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ダムの管理に関する評価は、現在、ダム等管理フォローアップ制度により実施されている。透明性・公開
性を主眼とする当該制度は、ダム事業への信頼性確保に大きな役割を果たしてきている。しかしながら、ダ
ム事業に関する時代のニーズは「建設」から「既存ストックの有効活用」へと大きく変わりつつあり、ダム
管理に関する評価もこうした要請に的確に対応できるものとする必要がある。つまり、現行フォローアップ
で主眼となっている適正な管理に対する評価だけではなく、こうすれば更に改善効果が見込まれるという効
率的管理に繋がる評価分析が必要となっている。
本稿は、こうした背景を踏まえ、現行フォローアップ制度のなかでも特に大きなウェイトを占める生物分
野について、その合理化の方向性を示すものである。
キーワード：ダム管理フォローアップ、ダム管理、生物、合理化手法
Currently, evaluation of the management of the dam is being conducted by the follow-up system for management
of dams and related structures. That the plan with a focus on transparency and openness has played a major role
in ensuring the reliability of the dam projects. However, the demands of the times on the dam project is changing
significantly to the "effective use of existing stock" from the "construction". That is, the assessment and analysis
leading to further efficient management has become a necessity not only for the proper management evaluation and
analysis is the focus of the current "the follow-up system for management of dams and related structures".
Based on this background, This paper shows the directivity of the rationalization based on such a background about
the biological field which occupies big weight especially also in the present follow-up system.
Key words：Follow-up dam management, dam management, biological field, rationalization technique

し検証していくことが重要であり、場合によっては新

１．はじめに

たな対策を講じることも必要である。施設が完成した
ダムや堰は、洪水被害の軽減や水資源の安定的な供

後の調査から得られる貴重なデータは、今後新たなダ

給に対して大変有効な施設である。一方でこれらの施

ム事業において調査や建設を実施する上で、新しい知

設は水質の変化や堆砂の進行、周辺の生態系への影響

見として利用され、より適切な事業の実施が図られる

を伴うものである。また、地域社会に大きな社会的影

事になり、ひいては適正な管理にも役立つものである。

響変化をもたらすことになる。これらの影響について

また、ダムや堰がどのように役立っているのか、そ

は、建設事業を実施する前あるいは実施中において、

してこれらの施設の建設と運用により、どの様な影響

様々な調査が行われ、対策が講じられてきている。

や変化が生じているのかをいかに広く多くの方々に

しかし、ダムが完成し運用を開始した後も、これら

知ってもらうかも、今後のダム・堰の建設やより良い

の対策が適切に機能しているかどうかを継続的に調査

管理に向けて重要な事であり、ダム管理の透明性につ
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を抽出するとともに、今後のフォローアップ制度にお

