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図Ⅶ－2 森林小流域モデルの対象範囲 

 

 
図Ⅶ－3 小流域 1、2の位置（再掲載）  
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３）SWATモデルの設定 

SWAT モデルの設定において小流域モデルを構築するに当たり変更した点を以下に

示す。 

 

ア 流域の決定 

 DEMの選択 

DEMデータは前述したとおり 30mメッシュのデータを使用した。 

 河川の作成 

河川を作成する上で設定する集水域の最小面積は 0.2km2として設定した。 

 流入点（Inlet）、流出点（Outlet）の設定 

前述したように、小流域モデルにおける最下流は城観測所の位置に設定した。 

 
イ HRUの作成 

 HRU除外閾値の設定 

本モデルでは、前述したように 160 の支流域が設定されており、そのそれぞれに

HRU が作成されるため計算の負荷がかかり処理に時間がかかることが想定される。

そのため、HRU 作成にあたって微小な HRUを除外する閾値を上げ、HRU数を抑えるこ

ととした。具体的には、土地利用、土壌、傾斜の面積割合がそれぞれ 5、10、10%以

下の HRU を削除することとし、最終的に 1397 個の HRUを作成した。 

 
ウ 気象データの読込み 

気象データの読込みについて小流域モデルでの変更点はない。 

 
エ 各種設定 

 耕作シナリオ 

耕作シナリオについて、森林のみ以下のように追加で設定を行った（表Ⅶ－1）。基

本的に樹種によらず同じパラメータを使用することとし、樹種によって異なると考

えられる CANMX（樹冠貯留量）は別途キャリブレーション過程で調整することとした。

また、広葉樹は落葉するため初期 LAI（葉面積指数）の値は 0 とした。その他森林

（FRST）については、全流域モデルにおける森林の値と同じように設定した。 

 
表Ⅶ－1 森林の初期設定パラメータ 

パラメータ名 針葉樹（FRSE） 広葉樹

（FRSD） 

その他森林

（FRST） 

説明 

Initial Land 

Cover 

Forest-evergreen Forest-

deciduous 

Forest-mixed 初期の土地利用

の種類 
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LAI_INT 4 0 4 初期 LAI 

BLAI 9 9 9 最大 LAI 

BIO_INT 1000 (kg/ha) 1000 1000 (kg/ha) 初期バイオマス 

PHU_PLT 2000 2000 2000 成熟するまでに

必要な積算温度 

CANMX 20 (mm) 20 (mm) 20 (mm) 最大樹冠貯留量 

 

 下水道、その他の生活排水、畜産由来排水 

小流域モデルにおいて、下水道処理施設からの排水はないため、生活由来排水・畜

産由来排水のみ考慮した。小流域モデルにおいては対象スケールが小さいため、支流

域間で排水量に大きな違いがあるとは考えづらい。そこで、小流域モデル内の支流域

それぞれに異なる値を割り当てるのではなく、対象範囲内の平均の排水量を計算し、

その値を一律支流域に割り当てることとした。 

 

 河川形状の設定 

小流域モデルでは河川の数が 160 と多いため、河川形状はモデルによって自動的

に計算された値を採用することとした。 

 
 シミュレーション条件の設定 

シミュレーションの対象期間は 2005 年 1月 1日から 2018 年 12月 31日とした。最

初の 3年間はウォームアップ期間として設定し、実質的には 2008 年から 2018 年まで

の推定結果を得た。なお、シミュレーションは日単位で実施した。 
 

４）キャリブレーション・バリデーション 

キャリブレーション・バリデーション期間に使用した実測データはそれぞれ以下

の表Ⅶ－2の通りである。河川流量について、城のデータは国交省水文水質データベ

ース 15から、小流域のデータは現地での観測結果から推定した（計算方法は次項参

照）。土砂・栄養塩については、キャリブレーションには城・小流域のいずれも現地

実測データを用いた。バリデーションには水文水質データベースのデータを利用し

たが、月１回の平水時におけるデータしか得られないため、出水時のデータが含まれ

ていないことに注意が必要である。 

 

