Ⅸ－29～図Ⅸ－31（各土地利用にお

ける降水量に応じた各物質の流出量の分布）に、今回構築したシナリオにおける値を

追加したものを示している。凡例の Forest, Farmland, Puddyfieldはオリジナルモ

デルにおける結果を示し、Forest_to_Farmland は、オリジナルモデルでは森林であ

り、森林→畑モデルにおいて畑に変更した HRU のみを対象に集計した結果を示して

いる。 

図Ⅸ－37 では流量の変化を比較している。前項では、森林は降水量が増えてくる

と流出を抑える効果があるとの結果を報告したが、森林が畑になると、逆にオリジナ

ルモデルにおける畑や水田よりも多くの出水が起こることがわかった。これは、森林

は傾斜地に多く分布しているため、それが畑になると今まで森林の効果で抑えられ

てきた出水がそのまま表面流あるいは側方流として流出してくるため、顕著な流出

量増加として表れる、と考えられる。 

図Ⅸ－38～Ⅸ－40 の土砂・栄養塩でも同様に、いずれもオリジナルモデルにおけ

る畑・水田よりも多くの流出が起こることがわかる。特に土砂では、降水量が多いと

従来の畑や水田の 5倍近くの流出が起こっている。また、窒素では降水量が比較的少

なくても多量の流出が起こっている。これは、オリジナルモデルにおいて森林のあっ

た傾斜地が畑となり物質が流出しやすくなる上、畑と同様に施肥も実施されること
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によって少量の雨でも多量の窒素が流出するようになったと考えられる。 

 

 

図Ⅸ－37 オリジナルモデル及び森林→畑モデルにおける降水量に応じた土地利用別流量

分布 
 

 
図Ⅸ－38 オリジナルモデル及び森林→畑モデルにおける降水量に応じた土地利用別土砂

流出量分布 
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図Ⅸ－39 オリジナルモデル及び森林→畑モデルにおける降水量に応じた土地利用別リン

流出量分布 
 

 
図Ⅸ－40 オリジナルモデル及び森林→畑モデルにおける降水量に応じた土地利用別窒素

流出量分布 
 

図Ⅸ－41～Ⅸ－44 には、オリジナルモデルおよび森林→畑モデルにおける各物質

の流況曲線を示している。 

流況曲線とは、ある 1 年間の日流量または日流出量データを大きな順に並べ替え

たものであり、流量あるいは流出量を縦軸に、累加日数を横軸にとる。流域の流出特

性を表現するのによく用いられる形式であり、曲線の傾きがなだらかだと流出が平

準化されており、傾きが急だと流出の変化が大きく極端だと言える。 

図Ⅸ－41 の流量比較では、森林がある場合（FLOW_OUT）は森林が畑に変化した場

合（FLOW_OUT_NOFOREST）よりも最大流出量が小さく、平水時には逆に大きくなる傾

向が確認できる。このことから、流出の総量自体にあまり違いはないが、森林がある

場合は曲線がより緩やかであり流出が平準化されていると言える。 
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土砂・栄養塩では、全体を通して森林がある場合の方が流出量は少なく、曲線が下

方に位置している。ただし、最も差が開くのは降水量の多い方から数えて 10日～50

日くらいまでの豊水時であり、そこから平水時にかけて差は縮まってくる。つまり、

極端な出水時を除いて森林は豊水時には流出を抑える効果があるものの、平水時に

はその効果は弱まり森林がない場合と比較的同程度の流出を持続させている、とい

うことがわかる。こうした点から、森林があると全体的に土砂・栄養塩の流出を抑え

るが、平水時には畑の場合とそれほど変わらない量の流出をする、という特徴がわか

った。 

 

 

図Ⅸ－41 オリジナルモデルおよび森林→畑モデルにおける河川流量の流況曲線 
 

 

図Ⅸ－42 オリジナルモデルおよび森林→畑モデルにおける土砂流出量の流況曲線 
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図Ⅸ－43 オリジナルモデルおよび森林→畑モデルにおけるリン流出量の流況曲線 
 

 

