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なお、流量データに欠測値があった場合、その観測所の上流または下流に位置する観

測所の同日のデータに、両観測所の平均流量の比を掛けた値により補完した。 

At = Bt  ∙  
A�
B�
 

Atは観測所 Aでの欠測時(t)における流量、Btは観測所 Bでの同日の実測流量、A�, B�は

それぞれ観測所 A,Bの平均流量とする。 

 
（２）実測データ 

１）実測データの諸元 
キャリブレーション・バリデーションに用いた実測データは、水収支の推定と土

砂・栄養塩の推定とで異なるデータを使用した。データが収集された観測所（菰田、

山鹿）の位置を図Ⅵ－15に示す。 

 

 
図Ⅵ－15 観測所位置図 

 
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

の表の通りである。河川流量については国交省水文水質データベース 9から、モデル

流域の最下流となる菰田観測所における日流量データを取得した。土砂・栄養塩につ

いては、水文水質データベースでは月１回の平水時におけるデータしか得られない

                                                   
9 水文水質データベース (http://www1.river.go.jp/) 
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ため、これに加えて、本事業で測定した現地実測データ（平水時月１回＋出水時年３

回程度）、及び国交省九州地方整備局において測定されている出水時の測定データ 10

を利用した。 

 

表Ⅵ－10 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 

観測地点 菰田 菰田 

データソース 国交省 水文水質 DB 国交省 水文水質 DB 

期間 2008年 1 月～2011 年 12月 2012年 1 月～2015 年 12月 

測定頻度 毎日 毎日 

 
表Ⅵ－11 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 菰田 山鹿 山鹿 

データソー

ス 

現地実測データ 国交省九州局データ 

（平水・出水時） 

①国交省 水文水質 DB（平

水時） 

②国交省 九州局データ

（出水時） 

期間 2016年 11月 

～2017年 10 月 

2016年 1 月 

～2016年 12 月 

①2012年～2015年 

②2013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 2回、 

出水時 年 3～4回程度 

①1～2ヶ月に 1 回 

②年に 1 回程度（出水時） 

備考 平水時の河川流量デー

タには水文水質 DB の日

流量を使用。出水時は現

地計測した時間流量、デ

ータがない時間帯は水

文水質 DB の時間流量で

補完して日流量を推計。 

平水時と出水時の河川流量データには、それぞれ水

文水質 DB の日流量と国交省 九州局データの時間流

量から推計した日流量を使用。 

 
なお、昨年度は、土砂・栄養塩のバリデーションに水文水質データベースのデータ

のみを利用していたが、以下のような課題が確認された。 

                                                   
10 有明海・八代海流入一級河川水質等データ (http://www.qsr.mlit.go.jp/n-
kawa/suisitu/index.html#) 
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 モデルの推定精度に大きな影響を与える出水時のデータが含まれない。 

 水質の測定データはある時点で採水した測定値であり、日平均となるよう取水

したものではない。そのため、たまたま出水のあった日に測定されたデータが

あった場合、実際の日平均値と異なる可能性がある。 

 測定頻度が少ないためデータ数が流量と比べ限られる。 

 

これに対し、バリデーションデータに国交省九州局の出水時測定データを加えた

ところ、上記のような課題が解決され、「Ⅷ．全流域モデルによる推定結果」の項で

後述するように高い精度での再現が可能となった。 

 
２）実測データの調整 

出水時の測定データは時間単位で測定されたものとなるが、SWAT モデルの計算結

果と比較するためには、日単位のデータに変換する必要がある。そこで、時間単位の

測定データにそれぞれの時間の流量をかけたものを足し合わせ、日単位のデータに

変換した。ただし、出水時の測定データは、ある１日の毎時間測定しているわけでは

なく、ある水位以上となった時間帯のみを測定しているケースが多い。それ以外の時

間についてはデータを得られないため、単純に得られたデータを足し合わせるだけ

では値が過少となってしまう。そこで、データを得られていない時間帯について、平

水時の物質濃度の中央値に流量をかけた値を足し合わせることで、依然としてやや

過少と考えられるものの、保守的に補正された値を使用することとした（図Ⅵ－16）。 

 

