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１．はじめに

河川水辺の国勢調査（ダム湖版）は、ダム湖および
ダム周辺の環境に関する基礎情報の収集整備を図るこ
とを目的として、全国の国土交通省および独立行政法
人水資源機構の管理ダムを対象に、平成2年度から30
年近く定期的、継続的、統一的な調査として実施され
ている。

ダム湖における調査は、魚類、底生動物、動植物プ
ランクトン、植物、鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類、
陸上昆虫類等の7項目の生物調査とダム湖環境基図調
査、ダム湖利用実態調査から構成される。

河川水辺の国勢調査（ダム湖版）は、調査マニュア
ルに従って実施することを基本としている。調査結果

の整理にあたっては、生物の和名・学名および配列な
どの統一を図るため、種の同定の基準となる「生物リ
スト」や調査の際や種の同定の際に考慮すべき留意事
項を取りまとめた「「種の同定にあたっての参考文献
および留意事項」について、国土交通省水管理・国土
保全局水情報国土データ管理センターのウェブサイト

「河川環境データベース（http://www.nilim.go.jp/lab/
fbg/ksnkankyo/）」で公開している。これらの基準類
は、毎年、学識者の意見を踏まえて、新しい図鑑や文
献をもとに、最新の知見に更新し、調査結果の精度確
保に努めている。

近年、UAV撮影データを用いた植生調査、環境
DNAを用いた水生生物の調査、外部形態では見分け
がつかない種のDNA情報を用いた同定、AIによる画
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像解析等の調査手法や種の同定に関する新たな環境調
査技術が生物調査に導入されるようになってきてい
る。河川水辺の国勢調査においても、調査マニュアル
に示されている調査に加えて、これらの新しい河川環
境調査手法を用いて調査精度の向上等を図っている事
例が増加している。

本稿では、新しい技術による調査精度の向上、調査
の効率化やコスト縮減の観点から、河川水辺の国勢調
査（ダム湖版）において実施されている新しい河川環
境調査手法の実施状況や実施内容を整理したものであ
る。

2．新しい河川環境調査手法の実施状況

平成28年度から平成30年度の河川水辺の国勢調査
（ダム湖版）の3カ年の業務報告書（121ダム）を基に、
「平成28年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュア
ル【ダム湖版】」で規定されている調査方法に加えて実
施された、新しい河川環境調査手法の実施状況を調査
項目別に整理した（図-1）。

新しい河川環境調査手法は、魚類とダム湖環境基図
調査で多く実施されており、それぞれ52例、43例となっ
ていた。動植物プランクトン調査、植物および陸上昆
虫類の実施例が少なかった。魚類、ダム湖環境基図調
査と両生類・爬虫類・哺乳類では、約半数近くの調査
において新しい河川環境調査手法が導入されている結
果となった。

平成28年度から平成30年度の河川水辺の国勢調査
（ダム湖版）における、調査項目別の新しい河川環境
調査手法の内訳を整理した（表-1）。

魚類では環境DNA分析、DNA分析、UAV撮影等の
近年開発が進んでいる新しい技術を導入している。ダ
ム湖環境基図調査ではUAV撮影、リモートセンシン
グ技術を用いた画像解析等が実施されている。

DNA分析は、魚類、底生動物、両生類・爬虫類・
両生類、陸上昆虫類等で導入されており、主に種の同
定に用いられていた。UAV調査は、魚類、底生動物、
植物、ダム湖環境基図調査で導入されており、調査地
点の状況の把握や植生図の下図（判読素図）の作成に
活用されていた。