表Ⅶ－2 河川流量実測データの諸元 
河川流量 キャリブレーション バリデーション 

                                                   
15 水文水質データベース (http://www1.river.go.jp/) 
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観測地点 城 小流域 城 

データソー

ス 

国交省 水文水質 DB 現地調査データ 国交省 水文水質 DB 

期間 2008 年 1 月～2011 年 12

月 

2017年 7月～2017年 12

月 

2012年 1月～2015年 12

月 

測定頻度 毎日 毎日 毎日 

備考  水位―流量曲線から推

定 

 

 
表Ⅶ－3 土砂・栄養塩流出量実測データの諸元 

土砂・栄養

塩流出量 
キャリブレーション バリデーション 

観測地点 城 小流域 城（八幡） 

データソー

ス 

現地実測データ 現地実測データ 国交省 水文水質 DB 

期間 2016年 11月 

～2018年 8月 

2017年 7 月 

～2018年 8月 

2012年～2015年 

測定頻度 平水時 月 1 回、 

出水時 年 3 回程度 

平水時 月 1 回、 

出水時 年 3 回程度 

1～2ヶ月に 1回 

備考 今年度より自動採水器を

設置したため、出水時の

データは3回分のみ。2018

年の出水データの計算に

使用した流量は2015年～

2016 年の水位流量曲線か

ら推定した。 

流量は水位―流量曲線か

ら推定。 

平水時データのみ。城

において水質観測はさ

れていないため、近隣

の八幡のデータを利

用。 

 
（３）実測データの調整 

小流域の流量は既存の調査データがないため、本事業において小流域で毎時間測定

している水位データと月に一度実施した流量観測から、水位‐流量間の関係式を求め

ることで任意の時間の流量を推定する。また、城においては既存の流量観測データが存

在するのものの、2018年の最新の流量データはまだ公開されていない（2019年 3月現

在）ため、2018 年の流量は過去の水位－流量関係から推定した値を利用する。 
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水位－流量関係の関係式は、木下（2010）16を参考に以下の式を用いた。ここで、Qは

流量(m3/s)、Hは水位(m)、a, bは定数である。 

Q = a(𝐻𝐻 + 𝑏𝑏)2 

これを開平すると以下の式のようになり、横軸に H、縦軸に�𝑄𝑄をとると観測値はほ

ぼ直線状に並ぶことが多い。この近似曲線で得られた傾きと切片の値から、a, bの値

を求めた。 

�𝑄𝑄 = √𝑎𝑎(𝐻𝐻 + 𝑏𝑏) 
 

１）小流域 1 

小流域 1 においては、2017 年 7 月の九州北部豪雨の影響で河川形状が変化してし

まったため、2017年 7月以降と以前で曲線を分ける必要があったが、7月以前のデー

タ数が少ないため 7月以降のみを対象にすることとした。また、図Ⅶ－4に示すよう

に、2017 年 12 月以降は水位のばらつきが極端に大きくなっている。これは 12 月以

降と以前で河川形状の変化など流出の仕方に何らかの変化があったものと考えられ

るため、2017年 12月以前と以降に分けて流量曲線を作成することとした。 

 

 
図Ⅶ－4 小流域 1における水位の変化 

 
上記の考え方にしたがって小流域 1の水位流量曲線を作成したところ（図Ⅶ－5）、

2017 年 7 月～12 月の期間において、近似曲線の決定係数が 0.8894 となり、高い相

関関係を示した。一方、2018 年 1月～8月の期間では決定係数が 0.402であり、あま

り高い相関関係は示さなかった。 

流量は土砂・栄養塩の推定の基礎ともなる重要な情報であることから、高い相関関

係を示す期間のみをキャリブレーション対象として採用するのが望ましい。そのた

                                                   
16 木下武雄. “流量観測の過去と未来, 河川流量観測の新時代.” (2010): 13-18. 
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め、小流域 1の実測データとしては 2017 年 7月～12月の期間のデータのみを採用す

