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はじめに

気候変動による流域の影響を明らかにするには，流域内のさまざまな土地利

用による水量，水質の変動を把握するため，時空間応答を表現できる分布型流

出モデルが必要となる。特に，気温上昇や降水量の変化は降雪分布と融雪流出

や蒸発散の増加や河川水温の上昇などへの影響を与える。それが起因となって，
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水利用形態や，植生，生態系の分布変化が予想され流域環境への影響は極めて

大きいといえる。単位図や貯留関数法などの従来の流出モテ、ルでは，流域を全

体あるいは支川をー単位として扱っていたので，そうした個々の水文特性や水

利用特性を表現することが出来なかった。 一方，地理情報システム（Geo-

graphic Information System: GIS）の発達により流域の地形－土地利用－人口 ・

気候などの様々な諸量の数値情報が容易に利用できるようになった。そこで，

近年整備されてきた国土数値情報を利用した分布型流出モテ、ルの構成とそれに

よる流域特性の把握手順を提案する。

第 2章 GISを利用した水循環モデルの概要

図 lは，国土数値情報を基にしたメッシュ型多層流出モデルをベースとした

流域内流量および水質の循環系を示したものである I）。解析対象条件としては，

計算期聞は 1年以上で， 1年聞を通して平常時，降雨時，洪水時のどの状況に

おいても，流域内の水環境状況を把握できることを前提とする。本流域水循環

モテ、ルは， 水量流出過程と水質移流過程から構成されている。前者では，蒸発

散過程，水田流出過程，表面流出・土壌内浸透過程，河川流下過程，取水・放

水過程に分け，後者は，水温移流過程，汚濁物質移流過程に分けられる。その

特徴は以下のとおりである。

図 1 流域内流量および水質の循環系
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図2 多層メッシュ月l流域モテ、ル

①鉛直方向は A ：地表流， B：早い中間流， C ：遅い中間流， D ：地下水

層，の 4層を考える （図 2参照）。また， A～C層の水は流動し最終的

には河川に流出するが， D層の水は河川には流出しないものとする。

②都市下水は， 下水道が普及している地域では分流式下水道によ り下水処

理場に運ばれ処理される。それ以外の地域では， 一旦，個別浄化槽に入

れ処理した後に雨水と共に下水道に流出させる。

③水田には河川からの濯甑用水が取水され，また，流出する。モデルて、は

流出を地下浸透・用水路流出・畦越流などとして再現する。さらに，水

田における実際の季節による維持湛水深などの操作方策が再現される。

④流域の大気一土壌聞の水移動として蒸発散を考える。

⑤河川には下水処理場から処理水が流入しまた，工業用水・上水道用水

のための取水が行われる。

⑥流出特性より，土地利用を以下の 5種類に分類する。

i ）山地（分類 1) ：森林－荒地， ii）水田 （分類 2) ：回，iii）畑

地（分類 3) ：畑・果樹園 ・その他の樹木畑， iv）都市（分類 4) ：建

物用地・幹線交通用地・その他の用地， v）水域（分類 5) ：内水地・

海浜・海水域

⑦各地表メッシュの中で⑥で分類した土地利用の占める割合（%）を求め

モデ、ル計算に組みこむ。ただし水田（分類 2）は水を冠水させる潅甑

期（ 5月15日～10月10日）のみ水田として考慮し，それ以外の時期は畑
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地 （分類 3）として取 り扱う。

＠用水路網－下水道網は落水線 （メッシュの最急勾配を繋いだ線）に沿う

形で張り巡らされ，最終的に河川へと流入する。

第 3＇＜雲水量流出過程のモデル化

3.1 熱収支法による蒸発散と積雪・融雪過程

蒸発散推定法は，水収支法，微気象学的な方法，ならびに直接計測方法があ

る。ここでは，熱収支式での収束計算で地表面温度を求める。すなわち，

R↓＝σT; +HE＋店 、、，Jl
 

（
 

R↓ 正味放射量（Wm-2）， σ：ステファン ボルツマン定数（5.67x 10 8 

Wm  -2 K -4 ) , Ts：地表面温度（K), HE ：顕熱（Wm2 ), IE：潜熱（wm-2)