図Ⅸ－44 オリジナルモデルおよび森林→畑モデルにおける窒素流出量の流況曲線 
 

以上の結果から、森林が畑に変更された場合のシナリオ解析により、森林が畑に変

化すると、表面流などの増加により流出遅延効果が弱まり、また土砂・栄養塩では流

出量が劇的に増加することがわかった。 

 
２）森林で皆伐施業が行われた場合のシナリオ解析 

次に、森林の管理状態による影響を調べるため、仮にすべての森林で皆伐が実施さ

れ立木がない状態にあるとしたシナリオで解析を実施した。 

土地利用は森林のままとし、シミュレーション開始時に森林を皆伐、それ以降植林

しない設定とした。CANMX（樹冠貯留量）は畑（傾斜地）と同程度の 5mmに設定した。

また、北原（2002）24を参考に、皆伐後の USLE_Cを 0.13 として森林に設定した。こ

こで、USLE_C は土砂流出における植生被覆による軽減効果を表すパラメータであり、

                                                   
24 北原曜. “植生の表面侵食防止機能.” 砂防学会誌 54.5 (2002): 92-101. 
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値が低いほど軽減効果が高い。従来の森林では 0.018 に設定してある。ただし、今回

設定した 0.13という値は、川口ほか（1948）25によって実施された赤松 30年生天然

林における伐採での事例によるもので、単純にこの値がどの地域でも皆伐時の

USLE_C 値を代表できるかは今後の検討が必要である。 

 
図Ⅸ－45 および表Ⅸ－8 に、森林を皆伐する設定でシミュレーションを実施し得

られた水収支を示す。ここで、１）と同様に、シナリオ解析前のモデルを「オリジナ

ル」モデル、シナリオ解析によって森林を皆伐したモデルを「皆伐モデル」とする。 

オリジナルモデルと比べ減少した項目は、蒸発散量（従来の 97％）、深層浸透量

（99％）であった。一方、増加した項目は表面流量（従来の 101％）、側方流量（104％）

および地下水流量（101%）であった。 

前項の森林を畑にした場合よりも、全体的に変化は小さかった。CANMX、USLE_Cを

除くと森林のパラメータはそのままであることから、表面流の抑制といった森林の

基本的な役割についてはあまり変化しなかったと考えられる。 

 

 
図Ⅸ－45 森林が皆伐された場合の水収支模式図 

 
表Ⅸ－8 森林が皆伐された場合の水収支と変化割合 

シ ナ リ オ 降水量 蒸発散量 表面流 側方流 地下水流 深層浸透

                                                   
25 川口武雄ほか（1948）: 土砂扞止林の伐採と流出土砂について, 林業試験集報 57, p.1-
19 
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別水収支 (mm) (mm) (mm) (mm) 量 

(mm) 

量 

(mm) 

オ リ ジ ナ

ル 

2,322 805 226 466 498 254 

皆伐 2,322 782 229 484 503 252 

変化割合 100% 97% 101% 104% 101% 99% 

 
森林が皆伐された場合に各物質の流出量がどう変化するかを表Ⅸ－9 に整理した。

流量はやや増加（オリジナルモデル比 102％）し、土砂では 152%、リンで 133%～196%、

窒素で 104%～157%となっていた。 

皆伐されると森林での蒸発散量が減るため、流量が増加することは既往の知見と

定性的には矛盾しない。また、土砂の流出増加に伴い、有機態リン・有機態窒素が増

加しているが、無機態リン・硝酸態窒素は比較的影響が少ないことも特徴的である。

このことから、森林が皆伐されると流量を含めて各物質の流出量が増加するが、その

変化は森林が畑になった場合よりも穏やかであることがわかった。 

 

表Ⅸ－9 森林が皆伐された場合の流出量と変化割合 
シナリオ

別流出量 

流量 

(106 m3) 

土砂 

(ton) 

有機態リ

ン (kgP) 

無機態リ

ン (kgP) 

NO3 

(kgN) 

有機態窒

素 (kgN) 

