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ある。パラメータ値の変化を比較すると、CANMX ではその他森林で従来よりも低く、

広葉樹および針葉樹で多い方向に調整された。GSIはいずれの樹種も高くなった。 

土砂関連パラメータについて、USLE_C の値は針葉樹・広葉樹では従来よりも土砂

を少なくする（USLE_C 値が低い）方向へ、その他森林では増加させる方向へ調整さ

れた。 

 
２）考察 

水収支関連では、針葉樹・広葉樹で表面流を低下させ、その他森林で増加させる結

果となったが、その他森林に含まれる竹林や計画対象外森林（放棄地等が想定される）

の表面流抑制効果は低いと思われることから、妥当な結果ではないかと思われる。地

下水流量についても同様に、その他森林では地下水涵養機能が低いことが示唆され

た。蒸発散量について、GSIはいずれも高い値となったが、CANMXはその他森林のみ

従来より低く、針葉樹・広葉樹では高かった。竹林等と比べて樹冠貯留が可能な量は

針葉樹・広葉樹のほうが高いと想定されるため、こちらも妥当な結果と考える。 

土砂流出量については、その他森林で従来よりも増加、針葉樹は微減、広葉樹で減

少という結果となった。これも、それぞれの森林の林床被覆を考えると、針葉樹（特

にヒノキ）では被覆が少なく土砂流出が多くなる場合もあることに対して、広葉樹で

はリターとなる個葉の面積が大きいため雨滴侵食に強く土砂流出が少ないと考えら

れることから妥当な結果と思われる。 

 

表Ⅶ－10 水収支関連パラメータの調整結果 

パラメータ フィルター 
キャリブレーション 

前 後 

CN2.mgt 

その他森林 

-0.36 

0.0818 

広葉樹  -0.416 

針葉樹 -0.556 

CANMX.hru 

その他森林 

24.2 

18.38 

広葉樹 28.44 

針葉樹 27.84 

SLSUBBSN.hru 

その他森林 

0.88 

0.899 

広葉樹 0.958 

針葉樹 0.955 

HRU_SLP.hru 

その他森林 

-0.96 

-0.9 

広葉樹 -0.977 

針葉樹 -0.980 

GSI.plant.dat その他森林 0.002 0.0093 
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広葉樹  0.0099 

針葉樹 0.0096 

表Ⅶ－11 土砂流出関連パラメータの調整結果 

パラメータ フィルター 
キャリブレーション 

前 後 

USLE_C.crop.dat 

その他森林 

0.019 

0.0266 

広葉樹 0.0149 

針葉樹 0.0183 

 
３．小流域モデルのまとめと全流域モデルへのフィードバックによる精緻化・改良 

（１）小流域モデルの推定結果のまとめ 
今回構築した小流域モデルでは、小流域 1を除くと、流量については高い精度で流出

を再現することができた。土砂・栄養塩については平水時の過大評価傾向が共通して見

られており、今回の対象地のように森林が多い流域では全流域モデルよりも平水時の

物質流出量が少ない場合があるため、ダウンスケーリング時には再調整する必要があ

ることがわかった。出水時については、課題は残るものの、一部で精度の高い再現性を

示せており、今後のモデルの再調整等により精度向上の余地がある。キャリブレーショ

ンによって樹種別に再調整したパラメータは、概ね現実を反映した結果になっている

と考えられ、今後パラメータをさらに再調整していく際にも参考になると思われる。 

今回実施した、従来の「森林」1区分から 3区分に細分化したモデル構築については、

実測値の精度等を除けば大きな問題もなく実施することができると示された。推定の

精度や適切な樹種別パラメータ値については引き続き検討が必要であるが、実際にモ

デルを構築したことで具体的な留意点などの知見を得ることができた。 

今回、樹種別に再調整する対象に選んだパラメータ以外は基本的に全流域モデルと

同様の値を用いたが、そのパラメータを用いてダウンスケーリングした小流域モデル

においてもある程度の再現性を持つことが確認できたことから、全流域モデルは最下

流だけでなく流域内でもある程度の精度で再現できていると言える。このことにより、

これまで行ってきた過去データによる時間的な検証（バリデーション）だけでなく、空

間的な検証によっても全流域モデルの再現性を確かめることができた。 

 
（２）全流域モデルへのフィードバック 

当初、森林小流域モデルからのフィードバックにより全流域モデルにおいても森林

を細分化することを目指していたものの、今回の解析では推定精度等にまだ課題が残

っており、全流域モデルにすぐに反映することは拙速であると判断した。 

また、針葉樹・広葉樹を代表する地点として 2箇所の小流域を選定したが、実際には

2 流域で測定されたデータの間には地形や地質などその他の要因の違いが含まれてい
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る可能性がある。このことから、樹種別に異なると思われるパラメータ全てについて再

