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１．はじめに

「河川水辺の国勢調査（ダム湖版）」は、河川域の環
境に関する基礎情報の収集整備を目的として、全国の
国土交通省・水資源機構の100以上の管理ダムを対象
に実施されている。平成2年から30年近く継続的に実
施され、平成27年までの調査で1 〜 5巡目の調査が終
了し、平成28年度より6巡目の調査が開始されている。

ダム湖における生物調査は、魚介類調査、底生動物
調査、動植物プランクトン調査、植物調査、鳥類調査、
両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査、7
項目で構成されていたが、平成18年度以降は、この7
項目の生物調査（ただし「魚介類調査」は、魚類のみ
を対象とし、「魚類調査」とした）を継続するとともに、
ダム湖周辺環境の場を把握し、流入・下流河川の物理

環境やダム湖周辺の植生分布について一元的な調査を
実施することを目的として、これまでの植物調査のう
ちの「植生図作成調査」、「群落組成調査」及び「植生
断面調査」を「ダム湖環境基図作成調査」として実施
されている。（表-1）

この調査結果の分析においては、全国的な広がりと
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「河川水辺の国勢調査（ダム湖版）」は、「基本調査」、「ダム湖利用実態調査」等からなり、全国のダム湖
の環境に関する基礎情報の収集整備を図ることを目的とした定期的・継続的・統一的な調査である。

そのうち「基本調査」は、生物データの継続的な蓄積や精度の確保、ダム湖と周辺環境の全国的な分析評
価を目的として、動植物の 7 項目について平成 2 年度から 30 年近く継続して実施されており、基礎情報の
収集整備がされてきている。

ダム湖の管理運用やダム湖の出現による環境変化の分析に資することを目的として、調査結果を用いて、
新たに創出された環境について、総合的なとりまとめをおこなった。
キーワード：河川水辺の国勢調査、ダム、環境創出

National Census on River and Dam Environments （Dam lake version） is a periodical continuous unification-like 
investigation for the purpose of planning collection of basics information maintenance about the environment of dam lakes 
consisting of "a basic investigation", "the dam lake use fact-finding" of the whole country.
We continue the inner "basics investigation" about seven items of the animals and plants for the purpose of the continuous 
accumulation of creature data and securing of precision, a dam lake and a nationwide assay of the outskirts environment 
nearly 30 years from 1990 and are carried out, and collection of basics information maintenance has been done.
I performed a general report about the findings of new environment created by the appearance of dams for the purpose of 
contributing to the analysis of the management use of the dam lake and the environmental change by the appearance of 
the dam lake using this findings.
Key words：Census of riparian waterside, Dam, Environment creation
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爬虫類 
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陸上昆

虫類等

環境 

基図 

1巡目 81 80 80 81 81 80 80 

2巡目 83 79 67 79 83 82 80 

3巡目 94 96 83 97 96 96 96 

4巡目 107 107 100 111 111 109 112 102 

5巡目 112 112 96  120 

表-1 河川水辺の国勢調査 実施ダム数
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視点をもって比較検討ができることが利点であり、30
年近くという長期間のデータを分析することにより、
経年的な動植物の分布状況の変化などを追跡すること
が可能である。

本報告においては、これまで集積された膨大な量の
河川水辺の国勢調査（ダム湖版）の調査結果から分析
項目を選定し、総合的な分析・とりまとめを行い、ダ
ムによる環境変化を分析した。

ダムによって作られた新しい環境（湖の出現による
新しい生物相など）について報告するものである。

2．ダムによって作られた新しい環境

ダムでは建設に伴い、地形の改変が行われる。また、
ダム堤体や周辺道路等によって改変・消失した環境の
代償として、生物の生息・生育環境の創出等も行って
いる。河川水辺の国勢調査マニュアルの改訂により、
4巡目以降はダムによって作られた新しい環境である
地形改変箇所（ダム建設に伴う一般的な地形改変箇所
としては、貯水池、ダム堤体のほか、原石採取跡地、
建設発生土受入地、大規模な掘削法面等）や環境創出
箇所（生物の生息・生育環境を創出する目的で整備さ
れたビオトープ等）に調査地区を設定し、環境への影
響、または効果を検証するため、生物の生息・生育状
況を確認することとなっている。

各ダムの環境創出箇所及び地形改変箇所について概
要を整理すると、河川水辺の国勢調査で環境創出箇所
として調査を実施しているダムは、国土交通省・水資
源機構の管理ダム120ダムのうち32ダム（27％）であり、
調査箇所は40箇所であった。このうち、生物の生息場
所の創出を主な目的として整備されたビオトープは、池
及び湿地が20箇所、水路が4箇所であった。公園整備
を主目的とした環境創出箇所6箇所、その他の環境創
出箇所は10箇所であった。その他には植生の回復試験
地、植物や昆虫の移植地、浮島等が含まれる。（図-1）
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図-1 環境創出箇所内訳

