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１．はじめに

ダム事業は、建設工事による土地の改変や、湛水に

よって陸域環境が水没するなど、大規模な土地の改変

を伴うことが多い。

ダム事業における環境影響評価は、当初、昭和59 

年に閣議決定された環境影響評価実施要綱に基づき実

施されてきたが、平成9年6月に環境影響評価法が公

布され、自然環境の項目として「動物」、「植物」、「生

態系」を対象として影響評価を行うこととなった１）。

このような環境影響評価法の施工を踏まえ、ダム事

業においては、土地の改変や施設整備を実施するにあ

たって、事前に環境調査を行い、生物の生息・生育環

境などを十分に把握したうえで、ダム事業が環境に及

ぼす影響について予測評価を行い、影響が予測される

場合には、生物の生息・生育環境に与える影響を可能

な限り低減ができるように環境保全措置等を講じるこ

ととしている。

ダム事業における環境保全措置として、土地の改変

や湛水等によって失われる湿地環境の整備は、ダムの

湛水域に低地や休耕田が湿地化した環境が広がってい

ることが多く、比較的多くの事例がある。

しかし、どのような湿地環境を整備するべきかに関

する目指すべき湿地の目標設定や目標が達成されたか

どうかに関する評価の視点や湿地性の生物が、どの程

度確認できれば目標を達成できたかとするか（確認種

数の目標値等）などの評価のための分析の目安などに

ついて、目標とする湿地環境や整備すべき湿地環境タ

イプを事前の調査データを元に設定し、定量的な分析

評価を実施している事例は少ない。

そこで本報告では、ダム事業における環境保全措置

としての湿地整備の検討における基本的考え方、調査・

検討すべき事項及びその手順等を整理した胆沢ダムで

の湿地整備の事例を紹介する。

２．湿地環境整備の概要

胆沢ダムでは、環境影響評価における調査検討に

よって、ダムによって改変・湛水する地域に様々な湿

地環境が存在する結果が得られている。この調査結果

を踏まえた環境影響評価を実施し、ダム事業の改変や

湛水によって消失する湿地環境の生態系に配慮するた
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め、保全措置として、湛水区域外に新たに湿地環境の

整備を行うこととした。

ダム建設により消失する湿地環境の新たな整備は、

環境保全措置の考え方の回避・低減・代償のうち代償

措置に該当する。その代償措置として、ダム貯水池左

岸上流部にある大平野（おおだいらの）地区に、湿地

環境の整備を実施することとした。

大平野地区は、事業実施区域内において唯一ともい

える広い面積を有する平坦地となっている。また、近

傍には沢水が流れており、湿地環境に必要な安定した

水源の確保が可能である他、背後に樹林環境が広がり、

モリアオガエルやサンショウウオ類等の両生類の生息

環境として重要な湿地環境と樹林環境との連続性も確

保可能であるなど、地形条件においても湿地環境の整

備場所として適正であると判断し、湿地環境の整備を

行った（以下、整備した湿地環境を「大平野湿地」と

する）。

大平野湿地は、平成22年から平成23年6月にかけ

て造成し、湿地環境に生息する保全対象種の定着、再

生産、維持が可能なように湿地環境の整備を行った。

整備の実施状況を図-1に示す。

平成22年 9月 

施工状況 
平成 22年 11月 26日 

施工状況(遮水シート敷設) 
平成 22年 11月 26日 

表土移植 
平成 22年 11月 25日 

平成 23年 10月 5日 

図-1 大平野湿地の造成状況
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３．大平野湿地の環境整備の考え方