ることとした。 

 
図Ⅶ－5 小流域 1における水位流量曲線（上：2017年 7月～12月、下：2018年 1

月～8月） 

 

２）小流域 2 

小流域 2においては、図Ⅶ－6に示すとおり、系統的な水位の増加または減少は見

られず、河川形状に大きな変化はないと考えられる。そのため、全測定期間を対象に

水位－流量曲線を作成した（図Ⅶ－7）。ただし、期間中の 11月 22日における測定値

は外れ値と考えられたため除外した。 

作成した水位‐流量曲線の決定係数は 0.8389と高い値を示したことから、小流域

2においては測定した全期間を対象に実測値として採用することとした。 
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図Ⅶ－6 小流域 2における水位の変化 

 

 
図Ⅶ－7 小流域 2における水位流量曲線 

 
３）城 

2018 年の水位‐流量関係を推定するため、既に水位と流量の値が公開されている

期間のうち、比較的近い 2015 年～2016 年のデータを用いて水位‐流量関係を調べ、

定数を得た。この関係が 2018年にも適用できると仮定し、2018年の流量を推定した。 

図Ⅶ－8 の通り、期間中の水位―流量関係の決定係数は 0.9744 と高い相関を示し

ている。 
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図Ⅶ－8 城における水位―流量曲線 

 
 以上の方法により、小流域および城（2018 年のみ）において流量を推定し、土砂・

栄養塩の流出量においてもこの流量から計算した値を実測値として用いた。 

 
（４）キャリブレーション対象パラメータ 

小流域モデルにおいては、基本的には全流域モデルのキャリブレーション過程にお

いて調整済みのパラメータを適用することとし、樹種別に変化する可能性が高いと見

込まれるパラメータのみ小流域の調査データを用いて再調整することとした。その結

果、水収支関連で 5、土砂では 1 つのパラメータを対象とした（表Ⅶ－4、表Ⅶ－5）。

なお、リン・窒素については、樹種別にどのパラメータが異なる可能性があるか既往の

文献から情報を得ることができなかったため、再調整パラメータの対象外とした。 

 

表Ⅶ－4 再調整対象とした水収支関連パラメータ 

パラメータ キャリブレーション前 パラメータ説明 

CN2.mgt -0.36（相対変化） 
カーブナンバー法により表面流出量を計算

する際のパラメータ。 

CANMX.hru 24.2 
樹冠最大貯留量。葉面積の関数として変化

する樹冠貯留量の最大値。 

SLSUBBSN.hru 0.88（相対変化） 平均斜面長 

HRU_SLP.hru -0.96（相対変化） 平均斜面傾斜 

GSI.plant.dat 0.002 最大気孔コンダクタンス 
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表Ⅶ－5 再調整対象とした土砂関連パラメータ 

パラメータ キャリブレーション前 パラメータ説明 

USLE_C.crop.dat 0.019 
土地被覆に由来する土砂の流出ファクター

(USLE_C)の最小値 

※USLE_P（人為的な土砂流出防備施工に冠するパラメータ）も対象パラメータとして検討されたが、森林

の場合、山腹工など人為的な土砂流出防備施工がどの程度対象流域において実施されているか不明のため、

このパラメータについては考慮しなかった。そのため、実際よりも過大評価となる可能性がある。 
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２．小流域モデルの推定結果 

（１）河川流量 
１）小流域１ 

構築した小流域モデルにおける、小流域 1での流量の実測値と推定値を図Ⅶ－9に

示す。期間は前述した通り 2017 年 7 月から 12 月までである。青線で示された実測

値のばらつきは非常に小さく、期間を通してほぼ一定の値を示している。一方、赤の

点線で示された推定値では、平水時流量は近い値となっているものの、出水時は流量

が 0.1m/s程度まで増加することもあり、実測値と大きく乖離している。 

 

 

