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１．はじめに

設楽ダムは、平成11年の環境影響評価法の施行後、 
国土交通大臣が自ら施工するダムとして初めて、同法
に基づく環境アセスを実施したダムであり、 専門家の
助言を得ながら、平成19年7月30日に環境影響評価
書（以下「評価書」という。）の公告・縦覧を終えた。

評価書では、豊川の豊かな自然環境への影響をでき
る限り低減するため、環境保全措置、事後調査及び配
慮事項等が示されている。この環境保全措置等の検討
について指導、助言及びその実施状況の監視を行うこ
とを目的として、関連する専門家で構成する「設楽ダ
ム環境検討委員会」が設置され、平成30年3月までに
8回の委員会が開催されてきた。

環境保全措置等としては、水環境、粉じん等、騒音・

振動、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ
合いの活動の場、廃棄物等の幅広い項目を対象として
いるが、その一つとして動物または生態系の配慮事項
として行う植生回復がある。これには、現状の植生で
優占する針葉樹を、動物の生息環境としての機能が期
待される広葉樹に樹種転換する事等が含まれる。この
ようなダム湖周辺の植生回復に着目し、その具体化の
ための検討状況についてとりまとめた。

2．植生回復に関する配慮事項

評価書において、植生回復に関する配慮事項として、
以下の3つを行うものとしている。
①植栽する樹種の検討

動物の重要な種について、これらの生息環境保全の
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て環境保全措置等を実施中である。環境保全措置等の一つとして、動物または生態系の配慮事項として行う
植生回復がある。この植生回復の配慮事項には、「①植栽する樹種の検討」、「②植生の回復」（改変跡地等で
の広葉樹林の整備）、「③貯水池法面の樹林の保全」（貯水池法面における針葉樹から広葉樹への樹種転換）
の 3 つがある。本報告は、ダム湖周辺における樹種転換等による植生回復の具体化のための検討状況につい
てとりまとめたものである。
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At Shitara Dam, the public release and perusal of the Environmental Impact Assessment Report has been completed 
on July 30, 2007. Subsequently, while receiving guidance and advice from the Shitara Dam Environment Review 
Committee, we have implemented environmental preservation measures etc. indicated in the evaluation document, and are 
implementing environmental conservation measures etc. according to the progress of construction. As one of environmental 
conservation measures etc., there is vegetation restoration carried out as consideration items of animals or ecosystems. 
There are three types of considerations on this vegetation restoration, "①Study of tree species to plant", "②Recovery of 
vegetation" （planting of broadleaf forests at modified site etc.）, "③Conservation of forests on reservoir basins" （conversion 
of tree species from coniferous tree to broad-leaved tree on the surface）.This report summarizes the examination situation 
for concretization of vegetation recovery due to tree species change etc. around the dam lake.
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観点から、営巣、ねぐらに適した樹種や餌の供給に適
した樹種など、植栽する樹種の選定及び植栽箇所の検
討を専門家の指導、助言を得ながら実施する。
②植生の回復

貯水池の周辺では、広葉樹林地の消失に伴い種子や
果実を餌とする鳥類等の生息環境の一部が消失する。
樹林地の消失に伴う生態系への影響は小さいと予測さ
れるものの、生物の生息・生育環境の保全に配慮して、
付替道路周辺の改変跡地等において、哺乳類や鳥類、
爬虫類、昆虫類等の良好な生息環境と考えられる広葉
樹林地を整備する。

植生の回復にあたっては、改変地や水没地内の樹木、
表土を活用しながら植栽を行うこととする。
③貯水池法面の樹林の保全
「植生の回復」と同様に、樹林地の消失に伴う生態