新たに整備する大平野湿地の湿地環境は、胆沢ダム

事業において改変の影響を受ける湿地性動植物種の移

植先として整備する。このためには、新たに整備する

池・湿地環境が、胆沢ダム周辺に生息する湿地性動植

物種の移植先として適した環境として整備する必要が

ある。

そこで、新たに整備する池・湿地環境に必要な条件

の抽出を目的として、保全対象種の生態を整理した。

また保全対象種が生息する環境条件を確認し、整備す

べき湿地環境の目標となるモデル地区を抽出し、その

環境条件をもとに新たに整備する湿地環境タイプの選

定を行った。

（１）保全対象種の選定

ダムの改変や湛水等で消失する湿地環境に生息する

種のうち代表的な重要種を保全対象種とし、事業の環

境影響評価の結果をもとに、特に洪水時最高貯水位

（サーチャージ水位）以下に分布する重要種を代表的

な種として抽出した。

新しく整備する必要がある湿地環境は、湿生植物を

はじめとする湿性の生物の移植が想定されることか

ら、湿生生物の生息・生育に適した様々なタイプの湿

地環境を想定する必要がある。

そこで、整備が必要な湿地環境タイプの具体的なイ

メージを検討するため、移植が想定される湿生生物に

関する生態情報も合わせて整理した。

抽出された代表的な湿生生物とその生態情報を表-2

に示す。

（２）湿地環境整備の目標設定

保全対象種の生態情報を整理した表-2をもとに、

整備するべき湿地環境の目標の検討を行った。

移植対象種の多くは湿地、池といった湿生環境に生

息・生育しているが、種によっては、水辺の樹上に産

卵するモリアオガエルのように、生活史のなかで池沼

や樹林環境を必要とする種もいることが分かる。した

がって、新しく整備する湿地環境には、保全対象種の

全てが生活史を完結できるために、湿地環境だけでな

く、池沼や隣接した樹林環境が必要である。

整備すべき池沼・湿地環境の水深や土壌水分条件な

どの微環境についても様々な条件が必要となる。例え

ば、トンボ類幼虫等の生態からは水草の豊富な環境が

必要と考えられる。さらに、オオミズゴケ等の生育に

適した植物質の浅い水深の湿地も必要となる。一方、

シャジクモやイトモといった抽水性の植物への日照を

考慮すると、浅く日当たりの良い開放水面も必要であ

る。また、林内に生育するトンボソウやオオヤマサギ

ソウも保全対象種に含まれることから、池・湿地周辺

部には日当たりの弱い場所も存在することが望ましい

ため、樹林環境の整備も必要となると考えられた。

以上より、新しく整備する池・湿地環境においては、

水深が多様で日当たりが良く、開放水面の広い池、水

深が浅くて表土が植物質からなる湿地、および隣接す

る樹林といった多様な環境を揃えることが必要であ

る。新しく整備する池・湿地環境に必要と考えられる

環境を表-1に示す。またその環境条件のイメージを

図-2に示す。

（３）湿地のモデル地区の設定

整備すべき湿地環境タイプを選定するため、湛水区

域内における代表的な湿地環境として平根原（ひらね

はら）地区を整備すべき湿地環境のモデル地区として

選定し、その地区に位置する湿地環境タイプの確認を

行った。

平根原地区は、前川と防沢合流点南側の緩斜面上に

位置しており、平坦地となっているため、広く湿地が

形成されている。胆沢ダムにおける湛水予定区間では、

もっとも広い湿地環境が形成されており、新しく整備

する環境に必要となる多様な池・湿地や隣接する樹林

を有している。したがって、平根原地区を新たな池･

湿地環境のモデル地区として、環境条件の整理を行っ

た。平根原地区の環境条件の概要は以下に示す。

・山裾のため池や湧水からの水が水路に入り、土手越

しに浸透することで、水が湿地へ供給されている物

と思われる。

・ため池の周辺は植物が繁茂する。池の中心部付近は

抽水植物が生育するが、繁茂しているというほどで

はなく、開放水面の面積も広い。

・湿地の南側は、山裾まで広がる樹林と隣接する。

・表層の土壌は植物の根茎や枯草が厚く堆積してお

り、泥質ではない。

環境要素 必要な環境条件

湿地 浅く、表面が植物質からなる湿地

池

池・湿地の

周辺部

周縁部には水草が多いが、広くて

浅い開放水面も有する池

湿地に隣接した樹林が存在

表-1 整備すべき湿地環境に必要な環境要素
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分類

群 
種 名 

一般生態 

（生息・生育場所） 

代表的生息・生育場所 

 