オ リ ジ ナ

ル 

1,115 48,913 38,136 264,352 3,803,174 130,503 

皆伐 1,134 74,340 74,884 350,607 3,954,328 205,425 

変化割合 102% 152% 196% 133% 104% 157% 

 
図Ⅸ－46～図Ⅸ－49 には、前項で取り上げた図Ⅸ－29～図Ⅸ－31（各土地利用に

おける降水量に応じた各物質の流出量の分布）に、今回構築したシナリオにおける値

を追加したものを示している。凡例の Forest, Farmland, Puddyfieldはオリジナル

モデルにおける結果を示し、Forest_clearcut は、今回のシナリオにおいて皆伐を実

施した HRUのみを対象に集計した結果を示している。 

図Ⅸ－46 では流量の変化を比較した。オリジナルモデルにおける森林とほぼ同様

の分布を示しており、流量については今回のシナリオではほぼ変化がないことがわ

かった。これは、表Ⅸ－9で水収支にほとんど変化がなかったこととも整合する。 

図Ⅸ－47～図Ⅸ－49 の土砂・栄養塩では、オリジナルモデルにおける畑・水田と、

オリジナルモデルの森林との間の中間的な値を示した。土砂・リンでは、降水量が増

えると流出が急激に増える傾向は畑・水田と同様であり、畑・水田と比べて流出量が
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やや少ない傾向にあった。窒素では、流出量が急激に増える現象は確認できず、オリ

ジナルモデルの森林よりもやや多く流出する程度であった。これは、表Ⅸ－9からも

わかるように、窒素流出量の大部分を占める NO3 については皆伐を受けてもあまり

影響を受けず、従来の森林と同様の流出傾向を示したものと思われる。ただし、実際

には皆伐後は渓流からの NO3濃度が上昇する現象が知られており（福島、徳地 200826）、

窒素に関しては現実を反映できていないと思われる。 

 

 
図Ⅸ－46 オリジナルモデル及び皆伐モデルにおける降水量に応じた土地利用別流量分布 
 

                                                   
26 福島慶太郎, 徳地直子. “皆伐・再造林施業が渓流水質に与える影響.” 日本森林学会誌 
90.1 (2008): 6-16. 
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図Ⅸ－47 オリジナルモデル及び皆伐モデルにおける降水量に応じた土地利用別土砂流出

量分布 
 

 
図Ⅸ－48 オリジナルモデル及び皆伐モデルにおける降水量に応じた土地利用別リン流出

量分布 
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図Ⅸ－49 オリジナルモデル及び皆伐モデルにおける降水量に応じた土地利用別窒素流出

量分布 
 

以上のシナリオ解析結果から、森林が皆伐されると、水収支や流量にはあまり変化

を及ぼさないが、土砂・リンにおいて流出量を増加させることがわかった。ただし、

今回変更したパラメータ以外にも皆伐の影響で変化するものがある可能性があり、

より精緻な結果が求められる場合にはパラメータを慎重に検討する必要がある。今

回は、皆伐によって影響を受けるパラメータの特定に時間がかかることが見込まれ

たため簡易な変更のみのシナリオとしたが、変化させるパラメータをより詳細に検

討すると、違いがはっきりと表れてくる可能性がある。 
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５．本事業の成果のまとめ 
（１）水・土砂・栄養塩の定量的把握 