図Ⅶ－9 小流域 1における流量の実測値と推定値 

 
２）小流域２ 

小流域 2 での流量の実測値と推定値を図Ⅶ－10 に示す。キャリブレーション期間

は小流域 1と統一させており、ここでは 2017 年 7月～12月を対象としているが、実

際の測定は 2018 年 8月まで実施している。実測値と推定値を比較すると、2017 年 7

月 6 日の豪雨時など一部のピークは概ね良く再現できているように見えるが、平水

時では全体的に過小評価となっており、特に降雨後にゆっくり流出が減少する傾向

を再現できていない。 

 

 
図Ⅶ－10 小流域 2における流量の実測値と推定値 
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３）城 

城における流量の実測値と推定値を、キャリブレーション期間について図Ⅶ－11

に、バリデーション期間について図Ⅶ－12 にそれぞれ示す。推定値は、出水時・平

水時ともに概ね合致しているように見える。ただし、一部の大きな出水時においては

過小評価傾向となっている。 

 

 
図Ⅶ－11 城（キャリブレーション期間）における流量の実測値と推定値 

 

 
図Ⅶ－12 城（バリデーション期間）における流量の実測値と推定値 

 
４）推定精度 

河川流量について、小流域１、２および城における推定精度は表Ⅶ－6の通りとな

った（推定精度について詳しくはⅥ－5.（４）の項参照）。城においては、キャリブ

レーション・バリデーション期間ともに 3つの指標全てで good以上の評価が得られ

ており、流域最下流では精度良く再現ができていると言える。一方、小流域 1 では

PBIASのみで very goodの評価を得ており、平水時の精度は高いがピーク流量は再現

できていないことがわかる。小流域 2は、評価は satisfactoryとやや低いが、全体

としては概ね再現できていると言える。 
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表Ⅶ－6 それぞれの地点における流量の推定精度 
観測地点 RSR NSE PBIAS 

小流域 1 3.26 (us) -9.60 (us) 1.3 (vg) 

小流域 2 0.65 (s) 0.57 (s) 21.5 (s) 

城 0.50 (vg) 0.75 (g) 6.4 (vg) 

城（バリデーショ

ン） 

0.49 (vg) 0.76 (vg) 6.0 (vg) 

 
５）考察 

小流域 1について、実測値と推定値が大きく乖離しているが、降水時でも小流域 1

の流量実測値に変動がほとんどないこと、及び城において流量推定値の精度は高い

ことから、実測値に問題がある可能性が高い。考えられる原因として、小流域 1では

2017 年 7 月以降は河床の補強ができておらず、出水時に河川形状が変わりやすいこ

とが挙げられる。小流域 1 では 2017 年 12 月以前と以降で大きく水位のばらつきが

変化しており、今回の解析では前者のばらつきが少ないデータを採用した。しかし、

2017年と 2018年で降水量や流出の形態が大きく変化することは考えづらいため、実

際には 2017 年でも 2018 年と同様の変化が起こっていたが、河川形状の変化のため

に水位の上昇として反映されなかった可能性がある。さらに、小流域 1では流域面積

が小さいにもかかわらず、冬季も継続して流水があることから、湧水起源の河川であ

った可能性がある。 

小流域 2では、平水時に過小評価傾向にあったが、出水時についてその分過大評価

をしているわけではないため、インプットとしての雨量にそもそも乖離がある可能

性がある。現在のモデルではアメダス観測点と国交省観測点を加えた 18箇所の気象

データを利用しており、小流域モデルにおいてはそのうち 3 箇所のデータが適用さ

れている。しかし、小流域モデルで対象となるような山岳地では地形によって降水量

が大きく変わることが考えられ、現状の 3 箇所のみのデータでは降水を正しく反映

できていない可能性がある。今後、レーダーアメダスのような空間解像度が高い気象

データを利用するなど工夫が必要と考えられる。 

城においてはキャリブレーション・バリデーション期間ともに十分な精度での再

現ができており、全流域モデルを小流域にダウンスケーリングしても、流量について

は問題なく推定できることがわかった。このことについて、全流域モデルのダウンス

ケーリングによる検証という観点から考察すると、これまで最下流（菰田）のみで全

流域モデルの精度を評価してきたが、今回の小流域モデルでの検証により、それより

上流（城）においてもある程度の精度で再現できていることが示されており、全流域

モデルの完成度が高いことが示唆される。 
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（２）土砂流出量 
１）小流域 1 