調整の対象にするのではなく、できるだけ既往の文献から得られる知見を利用して樹

種別モデルを構築し、小流域の実測データは検証用として用いることが望ましいと考

えられる。 

小流域 2の流量推定結果で取り上げたように、気象データの観測点の不足のため、局

地的に雨量の乖離が発生している可能性が示された。全流域モデルにおいても、さらに

詳細な解析が必要となる場合は、レーダーアメダス等の詳細な気象データを利用する

ことが有効と考えられる。また、現状では日単位に変換して流量等の推定を行っている

が、豪雨発生時のように時間雨量が大きい場合の精度には限界があり、出水時のピーク

にずれができる原因となっている。今後は時間単位での SWAT モデル構築を試行するこ

とがモデルの再現精度を高める上で必要となってくる。 

小流域 1については、十分な精度での流出再現ができなかったが、小流域 1の河床断

面が固定されていなかったために水位および流量観測時に正確なデータおよび水位流

量曲線の取得ができなかったことが原因として大きいと思われる。今後、同様の調査を

実施する際には、河床が固定されている状態で観測ができることを最優先に調査地の

選定をすることが必要である。 

また、窒素について、脱窒などの循環プロセスに問題が発生している可能性があるこ

とがわかった。全流域モデルにおいても、こうしたプロセスが適切かどうか確認するこ

とが必要である。ただし、窒素の流出量は肥料など人為的な影響が強いと考えられるた

め、森林小流域などにフォーカスすることで森林の影響が見えやすくなる可能性があ

る。今後、窒素循環プロセスについて問題を解消した上で、再度森林小流域モデルを構

築し結果を分析してみると、今まで見えづらかった森林の栄養塩に関する役割につい

てより具体的に明らかにすることができるかもしれない。 
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Ⅷ．全流域モデルによる推定結果 
１．河川流量 

図Ⅷ－1に、最下流の菰田における 2008 年～2011 年のキャリブレーション期間中の水

の流出量を推定した結果と実測値を示す。2009年 6月 30日の出水時など、一部でピーク

を再現しきれておらず過小推定となっているが、全体としては概ね再現できており、極端

なパターンのずれは見られない。 

次に、2012 年～2015 年のバリデーション期間における水の流出量推定結果を図Ⅷ－2

に示す。こちらもキャリブレーション期間の推定結果と同様、2012 年 7月 12日、2015年

7 月 1 日など一部の大きな出水ピークで過小評価となっているが、300～600m3/s 程度の

出水ピークについてはずれが少なく、よく再現できているように思われる。平水時につい

ても大きくずれてはおらず、概ねパターンを再現できていると考えられる。 

 

 

図Ⅷ－1 キャリブレーション期間における流量の実測値（observed）と推定値

（simulated） 

 

 
図Ⅷ－2 バリデーション期間における流量の実測値（observed）と推定値（simulated） 

 

流量の再現精度を表Ⅷ－1に整理した。再現精度は 3つの指標でいずれも Very goodと

評価された。このことから、今回構築した SWATモデルはキャリブレーション期間、バリ

デーション期間ともに十分な精度で水の流出を再現できているといえる。 
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表Ⅷ－1 流量の再現精度 

 

以上の結果から、キャリブレーション期間、バリデーション期間ともに水の流出量を高

い精度で再現できており、今回構築した SWAT モデルは菊池川流域の水収支を十分再現で

きているということがわかった。 

 
２．土砂流出量 

図Ⅷ－3に、最下流の菰田におけるキャリブレーション期間中（2016年 11月～2017 年

12月）の土砂流出量推定結果と実測値を示す（縦軸は対数値）。水収支の結果と比べると

ずれが目立つものの、2017 年 7 月 6 日の最も流出量が大きい日については同じオーダー

で推定できており、ピークをうまくとらえられていることがわかる。一方、平水時につい

ては実測値の方が低く、推定値は過大評価となっている。次に、山鹿観測所でのキャリブ

レーション期間およびバリデーション期間（2012年～2015年）における土砂流出量推定

結果を図Ⅷ－4、図Ⅷ－5に示す（縦軸は対数値）。こちらも平水時に推定値は過大評価と

なっている。出水時はやや過小評価の場合があるが、同じオーダーで推定できている。 

 