本事業の目的の１つである水・土砂・栄養塩の定量的な把握について整理する。 

まず、水の流出量については、非常に良い精度と評価できる再現性の高いモデルを構

築することができた。水収支についても、既往文献と蒸発散量を比較しても大きな問題

はないと思われることから妥当なモデルが構築されていると考えられる。ただし、大き

な出水時に流出量を過小評価してしまう、といった課題が残されており、豪雨イベント

時の評価についても実際の流出量を過小評価している可能性がある。この点について

は、精密な気象データを利用し SWAT モデルを時間スケールで実施することで改善され

ることが期待される。 

土砂およびリンについては、平水時流出量がやや過大評価傾向ではあるものの、全体

としては十分な再現性のモデルを構築できた。既往文献との流出量の比較では、菊池川

流域は筑後川よりも土砂流出が少なく、リンは有明海全体平均よりもやや多い結果と

なった。正確な比較とはならないが、いずれも概ね妥当な範囲で流出が推定されている

と考えられた。また、豪雨イベントでの評価では、土砂とリンでは年に一度あるいは二

度の豪雨だけで年間流出量のかなりの割合が流出されることがわかった。 

窒素の流出では、まだ推定値にばらつきがあるものの、全体としては十分な再現性と

評価されるモデルと構築できた。既往文献との比較では、今回の窒素流出量推定値は有

明海平均よりも多い結果となったが、オーダーは同じであり、極端に異なる結果ではな

いことが確認できた。窒素収支の面などでいくつか課題は残るものの、おおまかな流出

傾向を把握するには問題ないレベルのモデルとなったと考えられる。 

以上のように日レベルで十分な再現精度でのモデル構築に成功したことにより、年・

月・日と任意の時間スケールで情報提供および解析を実施することができるようにな

った。 

土地利用別の比較では、森林が土壌侵食を抑える効果を持つ可能性が示唆された。リ

ンや窒素も同様に他の土地利用よりも流出量が少なく、流域全体の 10～20%程度である

ことがわかった。 

空間別に流出量を比較すると、流出量の分布は、物質の種類によって施肥等による人

為的な影響が強い場合と傾斜や地形がより影響する場合があるということが示唆され

た。ただし、それぞれの土地利用におけるパラメータ調整に課題が残っていることも示

されたため、引き続き検討が必要である。 

以上、水・土砂・栄養塩の定量的な把握について本事業により得られた成果を整理し

た。本事業の実施により、有明海における菊池川流域からのアウトプットや土地利用に

よる流出の違いなど具体的な情報提供が可能となったと言える。 

 



165 

 

（２）森林が果たすポジティブな役割のまとめ 
本業務において森林と有明海等閉鎖性海域との関係について総合的な評価を行う上

で、「森林の海域に果たすポジティブな役割を科学的に明らかにする」ことを方針に、

森林のストック機能、水源かん養機能、流出平準化機能という 3つの機能に着目して、

それぞれの機能を明らかにすべき解析を実施した。 

森林のストック機能では、窒素収支の解析に課題が残されていることが明らかにな

ったため、窒素循環関係パラメータを継続して調整していくことが必要であるとわか

った。そのため、本項目の機能については次年度以降の継続検討課題として残された。 

森林の水源涵養機能では、降水量に応じた表面流・側方流・地下水流の流出傾向の比

較から、森林は他の土地利用よりも地下水を安定的に供給する能力が優れていると考

えられた。また、森林は雨水を浸透することにより表面流を抑える効果があるが、降水

量が一定以上に増加するとその効果は減少していき、森林の表面流抑止能力に限界が

あることも示唆された。 

森林の流出平準化機能では、森林は平水時に水を安定的に供給し出水時に抑える効

果があることが示され、傾斜の程度によらず同様の傾向であった。土砂・栄養塩につい

ては、出水時に流出を抑える効果がより顕著に表れていたが、平水時の安定供給機能に

ついては明瞭な傾向は示されなかった。ただし、今回は面積あたりの流出量で比較した

ものであり、土地利用別の流出量の総量で比較すると、森林の面積は全体の半分以上で

あることから他の土地利用よりも森林が上回ることが予想される。また、窒素の循環過

程や土地利用ごとのパラメータ設定等に課題が残されていることから、今後のモデル

の精緻化次第では傾向が変化する可能性がある。 

また、モデルの構築によりシナリオ解析が可能となった点を活かし、森林の土地利用

が変化した場合および森林施業が実施された場合についてシナリオを構築しオリジナ

ルモデルと比較した。森林が全て畑になったと仮定したシナリオでは、表面流・側方流

が増加し、地下水流が減少、土砂・栄養塩の流出量は大きく増加した。また、降水量に

応じた土地利用別流出量の比較や流況曲線の比較から、森林が畑となると水源かん養

機能や流出平準化機能が失われ、従来の畑・水田よりも多量の土砂・栄養塩を流出する

ことがわかった。このことは、傾斜地に森林が存在することの意義も示していると解釈

できる。 

森林で皆伐を実施したと仮定したシナリオでは、森林が畑に変わったとした場合の

シナリオよりも変化は穏やかであった。今回は、調整するパラメータの選定に注意が必

要であり、森林土壌等のパラメータを森林のままとしたことから、一定程度森林の機能

が維持されたためと考えられる。このため、現段階での解析結果は参考程度にとどまる。 

このように今後改善すべき点のあることは明らかとなっているものの、森林の機能

（ストック、水源涵養、流出平準化）をデータから可視化することで、これまでは難し

かった森林の機能についてのデータに基づいた検討が可能となった。ストック機能な
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ど、森林の役割を定量的に示すには今後もモデルの再調整が必要な点もあるが、森林が