小流域 1 での土砂流出量の実測値と推定値を図Ⅶ－13 に示す。また、小流域 1 で

の土砂流出量の実測値と推定値をプロットした散布図を図Ⅶ－14 に示す。実測値と

推定値を比較すると、平水時は過大評価、出水時は過小評価となっている傾向にある

ことがわかる。 

 

 
図Ⅶ－13 小流域 1 における土砂流出量の実測値と推定値 

 

 

図Ⅶ－14 小流域 1 におけるキャリブレーション期間の土砂流出量推定値と実測値の散布

図 
 

２）小流域 2 

小流域 2 での土砂流出量の実測値と推定値を図Ⅶ－15 に、土砂流出量の実測値と

推定値をプロットした散布図を図Ⅶ－16 に示す。実測値と推定値を比較すると、全

体的に推定値が過大評価であることがわかるが、特に大きい出水時では実測値と近
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い値となっていることがわかる。 

 

 
図Ⅶ－15 小流域 2における土砂流出量の実測値と推定値 

 

 

図Ⅶ－16 小流域 2におけるキャリブレーション期間の土砂流出量推定値と実測値の散布

図 
 

３）城 

城での土砂流出量の実測値と推定値を、キャリブレーション期間は図Ⅶ－17 に、

バリデーション期間は図Ⅶ－18 に示す。また、城での土砂流出量の実測値と推定値

をプロットした散布図についても期間ごとに図Ⅶ－19、図Ⅶ－20 に示す。小流域 2

と同様に全体的に過大評価となっているが、特に大きい出水時には実測値と近い値

となっていることがわかる。 
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図Ⅶ－17 城（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Ⅶ－18 城（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Ⅶ－19 城におけるキャリブレーション期間の土砂流出量推定値と実測値の散布図 
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図Ⅶ－20 城におけるバリデーション期間の土砂流出量推定値と実測値の散布図 
 

４）推定精度 

土砂流出量について、小流域 1、2 および城における推定精度は表Ⅶ－7 の通りと

なった。全体的に過大評価傾向となっており、城のキャリブレーション期間における

PBIASを除いて良い評価を得ることはできなかった。 

 
表Ⅶ－7 それぞれの地点における土砂流出量の推定精度 
観測地点 RSR NSE PBIAS 

小流域 1 1.08 (us) -0.17 (us) 88.1 (us) 

小流域 2 0.85 (us) 0.28 (us) -139.2 (us) 

城 0.71 (us) 0.50 (us) 8.1 (vg) 

城（バリデーショ

ン） 

70.47 (us) -4964.5 (us) -5692.7 (us) 

 
５）考察 

小流域 1では、出水時に過小評価傾向、平水時に過大評価傾向にあった。過大評価

傾向は小流域 2 および城にも見られた共通の傾向であるが、出水時は過小評価とな

り異なる傾向を示している。流量の推定では小流域 1 は実測値にほぼ変化が見られ

ず一定に近い値をとっていたにも関わらず、土砂流出量において推定値よりも高い

値をとるということは、実測値の土砂濃度は非常に高い濃度を示していたことがわ

かる。小流域１の河床は砂が主な構成物質であったことから、小流域 1において出水

時には河床変化をともなって大量の土砂が流出していたことが伺える。 
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小流域 2 および城では特に平水時に過大評価となる傾向があった。今回のキャリ