 
図Ⅷ－3 菰田のキャリブレーション期間における土砂流出量の実測値と推定値 

 

再現精度 RSR NSE PBIAS 

キャリブレーション 0.46 (vg) 0.79 (vg) -4.1 (vg) 

バリデーション 0.44 (vg) 0.81 (vg) -3.5 (vg) 
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図Ⅷ－4 山鹿のキャリブレーション期間における土砂流出量の実測値と推定値 

 

 

図Ⅷ－5 山鹿のバリデーション期間における土砂流出量の実測値と推定値 

 

図Ⅷ－6に、横軸を土砂流出量の実測値、縦軸を推定値としてプロットした散布図（両

対数軸）を示す。図中の斜め線は実測値と推定値が 1:1となる線であり、推定値が実測値

に一致するとこの線上に点がプロットされることになる。土砂流出量実測値で 1～10 

(ton/day)程度の平水時において、流出量推定値はほとんどが 1:1ラインの上側にプロッ

トされていることから、平水時に過大評価となっていることがわかる。一方、出水時につ

いては概ね 1:1 の線に近い位置にプロットされており、土砂流出量の再現が一定の精度

でできていることがわかる。 
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図Ⅷ－6 土砂流出量実測値と推測値の散布図 

 

土砂流出量の再現精度を確認したところ（表Ⅷ－2）、再現精度はいずれの期間も

RSR,NSE で Very good、PBIASで satisfactory と評価された。平水時における再現性に

課題が残るものの、全体としては高い精度で再現できていると考えられる。 

 

表Ⅷ－2 土砂流出量の再現精度 

 
以上の結果から、今回作成したモデルによる土砂流出の再現については、平水時に過大

評価傾向となっているものの、全体としては十分再現性の高いモデルが構築できたと言

える。 

 
３．リン流出量 

図Ⅷ－7に、最下流の菰田におけるキャリブレーション期間中（2016年 11月～2017 年

12月）のリン流出量推定結果と実測値を示す。1000 (kg P/day) 以上の出水時について

見ると、一部では過大評価となっているものの概ねピーク位置が一致しており、出水時に

ついてよく再現できていることがわかる。平水時についても概ね実測値と一致している。

期間 観測地点 RSR NSE PBIAS 

キャリブレーション 菰田 0.43 (vg) 0.82 (vg) 40.79 (s) 

山鹿 0.33 (vg) 0.89 (vg) -35.86 (s) 

バリデーション 山鹿 0.50 (vg) 0.75 (vg) 42.17 (s) 
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次に、山鹿観測所でのキャリブレーション期間およびバリデーション期間（2012年～2015

年）におけるリン流出量推定結果を図Ⅷ－8、図Ⅷ－9 に示す。昨年度のモデル構築時に

は平水時の過大評価が課題となっていたが、点源負荷などの調整により、ほぼ実測値と近

い値を得ることができた。 

 

 
図Ⅶ－7 菰田のキャリブレーション期間におけるリン流出量の実測値と推定値 

 

 

図Ⅷ－8 山鹿のキャリブレーション期間におけるリン流出量の実測値と推定値 
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図Ⅷ－9 山鹿のバリデーション期間におけるリン流出量の実測値と推定値 

 

図Ⅷ－10 に、横軸をリン流出量の実測値、縦軸を推定値としてプロットした散布図を

示す。全期間を通し、出水時・平水時ともに概ね 1:1の線に近い位置にプロットされてお

り、リン流出量の再現が一定の精度でできていることがわかる。 

 

 
図Ⅷ－10 リン流出量実測値と推定値の散布図 
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リン流出量の再現精度を表Ⅷ－3 に整理した。再現精度はほぼすべての期間で Very 

goodと評価された。このことから、今回構築した SWAT モデルは十分な精度でリンの流出

を再現できているといえる。 

 

表Ⅶ－3 リン流出量の再現精度 

 