海域に果たすポジティブな役割が一定程度明らかとなったと言える。 

 
（３）他流域へ適用する際の注意事項 

１）共通のパラメータ 

今回、キャリブレーションの対象としたパラメータは、水収支関連で 17、土砂関

連で 9、リン関連で 6、窒素関連で 8であり、合計 40のパラメータを調整した。この

ようにある流域でモデルを構築するには多岐にわたるパラメータを調整する必要が

あるが、その中には、流域間に違いがなくほぼ共通した値を使用できるものもあると

考えられる。こうしたパラメータを整理しておくことで、他流域へ適用する際のパラ

メータ選定や調整範囲の決定などを省力化することができる。 

以下に、SWAT データベースでのデフォルト値と比較して、キャリブレーション後

の値があまり変わらないパラメータを整理した。具体的には、（調整後の値）/（デフ

ォルト値）を変化幅として、50-150％までのものを抽出した。 

 
表Ⅸ－10 調整後の変化幅が少ないパラメータ 

種別 パラメータ デフォルト値 調整後の値 変化幅 

水収支 R_OV_N.hru 0.01 - 0.15 0.013 – 0.19 125.8% 

R_SOL_K.sol 147 - 1168 147 - 1116 94.5% - 95.5% 

R_SOL_AWC.sol 0.032 – 0.35 0.03 – 0.36 101% - 104% 

土砂 PRF_BSN.bsn 1 0.64 64% 

SPEXP.bsn 1 1.27 127% 

リン PSP.bsn 0.4 0.48 120% 

PHOSKD.bsn 175 176.3 101% 

PPERCO.bsn 17.5 13.1 131% 

BC4.swq 0.35 0.41 117% 

窒素 SDNCO.bsn 1.1 1 91% 

BC1.swq 0.55 0.35 64% 

BC2.swq 1.1 1.26 115% 

BC3.swq 0.21 0.31 148% 

 
水収支では、土壌関連のパラメータが抽出された。土壌については本事業の初期段

階で日本に適用可能な土壌データセットを構築しており、今回の再調整は菊池川流

域における微調整を目的としていた。結果的には、調整幅は小さく再調整の必要性が

低かったことから、本事業で構築した土壌データセットは、日本国内の他流域に適用

する際も再調整をさほどすることなく適用可能と思われる。 
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リン・窒素では変化幅が少ないパラメータが多かったが、これまでのモデル構築の

経験を踏まえて解釈すると、キャリブレーション時のパラメータ再調整よりも、その

前段階であるモデル構築時の耕作シナリオ設定などの影響がより大きいため、変化

幅の少ないパラメータが多くなったと考えられる。 

そのほかのパラメータ関連での注意点として、菊池川流域では北部・南部で地質構

造が大きく異なっており、それに応じて地下水に関連するパラメータを北部・南部で

それぞれ別に再調整を行った経緯がある 27。SWAT では地下水の流れを制御するよう

な設定はできないが、地下水に関連するパラメータを地域ごとに変化させることで

間接的に調整することに成功した。これを踏まえ、地質構造等により支流域によって

は全く変わった水の流れが起こっていることがあるため、SWAT では直接インプット

できない地質の情報などを既往の文献から収集しておきモデルと比較することが重

要である。 

 
２）基礎情報の収集について 

他流域への SWAT モデルの適用を考えるにあたって、まず必要となるのは基礎情報

の収集である。以下に、基礎情報を収集する際の注意点について整理した。 

 
表Ⅸ－11 各種基礎情報の収集時の注意点 

基礎情報 注意点 

DEM 国土地理院等の公開データを利用。対象流域のスケールや目的とする

解析内容に応じて解像度を選択する（5m メッシュ～30m メッシュ）。 

土地利用 国土交通省の公開データを利用。森林にフォーカスする場合は、森林簿

と統合させると樹種別の解析が可能となる。 

土壌 国土交通省の公開データ（土壌分類図）を利用する。土壌の物理性は既

往の文献から収集する必要があるが、本業務で構築したデータセット

を利用可能。 

気象 気象庁および農環研のデータベースを利用可能。対象流域が小さい場

合は、レーダーアメダス等の解像度が高いデータの利用を検討。 

流出量実測データ 水文水質データベースを利用することが基本であるが、土砂・栄養塩に

ついては別途出水時のデータを得ることが重要。国交省九州局が調査

した出水時データを利用できる場合がある。 

 
（４）今後の課題 

前項で整理したように、本事業により「森林が海域に果たすポジティブな役割を科学

                                                   
27平成 29年度山地保全調査（水源森林保全調査・有明海等の閉鎖性海域と森林に関する調

査）委託事業 報告書 「Ⅶ．SWAT モデルによる推定結果 1.（２）」を参照 
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的に明らかにする」という基本方針のもと、一定程度森林の機能を明らかにすることが

