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１．はじめに

環境影響評価法は、規模が大きく環境影響の程度が
著しいものとなるおそれがある事業について、環境影
響評価の手続き等を定めたものであり、平成9年6月
に制定、平成11年6月に施行された。平成23年4月に

「環境影響評価法の一部を改正する法律」が交付され、
環境影響評価法に基づく基本的事項及び主務省令の改
正を経て、平成25年4月に全面施行された。

主な改正点は、①交付金事業を対象事業に追加、②
計画段階配慮事項の手続きの新設・義務化、③方法書
に関する説明会開催の義務化、④事業者が作成する図
書の電子縦覧（インターネットによる公表）の義務化、

⑤評価項目等の選定段階における環境大臣の技術的助
言の規定、⑥政令で定める市から事業者への直接意見
の提出、⑦環境保全措置等の結果の報告・公表等の手
続きの新設・義務化、等である。（図-1）

2．事業の計画段階における環境配慮検討

上述②の「計画段階配慮事項の手続き」に関し、ダ
ム事業における環境配慮検討は図-2に示す手順で進
めることとなった。
図-2に示される手順のうち予測の実施については、

検討対象とした環境要素が事業の実施により重大な影
響を受けるかどうかについて、科学的かつ客観的な判
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環境影響評価における水環境の予測手法として数量化理論Ⅱ類による予測手法が提唱されている。当該手
法は、貯水池の諸元・水理・気象の特性から、貯水池に水温成層が形成されるか否か、濁水問題が生じるか
否かを統計数学的に判別する手法である。今回、複数の貯水池の水温及び濁りについて当該予測手法による
予測結果と実事象を照合し、手法の有用性を検証した。

その結果、水温成層の形成については検討した貯水池のほとんどで、濁りについても半数で予測結果と実
事象とが一致し、手法の有用性・妥当性を確認することができた。
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Technique by quantification theory class II is proposed as predictive technique of the aqueous environment in the 
environmental assessment.
It is technique to distinguish statistics mathematically, whether water temperature bedding is formed in a reservoir, 
whether water of  the reservoir comes to be turbid, from characteristics of the specifications and hydrology of the 
reservoir, and the weather of the catchment area of the reservoir.
Therefore, we inspected usefulness of this technique, by comparison with prediction and phenomenon, on the water 
temperature and turbidity of plural reservoirs.
As a result, we were able to confirm usefulness validity of the technique. Almost results match about forming water 
temperature bedding, and half results match about water turbidity.
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断ができるように、できるだけ定量的な手法を選定す
ることを原則としている。

事業の計画段階における予測手法の例を表-1に示
す。水環境については、類似ダムによる予測、数量化
理論Ⅱ類による予測、Vollenweiderモデルを用いた解
析等が手法として挙げられている。4）

3．数量化理論Ⅱ類による予測手法の適用の妥
当性と検証の必要性

（1）事業の計画段階における予測手法としての適正

表-1に示すとおり、水環境のうち水温、土砂によ
る水の濁りの予測手法として、数量化理論Ⅱ類による

予測が手法のひとつとされている。4）

事業の計画段階においては、事業の複数案を設定
し、環境に対する重大な影響があるか否かを把握する
ことが目的とされ、予測の簡易性や迅速性も求められ
る。そのため、数値シミュレーション予測のように膨

図-1 環境影響評価法改正に伴う環境影響評価手続きの流れの変化

図-2 事業の計画段階における検討の流れ

表-1 予測手法の例
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大なデータの取り扱いや計算を伴う予測は事業の計画
段階での予測手法としては適当でないと考えられる一
方で、数量化理論Ⅱ類による手法は、使用するデータ
の入手を迅速かつ容易に行うことができ、予測も比較
的短い時間で行うことができる。また、類似ダムの貯
水池を参考として予測するのとは異なり、対象とする
貯水池の特性のみを考慮して予測することができる。

これらのことから、事業の計画段階における予測手
法として、数量化理論Ⅱ類による予測手法が有用と考
えられる。

（2）予測手法の検証の必要性

前述（1）のとおり、当該手法が事業の計画段階にお
ける予測手法として有用であると考えられるが、実際
に実事象を予測できているものか否かの検証はこれま
でなされておらず、その適用の妥当性についての検証
が求められていた。

これに対応するために、今回、複数の供用中の貯水
池の情報を用いて、数量化理論Ⅱ類を用いた予測手法
による予測結果と実事象を照合することにより、当該
予測手法の適用妥当性を検証した。

4．数量化理論Ⅱ類による予測手法

（1）予測手法の概説

数量化理論Ⅱ類は、「質的なデータ」から「質的な外
的基準」を判別するための手法である。

今回の検証は、清澤ら（2013）の233貯水池につい
ての検討結果を対象とした。5）

ここで、「質的なデータ」は、水理・気象・ダム諸
元に関するデータについて各々閾値を与え、その大小
によりカテゴリー化（グループ化）されたものである。
また、「質的な外的基準」は、貯水池の水質特性を比
較的大まかに分類して表現したものを言い、水温につ
いては「成層型」「混合型」、濁りについては「濁水問
題有り」「濁水問題無し」として設定されている。