以上の結果から、今回作成したモデルによるリン流出の再現について、全体として十分

再現性の高いモデルが構築できたと言える。 

また、図Ⅷ－11 にキャリブレーション期間の菰田における形態別のリン流出量推定結

果を示す。全体的には無機態リンが安定して高く流出しているが、出水時には有機態リン

も無機態リンと同程度の流出となっている。これは、平水時には点源負荷由来と考えられ

る無機態リンが卓越しているのに対し、出水時には土砂に吸着されやすい有機態リンが

土砂と一緒に流出し、流出量が増加しているものと解釈できる。 

 

 

図Ⅷ－11 キャリブレーション期間における有機態リンと無機態リンの流出量推定値 

 

期間 観測地点 RSR NSE PBIAS 

キャリブレーション 菰田 0.41 (vg) 0.83 (vg) -19.08 (vg) 

山鹿 0.24 (vg) 0.94 (vg) 25.78 (s) 

バリデーション 山鹿 0.34 (vg) 0.89 (vg) 12.92 (vg) 
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４．窒素流出量 
図Ⅷ－12 に、最下流の菰田におけるキャリブレーション期間中（2016 年 11 月～2017

年 12月）の窒素流出量推定結果と実測値を示す。10000 (kg N/day) 以上の出水時につ

いて見るとやや過大評価となっている点が多いが、100000(kg N/day)を超える特に大き

い出水時は過小評価となっている。一方、平水時については 2017 年 7月以前では概ね実

測値とあっているが、それ以降では乖離が見られる。 

山鹿観測所でのキャリブレーション期間およびバリデーション期間（2012年～2015年）

における窒素流出量推定結果を図Ⅷ－13、図Ⅷ－14 に示す。平水時については過小評価

となっている点が多いが、出水の後では過大評価となっている。出水時のピーク流出量に

ついては概ね同じオーダーで再現できている。 

 

 
図Ⅷ－12 菰田のキャリブレーション期間における窒素流出量の実測値と推定値 
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図Ⅷ－13 山鹿のキャリブレーション期間における窒素流出量の実測値と推定値 

 

 

図Ⅷ－14 山鹿のバリデーション期間における窒素流出量の実測値と推定値 

 

窒素流出量の再現精度を表Ⅷ－4に整理した。再現精度はすべての指標で Satisfactory

以上の評価がされた。このことから、部分的に精度が悪い部分もあるものの、全体として

はある程度の再現ができると考えられる。 

 

表Ⅷ－4 窒素流出量の再現精度 

期間 観測地点 RSR NSE PBIAS 

キャリブレーション 菰田 0.52 (g) 0.73 (g) -13.72 (vg) 

山鹿 0.66 (s) 0.56 (s) -40.23 (s) 
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図Ⅷ－15 に、横軸を窒素流出量の実測値、縦軸を推定値としてプロットした散布図を

示す。概ね 1:1ラインの周辺にプロットされているが、実測値で 5000 (kg N/day)となっ

ている点で、推定値にばらつきがあることがわかる。考えられる原因としては、窒素の流

出の主なインプットである施肥のタイミングを、モデル上は特定の日付で一律施肥処理

をすることとしているため、同じような降水量の日でも施肥の前後で大きく流出量が変

わってしまう可能性があることが挙げられる。実際には、施肥のタイミングは農家により

ばらばらだと思われるため、このような極端な差は生じないはずである。この点について

は今後の調査で確認と検討が必要である。 

 

 
図Ⅷ－15 窒素流出量実測値と推定値の散布図 

 

以上の結果から、今回作成したモデルでは、実測値に対して推定値にばらつきがあるも

のの、全体としては概ね再現できていることがわかった。 

 

また、図Ⅷ－16 にキャリブレーション期間における形態別の窒素流出量推定結果（対

数目盛）の図を示す。全体的には硝酸態窒素（NO3-N）が流出の大部分を占めており、出水

時には有機態窒素や NH4も流出が増えることがわかる。 

 

バリデーション 山鹿 0.48 (vg) 0.77 (s) -13.18 (vg) 
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図Ⅷ－16 キャリブレーション期間における形態別の窒素流出量推定値 
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Ⅸ．総合評価 
１．総合評価の目的と実施項目 

本事業は、現地調査データにより構築し改良を行ってきた流出モデルを用いて、菊池川

流域における陸域からの栄養塩類等の挙動や、森林から流出する雨水や物質が海域環境

に与える影響を定量的に把握すること、および有明海等閉鎖性海域と森林との関係につ

いて総合的な評価を行うことを最終的な目的としている。 

平成 27 年度の調査 18において、「森・川・海のつながりを重視した豊かな漁場海域環境

創出方策検討調査」（平成 16年 3月  水産庁・林野庁・国土交通省）を参考に、本調査

の基本方針として「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

を設定した。さらに、明らかにすべき森林が果たす役割を以下 2 点の課題として整理し

た。本項目では、この 2課題に着目して森林の機能を明らかにすることにより、森林が海

域に及ぼす影響を評価することとする。 

 