積雪－融雪過程においても，以下の前提・仮定条件のもとで熱収支法を適用

する。

i ）積雪量・融雪量は日単位で求める。

ii ）昇温 ・融雪・ 再凍結・冷却過程を考慮する。

iii）積雪量は単層とする。

iv）メッシュ上の気温は，観測地点，対象メッシュの標高差と気温減率で

推定される。

v）メッシュの気圧－空気密度は，測高公式を用いて算定する。

vi）メッシュの風速，降水量は，ティーセン法により推定する。

雪の物理特性には含水量と水を含まない相当水量が考えられ，新雪の含水量，

相当水量は以下の式で算定される。

WCN =RS×0.05 Ta 二三 o 'C 

WCN = 0 Ta< 0℃ 

WCQN = RS - WCN 

(2) 

(3) 

(4) 

WCN：新雪の含水量 （mm),WCQN：新雪の相当水量 （mm), RS ：降水量

(mm), Ta ：大気気温 （℃絶対温度 Kから換算）

また，新雪の雪温 TSNは以下のように表される。
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Ta 三三 0 ℃ TSN = 0 ℃ 

Ta< 0℃ TS‘V = Ta℃ 

このとき，積雪層全体の含水量， 相当水量，雪温は

We (1) = We (tー 1) + WCN 

WEQ (1) = Weq (t 1) + WEQN 

(S) 

(6) 

( 7) 

(8) 

(WEQ (1ー 1) TSS (1ー 1) + WEQN TSN) 
TSS (1) = (9) 

WEQ (1) 

WC (1）：新雪層の含水量 （m m),WEQ (t）：積雪層の相当水量 （mm), TSS 

(1) 積雪層の雪温（℃）となる。 融雪熱量は，積雪表面に関与する熱収支に

よって定式化される。すなわち，

QM= R. - （σTS1 + HE + IE + QR + OG) 

QR= C, TS ・ RS 

QC = 1 16 x 10 5 IF 

(10) 

( 11) 

( 12) 

QM：融雪熱量（Wm 2), QR：雨熱量（w m-2), QC：貯熱量（Wm 2), C,: 

比熱 （cal/g℃） , IF：氷の融解潜熱（Wm-2) 

融雪量は，昇温過程のとき （QMミ O TSN < 0），融雪仮定 （QM二三 0

TSN = 0），再凍結過程 （QM<0 WC  > 0 TSN = 0），冷却過程（QM<

0 WC  = 0 TSN < 0）で計算され，可能保水量を超えた融雪水は地中へと

浸透する。

3.2 地表面流出過程

山地に降った雨は，蒸発散と浸透と表面流出により大気への還元と河！｜｜への

流出に分かれる。都市部表面の雨は，表面流として流下し家庭排水と共に下

水道に流入，下水道流として河川に流入する。また，水田から流出してきた水

も用水路流として河川に運ばれる。ここで，水量追跡方法として採用した

kinematic wave法と線形貯留法を導入しよう。

kinematic wave法は，流域をある程度細分化して，それぞれの斜面および河

道の初期条件，境界条件，パラメーターを与え，雨水流下現象を水流の運動法

則と連続式の関係を用いて水理学的に追跡するものである。連続式と運動方程
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式は次式で示される。

ah aa 
ー＋立 ~ r (x, 1) at ax 

(13) 

q ~ αh m (14) 

x：上流端からの距離（m),h：流水深（m),q：単位幅当たりの流量（m/sec), 

r：単位幅当たりの横流入量 Cm/sec), t：時間（sec），α，m ：流れの抵抗則に

関する定数

地表面流

α~ ＆θ ／ n m ~ 5/3 (15) 

河道・下水道・用水路流

α＝ &8  / 2 n m = 4/3 (16) 

グ：斜面または河道の傾斜角， n：粗度係数（m 4/3 sec) 

次に，組度係数を土地被覆状態により変化させる。すなわち，土地利用ごと

に設定した各係数に面積率を乗じることにより算定する。

L nJAE1 
町一一五百一 ）

 
阿，，1
 

（
 

ni：メッシュ 1の組度係数（m I/3 sec), n；：土地利用Jの粗度係数 Cm 1/3 

sec), AEJ：土地利用Jの面積（m2), AE：メッシュの面積（m2)