［質的データ］
○水理・気象に関する項目
　降水量、積雪量、気温、貯水池回転率　等
○貯水池諸元に関する項目
　貯水池の位置する標高、貯水容量、湛水面積　等

［質的外的基準］
○水温について
　「成層型」「混合型」
○濁りについて

　「濁水問題有り」「濁水問題無し」
水温については、貯水池内に水温成層（鉛直方向に

温度勾配の大きい層である水温躍層が形成されること
が多い）が生じるかを予測し、「成層型」か「混合型」
のいずれに該当すると考えられるかを判別したもので
ある。濁りについては、貯水池内もしくは下流河川が
出水後に長期間継続して濁るような状況となるか否か
を予測し、「濁水問題有り」か「濁水問題無し」のいず
れに該当すると考えられるかを判別したものである。

ここで言う「判別」とは、簡単のために仮に「降水
量」と「積雪量」の2つだけの質的データについて着目
した際に貯水池の「成層型」と「混合型」が図-3のよ
うな状況であった場合、破線で表したような「成層型」
と「混合型」の領域を分ける最良の境界線zを求めるこ
とであり、そのために2グループ間の分離をできるだ
け良くするためのaiを定めることである。

（2）水温・濁りについての予測手法の既往検討結果

清澤ら（2013）が検討した結果は以下のとおりであ
る。

水温については、対象とする貯水池の水理・気象・
貯水池諸元をもとに、判別得点Yを求め、Yの値によ
り「成層型」なのか「混合型」なのかを判別している。（式
-1, 表-2, 図-4, 図-5）

Y水温＝　（a11×χ11）＋（a12×χ12）＋…＋（a1j×χ1j）
　　  ＋（a21×χ21）＋（a22×χ22）＋…＋（a2j×χ2j）
　　  ＋　　　……………
　　  ＋（ai1 ×χi1）＋（ai2 ×χi2）＋…＋（aij×χij）

…（式-1）
ここで、Y水温は水温特性を表す判別得点、aijは質的

データと質的外的基準（「成層型」か「混合型」）とを関
係づける係数、χijは各質的データが各カテゴリーに
該当すれば1を、該当しなければ0を与える変数である。
Yについては図-3および図-4、係数aijについてはその

図-3 グループを分ける境界線のイメージ
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一部を表-2に示す。
これにより任意の貯水池の質的データχijからYの

値が定まり、Yの閾値をもとに水温について言えば「成
層型」か「混合型」を判別している。

係数aijの絶対値の大小は、判別分析にあたってのそ
の要素の寄与の大小を意味する。例えば、「α7（7月
の貯水池回転率）」はaijの絶対値が他と比較して大き
く、「成層型」か「混合型」を決定する上で寄与が高い
要素であると言える。一般的にα7は成層の形成を予
測するための目安としてそれ単独でも一般的に使われ
ていることと符合する。

5．予測手法の妥当性の検証

（1）予測結果と実事象との比較

供用中の貯水池について、数量化理論Ⅱ類を用いた
予測手法による予測結果と実事象を照合することによ
り、当該予測手法の適用妥当性を検証した。

某年のX貯水池の水温とY貯水池の濁りについての
予測結果を、表-3および表-4に示す。なお、表内に
示されている「スコア」は係数aijのことであり、「レン
ジ」はスコアの最大値と最小値の差を意味し、両者と
も判別分析にあたってのその要素の寄与の度合いを表
す。

X貯水池の水温に関する判別得点は-0.21であり、判
別閾値の0.2より小さいことから「成層型」と判別され
た。Y貯水池の濁りに関しては0.23であり、判別閾値
の0.0より大きいことから「濁水問題有り」と判別され
た。

X貯水池では夏季には成層が形成されることが報告
されている。Y貯水池では出水規模によっては貯水池
全体が高濁度となり濁水長期化現象が継続すると報告
されており、下流河川への影響緩和が求められている

「濁水問題有り」の貯水池であると言える。
したがって、これらの貯水池においては当該予測手

法を有効に適用できている。

（2）スコアの検証

スコアについて検証した。
水温に関するスコアの絶対値が大きいのは、前述の

α7の他には年最深積雪、標高、総貯水池容量、湛水
面積、流域面積である。

水温については、判別得点が小さいほど「成層型」
の方向に働くことから、スコアの正負を勘案すると、
年最深積雪が多く標高が高いほど「成層型」の方向に
働くことになる。融雪期に冷水が流入して貯水池内の
成層が形成されやすくなるような事象がイメージされ
る。一方で、総貯水池容量が小さく、湛水面積が大き
く、流域面積が大きいほど「混合型」の方向に働くこ
とになる。このことは、貯水池内の水交換や流入量が
多いと「混合型」の方向に働くことと理解できる。なお、
貯水池容量や回転率等は従属関係にあり、一方の大小
がもう一方の大小に関係していることを含みおく必要
がある。

