流域環境負荷低減における物質動態モデルの役割と開発の現状
Development of model to simulate material cycles in a watershed for reducing environmental
loads
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1． 背景
流域レベルの物質循環と流出の記述に関する研究は，20 年ほど前からの酸性雨の影響評
価に関する研究により大きく進展した。Dise et al.(1998)は 139 のヨーロッパの森林におけ
る 溶 存 無 機 態 窒 素 (DIN)の 林 内 雨 と 渓 流 水 流 出 を 調 べ ， 林 内 雨 に よ る イ ン プ ッ ト が 1～
70kgN/ha/yr，渓流水流出によるアウトプットが 1～50kgN/ha/yr であることを示した。その
両者のプロットから，林内雨が 10kgN/ha/yr を超えるまでは，渓流水への流出が見られな
いことを示した。これは，Aber et al.(1989)が仮説として挙げた，窒素降下物の増加により
生育促進から停滞ついで衰退，硝酸態窒素の計流水への流出といった一連のプロセスを支
持するものであった。
その当時は，大量に投入される化学肥料による水汚染が深刻化した時代でもあり，ヨー
ロッパ，合衆国では，適切な窒素管理についての研究が進められていた。流域への人為起
源の窒素投入として大気降下物，化学肥料，マメ科作物，輸入食料，輸入飼料が上げられ，
流域からの窒素搬出量として輸出食料，輸出飼料が上げられる。その窒素投入と窒素搬出
の差を正味の窒素投入量(NNI, Net Nitrogen Input)という(Howarth et al., 1996)。西欧、北米、
南米、中国などの各国の流域で測定された NNI に対して，その流域の出口で測定された
TN 流出量の関係をプロットしたところ，有意な直線関係にあり，その回帰式の傾きは 0.30
であった。北海道の標津川流域でも同様の結果が得られている（Hayakawa, 2009）。すなわ
ち，河川を通した窒素流出は NNI の 30％ 程度にすぎず，残りの 70%はいわゆるミッシン
グ窒素であり，土壌や植物（樹木）への蓄積、根圏以深への浸透、脱窒などに分配されて
いると考えられている（Van Breemen et al., 2002）。
河川への窒素の流出には，時間スケールも強く関わっている。無降雨時の地下水流出は
長い時間をかけて流出している，一方で，降雨時の地表面流出，中間流出に伴うものは短
時間のイベントである。粒子状有機態窒素の流出は降雨時の地表面流出に由来し，そのピ
ークは水のピークより素早く起こる。一方，溶存態窒素の相対的にゆっくりとした流出は
上昇する地下水面に関連する土壌層が流出源である(Jiang, et al.,2010)。また，河川水の硝
酸態窒素のピーク濃度の相対的出現時間は，起伏比（流域の最大と最小標高差と河川長の
比）に負の相関が（R 2 =0.33, p<0.01）が認められ，急な地形は地表面流を増加させる(Jiang
et al., 2012)。
無降雨時の流域の河川水硝酸態窒素濃度と農地面積率の関係を見たところ，流域ごとに
正の相関がみられたが，その傾きは流域の窒素収支が大きい方が大きかった(Woli et al．，
2004)。このことは，流域の窒素収支には，窒素インプットとその面積の 2 つの因子が関わ
っていることを示している。さらに，無降雨時の硝酸態窒素濃度と農地面積率の関係の傾
きは，下流に湿地がある別寒辺牛川流域で，湿地を持たない標津川流域より小さく，流域
の水分環境に伴う脱窒能の違いといった土壌の性質の違いが示唆された（Hayakawa et al.,