都市，水回以外の土地利用を持つ部分では，降雨は，はじめに地表面に供給

される。地表流に対して浸透係数んを用いて，A層への浸透強度引が決定さ

れる。

qA = k, h (18) 

一方， A～ D層での流出量は，それぞれ次の線形貯留モデルで、算定される。

0
 

7
I
 

R
山
一

d
(19) 

。＝ kS (20) 
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S 貯留量 （m), l：流入強度（m/sec），。 ：流出強度 （m/sec), k：透水係

数（1 /h) 

3.3 水田流出過程

水田の構造はグリットごと 1つのタンク状の水田があるとする。各水田タン

クには側方流出孔を 2つ設置し上方を畦畔越流， 下方を用水路への落水孔と

し地下浸透を表すために底に流出孔を設けることとした。下方の側流出孔の

高さを維持湛水深と一致させることにより，取水者は維持湛水深を常に維持す

ると L、う人為的取水操作を表現できるなど，水田に関する水収支の主要な要素

を再現できる構造となってレる。河）｜｜から取水している水田のみを吸い，河川

上の取水地点から必要な取水量のみを取水するものとする。

水田水収支の基礎式は，次のように表される。

Hd = H (u) - H (1) 1chen H (1）三 H (u), otherwiseニ 0 (21) 

fか＝σ1(H (1) -H ( u）） 即henH (t）ミ H (u), otherwise = 0 (22) 

Hex = a2 (H(1) Hz) when H (1）二三 Hz, otherwise = 0 (23) 

dH (1) 一五一＝ RS + Hd Hy Hex pH (t) Eunit (24) 

Hd：取水水深（mm/sec), H (u): u期の維持湛水深 （mm),H (t）： 時刻 t

での水田水深（mm),Hy：用水路流出高（m m/sec), al・ 下方側流出孔の

流出係数 （I/ sec）， σ2：上方側流出孔の流出係数 （1 /sec), Hex ：畦畔越流

出高 （mm/sec), Hz ：畦畔高さ（mm），β・浸透孔の浸透係数 （1/sec), Eu 

mt：単位面積・単位時間当たりの蒸発散量（mm/sec)

地下への浸透係数β，及び期別維持湛水深 H (u）を以下のように定める。

1）濯甑期を以下の 6期に区分し，各期に既定のノミターンで湛水深が維持

されるものとする。例えば，

①苗代期 （5月15日～ 6月8日），②代掻き，田植え期（ 6月9日～ 6

月15日），③生育前期（ 6月16日～ 7月25日），④中干期 （7月26日

～8月 5日），⑤生育後期（ 8月6日～ 9月初日），⑥落水期 （JO月 l

日～10月JO日），で湛水深を変更する。

2）生育前期の水回日浸透量 PI(m m/sec）が水田の単位面積当たりの取

水高 Hd(m m/se仁）に相当すると仮定する。生育前期の維持湛水深H
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(3) (mm）を一律に60mmとし生育前期の水田日浸透量と地下浸透

量が等しくなるように，次式により浸透係数β （1 I day）を決定する。

β＝ Hd/H (3) (25) 

3）苗代期の維持湛水深 Hlは，日浸透量が 2mm/dayとなるように逆算

して求める。

4）この他の期別維持湛水深 H(2), H(4), H(5), H(6）は，次式によ

り算出する。

H(2)=1.2H(3) H(4)=H(3)/4 H(5)=H(3) H(6)=H(3)/2 (26) 