できた。しかし、モデル構築上残された課題や、事業を行う中で新たに必要性が見出さ

れてきた解析の観点があるため、本項目において整理する。 

 

１）モデル構築上の残存課題 

ア 窒素収支 

脱窒など窒素収支や循環の過程が現実を反映できていない。脱窒関連パラメータ

や作物・土壌の設定に再調整が必要。 

 

イ 土地利用別流出量の精査 

DEM の解像度の粗さによって水田で過剰に土砂流出が起こっている可能性がある。

土砂流出関連パラメータの再調整・必要に応じて DEMの解像度の変更を検討する。 

 

２）森林の機能を明らかにする上で、更なる検討が望ましい観点 

ア 短期的課題 

 菊池川流域における森林の影響のより詳細な評価 

森林小流域レベルで精度の高い推定を行うには、日単位の推定では限界

があることから、レーダーアメダス等の解像度の高い気象データを用いて

時間スケールで SWAT モデルを構築することが求められる。 

 土砂・栄養塩の詳細な推定精度検証 

本事業で得られた土砂・栄養塩の出水時の実測データでは、取水できな

かった時間帯を保守的に補完してデータの調整を行っている。しかし、こ

の調整が妥当であるかどうか判断する材料がないため、出水時のすべてを

カバーできるような詳細な土砂、栄養塩データの取得が望ましい。また、

平水時は月 1回程度の測定により代表させているが、月一回の測定で十分

かどうか評価する必要もあるため、一定の期間内で毎日測定を実施してデ

ータを取得することが望ましい。 

 森林の変化・成長による影響を考慮した解析 

森林の機能について評価する上で、森林の管理状態や林齢による影響を

考慮するには、過去の土地利用データを収集し 10年ごとにモデルを構築す

ることで結果を比較するアプローチが有効である。土地利用や森林の状態

の変化によって、パラメータや流出がどう変わるかを解析すると新たな知

見を得ることができると思われる。 

 海との関連を考慮したアウトプット 

有明海等閉鎖性海域への森林の影響を調査する上で、海側での詳細な解

析を本事業で実施することは想定していないが、陸域からの流出について
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詳細な情報が必要に応じて海側へ提供できる状態にしておくことは重要で

ある。これを踏まえて、陸域での最終的なアウトプットについても、海側

で需要の高い情報を考慮した形とするべきである。具体的には、栄養塩の

溶存態・懸濁態別の流出量や、微生物の利用に関わる NP比、および地下水

流出に伴う Siの供給などが挙げられる。今後の調査において、現地調査あ

るいは文献調査により上記のような情報が提供できるようになることが望

ましい。 

 

イ 長期的課題 

 他流域 

本事業では菊池川流域をモデル流域として SWATモデルを構築したが、現

状では他流域との比較が不足しており、本モデルの汎用性がわからない。

また、閉鎖性海域としては有明海のみが現状では対象となっており、八代

海については検討できていない。そのため、他流域でも同様に SWATモデル

を構築し調査・解析することで、菊池川流域モデルとも比較し、モデルの

汎用性を高めるとともに八代海でも調査事例を作っていくことが必要であ

る。 

 全流域 

最終的な本事業の目標としては、有明海・八代海等の閉鎖性海域に森林

が与える影響について、流入河川すべてを対象とした全流域スケールでの

評価ができることが望ましい。これまでに菊池川で蓄積した知見を用い

て、効率的に実施できる方策を検討することが必要である。 

 研究者との連携が必要な課題 

本事業の実施期間中に、平成２９年７月九州北部豪雨、平成３０年西日

本豪雨等の稀有な豪雨データおよび出水データを得ることができた。現状

では、SWAT モデルにおいて土砂崩れ等の現象を考慮することはできない

が、SWATモデルがフリーソースである利点を活かし、追加モジュール等を

作成することで土砂崩れによる多量の土砂流出も考慮できるようにモデル

を改良すると、森林がもつ土砂流出抑制機能など防災的要素への適用がで

きる。このような高度な課題については研究者との連携により実現へ進め

ていくことが現実的なアプローチと思われる。 

 

以上、モデル構築上の残存課題、およびさらなる解析が望ましい観点について整理

した。今後、上記のような観点に基づいてさらなる調査が実施されることが望まれる。 

  


	Ⅸ．総合評価
	（４）森林の有無や管理状態別のシナリオ解析による評価