（1）効果の検証
環境創出箇所のうち、特にダムの出現によって消失

した池や湿地を目的として造成されたビオトープのう
ち、水域環境を評価できる底生動物を調査している10
ダムに着目し、効果の検証を行った。

環境創出箇所では、緩流域、または止水域に生息す
る昆虫綱のトンボ目やカメムシ目、トビケラ目、ハエ目
などが多く出現する傾向にあった。本種らは、ダム湖
内に生息することは困難であることから、ビオトープを
創出した効果が現れているものと考えられる。（表-2）

環境創出箇所において出現した重要種、外来種につ
いて着目すると、10箇所の環境創出箇所のうち8箇所
において何かしらの重要種が採集されていた。繁殖力
が強く日本国内各地に広がっているサカマキガイや、
ハブタエモノアラガイなどの外来種なども確認されて
いるが、減少傾向、または減少の恐れのある生物の貴
重な生息場になっていると言える。

個別にみると、湿地が整備された土師ダム、灰塚ダ
ムなどでは、少ないながら流水域にみられるカゲロウ
目やトビケラ目などが確認された。湿地環境には小細
流がみられることから、これらの種類が確認されてい
たものと考えられる。富郷ダムでは多数の流水性種が
確認された。これは池に接続する水路の生物が採集さ
れたことによるものと考えられる。漢那ダムでは、重
要種の巻貝類（腹足綱）やゲンゴロウ科（コウチュウ目）
が多数確認され、多様性に富んだ貴重な生息環境が創
出されているものと考えられる。（図-2）

（2）環境保全措置としての環境創出の状況
1）胆沢ダム（大平野湿地）

ダム貯水池出現に伴う改変等の代償措置として、保
全対象種の定着、再生産、維持を目標として、樹林池、
開放池、湿性草地、湿潤地の計4タイプの環境がダム
貯水池左岸上流部にある大平野地区に造成して創出さ
れた。（表-3及び図-3）

大平野地区における池・湿地環境創出後の状況把握
を行うため、表-4に示すモニタリング調査を実施した。

モニタリング調査結果に基づき評価結果を表-5に
示す。この結果、創出した湿地が保全対象種の生育・
生息環境として機能していることが認められたもの
の、樹林の成長等から効果の発現が継続中と評価され、
今後の調査の継続の必要性が示唆された。

なお、平成29年度の河川水辺の国勢調査の底生動
物調査では、夏季調査では137種、冬季調査では141種、
年間を通して185種の底生動物が確認され、重要種は、
マルタニシ、ヒラマキミズマイマイ、クロゲンゴロウ、
ゲンゴロウ、エゾゲンゴロウモドキ、コミズスマシの
6種で、外来種は確認されなかった。
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表-2 環境創出箇所の概要
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（3）地形改変個所の事例
1）奈良俣ダム（建設発生土砂受入地）

奈良俣ダムの地形改変箇所は、小楢俣沢と洗の沢に
挟まれた地区で、地形は平坦でヤマハンノキの若齢林
が成立している。（図-4）

4巡目の調査では12 科18 種、5巡目の調査では16 
科23 種の鳥類が確認された。

4巡目の調査で確認され、5巡目の調査で確認され
なくなった種は、主に樹林性の鳥類（コゲラ、ヤマガラ、
メボソムシクイ等）などであった。

逆に4巡目の調査で確認されず、5巡目の調査で確
認された種は樹林性の鳥類（ホトトギス、オオアカゲ
ラ、カケス、センダイムシクイ、ゴジュウカラ等）な
どであった。

4巡目から5巡目については、樹林性の鳥類は種数
は増加傾向であることが確認された。

3．おわりに

ダム建設に伴い改変・消失する環境の代償として創
出された新しい環境である地形改変箇所や環境創出箇
所では、河川水辺の国勢調査の結果から、減少傾向、

図-2 ビオトープでの底生動物目別確認種数

図-3 環境保全措置としての環境創出（胆沢ダム 大平野湿地）

環境区分 ①樹林池 ②開放池 
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物
トンボソウ 

イトモ、ジュンサイ、 

シャジクモ 

評価 

ポイント 

・池周辺の樹林の成長度合い 

・サンショウウオ類、モリアオガ

エルや大型ゲンゴロウ類、ヤ

ンマ類など、安定した止水域

を好む生物の確認 

・水際植生の確認 

・アカハライモリやツチガエ

ル、アカネ類など、開放水

面～浅場の環境を好む生

物の確認 

環境区分 ③湿性草地 ④湿潤地 

創出目標

とする環

境の概要

・ ミズゴケなどが生育 

・土は過湿で表面に水が浮く 

・水質悪化を防ぐために水は

滞留させない 

・湿った土を好む植物が多

く生育 

・土に湿り気があるが水が

滲むほどではない 
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全
対
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種