池  
  

植物  ノダイオウ  ○  ・湿った土地や道端、畑地 

ジュンサイ  ○  ・古い池など 

オオニガナ 
○ 

・低山地の林間、草原の湿地、沼沢

地周辺、山中の湿地 

イトモ 
○ 

・湖沼、ため池、河川、水路など3m

までの浅い水域 

カキラン ○ ・日当たりの良い湿地 

ミズトンボ ○ ・日当たりの良い湿地 

オオヤマサギソウ ○ ・森林や草原 ○ 

トンボソウ ○ ・林内の湿原や小川のほとり 

トキソウ ○ ・日当たりのよい湿地 

ヤマトキソウ ○ ・山地、丘陵の日当たりのよい草地 

藻類・

蘚苔類 

シャジクモ 
○ 

・池、溝、湖沼、水田、川 

オオミズゴケ ・低地から山地のいくらか栄養の満

○ ちた、あるいは酸性土壌の湿地や

池周辺 

両生類 トウホクサンショウ

ウオ 
○ ○ 

・低山地の沢沿いか湿地 
○ 

クロサンショウウオ ・林の落葉や倒木、岩の下、腐植土

中 

・産卵は森林や湿原が隣接する池 ○ ○ ○ 

沼、水田、緩やかな流れの沢の淀

み 

イモリ ○ ○ ・水田や池、小川等 

モリアオガエル 

○ ○ 

際の木の枝先や草等 

○ 

・山間部から平野部までの森林 

・一般に卵を産み付ける場所は、水

昆虫類 オゼイトトンボ 

地の小川 
○ 

・低い草本が豊富な湿原を伴う湧水

ハッチョウトンボ ・平地から山地の丈の低い挺水植物

○ が繁茂する湿地や浅い池沼、ごく

緩やかな小流 

ババアメンボ ○ ・山間の池沼で挺水植物間の小水面 

ミズムシ ○ ・池沼や水田 ○ 

メススジゲンゴロウ 
○ 

・山地から高地の池沼 

・水生植物の多い池 

オオルリハムシ 
○ ○

・湿生植物の生育する湿原 

・幼虫はシロネ等の食草上に生息 

湿性

草地
草地 樹林

表-2 保全対象種と生態情報
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池(広い開放水面) 池(水草の多い水辺)

隣接する樹林 湿地

図-2 整備が必要な環境条件のイメージ

溜池

山裾の湧水

湿地

2008年 6月撮影

空中写真で見た平根原地区の湿地周辺の様子 平根原地区の表層の土壌

平根原地区の湿地現況

図-3 モデル地区とした平根原地区の湿地環境
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・湿地の水深は、水が土壌の表面に滲む程度である。

このように、平根原地区は冷たい湧水によって形成

された良好な湿地が維持されている場所であるといえ

る。池･湿地環境の検討・設計にあたっては、こうい

う環境になるべく近づけることを念頭におき、必要に

応じて、参考として物理環境条件の記録等も行った。

（４）整備の目標とした湿地環境タイプの設定

湿地整備のモデル地区の平根原地区の湿地環境タイ

プの確認状況上を踏まえ、大平野湿地において整備を

行う湿地環境のタイプについて、①樹林地内の池、②

開放的な池、③湿性草地、④乾性湿地の計4タイプの

異なる湿地環境の目標として整備を実施した。

目標として設定した４タイプの湿地環境の概要を表

-3に示す。また、各湿地環境タイプの配置関係の状

況を図-4に示す。

写真は、平成24年8月の状況であるが、造成工事

完成直後（平成23年6月）から約10 ヶ月を経過した

段階でもある程度植生等が発達し、目標とする湿地環

境に近づいている様子がうかがえる。

環境区分 ①樹林地内の池 ②開放的な池 ③湿性草地 ④乾性湿地

環境の概要
場

・抽水植物が多く繁茂する浅・樹木が水面に被る池や湿地

・周辺に湿った林床が広がる

・ミズゴケが生育し、土は過

湿で表面に水が浮く。水質悪

化防止のため水は滞留なし むほどではない

・湿った土を好む植物の生育

・土に湿り気があるが水が滲

イメージ

写真

保

全

対

象

種

動物

トウホクサンショウウオ、ク

ロサンショウウオ、モリアオ

ガエル

ババアメンボ、ミズムシ

メススジゲンゴロウ、イモリ
オオルリハムシ

オゼイトトンボ

ハッチョウトンボ

植物 トンボソウ
イトモ、ジュンサイ、シャジ

クモ
ノダイオウ

オオニガナ、カキラン、トキ

ソウ、オオミズゴケ等

表-3 目標とした4タイプの湿地環境

平成 24年度 8月 21日

湿地B

湿地A

湿地C

①樹林地内の池

②開放的な池 ③湿性草地

④乾性湿地

図-4 大平野湿地に整備した湿地環境の４タイプ（①～④）
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２．モニタリング調査及び評価の手法