ブレーションにおいて土砂に関連するパラメータで調整対象としたのは USLE_Cのみ

であり、その他のパラメータは全流域モデルと同一である。USLE 式は出水時の土砂

流出を計算する式であるため、平水時の土砂流出にはほとんど寄与しない。このこと

から、全流域モデルにおいて調整した平水時の土砂流出に関わるパラメータ値は、森

林の多い流域では適切でない可能性がある。具体的には、LAT_SED（側方流・地下水

流に含まれる土砂濃度）が平水時の土砂流出量に強く影響するため、森林率の高い流

域では個別に調整する必要がある可能性がある。また、点源負荷からの定常的な負荷

について、今回は小流域モデル内の支流域に一律で同量の負荷を与えたが、実際には

源流部に近い支流域からはほとんど負荷がないことが予想されるため、より精度を

向上させるには点源負荷も支流域の人口密度などの条件に応じて異なる値を与える

ことが適切と考えられる。 

一方、ピーク時の土砂流出量については、指標の評価は低いものの、比較的近い値

をとっていることから、流量および USLE 関連パラメータを調整すればピークを再現

できる可能性が示された。 

なお、バリデーション期間については出水時のデータを得られていないため、平水

時のわずかな違いが強調されてしまっている。この問題については昨年度の本事業

報告書 17にも記載しており、推定精度の評価が悪くなることは想定の範囲内である。 

 
（３）リン流出量 

栄養塩については、樹種別にパラメータを再調整しておらず、キャリブレーションを

実施していない。そのため、これ以降のデータは小流域モデルの検証用に参考情報とし

て掲載しており、キャリブレーション期間・バリデーション期間の区別はしていない。

また、流量の推定精度が低かった小流域１については栄養塩の流出量についても精度

が低いと予想されるため、解析の対象外とする。 

栄養塩の実測値は 2018年から形態別に得られているが、煩雑となるためここではそ

れぞれの栄養塩の総量（T-P, T-N）のみを示す。 

 
１）小流域 2 

小流域 2 でのリン流出量の実測値と推定値を図Ⅶ－21 に、リン流出量の実測値と

推定値をプロットした散布図を図Ⅶ－22 に示す。実測値と推定値を比較すると、全

体的に推定値が過大評価であることがわかるが、出水時では実測値と比較的近い値

となっていることがわかる。 

 

                                                   
17 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 
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図Ⅶ－21 小流域 2におけるリン流出量の実測値と推定値 

 

図Ⅶ－22 小流域 2におけるリン流出量推定値と実測値の散布図 

 
２）城 

城でのリン流出量の実測値と推定値を図Ⅶ－23 に、リン流出量の実測値と推定値

をプロットした散布図について図Ⅶ－24 に示す。平水時はやや過大評価傾向で、出

水時には特定の傾向は見られなかった。 

 

 
図Ⅶ－23 城におけるリン流出量の実測値と推定値 
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図Ⅶ－24 城におけるリン流出量推定値と実測値の散布図 
 

３）推定精度 

リン流出量について、小流域２および城における推定精度は表Ⅶ－8の通りとなっ

た。全体的に過大評価傾向ではあるものの、小流域 2ではピーク時の流出量が比較的

正確に再現できていたため、satisfactory～good の評価を得られた。城では、平水

時の過大評価および出水時の推定値のばらつきのため、十分な再現精度は得られな

かった。 

 
表Ⅶ－8 それぞれの地点におけるリン流出量の推定精度 

観測地点 RSR NSE PBIAS 

小流域 2 0.63 (s) 0.60 (s) -36.4 (g) 

城 1.93 (us) -2.74 (us) -100.5 (us) 

 
４）考察 

全体的に土砂と同様の傾向を示しており、平水時に過大評価で、ピーク時の推定精

度も高くないという結果となった。ただし、SWAT モデルにおいてリンの流出は土砂

の流出量に強く影響を受けることが知られており、土砂の推定精度が向上すればリ

ンの流出量についてもおのずと精度が高くなることが予測される。 

 
（４）窒素流出量 

１）小流域 2 



105 

 

小流域 2 での窒素流出量の実測値と推定値を図Ⅶ－25 に、窒素流出量の実測値と

推定値をプロットした散布図を図Ⅶ－26 に示す。実測値と推定値を比較すると、平

水時で推定値が過大評価であることがわかるが、出水時には逆に過小評価傾向にあ

った。 

 

 
図Ⅶ－25 小流域 2における窒素流出量の実測値と推定値 

 

 