3.4 取水，放水過程

人為的な取水や放水は，河川水質ばかりでなく，水量にも多大な影響を及ぼ

すものである。近年，水需要が合理化されたことや，人口増加が収まったこと

によって，水需要量は横ばL、傾向にあるが，流域の都市化や水田の増減が流域

水循環に与える影響を考える場合，取水や放水が与える影響を考慮することは

不可欠である。取水要素として，水田への瀧瓶用水，上水道，工業用水を，放

水要素として，下水処理場，用水路，下水道（雨水管）を取り上げ，モデ、ルに

組み込む。上水道，下水処理場については，それぞれ実測データを用い，水田

への瀧灘用水，用水路については，水田流出過程で、求めたものを用いる。

第4章水質移流過程のモデル化

4.1 汚濁物質追跡方法

汚濁物の発生源には，工場，家庭などのように排出地点が特定できるものと

道路，屋根からの流出のように特定できない場合とがある。前者をポイントソー

ス（点源：特定汚染源），後者をノンポイントソース（面源：非特定汚染源）

と呼んでいる。ポイントソースには，家庭汚水，工場排水，家畜排水，下;K処

理水，他の人為的排水があり，下水道を通じて汚水処理をされた後，公共河川

へ放出される。ノンポイントソースには，山林，農業，都市，鉱山，埋立地な

どが相当するが，雨水排出時の流出負荷と晴天時の汚濁堆積による堆積負荷が

ある。工場からの煤煙はポイン卜ソースで，それが道路に堆積するとノンポイ

ントソ スになるので，汚染源の特定とその分析過程で分類されているようで
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ある。汚濁負荷は基本的には発生源ごとに発生量も発生の様態も異なるので，

原単位法を用いて汚渇負荷を求めることにする。

合併浄化槽，農業下水道を経た汚水は，浄化槽の原単位と取水放水過程で求

めた l人当たりの汚水排出量を用いて排出濃度を算定し，単独浄化槽に関して

は， 一般的に尿尿放出量 Qsoが45Q ( 40～50 Q）であるとする。下水道（雨

水管）に関しては，都市の表面流と，下水処理場へ運ばれることのない汚水を

流すこととなる。前者は流出解析モデルより求め，後者は，以下の手順で求め

ることができる。

1）流域内の各市町村にある下水処理場への流入水量を処理人口で除し，

その値を工業排水を含めた汚水排出量として市町村人口に割り当て

る。

2）ここで求められた値に各メッシュの人口を乗じたものを，そのメッシュ

からの汚水排出量とする。

3）その値のうち， （！ そのメッシュが属する市町村の下水道普及率）の

割合は下水道 （雨水管）を通して河川に排出される汚水量とする。

汚濁物質発生の基礎式として，以下を用いる九

Geom ＝ 与~ (27) 
vsew 

Gag＝詑 (28) 

。＝ Lpso + ( CdisOsew一CsoinQso) (2g) 
Qsew 

Geom：合併浄化槽放出濃度 （mg/m3), Lpcom ：合併浄化槽原単位 （mg/day.

person), Qsew : 1人 l日当たりの汚水放出量 （m3/day. person), Gag ：農業下

水道放出濃度（mg/m3), Lpag：農業下水道原単位 （mg/day. person），。。：単

独浄化槽放出濃度 （mg/m3), Lpso：単独浄化槽原単位 （mg/day. person), 

Cd is：下水処理場流入濃度 （mg/m3), Csoin：単独浄化槽流入濃度（mg/m3),

Qso : 1人 1日当たりの尿尿放出量 （0.045m3) 

面源としては，土地利用毎に原単位を与え，各メッシュの原単位を土地利用

の面積率で求める。
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エLnpjAEj
Lnp ~ 一一一一一一一

AE 
(30) 

Ln戸：面源由来の汚濁物質負荷投入原単位（mg/m2day), Lnpj：土地利用jで

の面源由来の汚濁物質負荷投入原単位（mg/m2day) 

面源由来の堆積物の掃流量Lswp(mg/hour）は， Qhの2乗に比例するもの

として，

Lsゆ＝ kwnpP1ψQ~ A (31) 

Qh：水平流出高 Cm/hour), kwnp : ［面源由来の掃流係数 （h/m2), Pn戸・面源

由来の堆積汚濁負荷物質量（mg/m2)

堆積物が掃流すると，隣接する媒体に供給されるものとする。また，地下水

層yからの流出負荷量 Lyout (mg/hour）と層y一1からyへの流入負荷量Ly

ln (mg/hour）は，

勾 out= ~ Cy QoutAE (32) 

匂 in＝乙 （の lαnAE+ Ls吋） 、－haノ。J。‘J
／

t

、、

の：yの汚濁物質濃度（mg/m3), Qout yからの流出高（m/hour),Qin : y-1 

からの流出高（m/hour)

となる。結局，堆積掃流過程は以下のようになる。

溶存態

dCvSv 
Aサ江＝ cψRSAE-r 1 Cy制 E+r2 PnpAE均 m一句ω （日）

堆積態

A学＝Lnp-7，酬をか4£+ r 1 CySyAE -r 2 PnpAE -kザ叫 AE 附

ただし汚濁負荷物質放出は，地表面，都市，水田のみとする。また，河川

で下水処理場からの排出地点に当たる場所では，Lylnに下水処理場から出て

くる汚濁物質排出量も含む。
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また，地下層 （A～ D層）も以下のように定式化される。