（１）整備した湿地環境の評価の視点

目標とした4つの環境タイプの湿地環境整備が適切

に実施されたかを確認し、整備の目的が達成されたと

判断を行うために、湿地環境タイプごとに目標とする

環境の設定を行った。目標として設定した環境にどれ

だけ近づいているかについて、各湿地環境タイプごと

に、保全対象である各4つの湿地に生息・生育する種

が定着し、再生産や生息の維持ができているかどうか

を評価の視点として設定した。

造成した4つの湿地環境の目標を表-4に示す。

モニタリング調査結果の分析評価は、それぞれ整備

した湿地環境ごとに設定した分析の視点を踏まえ、調

査結果がその視点に対してどの程度、目標とするそれ

ぞれの湿地タイプで目標とした環境に近づいているか

の視点から分析評価を行った。

それぞれの環境の評価の視点は、湿地環境の目標に

対して、それぞれ設定した各環境ごとの分析の視点の

観点から、どの程度達成できているかの観点で評価を

行った。

（２）目標達成状況の評価の目安の設定

湿地環境の環境整備を実施した直後は、裸地の部分

が多く植生は発達していないため湿地の動植物の確認

種数もきわめて少ないのが一般的である。しかし整備

した後、環境が次第に落ち着いて徐々に植生が発達す

る植生遷移が進むに従って、生息する湿地の生物種の

種数も増加する。その種数増加が整備した目標とする

環境に生息する生物種数に達しているかを目標達成状

況の目安として設定し、整備目標の達成状況の評価を

行うこととした。

（３）既往の湿地整備の事例を踏まえた評価目安

　　 （馬留湿地の確認種数）

目標達成の目安としては、胆沢ダムにおける既往の

湿地環境整備のモニタリング調査結果のデータを参考

とすることとした。

胆沢ダムでは、過去において、ダム堤体下流区間の

湿地環境保全の取り組みとして、馬留（うまどめ）湿

地の整備が試験的に実施されており、その整備後の湿

地環境の遷移とともに、動植物の確認種数の変化状況

のモニタリング調査を実施している。

それらの調査結果のうち、代表的なトンボ類の確認

種数と水生植物の確認種数の変化傾向を図-5,6に示

す。トンボ・水生植物の両方とも、整備直後は種数は

少ないが、経年的に増加し、概ね整備後の4 ～ 5年程

度で一定の種数に達した後、その後、種数が安定する

傾向が見られた。

その種数はトンボ類では、25 ～ 30種程度、水生植

物では、40種程度であった。

（途中、湿地の環境の乾燥化や植生の発達等が見ら

れたため、水環境の改善や草刈りを実施して湿地環境

の維持を図っている）

湿地環境タイプ 目標とした環境

①樹林地内の池

②開放的な池

サンショウウオ類やモリオアガエル
等の生息場として、植生及び生物
種が確認されること

③湿性草地
(湿地Ａ・Ｂ・Ｃ)

ミズムシやアカハライモリ等の生息
場として、イトモやタチモ等の水生
植物及び生物種が確認されること

④乾性湿地

モデル地区の平根原地区と比較し
て同等の湿性植生が分布すること
先行事例の馬留湿地と比較して、
オゼイトトンボ、ハッチョウトンボ
等、同様のトンボ類が確認されるこ
と

オオルリハムシの生息場に適した
環境となっていること

表-4 各湿地環境タイプの目標

【調査結果の分析評価の視点】 

・保全対象種の定着・再生産・生息環境が継続して確

認できているか 

・各湿地環境タイプごとの目標とした環境に向かって

湿地環境の遷移や確認種数の増加が進んでいるか 
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27 28
29 26
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30

種
数

調査年度
H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H20年度 H21年度 H22年度

繁殖が示唆された種

①環境変化

②水環境改善

③草刈り 草刈り

図-5 馬留め湿地におけるトンボ類の確認種数
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以上のことから、整備した湿地環境が目標を達成で

きているかを評価する際の目安として、これまでの湿

地整備の確認種数の増加状況の数値を用いて評価を行

うこととした。代表的な評価の目安の確認種数として、

トンボ類と水生植物の確認種数の目安を以下に示す。

（４）モニタリング調査の手法

大平野地区における池・湿地環境整備後の湿地環境

の遷移を把握するため、表-5に示す調査を実施した。

なお、動植物モニタリング調査で、各保全対象種の生

態を考慮して調査を実施した。

3 3 5 4 5 5 5
2 3

2 4
5 6 6
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17 17
18 16

16 15 15

6

15 14

17
16 14

17 17

1 0

158

173

153
144

149

184
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確

認

種
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平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