2006）。
なお，Ritchie et al. (1974)はセシウム(Cs)損失量が Universal Soil Loss Equation（USLE）
により推定された侵食量と相関があること示した。Cs は土粒子に強く吸着されることから，
土砂流出の予測は，Cs 流出量の見積もり精度の鍵を握る。
以上から，循環と流出に係る主要因子とその影響は次のようにまとめられよう。
１）インプット量：生態系の許容を超えると流出量増加。
２）土地利用：面積に比例して流出量増加。
３）地形：勾配が大きい程，降雨時の素早い流出。
４）土壌：脱窒など土壌と溶質の反応。
５）侵食：降雨，傾斜に強く依存，吸着した Cs を輸送。
2． SWAT モデル
上記のように，断片的であるものの，流域において実験，モニタリングを通して，環境
負荷の原因，プロセスに関して多くのことがわかってきた。とくにモニタリング結果は，
流域における土地利用と管理が，地域の気象を通して，おかれた地形や土壌の性質に反応
した結果として現れるものである。したがって，物質動態を記述する方程式を組み合わせ
て数値モデルを作成し，現在のモニタリング結果と一致させることができれば，完全にす
べての事象がわからなくても，将来をある程度予測することができると思われる。流域の
物質循環の支配因子として，インプット，土地利用，地形，土壌が上げられることから，
それらを総合的に取り扱うことができるモデルが望ましい。
ここで紹介する Soil and Water Assessment Tool (SWAT) は流域内の地形，土壌，気象，土
地利用および土地管理の空間分布をインプットし，流域内の植物生育，水および養分（窒
素・リン酸）循環，養分溶脱，水流出，養分流出，土砂流出の物理的プロセスをアウトプ
ットするモデルである。水循環については，SWAT は表面流去と地下水流出を計算する。
オリジナルの SWAT モデルは外部からの地下水流入は考慮していないがそれを加えること
も可能である(Jiang et al., 2011)。養分循環のためには，SWAT は吸着，無機化，有機化，硝
化，脱窒，植物吸収を計算する。土砂流出のためには，SWAT は地表侵食，流路内の堆積
や流路侵食を計算する。植物生育のためには，SWAT は水吸収，養分吸収，作物の収量を
計算する。元素循環については，オリジナル SWAT モデルは窒素とリンのみを対象にして
いる。
SWAT モデルによるシュミュレーションのために，まず感度分析により鍵となるパラメ
ータを把握し，実測値と計算値を比較しながらパラメータ値を最適化してキャリブレーシ
ョンを行う。SWAT モデルは初期値依存性があり，キャリブレーションには普通 2 年間の
データを用意し，1 年間はウォームアップとして使用し，次の 1 年の実測値と計算値が適
合するようにパラメータ値を最適化する。キャリブレートした SWAT を用いて，別の年の
計算を行い実測値との適合性を確認すると精度をより高めることができる。SWAT モデル
による将来予測のキャリブレーションには，最低 2 年可能な限り 3 年以上のモニタリング
データが必要である。
但し SWAT モデルはこれまで蓄積された，土壌，植物間の養分循環プロセスのデフォル
ト値が準備されているので，キャリブレーションのためのモニタリングデータが無い場合

