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１．はじめに

ダム事業の実施に伴う環境影響を軽減する措置のう
ち、植物の重要な種の生育箇所が改変される場合には、
環境保全措置として「移植」が比較的多く実施されて
いる。一方で、植物の移植は、個々の事業で個別に対
応している場合が多い。そのため、他の事例を参照し
て、移植の実効性が事前に確かめられることは少ない。

このような現状をふまえて、これまでの当センター
における研究では、ダム事業における保全措置として
の植物の重要な種の移植に際して、適正な移植を行う
ための基本的考え方、調査・検討すべき事項1）及びそ
の手順等2）を整理してきた。また、移植対象種を具体
的に示し、順応的管理の考え方をふまえた移植計画の
検討事例3）を提示してきた（図-1）。

本研究では、植物移植のモニタリング結果を分析し、
移植した植物の定着状況、移植後の消失等の要因を整
理した。そして、具体的な移植事例を抽出し、移植条
件と移植後の定着状況を比較し、移植計画の策定段階
において、検討すべき事項を整理した。

調査研究 4-1

既往ダム事業における環境保全措置としての 
植物移植の現状と課題

The Current achievements and challenges of the transplantation of  
plants as a compensation method for the impact of dam projects

研究第三部　主任研究員　田 島 　 淳
研究第三部　主任研究員　八 神 鉄 彦

研究第三部　環境技術開発室長　大 杉 奉 功
研究第三部長　天 野 邦 彦

植物の移植は、事業による影響を代償する環境保全措置として、これまで多くの事業で採用されてきた。
本稿では、植物移植のモニタリング結果を分析し、移植した植物の定着状況、移植後の消失等の要因を整理
した。そして、具体的な移植事例を抽出し、移植条件と移植後の定着状況を比較し、移植計画の策定段階に
おいて検討すべき事項を整理した。
キーワード：植物、移植、順応的管理、モニタリング

Transplantation of plants in environmental protection measures, as a compensation method for the impact of a dam project 
has been implemented in many projects. In this paper, we have shown survival rate of the transplanted plants, and factors 
which affect the outcome of the transplantation, through analyzing those monitoring results. We have summarized items 
which should be evaluated when we carry out a transplantation plan, by comparing transplant conditions to the survival 
rate using transplantation examples.
Key words：plant, transplantation, adaptive management, monitoring

 

植物移植の全体検討
・適正な移植の基本的な考え方の整理
・移植時に調査検討すべき事項手順等の整理

植物移植の計画検討(ﾀﾞﾑ事例)
・計画の基本的な考え方の整理
・計画時の検討事項や留意事項を整理

植物移植のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画検討(種事例)
・移植手法が確立されていない種の計画紹介
・順応的管理をふまえた移植計画の紹介

本研究：植物移植のﾓﾆﾀﾘﾝｸ結果分析
・植物移植の現状分析(モニタリング事例)
・移植計画段階における検討事項の整理

図-1 当センターにおけるこれまでの検討の流れ
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２．分析手法

（1） 既往ダム事業におけるモニタリング結果の分析
植物移植データベース1，2）を活用して、既往ダム事

業におけるモニタリング結果を対象に、移植後の経過
年数と定着率の分析を行った。なお、定着率（％）は、
移植後のモニタリング時に確認した個体数を、移植し
た個体数で除して求めた。また、既往ダム事業から移
植後に個体の減少又は消失したケースを収集し、その
要因の整理を行った。

（2） 既往ダム事業における移植事例の分析
個別の移植事例を任意のダム事業から抽出し、移植

時の環境条件と移植後の定着状況を比較した。比較の
指標は、定着数や定着率（％）とした。また、定着状
況の改善手法が採用されている場合は、その結果も整
理した。

3．分析結果

（1） 既往ダム事業におけるモニタリング結果
植物移植データベースに登録されている移植事例の

うち、データの比較可能な57例の移植結果を集計の
対象とした。移植事例のうち、個体移植を行ったケー
ス（54例）が最も多く、育苗移植（挿し木・挿し穂）、
直接播種、埋土種子移植（表土）はそれぞれ1例であっ
た。そのため、定着状況の分析は、個体移植を行った
ケースのうち、1年以上の移植後のモニタリングを行っ
ており、定着率の定量化が可能な34例を対象とした。