いて社会的な要請も高まっている。

ける生物分野の分析・評価に関する方向性について整

このような状況の中で、平成７年度より、直轄及び

理した。

水資源開発公団の管理中又は試験湛水中のダム等を対
象に、
「ダム等管理フォローアップ制度」（以下、フォ
ローアップ制度と記す）をスタートさせている。

２．調査方法

フォローアップ制度は、河川総合開発事業によって
設置したダム、堰若しくは湖沼水位調節施設又は遊水

全国の直轄及び水機構ダムを対象に「過去のフォ

地のうち、
管理に移行する施設又は管理段階の施設（以

ローアップ委員会での指摘事項と対応状況」に関する

下「ダム等」と言う。）において、一層適切な管理が行

アンケート調査を実施した。具体的には各ダム管理者

われる事を目的としている。

に対して、
「委員会での委員指摘事項・意見」や、
「フォ

このため、フォローアップ制度は、ダム等について、

ローアップに関わる経費等」「ダム管理者が考える課

フォローアップ委員会を設け、同委員会の意見を聴き、

題等」を調査し、その中から生物分野に関する意見を

管理段階における洪水調節実績、環境への影響等の調

抽出し、分析を行った。

査及びその調査結果の分析と評価を客観的、科学的に
行い、当該ダム等の適切な管理に資するとともに、ダ

３．調査結果

ム等の管理の効率性及びその実施過程の透明性の向上
を図る事としている。

（１）調査結果フォローアップ委員会での指摘事項と

フォローアップ制度創設後、平成 11 年 6 月には環

対応

境影響評価法が全面施行され、従来の閣議アセスメン

フォローアップ制度は、適切で効率的なダム管理を

トから、対象事業範囲、評価項目等を拡充、事後調査

行っていくために、洪水調節実績、環境への影響等の

を追加することなどが決定している。

分析・評価を客観的、科学的に行い、定期報告書を作

また、平成 11 年 8 月には一連の公共事業評価シス

成するものである。この分析・評価にあたっては、フォ

テムに事後評価システムが追加され、公共事業の事業

ローアップ委員会の意見を聴くとともに、必要に応じ

効果などを事業完了後にフォローアップすることに

て改善措置を講じることとなっている。

なっている。

近年、フォローアップ委員会や定期報告書における

これらのダムに関わる状況の変化に対応する形で、

生物分野の議論の中で、より合理的な分析・評価を行

フォローアップ制度では、いち早く事後調査、事業評

うとともに、管理に反映できるような検討が必要で無

価といった概念を取り込んでダム等事業のフォロー

いかとの意見が挙げられている。

アップを行っており、同制度は、環境アセスメントや

以下にフォローアップ委員会での生物分野に関連し

事後評価システムの役割を果たす手続きとして位置づ

た意見の概要を示す。

けられている。
このような背景から、現在のフォローアップ委員会

1）フォローアップ委員会での生物分野に関わる主な

の委員構成も環境アセスメントに準じた項目の有識者

指摘事項・意見の概要

により構成され、生物分野では、生物分類群毎に有識

○生物種名への意見

者が参加しており委員数も多い。このため、フォロー

・基本的に河川水辺の国勢調査生物目録に則り種リス

アップ委員会の中で生物分野の議論が議論の大半を占

トを整理しているため、各学会等で設定している学

め、ダム管理と直結しない議論に終始してしまうこと

名や種名とことなる場合が生じる。

も少なくない。

○生態の詳細調査の実施

また、フォローアップ制度における生物の分野の分

・種数のみで比較するだけの調査では意味が無く、群

析・評価の内容もマニュアルによる記述内容とらわれ

集構造や生物量等についてもっと詳しくすべきとの

るあまり、ダム毎の特性を十分反映した内容となって

指摘があったが、河川水辺の国勢調査マニュアルに

いない場合も見受けられる。

則り業務を遂行しているため、生物量等の把握など

そこで本稿では、上記のような課題に対する、今後

定量的な分析・評価はできていない。

のフォローアップ制度の課題の中で、特に分析・評価

○生態の詳細調査の実施

のウェイトが大きくなっている生物分野について、管

・ミサゴについては、関連ダムが連携し調査を実施す

理ダムを対象としたアンケート調査結果を元に、課題

れば、周辺の生息状況が把握できて良い。河川水辺
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の国勢調査だけでは、繁殖状況等は把握できないの