でも，定量的に傾向を把握できる。
3．SWAT モデルの適用
1)流域
水 ， 養 分 (N) ， 土 砂 (SS) 流 出 の モ ニ タ リ ン グ デ ー タ が 十 分 そ ろ っ て い る 標 津 川 流 域
(Hayakawa et al., 2009)において，SWAT の適用に関する問題点を検討した。標津川流域（679
km2 ）の土地利用は、森林 45.6%、農地 51.4%、市街地 1.4%、荒地 1.6%であり、農地の 95%
以上を牧草地が占める。年降水量は約 1150 mm、年平均気温約 5°C である。土壌は、摩周
岳火山灰由来の黒ぼく土を主体とし、下流の低地帯には灰色低地土や一部に泥炭が分布す
る。
2)SWAT のキャリブレーション
標津川流域では 2003 年から 2008 年の 6 年間の水，栄養元素，土砂(SS)の流出のモニタ
リングが行われた(Hayakawa et al., 2009) 。SWAT には多くのパラメータが介在する。感度
分析はどのパラメータが結果に大きな影響を与えるかを見るものである。目的のパラメー
タを感度分析するためには多くのパラメータの組み合わせをテストする必要がある。その
組み合わせの選択のために 2 次元のラテン方格法を n 次元に拡張したラテン超方格法を用
い，一つのパラメータ値のみを変化させる方法 Latin hypercube one-at-a-time (LH-OAT) 法
を行った。
SS 流出の感度分析は，修正 USLE による地表面侵食に関連するパラメータ群，流路と流
路への堆積と流路の侵食に関するパラメータ群の 2 つのパラメータ群で検討した。その中
の代表的なパラメータのデフォルト値を 50％増加させたときのモデルの出力の変化率を
見た。
キャリブレーションの手法は，感度分析で選ばれたパラメータをランダムに選んで行う
もので，全パラメータにわたり，その反応性をチェックした。最適化後，計算値と実測値
を比較するものである。これらは SWAT の不確実性評価ルーチンである SUWAT-CUP にプ
ログラムされており（Neitsch et al., 2002），これを用いてキャリブレーションが行われた。
水，窒素，土砂の流出について，1991～2002 年の 12 年間をまずワームアップ期間として
走らせ，つぎに 2003～2005 年の 3 年間をキャリブレーションの対象とした。さらに 2006
～2008 年の 3 年間を確認期間として，実測値と比較した。実測値と計算値の関係の決定係
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土砂流出パラメータの感度 (デフォルト値を 50%増加させた時の感度)

数(R 2 )および，Nash and Sutcliffe (1970)によるモデル有効性係数 (E NS )で評価した。
3)流出を規定する主要パラメータ

水流出を強く影響する上位 5 つのパラメータは，SOL_AWC(有効水分，mm H 2 O mm -1
soil) ，CANMX(樹幹貯留，mm H 2 O)，GW_DELAY(地下水位回復遅れ，days)，SMFMN(積
雪融解速度，mm °C -1 d -1 )，SURLAG(表面流去遅れ係数)であった。すなわち流れの抑制
因子による変動が大きいことを示している。NO 3 -N 流出では， CMN(易分解性有機物か
らの無機化速度)，RSDCO(残渣分解係数)，SOL_CBN (有機炭素含有率，重量% )，
ANION_EXCL(陰イオン排除孔隙率)，CDN(脱窒速度係数)であった。すなわち，無機化と
脱窒などの微生物反応，および移動速度の因子による変動が大きいことを示している。

SS 流出では，PRF.bsn(本流におけるピーク速度調整ファクター)，SPCON(土砂輸送
係数)，SPEXP(土砂流路の同調化パラメータ)，CH_EROD(流路受食係数)，CH_COV(流
路被覆係数)であった。SS 流出の感度分析の結果は，表面侵食に関するパラメータの変化
よりも，流路と流路への堆積と流路の侵食に関するパラメータの方がより強くモデルの出
力を変化させることを示した(図 1)。 すなわち，SS 流出には，SS の生産過程よりも流路

と流出過程における堆積と侵食による変動が大きいことを示している。Cs は粘土鉱物
に強く吸着されることから SS 流出に伴う流出が最も懸念される。SS がどのような流
路で流出しているかの把握は対策策定に欠かせないと思われる。
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標津川流域における水流出の実測値と計算値