移植後の経過年数と定着率（定着株数/移植株数×
100）の関係を図-2及び表-1に示す。

移植1年後の定着率は50％以上の例数も多いが、移
植後の経過年数の増加に伴って、定着率が低い（50％
未満）例数が増加し、定着率は3 〜 4年後で平均60％
未満と低くなる傾向にある。

今回検討した34例をみると、移植後の定着率を高
く持続させることは、様々な要因によって困難な状況
にあると推察される。

次に既往ダム事業から移植後に個体の減少又は消失
したケースを整理すると、移植後に個体の減少又は消
失した要因は、大きく移植地の環境変化、種間競争に
区分された（表-2）。

このように既往ダム事業における植物移植のモニタ
リング結果を分析すると、計画段階において想定しに
くい移植地の環境変化に起因する個体の減少又は消失
が多いことがわかる。特に自生地に近い崖地や水際な
ど撹乱を受け易い環境に移植した場合には、定着初期
に撹乱の影響を受けることで個体が消失する可能性が
高くなる。また、計画段階では想定できなかった移植
地の人為的な撹乱（伐採等）や移植地周辺の植物の繁
茂は、日照条件などの変化を通じて、移植個体の生育
を阻害する可能性もある。

（2） 既往ダム事業における移植事例の分析
a）�移植後の定着状況が良い、もしくはモニタリング
結果の反映により状況を改善させた事例
①ヤシャゼンマイ【Aダム】
　 　本種は、夏緑性のシダ植物であり、渓谷の水を

かぶるような岩上など4）に生育する。そのため、
移植地は、自生地と類似した河川の水際を選定し、
平成20年度に84個体を移植した（移植地①）。そ
の結果、移植地①では、出水による移植個体の減
少がみられ、移植後1年後（平成21年度）に移植
個体が半減した。そのため、自生地よりも比高が
高い移植地（移植地②）を選定し、平成22年度に
28個体を追加で移植した（表-3）。

　 　ヤシャゼンマイの移植後の経過年数と個体数の
推移を図-3に示す。
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経過年数
定着率(％) 

平均値 例数

1年後 80.4 7 

2年後 35.0 12 

3年後 57.1 10 

4年後 59.2 5 

表-1 移植後の経過年数と定着率（平均値）

移植後の個体が減少

又は消失した要因
詳細な要因(該当種) 

移植地の環境変化
移植地の水没、斜面の崩壊で壊死、土

砂崩れ、土壌の流出

種間競争 他種の日陰、多種の被圧

表-2 移植後の個体の減少又は消失した要因
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　 　自生地に類似した環境に移植した移植地①の個
体は、移植後4年目（H24）には消失したが、自生
地より比高が高い移植地に移植した移植地②の個
体は、移植後に個体数が減少したものの、移植後
3年目（H25）に、移植個体数の約3割である9個
体の生育が確認された。

　 　この例にみられるように、自生地と定性的に類
似した環境に移植すれば良いものではなく、本事
例で示された様に水際における移植では、出水に
よる物理的な撹乱の強度といった動的な状態まで
考慮して、移植地を選定することが必要であった
と考えられる。特に、移植直後の脆弱な期間は、
出水等の撹乱の影響を回避できるような場所を移
植地とするといった対応が重要である。

②カノコソウ【Aダム】
　 　本種は、多年草であり、山地のやや湿った草地5）

に生育する。移植地は、林道沿いの林縁部を選定
し、平成21年度に131個体を移植した。移植後の
平成22年度より、移植個体の生育環境の維持を
目的とした草刈りを年2 〜 3回継続的に実施した。