 
図Ⅵ－16 出水時測定データの補正方法 

 
また、窒素・リンについては、調査当初は窒素・リンの総量（T-N, T-P）のみを測

定していたが、形態別に分けて（有機態・無機態別など）出力することが望ましいと

の指摘を受け、2018 年 4 月以降に実施した現地調査では形態別に分けてサンプルを

分析した。それ以前に採取したサンプルについては形態別に測定していないためわ

からないが、サンプルデータから得られた流出割合を利用し、総量に掛けることで形
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態別の推定流出量を算出した。 

 
（３）キャリブレーション対象パラメータ 

キャリブレーションの対象パラメータは以下のように決定した。まず、マニュアル

（SWAT-IO-Documentation 201211）や既往文献（清水ら, 201312など）を参考に水・土

砂・栄養塩の流出に影響するパラメータを選定した。試行的に初回のキャリブレーショ

ンを実施し、各パラメータの推定値への影響を感度分析結果から確認した。影響が少な

いパラメータはキャリブレーションの対象からはずし、再現精度が一定の基準以上と

なるまでキャリブレーションを繰り返した。最終的に水収支で 15、土砂では 9、リンで

6、窒素で 8つのパラメータを対象とした。具体的にどのパラメータを対象としたかに

ついては巻末資料で示す。 

キャリブレーションではシミュレーションを繰り返す度にパラメータの値を指定し

た範囲内で自動的に変化させている。各パラメータがとりうる最大値・最小値は、SWAT

のデータベースであらかじめ規定された範囲から、上述したマニュアルや既往文献を

参考にしつつ徐々に範囲を狭めて調整した。 

流域内の位置や土地利用、土壌によってパラメータが変化すると考えられるものに

ついてはそれぞれ個別に変化させた。たとえば、地下水に関連する ALPHA_BFと RCHRG_DP

は、菊池川流域の南部では流域外に地下水が流動している（平成 28年度本事業報告書

94p）ことから、南部と北部でそれぞれ個別に調整した。 

 
（４）再現精度の評価 

キャリブレーション・バリデーションでの再現精度の評価方法として、Moriasi et 

al.(2007)13では、月単位の流出モデルについて、RSR,NSE,PBIAS の 3指標を使って評価

することが推奨されている。以下にそれぞれの指標の概略について述べる。 

 

１）RSR（RMSE-observations standard deviation ratio） 

観測値と予測値の RMSE（二乗平均平方根誤差）を観測値の標準偏差で割ったもの。

0に近いほど精度がよく、平水時と出水時のようなばらつきの大きい観測データを考

慮した指標。 

２）NSE（Nash-Sutcliffe効率係数） 

                                                   
11 Arnold, J. G., et al.SWAT input–output documentation, version 2012. Texas Water 
Resource Institute. TR-439, 2012. 
12 清水裕太, 小野寺真一, and 齋藤光代. "郊外農業流域におけるリン流出量推定への SWAT 

モデルの適用可能性."水文・水資源学会誌 26.3 (2013): 153-173. 
13 Moriasi, Daniel N., et al. "Model evaluation guidelines for systematic 
quantification of accuracy in watershed simulations."Transactions of the ASABE 50.3 
(2007): 885-900. 
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流量のばらつきの大きさを考慮して流出モデルの精度を評価する指標。－∞～1の

値をとり、0.7以上であれば再現性が高いとされる。 

３）PBIAS 

評価したデータの偏りを 100分率で示したもの。PBIASが 0であれば偏りがないこ

とを示し、正であればモデルが過小評価、負であれば過大評価となっている。 

 

（RSR,NSEはばらつきを考慮することで、相対的にピークがあっているかどうかに重

きをおいた評価法と言える。一方、PBIAS は推定値全体に偏りがあるかどうかを評価し

ている。） 

 

 

 

