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長期流出特性の解明を目的とした山地小流域試験地への SWAT モデルの適用
陳怡然・田中隆文・小谷亜由美（名大院生命農）
田中延亮（東京大学北海道演習林）
SWAT モデルは，大規模で複雑な流域の水文学的プロセスをシミュレートする物理的メカニズムを持ち，水の
動き，土砂輸送，作物の成長や栄養物質の循環などの物理的なプロセスを，物理方程式を用いて計算することで，
流量や他の観測データが欠測している流域にも適用することができ，水資源，土砂生産，水汚染などの流域プロ
セスに対する気候，管理方法，土地利用などの影響を予測する分布型水文学モデルである。しかし，このモデル
は山地小流域（10 km2 未満）での研究例が少ない。本研究では，長期流出特性の解明を目的として，東京大学生
態水文学研究所白坂流域の流出にこのモデル（SWAT）を適用した。校正期間は 2011－2012 年，検証期間は 2013
年とした。校正期間では NSE が 0.716 と 0.704，R2 が 0.733 と 0.727；検証期間では NSE が 0.802，R2 が 0.809 と
いう結果が得られた。
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Ⅰ はじめに

N

日本の山地の大部分は水源地帯として重要な位置
を占めている。森林で覆われた山地流域の水源かん養
機能は水資源の確保の点から重要であると考えられて
おり，森林が河川の洪水・渇水に及ぼす影響は「緑の
ダム」機能として注目を集めている（８）
。山地流域に
おける流出特性を把握することは山地流域の水源かん
養機能について正確に理解する上で不可欠である。東
京大学生態水文学研究所赤津研究林内の白坂流域（図
－1）は，これまでに森林の水収支，水循環，蒸発散や
生態系等に関する研究が行われ，多くの研究成果が得
られている山地小流域である。これらの研究の多くで
水文モデルが用いられているが、その中でも分布型水
文モデルは，集中型水文モデルよりも流域をシステム
として表現しており，流域における水文プロセスを科
学的に考察するモデリングを可能とする。分布型水文
モデルの一つである SWAT（Soil and Water Assessment
Tool, Arnold et al., 2012）は，データ処理に優れ幅広い適
用性を有するため，国際的に水文研究において注目さ
れている。しかし，山地小流域に SWAT モデルを適用
した研究はまだ少ない。本研究では，SWAT モデルの
山地小流域への適用性の解析を目的として，白坂流域
における流出に SWAT モデルを適用し考察を進めた。
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図－1．白坂流域
である。
量水堰堤は流域の北西部に位置する
（１，
２）。
2．使用データ
本研究で SWAT モデルの構築に用いたデータは，流
量，気象，標高，土地利用と土壌の各データである。
流量データは，東京大学生態水文学研究所で公開さ
れている 2010－2013 年の白坂流域の日流出量である。
気象データは，
白坂集水域の日最高気温，
日最低気温，
相対湿度，日射量，風速である。標高データは，国土
地理院から取得した 5 m メッシュ DEM である。

Ⅱ 方法
1．調査対象流域概要
白坂流域は愛知県瀬戸市の東部に位置し，標高 290
〜629 m，流域面積は 88.5 ha である（図－１）
。表層地
質は主に深層まで風化した白亜紀の花崗岩質岩石から
構成される。土壌は主に褐色森林土（黄褐系）である。
流域は対象期間ではほぼ森林で覆われ，主に落葉広葉
樹林，一部針葉樹人工林（スギ 0.90 ha, ヒノキ 1.04 ha）
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表－1．流出に関連するパラメータ
Parameters

Definition

ALPHA_BF
Base ﬂow recession coefﬁcient
ALPHA_BNK Base flow alpha factor for bank storage
CH_N2
Manning coefficient for main channel
CH_K2
Effective channel hydraulic conductivity
CN2
SCS curve number for moisture condition
ESCO
Soil evaporation compensation factor
GW_DELAY
Groundwater delay
Threshold depth of water in the shallow
GWQMN
aquifer required for return flow to occur
GW_REVAP
Groundwater revap coefficient
SFTMP
Snowfall temperature
SOL_AWC
Available water capacity of soil layer
SOL_BD
Moist bulk density
SOL_K
Soil saturated hydraulic conductivity