前述した、生物分野における委員からの指摘に対し

で、別の調査が必要との指摘があったが、ミサゴの

て、対応できていない場合の理由について整理した結

繁殖状況に特化した調査は予算の状況から難しい。

果を図-3 に示す。
この結果から生物分野の指摘は、「ダム管理の観点

○外来種駆除対策の実施
・ブラックバス、ブルーギル等は、放流禁止、釣り禁

からかけ離れた意見（本来はフォローアップで議論す

止にすることや駆除など、より積極的な対策を講ず

べき課題ではない）であり実現困難」という理由が多

るべきとの指摘があった。外来種調査実績をダム天

くを占め、指摘された意見が必ずしもダム管理に有効

端に表示するなど外来種に対する啓蒙活動を行って

に活用されないことが多いことが示唆された。

いるが、外来種対策は単ダムでは限界があり、水系
定期報告書の範
疇での分析・評価
が困難
9%

全体での対応が必要である。

技樹的課題や基
礎データの不足
により早期実現が
困難
9%

２）委員会での指摘事項に対する対応状況
１巡目のフォローアップ委員会での指摘事項に対す

予算確保等の問
題から早期実現
が困難
9%

る２巡目以降の対応状況について、ダム管理者に対す
ダム管理の観点か
らかけ離れた意見
であり実現困難
50%

るアンケートにより実態把握を行った。アンケート調
査結果を整理した結果を図-1 に示す。

実現にはダム管
理者以外の協力
が必要
23%

１ 巡 目 で の 指 摘 事 項 で は、 利 水 補 給 が 最 も 多 く
28%、次いで生物が 24%となっている。
水源地域
動態
14%

洪水調節
9%

制度や仕組み等
の制約により早期
実現が困難
0%

図-3 指摘に対応できていない理由の内訳
利水補給
28%

生物
24%

水質
15%

（２）現行フォローアップに対する管理者の意見
ダム管理者が現行フォローアップに対してどのよう

堆砂
10%

に考えているかを把握するため、自由意見のアンケー
n=208

トを実施し、この回答をカテゴライズし、整理した。
アンケートの整理結果を図-4 に示す。

図-1 1 巡目指摘事項の構成

フォローアップ制度の内容について、改善の必要性
また、生物分野の委員会での指摘への対応状況を整

があると答えた結果は全体（69件）の約8割を占め、特

理した結果を図-2 に示す。生物については 56％が対

に「ダム管理に直結しにくい生物関連項目の議論が多

応済みになっている一方、検討中や未対応などダム管

い」という意見はアンケートの23パーセントを占めた。

理者として、委員会の指摘への対応が困難なものも多
いことがわかる。
不明・未回答
6%

未対応
24%

対応済み
56%
検討中
14%

自由意見結果（n=69）

図-2 生物分野の指摘対応状況

図-4 現行フォローアップ制度に対する意見
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なお、自由意見に関するアンケートについて、主な

コストアンケート調査については、コスト傾向を把

意見をまとめるとその概要は、以下の 1) ～ 5)の内容

握できるように「調査や分析、定期報告書作成などフォ

であった。

ローアップ全体に係わる全体経費」、「フォローアップ
に必要な調査に関する経費」により分析を行った。フォ
ローアップに係わる全体経費の調査結果を図-5 に、

1）制度が定型化し、分析評価が画一化している

フォローアップ調査に関する経費の調査結果を，図-6

定期報告書の作成にあたっては、マニュアルが整備

に示す。

されたことなどにより、業務が安定的かつ効率的に遂
行されるようになったが、その一方で、分析評価が画

フ ォ ロ ー ア ッ プ に 係 わ る 全 体 費 用 は 100 ～ 200

一的になり、ダムの特性に応じた分析評価を阻害して

百万円/5 ヵ年の頻度が最も多く、平均では 180 百万

いる印象を受ける。

円程度（5 ヵ年）である。また、調査に係わる費用に
ついても、100 ～ 200 百万円/5 ヵ年の頻度が最も多
く、平均では 160 百万円程度（5 ヵ年）となっている。

2）流域という視点での分析評価が不十分

以上より、フォローアップに係わる全体経費に対して、

現在のフォローアップ委員会では、ダムごとに分析

調査に係わるコストの占める割合が高くなっている。

評価を行っている。しかし、ダムの効果を最大限に発
揮させようとする場合、単体ダムだけでの対応では限
界がある。今後は関連性の高い複数ダムや流域全体と
いう観点での分析評価が必要であると思われる。
3）既存ストックの更なる有効活用という視点の分析
評価が不十分
現在のフォローアップ委員会では、現状においてど
れだけ効果を発揮したかに主眼がおかれた分析評価と
なっている。今後はこうすればもっと良くなるという
既存ストックの有効活用という視点での分析評価が必
要だと思われる。
4）生物関連項目のウェートが大きい

図-5 フォローアップに係る全体経費
（調査+とりまとめ）
（百万円/ ５ヵ年）

生物については専門の項目ごとに委員が任命されて
いるため、委員会では生物に関する指摘事項が多い。
しかし、フォローアップ調査で得られた生物に関する
知見や分析・評価結果がダム管理に活かされていない
ことが多いと思われる。
5）フィードバックシステムの不備
５年に一度作成する定期報告書が、必ずしも後のダ
ム管理の改善に活かされていないと思われる。
この他に、現行フォローアップ制度に対する自由意
見においては、フォローアップ調査に係わる経費に関
する意見、特に生物分野に関連する内容が数多く見ら
れた。

図-6 フォローアップ調査に係る費用
（百万円/ ５ヵ年）

（３）フォローアップ調査に係る経費の把握
調査のコストのうち、水質及び生物の調査が大きな
割合を占めており、もっと大きいのが生物で 40％程

フォローアップ調査に係る経費を把握することを目

度、次いで水質が 33％程度となっている。

的として、
「コストアンケート調査」を実施した。
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頻度を見直すことが必要である。

なお、ダムでは堆砂に係わる調査が 19％とダム以

・調査結果が直接的にダム管理に活かされていない。

外の施設の 4％に比べて大きくなっている。

・５年間隔での評価では大きな変化が見当たらず、特
に評価することはないとする委員指摘があった。
以上より、フォローアップに係わるコストは、生物
調査のコストが大きな割合を占めており、管理に直結
しない調査であるとの意見も多々見られることから、
生物に係わる調査や分析・評価のコスト縮減を図って
いくことが必要である。