系への影響は小さいと予測されるものの、生物の生息・
生育環境の保全に配慮して、常時満水位以上の貯水池
法面は樹木を伐採せずに残置させ、植生の保全を図る。

残置させた樹木の一部は、水位の変化等により枯死
し荒廃する可能性があるため、試験湛水後の荒廃箇所
には補植等を行う。

以上の植生回復に関する3つの配慮事項について具
体化のために検討を行った。以下、配慮事項毎に検討
結果を示す。

3．植栽する樹種の検討

（1） 検討概要

改変地や水没地内での植生回復、貯水池法面の樹林
の保全に用いる植栽樹種を検討するものである。

この植栽樹種の検討手順は、図-1に示すとおりで
ある。既往調査で確認された植物種の中で、動物の重
要な種が依存する樹種、当該地域の気候・地形・土壌
等の自然的条件が支持する樹種の目安として潜在自然
植生、設楽町の森林整備計画、ダム湖周辺整備等の新
たな景観の創造に繋がる樹種に該当する種等を植栽樹

種候補として選定する。この候補の中から、専門家の
指導、助言を得ながら、植栽樹種を選定していくもの
である。

（2） 現存植生

設楽ダム周辺で確認されている樹種を対象とするこ
とを基本とする。

（3） 動物の重要な種が依存する樹種

動物の重要な種のうち、特定の樹種に依存して生息
する種、また、それらの営巣、ねぐら、餌の供給に適
した樹種等を表-1のように整理した。なお、表中で「樹
洞」としている樹種については、既往の樹洞調査によ
り、設楽ダム周辺ではコナラ、ケヤマハンノキ、クマ
シデ、エゴノキ、リョウブ等に樹洞が確認されている。

（4） 潜在自然植生

設楽ダムは太平洋側の内陸部に位置し、周辺の潜在
自然植生としては主にヤブツバキクラス域のシキミ-
モミ群集が広がり、谷部にはイロハモミジ-ケヤキ群
集が分布し、シキミ-モミ群集は広葉樹と針葉樹の混
生林、イロハモミジ-ケヤキ群集は広葉樹林であると
される1）。このような潜在自然植生を構成する樹種
を整理した。

（5） 森林整備計画等

設楽町森林整備計画（愛知県　設楽町）では、人工
造林の対象としない（天然更新）樹林整備の対象樹種
を選定している。この天然更新の対象樹種を整理した。

また、「あいちの生物多様性ポテンシャル　気づく・
まもる・つなげるマップ」（愛知県環境部自然環境課）
において、県内で樹林を生息環境とする代表的な動物
を指標種として選定し、それらの種を対象に保全、拡
大すべき樹林、樹種等を示している。ここで取り上げ
られた樹種を整理した。

（6） 植栽樹種候補の選定

（2）〜（5）に該当する樹種を植栽樹種候補として表
-2のように整理した。今後、「新たな景観の創造」に
繋がる樹種について、ダム湖周辺整備の計画等を考慮
して検討し、さらに専門家の指導、助言を得て、植栽
樹種を選定していくこととしている。

4．植生の回復

（1） 検討概要

付替道路周辺、原石山跡地、建設発生土処分場跡地
を対象として、改変地や水没地内の樹木、表土を活用
した広葉樹林地の整備手法を検討するものである。

（2） 改変区域内の植生（植生回復に利用できる植生）

植生図と改変区域を重ね合わせた結果、改変区域内図-1 植栽樹種の検討手順
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表-1 動物の重要な種が依存する樹種

表-2 植栽樹種候補の選定結果（注：「新たな景観の創造」については未検討）
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に表-3に示す広葉樹林の分布が確認され、これらの
植生を構成する広葉樹が植生回復に利用できると考え
られた。

（3） 植生回復手法

植生回復の手法は表-4に示すとおりであり、伐採
木の根株移植、種子の利用、表土蒔きだし等により改
変区域の樹木を出来る限り活用するものとした。

これらの手法の中から、周辺の植生との連続性、工
事後の地形等を考慮して、対象箇所に適した樹種及び
手法を今後検討することとしている。

なお、植生回復の作業は、持続可能なものとなるよ

う、出来る限り地元との協働により行う事が重要であ
る。植生回復のための緑化に使用する苗の種の採取、
苗木の育成、苗の植樹については、全国のダムや道路
等において事例があり、これらの事例を参考にし、今
後、持続的な実施に向けた仕組み作りを検討すること
が望まれる。