3．新しい河川環境調査手法の活用事例

新しい河川環境調査手法の実施内訳について、以下
に活用事例を整理した（表-2）。

魚類等の同定にあたっては、「河川環境データベー

調査項目 調査手法 実施数

魚類 環境 DNA分析 23 

DNA分析 12 

UAV撮影  7 

その他 10 

計 52 

底生動物 DNA分析  7 

UAV撮影  7 

その他  2 

計 16 

動植物プランク

トン 

－ － 

植物 UAV撮影  3 

鳥類 ICレコーダーの設置  4 

その他  3 

計  7 

両生類・爬虫 DNA分析  6 

類・哺乳類 その他  5 

計 11 

陸上昆虫類等 環境 DNA分析  1 

その他  3 

計  4 

ダム湖環境基図 UAV撮影 28 

調査 リモートセンシング

技術の活用 

 5 

判読素図の自動判読  3 

その他  7 

計 43 

表-1 新しい河川環境調査手法の実施内訳

図-1 新しい河川環境調査手法の実施状況
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ス」で「種の同定にあたっての参考文献および留意事
項」が公開されており、留意事項に対応するために新
しい河川環境調査手法を活用している事例がみられ
る。具体例をいくつか紹介する。

（1）DNA分析を用いた種の同定（魚類）
外部形態だけで同定を行うことが難しい近縁種であ

るスナヤツメ類や近年3種に分類されたカマツカにつ
いて、魚類の同定上の留意点を踏まえ、DNA分析に
よる種の同定が実施されている。

【魚類の同定上の留意点（抜粋）】
●スナヤツメ北方種、南方種について
・ 現地調査の確認種について整理様式7（ダム湖

版）、考察様式1（河川版）に北方、南方を区分
した理由を特記事項に記載してください。

DNA分析の結果、スナヤツメ類は北方種と南方種、
カワヤツメの3種に同定された。カマツカは近縁3種
のうちスナゴカマツカであると同定され、種名が不明
の状態から、調査結果の種名を確定することが可能と
なった。

写真-1 スナヤツメ北方種（四十四田ダム）

（2）DNA分析（底生動物）
マメシジミ属には重要種が含まれるため、採集した

個体をDNA分析した。
DNA分析の結果、種名が不明であったマメシジミ

属の個体が重要種のハイイロマメシジミと同定され、
保全対象の重要種を的確に確認することができた。

（3）DNA分析（両生類）
ハコネサンショウウオ属のハコネサンショウウオと

バンダイハコネサンショウウオが同所的に分布してお
り、これらの種判別を外部形態から行うことは困難で

あったため、両生類・爬虫類・哺乳類の同定上の留意
点を踏まえ、DNA分析が実施されている。

【両生類・爬虫類・哺乳類の同定上の留意点（抜粋）】
●種の確定に関する留意事項
○ 両生類、爬虫類については、日本産爬虫両生

類標準和名（2019年6月26日改訂）日本爬虫両
棲類学会に準拠し更新しました。サンショウ
ウオ科、アカガエル科、トカゲ科などで新種
記載が進んでいます。日本産爬虫両生類標準
和名（日本爬虫両棲類学会）の最新情報を確認
し現地での同定に努めてください。また、種
の確定に関する情報（生息分布域に関する情
報、個体写真、標本）を可能な限り記録・保管
して下さい。

DNA分析の結果、ハコネサンショウウオとバンダイ
ハコネサンショウウオと同定され、レッドデータブッ
ク記載の貴重種であるサンショウウオ類の種の分布が
的確に把握することができた。

（4）DNA分析（哺乳類）
両生類・爬虫類・哺乳類の同定上の留意点を踏まえ、

ネコ目（食肉目）ついて、種の同定のために、採集し
た糞のDNA分析が実施されている。

【両生類・爬虫類・哺乳類の同定上の留意点（抜粋）】
●イタチ、ミンク、アライグマ、イノブタに関す
る留意事項
○ ホンドイタチとチョウセンイタチの同定につい

て、以下の点について留意してください。
　・ 痕跡、目撃のみの場合はイタチ属としてくだ

さい。
　・ 自動撮影等による確認で、体色や尻尾の長さ

が明瞭に確認できない場合は、イタチ属とし
てください。

○ 特定外来生物のミンクの分布が予想される地域
では、ミンク同定のため個体写真の撮影に努め
るなど、調査協力をお願いします。

調査マニュアルに基づく調査では、エゾヒグマ、エ
ゾタヌキ、キタキツネ、エゾクロテン、キタイイズナ、
ミンクの6種が確認された。採集した糞のDNA分析
の結果、エゾクロテンとミンクの2種と同定され、外
来生物法の防除対象種の特定外来生物であるミンクが
分布を拡大し、在来種で準絶滅危惧（NT）であるエゾ
クロテンの脅威となっている状況が明らかとなった。
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調査項目 新技術の活用事例 活用内容 