（４）生物合理化の方針
前述したような状況から、フォローアップ制度にお
ける課題は大きく分けて、以下の 3 点に問題が集約さ
れると考えられる。
図-7 調査項目別のコストの割合
表-1 フォローアップ制度における生物分野の課題

①生物分野の分析・評価や調査量が多く、ダム管理者
の負担となっている。
②分析・評価が画一化しておりダムの特性を十分に表
現できない。
③生物分野の委員の指摘事項をダム管理に反映でき
ていない。

河川水辺の
国勢調査

これらの課題を解決するには現行の「ダム等の管理
に係るフォロアップ定期報告書作成の手引き［平成
その他
の調査

１５年度版］」(以後：現行フォローアップ（手引き）
と標記)に準拠することに加えて、対象となるダムの
特性を十分に表現し、保全対策の効果確認などダム管
理への反映が出来るような分析・評価が必要だと考え

図-8 生物調査に係る費用（平均）

られる。
そこで、フォローアップ制度における生物分野につ

このうち、生物分野に係わる費用について見てみる

いて簡略化と重点化を図りより合理的な分析・評価を

と、生物調査のコストの大半が河川水辺の国勢調査で

行うために必要な事項について検討を行い、生物分野

あり、分類群間の差は見られなかった。

合理化の基本方針の検討を行った。
以下にその基本方針の概要について示す。

また、河川水辺の国勢調査以外の調査は、主に、魚
類調査、貴重種調査、外来種調査、環境保全対策関連
調査等となっており、主に保全対策の効果確認や外来

1）生物分野の合理化基本方針

種の駆除などダム管理者として取り組むべき事項につ

○定期報告書作成にあたり、整理・解析・評価の『簡
略化』と『重点化』を図る。

いての基礎調査であった。

○ダム毎の特性を踏まえ、より良いダム管理に向けた

このような生物調査の実施状況に対して、ダム管理

活用可能な検討・評価を行う。

者に対して自由意見によるアンケートでは、以下のよ
うに管理者からのフォローアップの生物分野に関連す

2）具体的な合理化の方針

る意見が整理された。

現行の網羅的な整理を最小限（全確認種のリスト再

【管理者からの意見】
・ダム毎に複数回調査が実施されてデータの蓄積があ

整理、など）とする一方、ダム事業による影響を直接

る場合には、周辺環境に大きな変化がない限り調査

的に評価する分析に重点を置くことが必要である。そ
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一的な手法による分析評価が行われており、対象ダム