　 　カノコソウの移植後の経過年数と個体数の推移
を図-4に、生育状況を写真-1に示す。

　 　移植個体は、増減はあるものの約100個体以上
の生育が継続して確認された。このことから、本
種の生育環境が維持されていると考えられた。

　 　移植後に管理を実施した事例として、調整池の
水辺に移植したタコノアシがある。タコノアシを
移植した後に、初夏季の草刈り等の管理をした箇
所では個体数の増加がみられたが、移植初期には
管理をしたものの、その後は管理をしなかった箇
所では、ほとんど生育がみられなくなった7）。

　 　このように、移植地の選定や移植方法以外にも、
必要に応じて移植後の草刈り等を実施するといっ
た様に生育環境の維持管理が必要となる場合もあ
る。

③ナガミノツルキケマン【Bダム】
　 　本種は、1 〜越年草であり、中山間地の農耕地

周辺6）に生育する。移植方法は、本種が1 〜越年
草であることから、播種による移植を平成20年
度に実施した。移植地は、自生地を考慮し、移植
地①は竹林の林縁部を、移植地②は河川沿いの開
けた草地を選定した（表-4）。

　 　ナガミノツルキケマンの移植後の個体数の推移
を図-5に、生育状況を写真-2に示す。移植地①
では平成23年度までは生育する個体は確認され
ず、平成24年度に3個体のみの生育が確認された。

移植地 

(移植年度) 

移植条件 

(移植地) 
備考 

移植地① 

(平成 20年度) 
河川の水際 

移植地② 

(平成 22年度) 

河川の水際 

(移植地①より河川

との比高大) 

移植地①の移植個

体数の減少をふま

えて設定 

表-3 ヤシャゼンマイの移植条件
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これは、平成24年度に隣接する竹林が伐採され、
日照条件が良好となり、休眠中であった埋土種子
が発芽したと考えられた。しかし、平成25年度
には、伐採された竹林が回復し、移植地が再び被
陰され、平成25年度には生育する個体は確認さ
れなかった。一方、移植地②では、播種の翌年に
は6個体、平成22年度以降は20個体以上の生育
が確認された。これは、移植地が河川沿いの開け
た草地であり、元々日照条件が良好な場所であっ
たことが、継続して生育が確認された要因である
と考えられた。

　 　自生地と類似した環境へ移植した事例として、
浮葉植物であるヒシモドキがある。試験移植にお
いて、自生地と類似した造成池に移植を行った。
その際、水深別に試験的な移植を行い、水深約
40cm程度の箇所のみで旺盛な生長がみられた9）。
水深が約40cm以深では、全て枯死しており、こ
れはヒシモドキが浅い水深の環境を好む種である

ことを示していると考えられた9）。
　 　このように、自生地と類似した環境へ移植を

行った場合でも、日照などの1つの環境条件の変
化によって定着できない場合も考えられる。その
ため、移植を行う際には、移植地だけでなく、周
辺環境の変化も想定した上で移植地を選定するこ
とが重要である。

b）�移植後の定着状況は良くないが、移植以外の方法
で定着状況の改善や個体を増殖した事例
①コアニチドリ【Cダム】
　 　本種は、多年草のラン科植物であり、多雪地の

湿原や湿った岩場5）に生育する。本種は移植に関
する情報がほとんどなかった。そのため、自生地
と類似する複数の移植候補地から、岩が露出し上
部から水が染み出している崖地を3箇所選定し、
平成15年度に試験的に移植を実施した。

　 　コアニチドリの移植後の個体数の推移を図-6
に示す。移植地の①〜③では、移植2年後には全
ての個体が風雨の影響により消失した。

　 　また、自生地でのモニタリング調査では、平
成13 〜 15年度は1地点で約100 〜 150個体が確
認されていたが、平成18年度には1地点で約7個
体と自生個体の減少がみられた。そのため、平成
18年度は自然環境下での移植は困難となった。

　 　これらの結果を受けて、移植の代替案として種
子及び培養による増殖を行い、増殖個体を移植す
る対策を検討した。増殖は、他地域での先進事例
や栽培関係図書10）から「むかごによる増殖方法」
を採用し、平成19年度に増殖実験を行った。そ
の結果、植え込み数の約87％が生存し、約40％
が新たにむかごを形成した（表-5）。