魚類 環境 DNA分析 採水分析 

GoProカメラによる水中撮影 魚類の水中撮影 

DNA分析 スナヤツメ類、カマツカ等の同定 

鱗による年齢査定 ギンブナの年齢査定 

耳石分析 ヌマチチブの個体数増加の要因分析 

魚群探知機による湖底探査 詳細な刺網設置位置の決定 

UAVによる空撮調査 魚類や底生動物の生息環境の変化の把握 

スマートフォンアプリの使用 調査地点情報等を事前に入力 

胆汁トラップ オオクチバス雌個体を誘引 

底生動物 DNA分析 マメシジミ属、モノアラガイ属等の個体を DNA分析 

UAV撮影 底生動物と河床環境との関係性把握 

水中ロボット ダム湖内底生動物の確認 

スマートフォンアプリの使用 調査地点情報等を事前に入力 

動植物プランク

トン 

－－

植物 UAV撮影 踏査が困難な岩浅浅 1の水際部の確認 

鳥類 ICレコーダーの設置 確認例数の少ない鳥類の補足確認のため 

KMLデータの作成 GoogleEarth等で閲覧可能なデータの作成 

UAV撮影 概略植生図の作成 

両生類・爬虫類・ 環境 DNA分析 オオサンショウウオの環境 DNA分析 

哺乳類 リアルタイムエクスパンション コウモリ類の同定 

DNAを用いた糞の分析 ネコ目・ウシ目の糞、ハコネサンショウウオ属、トノ

サマガエル属の DNA分析 

音声録音装置 カエル類の生息状況の把握 

赤色立体地図の作成 現地調査時に活用 

陸上昆虫類等 環境 DNA分析 トンボ類の把握 

ICレコーダーによる鳴き声調査 鳴き声による種同定 

UAV撮影 調査地区を UAV撮影 

ダム湖環境基図 リモートセンシング技術の活用 判読素図作成のため 

作成調査 オルソ画像作成 植生図の下図（判読素図）の作成 

UAV撮影 空中写真撮影 

植生図の下図（判読素図）の作成 

地上 3Dレーザースキャナー 新設構造物群周辺の現況河道状況を測量 

赤外線カメラの使用 湧水箇所の把握のため 

全天球カメラを用いた写真撮影 群落組成調査地点を写真撮影 

赤色立体地図の作成 微地形の把握 

水深区分図の作成 既往貯水池測量成果の活用 

GPSの活用 植生面積の正確な把握 

スマートフォンアプリの使用 調査地点情報等を事前に入力 

表-2 新しい河川環境調査手法の活用事例
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（5）DNA分析（哺乳類）
イタチ類は、足跡や糞による区別が不可能なため、

新鮮な糞を採取してDNA分析が実施されている。
DNA分析の結果、外来種のチョウセンイタチでは

なく、近年急速に分布が縮小しつつある在来種のホン
ドイタチと同定された。

（6）リアルタイムエクスパンション
コウモリ類の同定のため、超音波周波数帯をリアル

タイムで波形解析し声紋として確認することができ、
コウモリの発する音声周波数、声色の変化、周期性に
関する情報を収集できる、リアルタイムエクスパン
ション式のバットディテクターを用いた。

【両生類・爬虫類・哺乳類の同定上の留意点（抜粋）】
● 種または亜種の確定に至らなかった場合の留意

事項
○ 属、科、目等いずれのレベルとするか、十分に

吟味してください。
○ 種または亜種の確定に至らなかった場合には、

現地調査様式の特記事項（河川版では1および3、
ダム湖版では1-1および2-1）に確認状況を記載
し、考察様式1（河川版）、整理様式6（ダム湖版）
および報告書本編に理由を具体的に記載してく
ださい。

○ 過去に以下のような記述で、同定根拠の確認が
必要になった事例があります。

・ヒナコウモリ科、コウモリ目

室内分析により、8つの声紋（ソナグラム）が確認
された。パルス型からキクガシラコウモリ科と推定さ
れた。また、周波数が105kHz帯のものがコキクガシ
ラコウモリ、67kHz帯のものがキクガシラコウモリと
推定された。