動

物

オゼイトトンボ 

ハッチョウトンボ 
オオルリハムシ 

植

物

オオニガナ、カキラン、 

ミズトンボ、トキソウ、 

オオミズゴケ 

シロネ類 

評価 

ポイント 

・モートンイトトンボ、オゼイトト

ンボやモウセンゴケなど湿地

環境を代表する生物の確認 

・モデル地区である平根原地

区、先行事例である馬留地

区との比較 

・ ヒメシダやホタルイなど、

湿潤環境を好む生物の確

認 

・過湿とならない水分条件

の維持 

表-3 大平野湿地の創出イメージ

調査項目

定点写真撮影
植栽モニタリング調査

有機肥料試験施工の効果確認
種子散布試験の効果確認
動植物モ
ニタリン
グ調査

トンボ類

両生類・爬虫類

水生生物

植物

オオルリハムシ(シロネ類)

水環境モニタリング調査

表-4 大平野湿地施工後のモニタリング調査項目
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または減少の恐れのある生物の貴重な生息場になって
いる箇所が確認された。

以上のことから、環境創出箇所はダムによって作ら
れた新しい環境であり、ダム周辺の自然環境を構成す
る重要なものであると考えられる。これらの貴重な生
息環境が創出されている環境創出箇所について、良好
な環境を維持するため、引き続き河川水辺の国勢調査
の結果を分析していく必要がある。

謝辞
本報告をとりまとめるにあたり、とりまとめの機会

をいただくとともに、指導・助言をいただいた国土交
通省の水管理・国土保全局河川環境課および北陸地方

整備局河川管理課の皆様、その他関係機関の皆様に、
厚く御礼申し上げる。

参考文献
1） 河川環境データベースウェブサイト「河川水辺の国勢調査

結果の概要（ダム湖版）」（http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/
ksnkankyo/mizukokudam/gaiyou.htm）

環境保
全措置 

評価基準 
評価 
結果 

調査結果 

樹林池 池周辺の樹林の成長度合い △ ・池周辺の裸地では低木・草本層等が見られるが、群落として認められるほどは発達していない。 
・ヒメヤシャブシ、タニウツギ、ヤマハンノキは、播種により今後の定着が期待できる。 

サンショウウオ類、モリアオガエ
ルや大型ゲンゴロウ類、ヤンマ
類など、安定した止水域を好む
生物の確認 

◎ ・止水性両生類の繁殖場・生息場として機能しているが、ゲンゴロウ類、ヤンマ類の定着には至
っていない。 

開放池 水際植生の確認 ◎ ・水際にはハリイ、サンカクイ等がみられ群落を形成しているが、被度・群度は低い。 
・湿生植物の確認種数は減少したものの、タチモ群落やヒメカイウ等の抽水植物の生育により、
水生生物の生息・生育場は維持されている。 

アカハラモリやツチガエル、アカ
ネ類など、開放水面～浅場の
環境を好む生物の確認 

◎ ・アカハライモリ、ツチガエル等の両生類、マイコアカネ、ミヤマアカネ等のアカネ類も湿地造成
後 2～3 年で確認種数が増加し、近年は安定している。 

湿性 
草地 

モートンイトトンボ、オゼイトトン
ボやモウセンゴケなど湿地環境
を代表する生物の確認 

◎ ・全域が湿生植物群落となっており、オゼイトトンボ、モウセンゴケ等の生物が生息・生育する湿
地環境が形成されている。 
・近年は、一部の湿地でヨシ群落の拡大がみられる。 

モデル地区である平根原地
区、先行事例である馬留地区と
の比較 

◎ ・湿地の構成種は平根原地区と比較して少なく単調。 
・トンボ類の確認種数は減少傾向にあるが、大平野湿地全体では増加しており、馬留湿地のピ
ーク時よりも多い。 
・水生昆虫類の確認種数は平根原地区のほうが多いが、トンボ類の個体数に大きな差はない。 

湿潤地 ヒメシダやホタルイなど、湿潤環
境を好む生物の確認 

◎ ・ヒメシダやサンカクイ等の湿潤環境を好む植物が主体の環境が維持されている。 

オオルリハムシの生息場として
適した環境となっているか 

× ・平成 27 年以降オオルリハムシは確認されておらず、食草であるシロネ類も減少している。 
・現状として、湿潤地はオオルリハムシの安定した生息環境になっていない。 

※胆沢ダムの水位変動域の緩傾斜地でもオオルリハムシの確認に努めたところ、平根

原地区で 4個体が確認された。また、シロネ類の生育が広く確認されており、胆沢

ダム周辺にはオオルリハムシが生息可能な環境が維持されていることがわかった。

表-5 大平野湿地の評価結果

建設発生土受入地(H29)
図-4 地形改変個所の環境創出（奈良俣ダム）
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図-5 鳥類の確認種数の内訳（主な生息環境）