0

40

80

120

160

200
沈水植物 浮葉植物

抽水植物 湿生植物

全体

①環境変化

②水環境改善

草刈り ③草刈り

図-6 馬留め湿地における水生植物の確認種数

注1)	ここでいう「抽水植物」「浮葉植物」「沈水植物」は、文献

1に準拠して整理した。また、文献2における水湿植物の

うち、前記以外のものを、便宜上、「湿生植物」と表記し、

これらの総称は「水生植物」と表記することとした2),3)。

文献1	 大滝末男ほか(1980):日本水生植物図鑑，北隆館.

文献2	 宮脇昭ほか(1994):改訂新版日本植生便覧，至文堂.

①

②

【評価の目安の事例】 

既往の馬留湿地の種数変化を踏まえ、整備後4～5年目

の確認種数の目安を以下のように設定する 

トンボ類の種数が25～30種程度は確認される

水生植物の種数が40種程度は確認される

調査項目 調査方法 調査内容 調査実施状況

定点写真定点写真撮影
撮影

・予め選定した定点において写真撮影を

行い、写真データをパノラマ化し、写

真を経時的に比較して環境の変化を把

握した。

植栽モニタリング調査

調査

生育状況

定点観察

・樹木が植栽された 6 箇所（樹林池の周

縁部、樹林池西側の緩傾斜地で、樹種

の配置、樹勢、樹高等を記録した。

動植物

モニタリン

グ調査

両生類・

トンボ類

爬虫類

水生生物

任意踏査

任意採集

法

モ網や直接採集による捕獲し、確認種の

・調査地を任意に踏査し、目視観察、タ

より識別できる種については、現地で同

定を行い記録した。

記録を行った。

・捕獲できなくとも目撃や鳴き声などに

植物 任意踏査

目視観察により確認し、記録した。

・調査地を任意に踏査し、出現する種を

植生分布

調査 植生図を作成した。

・調査地を網羅するように踏査し、現存

群落組成

調査

・湿地 A～Cに各 3地点（計 9地点）のコ

ドラートを設定し、地形、環境等の立地

条件を記載し、群落の階層ごとに、その

優占種と樹高(平均高)、植被率(％)等を

記録した。次に調査枠内で階層ごとに全

種名をあげ、出現種の被度と群度をブロ

ン-ブランケ法により判定した。

パノラマ化

表-5 調査方法
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３．モニタリング調査結果の分析評価

大平野湿地の整備を行ったそれぞれ４つの湿地環境

タイプごとに、設定した環境目標に対して、以下の調

査結果の分析評価の視点を踏まえ、整備後2年目の調

査結果の分析評価を行った。

整備した４つの各湿地環境タイプのモニタリング調

査結果の分析評価の結果をそれぞれ以下に示す（図-7

～ 11）。

・保全対象種の定着・再生産・生息環境が継続して確

認できているか

・各湿地環境タイプごとの目標とした環境に向かって

湿地環境の遷移や確認種数の増加が進んでいるか

＜目標とした環境＞ 

サンショウウオ類やモリオアガエル等の生息場として、植生及び生物種が確認されること 

 ＜評価結果＞ 

【水際植生の発達状況】 

・植栽した池周囲のヤナギ類は、大部分の株が造成2年目になって生育状態が好転し、順調に生長している。 

・裸地には植生が生じたが、植生の遷移が大きくは進んでおらず、今後の早期の植生成立が望まれる。 

 水際植生は、植栽したヤナギ類の生長、裸地からの植生の発生が確認され、生物種数も増加傾向にあった。 

目標とした両生類の生息もサンショウウオ類は確認できなかったが、モリアオガエル等の繁殖が確認され、順

調に目標環境に向けた湿地環境の遷移が確認できた。 

殖場として利用しているものと考えられる。 

種名 H23 