（7）環境DNA調査
水中等には、魚類や両生類、水生昆虫類等の微量な

DNA断片が浮遊しており、これらの微量なDNA断片
を環境DNAと呼ばれている。これらの環境DNAは、
採水を行い、その水に含まれるDNA分析を行うこと
で、その水域周辺に生息する魚類等の生息状況や生物
量等を把握することが可能となってきている。

このような環境DNA調査は、採水するだけで魚類
等の生息状況を把握することができるため、近年急速
に実施事例が増えてきており、魚類の新しい調査手法
の52例中23例の約半数が環境DNA調査となっている。
魚類や両生類調査で実施されている具体的な内容を以
下に示す。

・採捕調査の事前調査として魚類相の概略把握
・ 現地調査における捕獲結果と比較して環境DNA

調査の有効性の検討
・ オオクチバス等の特定外来生物の侵入状況の広範

囲での網羅的な把握
・ ニホンウナギ、オオサンショウウオ等の採捕調査

では非常に確認が難しい貴重種の生息状況の把握

（8）UAV撮影
UAVは機体が小型で、省スペースでの離発着がで

き、低空かつ構造物に接近して撮影が可能である。そ
の特性を活かして、ダム湖環境基図作成調査等におい
て調査地区の状況、踏査が困難な場所の確認等に使用
されている。

・植生図の下図（判読素図）の作成
・出水による影響把握の精度向上
・調査地区の状況の撮影
・踏査が困難な水際部や湖岸植生の確認
・原石山の植生拡幅状況の把握

（9）リモートセンシング技術の活用
ダム湖環境基図調査で作成する植生図の下図となる

判読素図は、目視による作図誤差を低減するため、リ
モートセンシング技術を用いたデジタルオルソ空中写
真の画像解析により、客観的な判読素図の作成がなさ
れている。

4．おわりに

河川水辺の国勢調査に新しい河川環境調査手法を導
入する際のメリットは、技術的な向上やコスト縮減が
図られることであり、デメリットは、コスト縮減には
つながらず、場合によっては、過大なコストがかかる
可能性もあることや、技術的な課題により精度の向上
につながらないことである。

今回とりまとめを行った新しい河川環境調査手法の
活用事例において、新しい技術として導入可能なもの
の事例としては、多くの調査で実施され始めている環
境DNA調査の技術や、ダム湖環境基図作成調査にお
けるリモートセンシング技術の活用およびオルソ画像
作成が挙げられる。

環境DNA調査については、活用事例も多くあり、
簡便に魚類の調査が可能であるため、今後の河川水辺
の国勢調査や河川・ダムの環境調査での導入に向けた
検討が始められている。河川水辺の国勢調査のテーマ
調査において現在、魚類調査における環境DNA調査
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の導入に向けた試行調査が令和元年度より開始されて
いる（2020/01/15　多自然川づくりの推進のため、環
境DNAを用いた河川生物把握の可能性に関するテー
マ調査を開始しました（http://www.nilim.go.jp/lab/
fbg/ksnkankyo/kankyoDNA_200110.pdf））。

リモートセンシング技術の活用については、これま
で植物の専門技術を有する技術者が植生図の判読素図
作成を手作業で行ってきたが、これらの技術を用いる
ことによって、作業時間の短縮、精度の向上につなが
ることが期待される。

また、新しい技術導入に向けて、技術的な課題はあ
るものの、コスト縮減の観点からも導入が見込めるも
のとして、魚類調査等における環境DNA調査に加え
て、GoProカメラによる水中撮影、ダム湖環境基図作
成調査におけるUAV撮影等も挙げられる。これらは、
現状では試行的、もしくは補足的に活用されている段
階であるが、今後、これらの技術がより一層進歩する
ことによって、河川水辺の国勢調査の具体的な調査方
法として活用できる可能性がある。今後とも、河川水
辺の国勢調査において、試行的な活用を行い、データ
を蓄積していくとともに、技術的な向上を図ることが
望ましいと考えられる。
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