① 森林のストック機能 
栄養塩類、有機物がどのように貯留され、「いつ」「どのように」、下流に供給さ

れるかを明らかにする。 
② 森林の水源かん養・土砂流出安定化機能 

水及び土砂の流出状況を定量的に把握することにより、森林の存在による水量

の安定化が河川流出の定常化に寄与し、土砂を含む栄養塩類の安定的な供給につ

ながることを明らかにする。 
 

具体的な総合評価の実施項目は以下の通りである。 
 流域全体での水・土砂・栄養塩流出の定量的把握 
 森林からの水・土砂・栄養塩流出の定量的把握 
 森林が海域に与えるポジティブな影響評価 

 森林のストック・水源涵養・流出平準化機能 
 森林の有無や管理状態による流出変化（シナリオ解析） 

 本事業の成果のまとめ 
 森林の水源涵養機能評価における SWAT の有効性 
 他流域へ適用する際の注意事項 

 
２．流域全体での水・土砂・栄養塩流出の定量的把握 
（１）菊池川流域の年間流出量 

１）年平均流出量 

シミュレーション期間中（2008 年～2018 年）の年平均水収支を図Ⅸ－1 に示す。

                                                   
18 平成 27 年度 山地保全調査（水源森林保全調査）委託事業 報告書 
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図中の水収支構成要素の関係は次式であらわせる。 

 

降水量（Precipitation） = 蒸発散量（Evaporation and Transpiration） ＋ 表

面流量（Surface Runoff） ＋ 側方流量（Lateral Flow) + 地下水流量（Return Flow） 

+ 地下浸透量（Recharge to deep aquifer） 

 

降水により地表まで到達した水は、まず一部が表面流量として直接河川へ流入す

る。残りは土壌に染み込み、さらにその一部が側方流として土壌中を流れて河川へ流

入する。土壌中にとどまった水は下方へ浸透していき、地下水面に達する。そこまで

到達した水は一定の遅延期間後に河川へ流入する。地下水面からは、一部がさらに深

層へ浸透していき、この水は流域外へと流出することになる。蒸発散量については、

降水時に樹冠に貯留された水が蒸発した量に加え、その後土壌中の水を植物が吸い

上げた蒸散量、土壌から空気中への蒸発量を合計した値となる。なお、図中の値はそ

れぞれの項目における年平均値であるため、降水量と個々の値の合計値は必ずしも

一致しない。 

 

 
図Ⅸ－1 年平均水収支と模式図 

 
今回作成したモデルの水収支推定結果を表Ⅸ－1にまとめた。Shimizu et al.（2015）

19が菊池川流域北部の鹿北試験地（森林総合研究所九州支所）において蒸発散量を推

                                                   
19 Shimizu, Takanori, et al. "Estimation of annual forest evapotranspiration from a 
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定した結果では平均 897.5mm/yearであり、今回作成したモデルによる推定値と比較

的近い値になっている。鹿北試験地はほぼ全てが森林地域であるのに対し、今回作成

したモデルの対象流域には農地や都市部も含まれることを考慮すると、805 mm/year

という値は妥当な範囲にあると考えられる。 

前項に示したように、本モデルで推定した流量は実測値とよく整合していたこと

から、流量に直接寄与する表面流量、側方流量、地下水流量も妥当な値になっている

と推測される。 

深層浸透量について、菊池川流域南部では地下水が流域外に流出していることが

知られている（平成 28年度報告書 20 p94）。今回作成したモデルでは、深層浸透量に

関連するパラメータ（RCHRG_DP）を流域南部に限定して調整を行ったことにより、流

域平均で 254mm の水が深層浸透量に配分された。実際にどれだけ流域外に水が流出

しているのか調査した例がないため、今回推定した値の妥当性を検証することはで

きないが、蒸発散量が妥当な範囲となっていること、河川への流出量について十分な

再現精度が得られていることを考慮すると、水収支の残りの要素である深層浸透量

について矛盾が生じているとは思われない。 

 
表Ⅸ－1 年平均水収支 

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) 