のため以下の方針により合理化を実施する。

によっては必要性の低い項目まで分析対象としてお
り、内容が膨大且つ煩雑で分かりにくくなる一因と

①確認種リスト作成の合理化

なっていることによる。

定期報告書（生物分野）の種リスト作成にあたって
は、最新の河川水辺の国勢調査結果をそのまま活用す

④重要種・外来種に関する分析評価の重点化

る等、可能な範囲で作業の効率化を図ることを方針と

定期報告書（生物分野）の重要種・外来種のとりま

する。
これは、現行フォローアップでは、過去に実施した

とめにあたっては、特にダム運用と関連性が強い種に

最新の河川水辺の国勢調査結果について、定期報告書

ついて、個体数、生息密度など定量的な分析評価やハ

作成時点の「河川水辺の国勢調査ための生物リスト」

ビタット等の状況を踏まえたより詳細な分析評価を行

に則り、調査結果の全データについて種和名・学名の

うことを方針とする。
これは、現行フォローアップでは、重要種・外来種

照合・更新作業が行われていることによる。

について確認の有無程度の分析評価であり、個体数、

この作業は多大な労力（約 1 ～ 3 ヶ月）を要するに
も関わらず、変更される種は多くて数十種類程度であ

生息密度など定量的な分析評価やハビタット等の状況

り、ダム管理のフォローアップを行う上で、必ずしも

を踏まえた分析評価は行われていないため、重要種の

確認種リストの更新が必要とは言い難いと考えられ

保全対策や外来種の駆除等のダム管理に繋がるような

る。

分析評価が不足していることによる。

また、河川水辺の国勢調査結果が学識経験者からな
⑤保全対策に関する分析評価の重点化

るスクリーニング委員会で毎年精査されていることを

定期報告書（生物分野）の保全対策のとりまとめに

考慮すると、既往水国調査結果を定期報告書作成時点

あたっては、更なる効果的な保全対策の実施に向けた

で再精査する必要性は低いと考えられる。

より詳細な分析評価を行う。また、重要種のモニタリ
ング調査等を継続実施している場合は、調査継続の必

②報告書構成の合理化

要性についても評価を行うことを方針とする。

定期報告書（生物分野）のとりまとめにあたっては、

これは、現行フォローアップでは、生物の保全対策

分かりやすい構成となるよう章立ての見直し等の工夫

に関する内容は、対策の実施状況と調査結果の整理程

を行うことを方針とする。

度の分析評価であり、保全対策の妥当性や改善に繋が

これは、現行フォローアップ（手引き）では、｢ダム

るような分析評価が不足していることによる。

湖内｣、｢流入河川｣、｢下流河川｣、｢ダム湖周辺｣の４つ
の環境エリア区分に分けて、陸域・水域の生物相の状
況を一通り分析評価することとなっているが、環境エ

４．おわりに

リア区分毎に同じような整理を繰り返すため、内容が
膨大になりダム管理上留意すべき結論が分かりにくい

フォローアップ制度は、平成 8 年より試行が開始さ

ことによる。

れ、平成 15 年度より本格運用となり、定期報告書の

また、特に河川の連続性など各環境エリア区分をま

作成も平成 25 年度より 3 巡目をむかえるようになっ

たぐような分析評価については、定期報告書の構成上、

た。

とりまとめにくい章立てとなっており、委員からも「と

フォローアップ制度の目的である、ダム事業の透明

りまとめ方法を追加・変更するように」との意見がで

性・公開制や一層の日常におけるダム管理の適正化等

ることも多い。

について大きな成果をあげてきているが、ダム事業に
関する時代のニーズは「建設」から「既存ストックの

③分析手法の適正化

有効活用」へと大きく変わりつつあり、ダム管理に関

定期報告書（生物分野）の分析にあたっては、ダム

する評価もこうした要請に的確に対応できるものとす

毎の特徴（供用年数・立地条件・既往調査結果等）を

る必要がある。

踏まえ、
より適正な分析項目や分析手法（作図・作表等）

以上を踏まえ、本稿では、フォローアップ制度の中

にて行うことを方針とする。

で大きなウェイトを占めている生物分野について、全

これは、現行フォローアップでは、手引きに例示さ

国の直轄ダム及び水機構ダムを対象に、実態調査及び

れている環境エリア区分及び分類群毎に、網羅的・画

管理者へのアンケート調査を行い、現行フォローアッ
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プ制度における現状と課題を明らかにした。
フォローアップ委員会での指摘はダム管理を行う上
で活用すべき有用な意見であるが「ダム管理の観点か
らかけ離れた指摘が多い」ため対応が困難であるとの
意見がダム管理者があったことも明らかとなった。
また、ダム管理者に対する意見からは、①生物関連
項目のウェートが大きい、②制度が定型化し、分析評
価が画一化している，③既存ストックの更なる有効活
用という視点の分析評価が不十分，④流域という視点
での分析評価が不十分，⑤フィードバックシステムの
不備などが明らかになった。
加えて、
フォローアップ制度に係わるコスト面では、
生物分野のコストが大部分を占めていることを把握し
た。
以上を踏まえ、今後はフォローアップ制度の生物合
理化分野について以下の 3 点のような事項を推進して
いくことが考えられる。
第 1 には、検討した生物分野の合理化の基本方針に
従い、
各地域で生物合理化版の定期報告書作成を行い、
生物合理化方針の妥当性や適用性の確認を行う必要が
ある。
その際にはフォローアップ委員の意見聴取を行い、
現行フォローアップ（手引き）で作成した定期報告書
との対比を提示することにより、フォローアップ委員
からの意見を引き出すことが重要である。
特に、ダム管理と直結する重要種や外来種、保全対
策の分析・評価に対する意見について、ダム管理との
関係性を踏まえて整理しより合理的な分析・評価を行
う必要がある。
第 2 には各地域での生物合理化に対するフォロー
アップ委員の意見もとに、現行フォローアップ（手引
き）への反映が必要だと考えられる。
第 3 には生物合理化を行った定期報告書の分析・評
価の結果を元に、ダム管理上必要な生物調査を棚卸し
し、ダム管理上必要十分な調査計画の検討を行う必要
がある。
これは、ダムの管理に反映される生物群や調査範囲
に絞った調査計画を立案することにより、将来的に
フォローアップに関わるコストを縮減することにつな
がると考えられる。
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