溶存態

AE位金＝ Lyin -Lyoi川 yI CySy-J'.1_土並立PySyMAXI AE (36) 
dt ¥ Pyo ) 

堆積態

dPvSiMax I Pi + Pvn I 
二どと盟主＝ηICySy-r 以士~lラ今MaxI AE rd）＇今SyMAX (37) 

dt l 'VO I 

今：y層の貯水位 （m),Cnp 雨滴中の汚濁負荷物質濃度 （mg/m3),Tl：吸

着速度係数 （！／hour),72 脱着・ 可溶化平衡係数 （I/hour), 7，φ：点源由来

の汚濁負荷物質の減衰係数 （！／hour),Tdnp：面源由来の汚j萄負荷物質の減衰

係数 （！／hour）， 丈y y層における吸脱着速度係数 （！／hour),Py：汚渇負荷物

I Pi + Pi 0 I 
質堆積負荷量 （mg/m2),r I _L一二LこI: y層の吸着平衡定数（ I/m), 

b ¥ 乃O j ノ

SyMAX :y層の最大貯留量 （m), rdy yでの減衰係数 （J/hourl

水域に流入した有機物質 （本研究では COD,BODをその指標とする）は，

生物学的分解，沈殿，吸着などの作用により減少してレくが，この減少速度係

数を自浄係数 K,(!/day）といい，次のように表すことができる。

。c
一一 ＝ -k,. c at (38) 

K，は河川の状況，汚濁源の状況によって大きく 変化 し，005～10 (!/day) 

の範囲のものが実測されている。河川水中での有機物質の減少は生物学的な分

解など有機物質の減少に応じて水中のDO （溶存酸素） を消費するものと，

沈殿など DOを消費しないものに分けられる。

4.2 水温移流過程

地中温度の変化は，ある深さに達すると， l年中ほとんと変化しなくなる。

この層を恒温層と L、う。日本での恒温層深度は， 12m ～14 m であることが知

られているが，D層の深さを約15m とすると，最深部の地温は一定とするこ

とができる。地中水温は地中温度と等しいものとする と，深さ z(m）なる点
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での地中温度φgは，

い 1) ~日＋ムe -z~川 (39) 

①0 年平均気温（℃）， TF：周期 （365日）, x：地中での熱の拡散率（0.04

m2/day) 

Aは，蒸発散過程で算定された地表面温度むの時系列変化をSINカーブに

近似したときの振幅で，グリッドごとに数値が与えられる。そこで，各層から

流出する地下水温は，得られる地中温度に等しいとする。

都市から流出し下水道（雨水管）に流入する水は，非常に流出速度が速くあ

まり外界からの影響を受けないため，降雨温度と等しいとする。 一方，下水道

（汚水管）のうち，下水処理場でなく，浄化槽を経て直接河川へ流入するもの，

つまり，家庭排水のうち （1ー下水道普及率）分の水温は，各市町村の下水処

理場への流入水の温度と等しいものとする。また，降雨温度は一般的に温球温

度に等しいとする。汚水のうち，下水処理場を経て，河川に流入するものは，

それぞれの下水処理場の実測放流水温を用いる。

水田における熱収支の要素として，降雨，大気，河）｜｜からの潅甑用水がある。

（図 3参照）。水面での大気との熱収支は，蒸発散過程で述べた手法を応用して

水面熱収支式で算定する：ll。

HO~R ↓ ~H IE=(l rげ‘）S↓＋L↓ H-/E一σφs4 ( 40) 

HO  ：単位面積当たりの水面熱収支量（cal/m2 sec), S↓：全天日射量（wm-2),

L↓・長波放射量 （W m 2）， ①s：水田水温 （oK)

また，河）｜｜からの潅甑用水温度は，取水地点の河川温度を用いる。つまり，

濯甑用水が取水地点から水田に至る聞の熱収支は無視できると見なす。すると，

河川水温度の推定過程の基礎式は以下のようになる。

I aφriv ¥ Cep ~ 
CepHave Iー ァ I=HO＋ 一 ）~ qi （φz ①riv) ( 41) ¥ at I AE .._.' 