5．貯水池法面の樹林の保全

（1） 検討概要

ダム湖周辺の樹林は、哺乳類や鳥類、爬虫類、昆虫
類等の良好な生息環境と考えられることから、図-2
に示すように常時満水位からサーチャージ水位の間の
樹林を、針葉樹の単相林から広葉樹に樹種転換するこ
とによって樹林の保全を図る計画を検討するものであ
る。なお、この樹種転換は、耐冠水性等を考慮して行
うものである。

（2） 樹種の耐冠水性を考慮した樹種転換

常時満水位からサーチャージ水位の間は、試験湛水
前に針葉樹を伐採し、試験湛水後に広葉樹の植生回復
を行うものとした。植生回復の樹種は、ダム供用後の
貯水池の水位変動により、標高が低いほど冠水期間が
長くなることを踏まえて、樹種ごとの根元耐冠水性を
考慮して検討した。 
「3．植栽する樹種の検討」で選定した植栽樹種候補

の一部の種について、既往の知見から根元耐冠水性を

表-4 植生回復手法の概要

表-3 改変区域内の主な植生区分（広葉樹）
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表-5に示すとおり整理した。

（3） 樹種転換の優先実施箇所

a） 検討方法

樹種転換の優先実施箇所の検討手順は図-3に示す
通りである。

樹種転換は、貯水池の常時満水位からサーチャージ
水位間の出来る限り広い範囲において進めて行く方針
であるが、優先的に樹種転換を行う箇所として、広葉
樹林への樹種転換の効果が高いと考えられるエリアを
抽出する。

検討にあたっては、既往調査における重要種の確認
状況、既往調査における広葉樹の分布状況、環境保全
措置により整備を行う湿地環境との関連性を考慮す
る。

また、原石山、建設発生土処理場等、広葉樹により
緑化を行う場所との連続性についても考慮する。
b） 検討結果

広葉樹に依存する動物の分布としては、既往調査結
果から、重要な哺乳類・鳥類・昆虫類の確認地点数
をメッシュ毎に整理した（哺乳類の例を図-4に示す）。
広葉樹の分布状況は植生図により、また湿地整備の実
施箇所は環境保全措置としての湿地整備箇所を基本と
した。

これらの情報をもとに抽出した樹種転換の優先実施
候補箇所を図-5に示す。

6．おわりに

設楽ダムの植生回復の配慮事項に関し、今回の検討
で以下のような方向性が整理された。
①植栽する樹種の検討

植栽する樹種の検討の考え方として、設楽ダムの現
状の植生、動物の重要な種が依存する樹種、潜在自然
植生、森林整備計画等を踏まえて選定する考え方が整
理された。
②植生の回復

植生回復に利用する植生として、改変区域内に分布
する広葉樹の植生とそれを構成する広葉樹を活用し、
①の検討結果を踏まえて選定する考え方、さらに植生
回復手法として、「伐採木の根株移植」、「周辺樹林か

図-2 標高に応じた対応のイメージ

表-5 樹種毎の根元耐冠水性の例
 

図-3 樹種転換の優先実施箇所の検討手順

図-4 重要種（哺乳類）の確認地点数
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らどんぐり等の種子の利用」、「表土の蒔きだし」の3
つの手法の適用性が整理された。
③貯水池法面の樹林の保全

常時満水位からサーチャージ水位の間に生育する針
葉樹の単相林を広葉樹に樹種転換するものとし、樹種
毎の根元耐冠水性と、樹木が生育する標高の冠水期間
から転換する樹種を選定する考え方が整理された。

また、樹種転換を優先的に実施する箇所について、
広葉樹に依存する動物の分布、広葉樹の分布、さらに
環境保全措置として実施する湿地整備箇所を考慮して
選定する考え方が整理された。

設楽ダムは、平成29年度に仮排水トンネルの工事
が始まる等、関連工事が本格化している。ダム建設に
伴い貯水予定区域内で植生が消失する事はやむを得な
い点ではある。しかし、そのような影響がある中でも、
動物の生息環境としての貯水池法面の植生回復の具体
的な方策が必要である。本報告では、この植生回復と
しての樹種転換等の考え方の一例がまとめられたと考
える。

このような検討が他ダムでも行われ、さらに実施さ
れることにより、環境保全の方策としての有効性が確
認されることを期待したい。
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