 【両生類の確認状況】 
・確認種数が3種から6種に増加した。 
・5種では幼生が確認されており、樹林地内の池を繁

H24 

イモリ ◎ 

ニホンアマガエル ● ◎●

ヤマアカガエル ● 

ツチガエル ◎●

モリアオガエル ◎● ◎●

カジカガエル ◎● ●◎

6種 3種 6種 

●幼生を確認 ◎成体・幼体を確認

れるゲンゴロウ類が、1種から5種に増加した。 
・ゲンゴロウ類の増加は、大平野湿地の（餌となる）

【水生生物（ゲンゴロウ類）の確認状況】 
・高次捕食者が多く、良好な湿地環境の指標生物とさ

水生動物の種数や個体数が順調に増加し、良好な湿
地環境に遷移していることが示唆される。 

種名 H23 H24 

マメゲンゴロウ ● 

ハイイロゲンゴロウ ● 

チビゲンゴロウ ● 

ツブゲンゴロウ ● 

ヒメシマチビゲンゴロウ ● ● 

5種 1種 5種 

平成 23年度 平成 24年度 

8.7

20.0

10.9

50.0

79.1 10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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水際
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強

中

弱

95.7

100.0

90.0

0.0
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中

弱

 図-7 ①樹林地内の池のモニタリング調査結果の概要

（１）①樹林地内の池
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（２）②開放的な池

＜目標とした環境＞ 

＜評価結果＞ 

 ミズムシやアカハライモリ等の生息場として、イトモやタチモ等の水生植物及び生物種が確認される

こと 

 保全対象種である移植した水生植物は池全域に点在して生育していることが確認でき、目標としたイトモやタ

チモ等の生育確認は達成できた。ただし、移植1年目のため、水生植物の生育密度は疎であり、池全体に水生植

物が繁茂するまでには至っていない。 

以上のことから、当初想定の予定通り、順調に目標環境に向けた湿地環境の遷移が確認できた。 

また動物では、ミズムシやアカハライモリ等は確認されなかったが、トンボ類が確認された。確認種数は、評

価の目安とした25～30種には及ばないものの、H23年の 4種から H24 年の 12種増加し、2年で目標とした種数

の半分程度まで増加した。 

に  点在し順調に生育している。しかし池全体に水生植物が繁茂する状況には至っていない。 

【水生植生の発達状況】 

・  保全対象種として移植を行った抽水植物のタチモ・クサイ、沈水植物のイヌタヌキモ・イトモ等は湖内全域

種)。移植した水生植物をイトトンボ類が産卵場所として利用していると考えられる。 

【トンボ類の確認状況】 

・開放的池ではトンボ類の種数が顕著に増加(4種→12種)し、特にイトトンボ類の増加が顕著であった(2種→5

移植したクサイなどカヤツ

リグサ科の抽水植物が生育 
平成 24年度 

タチモ イトモ 

平成 23年度 

0

5

10

15

20

25

/
A B C

2011年

2012年

個
体
数

大幅に増加

沈水植物のタチモに連結潜水産卵する 
オオイトトンボ 

 図-8 ②開放的な池のモニタリング調査結果の概要
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（３）③湿性草地（湿地Ａ・Ｂ・Ｃ）