S

図－2．SWAT の水循環（陸地部分）
（３）

Initial Setting

Fitted Values

[0.0, 1.0]
[0.0, 1.0]
[0.0, 0.3]
[5.0, 130.0]
[-0.2, 0.2]
[0.8, 1.0]
[30.0, 450.0]

0.219
0.967
0.224
109.167
-0.133
0.946
408.000

[0.0, 2.0]

1.526

[0.0, 0.2]
[-5.0, 5.0]
[-0.2, 0.4]
[-0.5, 0.6]
[-0.8, 0.8]

0.080
3.544
0.015
-0.132
-0.511

NSE は，シミュレーションの信頼性の評価の重要な
指標である。NSE が 1 であれば，測定値とシミュレー
ション値が完全に一致していることを示し、0.5～1 で
あればシミュレーション結果に問題がないことを示し、
NSE がマイナスであれば，シミュレーション結果の信
頼性が低いと考えられる。R2 は，シミュレーションと
実測値の相関関係を示す係数で，1 に近いほどシミュ
レーション効果が高いことを示す。

土地利用と土壌データは，SWAT 公式サイトが提供し
ている 400 m 世界測量データを用い，
土地利用は FOMI
（Mixed Forest）
1 属性，
土壌は Ao86-3b-4279（Clay Loam）
1 属性であった。
3．SWAT モデルについて
SWAT は，日データを用いた連続的な計算を行い，
調査対象流域を支流域に分割することで，流域内で各
支流域の空間的な比較を可能にする（３）
。標高から計
算される勾配，土地利用，土壌特性から同じ特性を持
つポリゴンを HRU（Hydrologic response unit）として設
定し，複数の HRU を作成する。SWAT モデルのシミ
ュレーションには，水循環の陸地部分（図－２）と水
面部分の 2 つのプロセスがある。陸地部分には主に水
源と斜面の合流（S 点）があり，水面部分には流路網
の合流がある。SWAT モデルは，水収支の原理に基づ
いて各 HRU で蒸発散を計算し，支流域からの流出を
予測，計算することで降水から蒸発散までの地表－地
下の循環をシミュレートでき，様々な問題に適用され
る（３）
。
4．SWAT モデルの構築
SWAT プロジェクトの構築は，まず DEM に基づき
河川網と支流域が分割され，土地利用，土壌，気象デ
ータの入力に進む。白坂流域を合計 29 の支流域，115
の HRUs に分割された。
5．モデルの校正と検証
校正の目的は，流域の条件に基づいてモデルのパラ
メータをより適切に設定することで，予測の不確実性
を低減することである（３）
。モデルの校正は，モデル
の入力パラメータを
（それぞれの不確実性の範囲内で）
慎重に選択し，
ある仮定のもとでのモデルの予測値を，
同じ条件での観測データと比較することで行われる。
本研究では，
白坂流域のシミュレーションの校正の際，
SWAT モデルで使用が推奨されている SWAT-CUP ソフ
トウェアを用いた。
6．評価方法
モデルのシミュレーション能力の評価指標は，NSE
（Nash-Sutcliffe 係数）と R2（決定係数）を選択した。