図Ⅶ－26 小流域 2における窒素流出量推定値と実測値の散布図 

 
２）城 

城での窒素流出量の実測値と推定値を図Ⅶ－27 に、窒素流出量の実測値と推定値

をプロットした散布図について図Ⅶ－28 に示す。小流域 2 と同様に平水時は過大評

価となっているが、出水時は比較的良く再現できていることがわかる。 
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図Ⅶ－27 城における窒素流出量の実測値と推定値 

 

 

図Ⅶ－28 城における窒素流出量推定値と実測値の散布図 
 

３）推定精度 

窒素流出量について、小流域２および城における推定精度は表Ⅶ－9の通りとなっ

た。平水時に過大評価傾向が見られたものの、PBIAS では good～very goodと良い評

価を得られた。小流域 2 ではピーク時の流出量があまり再現できておらず評価が低

いが、城ではピーク時の再現精度が比較的良かったため、very goodの評価を得られ

た。 

 
表Ⅶ－9 それぞれの地点における窒素流出量の推定精度 

観測地点 RSR NSE PBIAS 

小流域 2 0.86 (us) 0.26 (us) 12.8 (vg) 

城 0.45 (vg) 0.80 (vg) 37.4 (g) 
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４）考察 

全体として、平水時は過大評価、出水時は過小評価傾向となった。土砂・リンと同

じように、平水時の窒素流出に直接影響するパラメータは全流域モデルと同じ値を

使用しているため、今回対象とした流域のような森林率の高い流域では、平水時の流

出量に寄与するパラメータや点源負荷量を個別に再調整する必要があると考えられ

る。 

一方、出水時については小流域 2 では低い評価、城では高い評価が得られた。本

来、窒素の流出量は農業等人為的な影響が強いと考えられるため、そういった影響が

少ない小流域 2 ではより精度が高くなると予想していたが、結果は予想と反してい

た。この原因として、小流域 2、城ともに出水時は過小評価傾向があったことから、

今回構築したモデルにおいて、窒素のインプットが少ないか、または窒素が河川流出

以外の形で消失していることが考えられる。 

森林流域においては、窒素のインプットは大気からの沈着がほとんどであるが、こ

れについては現地での雨水調査で得られた値を（流域に一律の値ではあるが）設定し

ており、ある程度現実を反映できていると思われる。窒素の河川流出以外の消失につ

いては、モデル上では脱窒またはアンモニアの揮散というプロセスが該当する。脱窒

は硝酸態窒素が硝化菌により空気中に窒素として放出される現象である。実際に、小

流域モデル上での脱窒量を調べたところ、年間で平均 63.9 kg/haが放出されていた

（アンモニアの揮散は 0.001 kg/ha）が、これは農地に肥料として投下される窒素量

の約 75％（85.42 kg/ha）である。このことから、モデル上で明らかに過剰に脱窒が

起こっていると考えられ、窒素の過小評価の原因となっている可能性がある。 

 
（５）パラメータの調整結果 

１）調整結果の概要 

小流域における実測データから、樹種別にパラメータを再調整した結果を表Ⅶ－

10および表Ⅶ－11に示す。水収支関連パラメータとして 5つ、土砂関連で 1つのパ

ラメータを対象にしており、それぞれキャリブレーション前（「森林」単一区分）と

キャリブレーション後（３区分）のパラメータ値の変化をまとめた。 

水収支関連パラメータのうち、CN2は表面流量、HRU_SLPは側方流・地下水流のバ

ランスに影響するパラメータであり、河川への流出に直接影響するものである。この

パラメータについてキャリブレーション前後の値を比較すると、針葉樹・広葉樹では

従来よりも表面流を少なくする（CN2値が低い）方向へ調整され、その他森林は増加

する方向へ調整された。HRU_SLPは逆に針葉樹・広葉樹で従来より地下水流量を増加

させる（HRU_SLPが低い）方向へ調整され、その他森林では減少させる方向となった。

また、蒸発散量関連では CANMX（樹冠貯留量）と GSI（最大気孔コンダクタンス）が
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