湿性草地は、湿地Ａ・Ｂ・Ｃの若干水位等の微環境が異なる３つ湿地を整備している。目標とした目標は、植

物と動物でそれぞれ設定しており、項目ごとに以下に評価結果を示す。

1）植生・群落組成

【湿性草地（湿地A～C）の目標とする湿性植物群落の確認状況】

＜確認された草本群落＞ 

＜目標とした環境＞ 
 モデル地区の平根原地区と比較して同等の湿性植生が分布すること 

【湿地A・B】ほぼ全域でアゼスゲ群落が成立。水深が深いところはガマ群落が分布。 

＜評価結果＞ 

た

施工2年目で目標とした湿性地に成立するタイプの植物群落が全域に確認された。 

だし、広く分布する

度と比較して5種程度と構成種が少なく、単調な種組成となっていた。 
  アゼスゲ群落の組成をみると、平根原地区の群落（チゴザサ-アゼスゲ群落）の10種程

 湿地 A～C では、各湿地が異なる水分条件（湿～過湿）となっており、今後も水分条件の違いに応じ、異な

る植生の成立や遷移が期待でき、目標とする多様な湿地環境が成立する可能性が示唆された。 

以上から、植生・植物群落における当初想定の予定通り順調に目標環境に向けた湿地環境の遷移が確認できた。 

・湿地A～Cでは、湿性地に成立するタイプの植物群落が確認されている。池沼の水域に成立する沈水・浮葉植

状態であり、水分条件が過湿となったことと関連していると考えられる。 

物の群落は確認されていない。 
・平成24年度は、新たに湿地Bの水深の深い場所でガマ群落が確認され、H23年度に比べ水位が5cmほど高い

湿地A 湿地B 湿地C参考とする植生

平根原H20 馬留H23 H23 H24 H23 H24 H23 H24

池沼 ●ジュンサイ-ヒツジグサ群集

池沼 ●ヒツジグサ群落
池沼 ●オヒルムシロ群落
池沼 ●
池沼 ●ヒシ群落

ヤナギスブタ-ミズオオバコ群落

過湿 ● ●カンガレイ群落
過湿ガマ群落 ● ●
適～過湿 ●ヨシ群落 ● ● ● ● ●
湿～過湿 ●チゴザサ-アゼスゲ群集
湿～過湿 ● ●アゼスゲ群落 ● ● ●
湿～過湿 ●カサスゲ群落
湿～過湿 ●ハリイ-タマガヤツリ群落
湿～過湿 ● ●ハリイ-ホタルイ群落
湿～過湿 ● ●ミズオトギリ群落
適～湿 ●オギ群落 ● ●
適～湿 ●ノハナショウブ-ススキ群集
適～湿 ● ●ノハナショウブ群落
適～湿 ● ●ミソハギ群落 ● ●
適～湿ススキ群落 ● ●

群落名 水分環境

 

【湿地C】ほぼ全域でハリイ－ホタルイ群落が成立 

【アゼスゲ群落の組成について】 

湿地 A(A2): 構成種4種 湿地 B(B2): 構成種5種 平根原地区(H22): 構成種10種 

 モデル地区である平根原地区と比較してアゼスゲが多く、構成種

が 5 種程度と少なく、現段階では単調な種組成となっている

アゼスゲのほか、カキランやモウ
センゴケなど多様な種が生育

図-9 ③湿性草地の植生・群落組成モニタリング調査結果の概要
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2）トンボ類の生息状況

【湿性草地（湿地A～C）におけるトンボ類の確認種数】 

＜トンボ類の確認状況の推移（湿地環境整備後の経過年数）＞ 
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馬留湿地の代替地（H13～22）
湿地A～C
湿地B

大平野湿地(H23～24)
湿地A
湿地C

・ 平成24年度（創出後2年目）の確認種数をみると、湿地Aで 17種、湿地Bで 20種、湿地C
で 17 種のトンボ類が確認された。いずれの湿地も平成 23 年度（1 年目）より、種数が増加

Cの違いはみられなかった。 

した。 
・ 平成24年度（創出後2年目）について、湿地毎の確認種をみると、共通種が多く、湿地A～

・ アオイトトンボやエゾイトトンボ等、複数の種で繁殖を示唆する行動も確認され、湿地およ
び周辺の環境がトンボ類の生息場として適した環境になってきていると考えられる。 

・ 湿地A～C全体でみると、評価の目安とした馬留湿地の種数の2年目よりも多い状況であった。
更に、大平野湿地全体でみると、確認種数は 29 種で、評価の目安とした馬留湿地の 25～30
種程度に匹敵する種数が確認された。 

＜評価結果＞ 

 湿性草地として整備した湿地 A～C のいずれにおいても H23 年度よりも確認種数が増加しており、全体的に目

標とした環境の方向に、湿地環境の遷移が進んでいると考えられた。 

施工 2年目で、評価の目安とした馬留湿地の種数と比較しても多くのトンボ類が確認され、アオイトトンボ等、

複数の種で繁殖を示唆する行動も確認された。 

 ＜目標とした環境＞ 

以上から、湿性草地はトンボ類の生息場として適した環境となっており、当初想定した湿地および周辺の環境

がトンボ類の生息環境として予定通り、順調に目標環境に向けた湿地環境の遷移が確認できた。 

オゼイトトンボ、ハッチョウトンボ等、同様のトンボ類が確認されること 

  図-10 ③湿性草地のトンボ類の生息状況モニタリング調査結果の概要
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（４）④乾性湿地