2,322 805 226 466 498 254 

 

また、年間の水および土砂の流出量について 2008 年から 2018 年までの推定結果

を図Ⅸ－2に示す。菊池川下流部の菰田における流量は 800～1400（106 m3/year）の

範囲で増減している。土砂流出量については、年によって約 5万トンの差があり、最

も流出量が多かったのは 2012年の約 8万トンであった。土砂の流出量も概ね流量に

応じて増減しているが、必ずしも流量が多ければ土砂も多いという訳ではない。これ

は、1年の総降水量よりも、どの季節にどれくらい降水があるかといったタイミング

が土砂流出により強く影響している可能性を示唆している。 

 

                                                   
coniferous plantation watershed in Japan (2): Comparison of eddy covariance, water 

budget and sap-flow plus interception loss." Journal of Hydrology 522 (2015): 250-
264. 
20 平成 28 年度 山地保全調査（水源森林保全調査・有明海島の閉鎖性海域と森林に関す

る調査）委託事業 報告書 
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図Ⅸ－2年間の水および土砂流出量の経年変化 

 
図Ⅸ－3に、2008 年から 2018年までの年間リン流出量推定結果を示す。菊池川下

流部の菰田におけるリン流出量は年によって約 25万（kg/year）の差があり、最も流

出量が多かったのは土砂と同じく 2012年の約 45万 kgであった。リン流出量の増減

は、土砂流出量の増減（図Ⅸ－2）と概ね一致している。土砂と同じく、リン流出量

についても降水量の多寡に連動しているように見えるが、必ずしも一致して変化し

ているわけではない。 

 

 

図Ⅸ－3 年間リン流出量の経年変化 
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図Ⅸ－4に、2008 年から 2018年までの年間窒素流出量推定結果を示す。菊池川下

流部の菰田における窒素流出量は約 250 万～500 万（kg/year）の範囲で増減してお

り、最大で約 250 万（kg/year）の差があった。最も流出量が多かったのは 2011年の

約 500万 kg であった。 

 

 

図Ⅸ－4 年間窒素流出量の経年変化 

 

また、図Ⅸ－5に年平均の形態別栄養塩流出割合を示す。リンでは、無機態リンの

流出が 8割以上を占め、有機態リンは 1割程度である。窒素では、硝酸態窒素が 9割

以上であり、残りを有機態窒素、アンモニウム態窒素が占める結果となった。亜硝酸

態窒素はほとんど流出していなかった。 
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図Ⅸ－5 栄養塩の形態別流出割合 

 

表Ⅸ－2 に、本事業により推定した菊池川流域全体での年平均流出量を水、土砂、

窒素、リンについて整理した。これらの推定値と比較するため、既往文献から筑後川、

有明海流入河川の合計値もあわせて記載した。 

筑後川と比較すると、流域面積は菊池川の約 4倍となり、年平均降水量は菊池川の

方が 1割程度多い。なお、森林率は両流域でほぼ同じである。haあたり（流域面積）

の流量を比べると、菊池川の方が約 1.5倍多い結果となっている。土砂流出量では菊

池川が 0.66 (ton/year・ha) 、筑後川が 1.16 (ton/year・ha) となり逆に少ない結

果となった。 

有明海に流入する河川の合計値と比較すると、リンでは菊池川の推定値は有明海

流入河川合計値（1.79～3.26 (kg/year・ha)）の範囲よりもやや上回ったが、同じオ

ーダー内にあり極端に外れた値とはならなかった。窒素について菊池川の推定値は

有明海流入河川の合計値（12.3～24.6 (kg/year・ha)）の範囲内よりも大きくなった

ことから、菊池川では窒素が通常よりも多く流出している可能性がある。ただし、窒

素についてはまだ再現性が不十分な点もあるため留意が必要である。 

以上をまとめると、他流域における文献値との比較結果では、水流量、土砂、リン、

窒素いずれにおいても極端な差異はなかった。土砂・栄養塩流出量推定値についてま

だ再現性が不十分な部分があるものの、今回のモデル構築やパラメータの設定の過

程に大きな問題はなかったものと考えられる。 

なお、今回比較を行った他流域の文献値は SWATモデルとは異なる方法に基づいて

推定されていること、流域の立地条件（土地利用や気象条件等）に差があることにも

留意が必要である。モデルの妥当性の評価としては、同じ立地（筑後川など）で SWAT
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