標津川流域における NO 3 -N 流出の実測値と計算値

4)SWAT モデルによる予測

標津川流域の水，NO 3 -N，SS 日流出の実測値と計算値を図 2～4 に示す。計算値はい
ずれの流出ピークのタイミングを良く再現していた。水流出は流域外部からの地下水
流入を考慮したときに良い一致をみせた(R 2 =0.85, E NS =0.85)(図 2)。NO 3 -N でも，外部か
ら 流 入 す る 地 下 水 の 濃 度 を 0.5mg/L と し た 場 合 に 比 較 的 良 い 一 致 を 示 し た (R 2 =0.52,
E NS =0.47) 。 NO 3 -N の 月 流 出 量 で み る と ， そ の 適 合 性 は よ り 高 か っ た (R 2 =0.79.,
E NS =0.65)(図 3)。すなわち日流出量のピークの予測にバラつきが大きいことを示してい
る。SS は外部からの地下水流入に伴う河道侵食の増加が考えられる。日流出量の適合
度(R 2 =0.44, E NS =0.43)より月流出量の適合度は(R 2 =0.68, E NS =0.66)高く，日流出量のピー
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標津川流域における SS 流出の実測値と計算値

クの予測により大きなバラつきがあることを示している(図 4)。 流域の年間の流出水量
の計算値(1120 mm/yr)は実測値(1138 mm/y)と良く一致し，降水量(1204 mm/yr)とほぼ等しか
った。流域外からの地下水流入(563 mm/yr)が 50%を占め，蒸発散量(494 m/yr)を補う形に
なっていた。流域の年間の NO 3 -N 流出の計算値は(6.08 kg/ha/yr)は実測値(6.04kg/ha/y)とよ
く一致した。その多くは地下水を経由しており(73％)，ついで表面流去(23%)であった。ま
た，流域土壌への年間の主要な窒素インプットは化学肥料と堆肥による(119 kg/ha/yr) で，
無機化窒素量(181 kg/ha/yr)の方が大きかった。流域土壌への年間の主要な窒素アウトプッ
トは植物吸収(143 kg/ha/yr)と脱窒(61 kg/ha/yr)であった。年間の平均 SS 流出の計算値(41607
ton/yr) は実測値(43490 ton/yr) とほぼ一致していた。表面侵食由来(87 ton/yr)は全体の 0.2%
でしかなかった。
4．今後の課題

セシウムの動態把握のために

放射性セシウム(Cs)の半減期は 30 年と長いので，生態系へ長期間にわたり問題を起こす。
Kirk and Staunton (1989)は吸着，拡散，溶脱，植物根による吸収を含む理論モデルを開発し，
草地土壌での放射性 Cs の行方を予測した。Cs は粘土鉱物に多くが固定され，長期にわた
る降雨条件においても Cs は根群域から拡散溶脱することは無く，生態系の中で Cs は循環
すると述べている。Rogowski and Tamura(1970)は小規模侵食試験（2.3×2.3m）で，Cs の損
失は土壌侵食により起こりやすいことを示し，Ritchie et al. (1974)は Cs 損失量が Universal
Soil Loss Equation（USLE）により推定された侵食量と相関があること示しており，流出は，
傾斜地における土砂流出に伴い生じる。
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Cs 循環モデルの概要

Cs 循環モデルは，SWAT の P 循環モデルを参考にイオン交換反応を組み込み構築するの
が良いと思われる。その概要は図 5 の通りである。大気からの Cs 沈着が土壌への流入の
始まりである。土壌中の Cs は 6 つのプールに分ける。3 つが無機態プール，他の 3 つは有
機態プールである。新鮮な有機態 Cs は植物残渣，落葉落枝に含まれる。新鮮な有機態 Cs
から活性な有機態 Cs，安定な有機態 Cs が供給される。これらは土壌有機物に含まれ，両
者は平衡関係にある。これら有機態 Cs は無機化し，無機態 Cs を供給する。無機態 Cs は
溶存態 Cs と吸着態 Cs に分配される。吸着態 Cs のうち活性 Cs は溶存態 Cs と平衡にあり，
活性 Cs と安定 Cs は平衡関係にある。植物の Cs 吸収は溶存態 Cs から生じる。Cs 流出は
有機態，無機態プールの両方から主に侵食により生じる。流出は侵食によることから，侵
食過程の記述の精度を上げることが鍵である。
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