濁りに関するスコアの絶対値は、必然的であるとも
言えるが濁水地質の有無については大きい。また、標
高と貯水池長についても大きい。年間最深積雪につい
ては、水温では大きいが濁りでは小さくなっており傾

表-2 既往検討結果における係数aijと変数χij

  

 

 

 

図-4 合成関数Yの検討例（水温）

  

 

 

 

図-5 合成関数Yの検討例（濁り）
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向が異なる。
濁りについては、判別得点が大きいほど「濁水問題

有り」の方向に働くことから、「濁水地質有」のスコア
が他より相対的に大きい正の値であることは当然のこ
ととして理解できる。また、標高と貯水池長のスコア
が大きいことについては、貯水池の地理的位置による
ことを示している可能性が考えられる。

当該予測手法におけるスコアについても、実事象と
符合した説明ができるものと確認できた。

（3）複数の貯水池を対象とした検証

今回、遊水地を含む12の貯水池等について予測を
行い、実事象との比較を行った。なお、遊水地は環境
影響評価法の対象外であるが、事業の複数案のひとつ
として有効であり、湛水域を有することから、参考に
検証対象とした。予測はデータの有無に応じて各ダム
2 〜 5年について行った。各ダムのデータはインター

表-3 X貯水池の某年の水温に関する予測結果 表-4 Y貯水池の某年の濁りに関する予測結果
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ネット上で公開されている情報から収集した。なお、
簡易に予測を行うためにデータ収集の容易性は重要で
あると考えられるが、今回、インターネット上の情報

のみで予測が可能であることも確認できた。
予測結果及び実事象について整理した結果を表-5

に示す。

表-5 判別予測結果と実事象との照合結果
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水温に関して「成層型」か「混合型」かの判別につい
ては、L貯水池以外の貯水池で判別予測結果と実事象
とが一致した。L貯水池では検討対象とした5 ヶ年の
うち3 ヶ年で一致しなかったが、判別得点Yは閾値付
近の値となっており、判別予測結果と実事象とが大き
く乖離しているものではないと言える。

濁りに関して「濁水問題有り」か「濁水問題無し」か
の判別については、半数の貯水池で判別予測結果と実
事象とが一致した。予測結果と実事象が一致しなかっ
たC貯水池、E貯水池、F貯水池、H貯水池は、比較的
貯水池の標高が低く、流域面積が小さい。表-4によ
ると標高が低いことは判別得点を大きくする方向に働
き、その結果、判別得点が0.0より大きくなり「濁水問
題有り」と判別されることとなる。また、L貯水池は
予測の上では「濁水問題無し」と判別されるが、実事
象として、運用操作上水位が低下する時期があり、そ
の影響を受けて濁りが生じる実態が報告されている。

（4）予測手法の妥当性・有用性についての考察

成層の形成は、貯水池内に生じる鉛直的な水温の相
違の事象として説明されるものであり、比較的単純な
物理メカニズムによって決定されるものであると考え
ることができる。したがって、その水密度勾配が形成
されるファクターとして、熱的なファクター（気温や
水温）と水密度勾配を維持するためのファクター（水
交換に係るもの）を扱うこととしている本手法のよう
な手法によって、ある程度確度の高い予測を行うこと
ができるものと考えられる。

一方で、濁りについては、その挙動が出水のハイド
ロ、土粒子の浮遊・掃流・沈降の他、貯水池運用（水
を貯めるのか、流すのか）等、多くのファクターによっ
て支配されると考えられる。本手法においては、水温
の予測にはない濁りの予測における独自のファクター
として「濁水地質の有無」と「（流域地形の）起伏量」
を扱っているが、上述のような複雑な挙動をこれらの
ファクターのみで説明することが困難であると考えら
れる。

今回の検証結果において、水温成層の形成について
は検討した貯水池のほとんどで、濁りについても半数
で予測結果と実事象とが一致した。また、事業の計画
段階においては、予測の簡易性や迅速性も重要である。
数量化理論Ⅱ類による手法は、数値シミュレーション
予測のように膨大なデータの取り扱いや計算を要する
ものではなく、また、類似の貯水池を参考とした予測
とは異なり、対象とする貯水池の特性のみを考慮した
予測である。

以上のことより、数量化理論Ⅱ類を適用した水質予
測手法が、事業の計画段階における予測手法として妥
当性があり、かつ、有用なものであると考えられる。

6．おわりに

本研究報告の一部は、国土交通省近畿地方整備局か
ら一般財団法人水源地環境センターに発注された「管
理ダムにおける環境影響評価マニュアル改訂業務」に
おいて検討した内容を含んでいる。本報告執筆にあた
り、国土交通省、及び、国土交通省近畿地方整備局に
ご配慮を頂いた。ここに厚くお礼を申し上げる。
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