【シロネ類・オオルリハムシの確認状況】

種名 H23移植状況 H24モニタリング結果 

オオルリハムシ 成虫 192個体を移植 成虫 13個体を確認 

平成23年度（乾性湿地） 平成24年度（乾性湿地）   平成 24年度（再移植先の湿地A） 

面積が小さく、今年度は
早期に密生状態に 

・ 平成23年度にオオルリハムシの食草であるシロネ類を移植し、平成24年度には定着が確認された（シ

をまびくとともに、水位の調整を行った。間引いた個体についてはシロネ類の生育に適した環境になっ
ている湿地Aへ再移植を行った。 

ロネ類群落）。 
・ ただし、土湿が過湿状態になっており、シロネ類の生育状況はやや不良であった。 
・ その要因として水位が高すぎることと、過密植裁の影響が考えられたため、平成24年 10月に一部個体

＜評価結果＞ 

オオルリハムシの食草として移植を行ったシロネ類は、定着が確認されたものの、やや生育不良であった。要

因としては、土湿が過湿状態であったことと、過密植裁の影響が考えられた。 

モニタリング調査結果を踏まえ、水位の調整とシロネ個体の間引き等、乾性湿地の環境改善の措置を実施した。 

以上から、当初想定した乾性湿地の目標の環境に至っておらず、環境改善の必要性があるとの評価結果となり、

順応的管理の対応として、水位調整とシロネの間引き等の環境改善の措置を実施した。 

合わせてオオルリハムシの生息状況についても確認を行うこととする。 

今後、実施した環境改善の状況について調査を行い、今後もシロネ等の生育状況と水分条件等を注視していく。
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 図-11 ④乾性湿地のモニタリング調査結果の概要
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（５）大平野湿地の分析評価結果のまとめ

大平野湿地の環境整備において行った湿地環境のタ

イプについて、①樹林地内の池、②開放的な池、③湿

性草地、④乾性湿地の計4タイプの異なる湿地環境タ

イプについて、目標と照らしあわせた評価結果におい

ては、④乾性湿地を除き、いずれも目標植生の成立や

動植物の確認数の増加などがみられ、概ね計画通りと

考えられた。

乾性湿地については、湿地の水位調整や移植したシ

ロネの過密植裁の改善を実施したことから、今後はそ

の効果についてモニタリング調査を実施し、その結果

の分析評価の実施を予定している。

このようにモニタリング調査を踏まえ、環境改善の

やり方が適切であったかどうかの分析評価を行い、そ

の評価結果によっては、さらなる環境改善の必要性の

検討を行う、順応的管理の手法に基づいた対応を行

なっていくことが重要と考えられる。

順応的管理とは、自然条件下では様々な不確実性が

生じるため、全ての要因について予測することは不可

能であることから、モニタリング調査によって結果を

評価し、その結果に応じて適切に保全措置の見直しや

施工方法の変更といった対応方針の変更が可能な管理

（以下、「順応的管理」とする）を実施することで、事

業による環境影響に対する、より適切な影響の低減や

より効果的な保全措置の実施が可能とするための管理

手法である４）,５）,６）。

このような順応的管理の考え方を踏まえて、大平野

湿地が、整備を行った各湿地環境タイプごとに設定し

た目標の環境に向けて、保全対象種の定着・再生産・

生息環境が継続して確認できているか、各湿地環境タ

イプごとの目標とした環境に向かって湿地環境の遷移

や確認種数の増加が進んでいるか、等の観点から適切

に調査結果の分析評価を進め、整備した湿地環境の目

標達成と保全対象種の確認や生息環境の継続的な維持

に向けて、より一層の調査検討を進める必要があると

考えている。

４．おわりに

本報告では、ダム事業における保全措置としての湿

地整備の検討にあたって、適切な湿地整備を行うため

の基本的考え方、調査・検討すべき事項及びその手順

等を整理した事例を紹介した。

しかしまだ、整備直後のモニタリング段階でもあり、

今後、設定された目標が達成できているかどうかにつ

いて、評価の視点の観点から、モニタリング調査結果

の分析評価および順応的管理の考え方を踏まえたモニ

タリング調査結果のフィードバック等を進める必要が

ある。

本報告が今後のダム事業における湿地環境整備の検

討に際して参考となれば幸いである。

本報告をとりまとめるにあたり、国土交通省東北地

方整備局胆沢ダム工事事務所には、貴重な調査データ

をご提供いただいた。ご協力いただいた皆様に、ここ

に深く感謝申し上げます。
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