Ⅲ 結果および考察
1．パラメータの感度分析
モデルの初期実行が完了した後，校正を行う前に，
様々なパラメータの感度分析を行い，シミュレーショ
ンに大きく寄与するパラメータと，パラメータの様々
な組み合わせがシミュレーションに与える影響を明ら
かにする必要がある。今回は，SWAT-CUP User Manual
と SWAT Input Documentation と関連文献（３，６，７）
を検討して，流出との相関性が高い 13 のパラメータ
を感度分析の対象として選定した（表－１）
。
感度分析では，パラメータの相対的な重要性は t-Stat
値によって決定される：t-Stat の絶対値が大きいほど，
感度が高いことを示す。また，P 値は t 検定の値に対
応する P の確率値で，その値がゼロに近いほど，その
パラメータの感度が高いことを意味する。今回の研究
では，SWAT モデルの出力に対して 4 回の反復計算を
行った後，より感度の高いパラメータを特定した。
図－３からわかるように，CN2 ，GW_DELAY ，
GWQMN，CH_K2，ESCO，CH_N2，SFTMP，ALPHA_BF，
SOL_K，SOL_BD の 10 個のパラメータは，いずれもモ
デルに対して非常に高い感度を持っている。中でも
ALPHA_BF は最も感度が高く，モデルの構造やシミュ
レーションの結果に最も大きな影響を与えることを意
味している。パラメータ感度分析により，流出関連パ
ラメータの中から 10 個を選択して，モデルの校正を
行った。このモデルは，白坂流域の 2011－2013 年の日
流出データを用いて校正，検証された。2011 年－2012
年を校正期間，2013 年を検証期間とした。
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表－2．2011－2013 年の NSE と R2 の計算結果

特徴がシミュレーション結果でも再現された。

Ⅳ 結論
（１）SWAT モデルを用いて，最終的に白坂流域を 29
の支流域と 115 の HRUs に分割した。
（２）SWAT-CUP は， SWAT と連携して，パラメータ
の調整効率を大幅に向上させた。今回の研究で感度の
高いパラメータは ALPHA_BF，SFTMP，SOL_K，CN2
である。SWAT モデルを白坂流域に適用する際には，
これらの条件に合わせて，できるだけ正確かつ効率的
にモデルを調整することが重要と考えられる。
（３）校正期間は 2011－2012 年，検証期間は 2013 年
としたが、校正期間では NSE が 0.716 と 0.704，R2 が
0.733 と 0.727、
検証期間では NSE が 0.802，
R2 が 0.809
という結果が得られた。白坂流域での SWAT の再現性
は高いと考えられる。
（４）台風期，梅雨期，春先の対象期間の流出の特徴
がシミュレーション結果でも再現された。

図－3． SWAT-CUP を用いたパラメータの感度の
並べ替え（昇順）
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2．モデルの評価
SWAT モデルでは専用ソフト SWAT-CUP を用いてデ
ータとパラメータ範囲を設定し感度分析を行うことが
推奨されている。結果を表－２に示す（４）
。評価基準
によれば，白坂流域における SWAT モデルの流出シミ
ュレーションが妥当という判定となった。
3．流出シミュレーション
図－４からわかるように，
2011 年 7 月 20 日，
21 日，
2013 年 7 月 29 日，8 月 1 日の流出量の欠測による大
きな差を除いてみれば，全体的なシミュレーション結
果は良好であったが，いずれの年もシミュレーション
流出を過小評価する傾向が見られた。既往研究では，
初期降雨の深層貯留と反応の遅れのため，シミュレー
ションされた流出では再現されないという指摘もある
が
（５）
，
これが白坂流域の過小評価の原因かどうかは，
さらに検討する必要がある。
流出のピーク値では，シミュレーションの再現性は
あまり高くなかった。本研究では土地利用と土壌はい
ずれも 1 属性のデータを用いたが、より良い結果を得
るためには，より細かく分類されたデータを使用した
解析が必要であろう（９）
。
4．長期流出特性
図－４を見ると，2011～2012 年の 3～5 月・7～10
月は雨が多く，日降水量は高い値を示した。一方，2013
年の降水は主に 8～10 月に集中した。
岸原と石井の流
出地帯区分によれば，梅雨期の流出が増加して台風期
とほぼ同じ流出比率を示している特徴を持つ「第 7 地
帯（東海地方）
」に相当する（１０）
。台風期の 9 月の
最大がきわめて特徴的で，梅雨期の６月ははっきりせ
ず，春先 3 月， 4 月に小さな極大が現われるという
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図－4．シミュレーションと実測流出の比較
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