p：密度（xl06g/m:i), Have：平均水深（m）， φm 河川水温（℃）， HO：単位

面積当たりの水面熱収支量 （cal/m2 sec), qz：流入量 （m3/sec），む ：流入水

温（℃）
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図3 河川，水田での熱収支過程

ここで，右辺第 2項の流入要素としては，土壌浸透 （A～C層），表面流，

下水道，用水路，下水処理場が挙げられる。土壌浸透水温については，その位

置に流入するグリッドの地中水について地中水温度推定過程で求めた水温を層

ごとに平均したものを流入水温とする。

第 5章実流域での適用と考察

メッシュ化された流域と河道庄内川網を図 4に示す。 lkmのメッシュで構

成され，河道網や各種水利用地点を記してある。

図5は，ある洪水での河川流量の出力例で，流域最下流地点での観測値との

比較結果である。 10分単位で通年での解析のあと，洪水流量を比較するために

特定の個所を取り出したものである。高水，低水を連続して計算し常に土壌水

分を求めており，個別の洪水時の初期水分量を考慮する必要はなく，水文学的

な流域状態の連続性を確保できる。

図6は，同洪水における流域内と河川での水分を表したものである。低水時

の乾燥地域，高水時の氾濫（危険）地域などの把握が容易になる。図 7は，最

下流域地点での河川の BOD濃度である。高水によるフラッシュ効果や低減部

での水質変動が理解できる。これも空間分布として捕らえることができ，人口
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密集地域や汚水処理場近くでの高濃度が把握できているとともに，水質悪化地

点や汚濁物質発生地点の推定が可能となる。

図8も，同じく河川水温の時空間表示である。 2月と 8月の平均値を示した

が，季節的な水温変動による水生生態への影響を想像できる。今後， リアルタ

イムでの水質情報による汚染源の特定化や河川水深・幅がもたらす水生生物の

生存特性，および酸性雨などの大気と連携のモデル化を図り，詳細な流域環境
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図6 流域及び河川流量の空間分布
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図7 河川内以下流地点でのBOD濃度

評価を行う必要がある。こうした解析出力の時空間的連続性は，流域内での危

険地域の把握が容易になり ，総合流域管理における施設の配置 ・規模決定への

重要な指標となろう。

地球温暖化の影響評価を検討するため，気温 2度上昇の場合の水温変化を求

めた。日照時間，降水量，土地利用などは変化せず，蒸発散や流出，水利用過

程での熱収支だけの変動である。表 lは，河川系での代表的地点での結果であ

る。積雪・融雪は変動しているはずであるが，対象流域では，あまり現れてい

なかった。地表面では， 8月など，光波長の影響が大きい期間で摂氏 2度程度
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3 1 0 20 30 （度）

(a) 2 JJの7)(ii11t

3 10 20 30 （度）

( b) 8 JJの水ilut

図8 河川水il11lの空lliJ分布

表 1 ilull暖化シナリオの 1：での影響評価

Present average （℃） Climate change （℃） Changed volume （℃） 

Surface 17.92 19.30 + 1.32 

Precipitation 11.66 12.52 + 0.85 

Paddy gield 22.02 19.95 -2.07 

River discharge 

at Toki 16.67 17.54 + 0.87 

at Tajimi 16.48 17.27 + 0.79 

at Shidami 16.21 16.83 + 0.62 



34 

の変化が見られた。体感温度や植生への影響を考えると大きな値である。降水

の温度は地表気温と 同 じとしているのて、全期間にわたって若干増加している

が，水田，河川での水温は影響が小さく ，潜熱の作用で却って低下しているよ

うである。

第6章結語

本稿では，分布型流出モデルの定式化と適用を行い，シミュレーゾョンを通

じて温暖化の影響評価を行った。入力条件がシナリオで限定されていることや

考慮すべき影響要素全体を含んでない，などの問題点が残っている。 水文，気

象データに関するより精度の高い情報が望まれるとともに，流域への影響に対

する経済効果， 社会活動などの評価を行い，対策を検討する必要がある。今後，

GCM （大気大循環モデル）の出力との相関関係を考慮した地球規模での影響

評価モデ、ルを開発していきたし、。
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