図Ⅵ－17 上：RSR,NSEの評価の仕方の模式図（ピークが一致しているかどうか）、下：

PBIASの評価の仕方の模式図（全体的に偏りがないか） 

（Shrestha,2017 SWAT Calibration Helper v1.0より引用） 

 
これらの指標を用いて、図Ⅵ－18 の評価基準から、キャリブレーション期間・バリ

デーション期間それぞれにおいて再現精度が Very good, good, satisfactory, 

unsatisfactory のどれに該当するか確認し、全項目が satisfactory以上であった場合

にモデルの再現精度は十分であると判断することとした。 
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図Ⅵ－18流出モデルの評価指標と精度評価基準（Moriasi et al.(2007)より引用） 
Ⅶ．森林小流域モデルの構築と推定結果 
１．森林小流域モデルの構築 
（１）森林小流域モデルの概要と解析の流れ 

本項目では、昨年度から今年度にかけて構築・再調整してきた、菊池川流域全体を対

象とした全流域モデルを元に、森林率の高い支流域でダウンスケーリングした森林小

流域モデルを構築する。全流域モデルの主な設定は前項のとおりである。森林小流域モ

デルでは、全流域モデルで「森林」と１つの区分としてで計算していた土地利用を、森

林簿を元に「針葉樹」・「広葉樹」の２種類に細分する。それによって、それぞれの違い

や特徴をモデル上で反映させることができるか検証し、そこから得られた知見を全流

域モデルにフィードバックし精緻化していくことを目的とする。 

 

森林小流域モデルの構築および解析は、以下の手順で実施した。 

１） 森林率の高い支流域を最下流として、ダウンスケーリングした森林小流域モデ

ルを構築する。 

２） 針葉樹主体・広葉樹主体の２箇所の小流域において実施した現地調査データ

（「Ⅳ．森林小流域の現地調査」の項参照）から森林小流域モデルのキャリブレー

ション・バリデーションを行い、関連パラメータの調整を行う。 

３） キャリブレーションの結果、パラメータが樹種によってどう変化したか確認し、

モデル上で樹種の違いがどのように表現されるか把握する。得られた知見は全

流域モデルにフィードバックし、モデルの精緻化・改良につなげる。 

 
（２）全流域モデルからの変更点 

１）使用データ 

ア DEM 

全流域モデルでは 30m メッシュの DEM を使用したが、小流域モデルでは対象流域

のスケールが小さくなること、また流域内の土地利用を細分化して違いを評価する

ことから、より解像度の高い DEMを使用することが望ましいと考えられたため、国土

地理院の基盤地図情報ダウンロードサービス 14より 10m メッシュの DEM データを取

得しモデルを構築した。 

 
イ 土地利用 

森林小流域モデルでは、全流域モデルでは「森林」として区分されていた土地利用

を、森林簿データと統合することで、「針葉樹」、「広葉樹」、「その他森林」の３種類

に細分化した。森林簿は熊本県および国有林から提供をうけたものを使用した。 

                                                   
14 基盤地図情報ダウンロードサービス (https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php) 
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「その他森林」には、森林簿上の竹林、および計画対象外森林（森林簿に含まれな

いが、土地利用図上で森林とされている林地）が含まれている。土地利用図は解像度

が粗い（100m メッシュ）ため、一部に水田や畑が含まれていることや、本来は森林

と呼べないような土地も森林として分類されている可能性があることに注意が必要

である。 

 

 
図Ⅶ－1 森林小流域モデルにおける土地利用図 

 
なお、土壌および気象データは全流域モデルからの変更点はない。 

 
２）対象流域 

図Ⅶ－2に、森林小流域モデルの対象とした支流域を示す。菊池川流域北部（岩野

川上流部）を対象とし、最下流は城観測所とした。現地調査を行った小流域が 1つ以

上の支流域として設定されるように閾値を調整し支流域を作成したところ、対象流

域内に 160の支流域が設定された。 

図Ⅶ－3 には、対象流域内に設定した小流域 1、2 の位置を示している。小流域 1

は広葉樹主体、小流域 2は針葉樹主体の流域である。 
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