　 　このように、生育条件が特殊な種は、自生地で
の個体数が少なく、さらに移植に関する情報が少

移植地 

(移植年度) 
移植地 備考 

移植地① 竹林の林縁部 平成 24年度竹林伐採 

移植地② 河川沿いの 

開けた草地 

表-4 ナガミノツルキケマンの移植条件
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写真-2 ナガミノツルキケマンの生育状況（H25移植地②）
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ない場合には、移植が困難なことも想定される。
そのため、移植以外の方法による個体の増殖を行
い、個体数を確保した後に、試験的な移植等を行
うといった手法も代替案として考えられる。その
際は、試験研究機関等との連携によって、増殖方
法を検討することも有効である。ザゼンソウの事
例では、種子から苗を効率よく増殖する手法が試
験機関によって報告されている8）。

②バイカモ【Dダム】
　 　本種は、多年生の沈水性草本であり、湧水など

の浅い清流中4）に生育する。自生地と類似する河
川の流水環境を3地点選定し、平成9 〜 13年度に
本種の移植を行った。また、本種の生態特性か
ら、出水等により本種の一部又は全部が下流へ移
動し、移動先に定着する可能性も考えられたこと
から、平成20年度より移植地より下流の河川に
ついてもモニタリング調査を実施した。

　 　バイカモの移植後の個体数の推移を図-7に示
す。移植地の②及び③では、出水の影響により移
植個体が消失した。移植地①においても出水の影
響により移植個体が減少し、平成25年度で3個体
のみの生育が確認された。一方で、移植地より約
1km下流の範囲では、平成21年度以降に100個体
以上の生育が確認されており、出水により移植地
から個体が流出し、下流に定着したものと考えら

れた。
　 　このように、モニタリング調査の際には、移植

地での生育状況の把握だけではなく、移植種の分
散特性などの生態も考慮し、必要に応じて移植地
周辺の生育状況も把握することが重要である。

4．考察

既往ダム事業における移植事例の分析から導かれる
移植において検討が必要と考えられる項目とその内容
を表-6に整理した。既往ダム事業におけるモニタリ
ング結果の分析では、計画段階において想定しにくい
環境変化に起因する移植後の個体の減少又は消失等が
多いことが明らかとなった（表-2）。例えば移植地周
辺の伐採は、土地利用計画等から想定することも可能
であるが、出水による攪乱の様な環境変化は、移植地
によっては、その規模までを正確に予測することが困
難な場合も考えられる。

このように自然条件下では、様々な不確実な事象が
生じるため、全ての要因を予測することは不可能であ
る。そのため、モニタリング調査の結果を評価し、そ
の結果に応じて保全措置の見直しや施工方法の変更と
いった対応方針の変更が可能な順応的な管理を採用す
ることが必要である。例えば、ヤシャゼンマイの事例
では、計画時には想定していなかった環境変化（移植
地の出水による攪乱）により移植個体が消失したが、
モニニタリング結果の速やかなフィードバックによっ
て代替移植地を選定し、移植後の定着も確認できた。
同様にコアニチドリの事例では、移植先、自生地の状
況をふまえて、移植以外の手法を採用することにより、
種子の増殖に成功している。このような自然変動によ
り生じる想定外の事態に対する対処法をあらかじめ計

確認時期 指標 合計値(％) 

H19.6 植え込み数 102(100) 

H19.8 生存数 94(92.2) 

 むかご形成 39(38.2) 

H19.10 生存数 89(87.3) 

 むかご形成 36(35.3) 

注)集計値は発育段階の異なる 6ケースの合計値(％は植え込み数を
母数として計算した)

表-5 コアニチドリの増殖実験結果
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図-7 バイカモの移植後の個体数の推移

項目 検討内容 具体的対応例

移植先の

条件設定

・生育条件(水質、物理

環境)の把握

・試験移植の検討

移植地の

選定における

留意点

・出水等による攪乱が

生じる箇所の回避

・移植地・周辺環境の

変化の予測

・代替地の検討

・土地利用計画(伐採

等)の確認

モニタリング

範囲の設定

・比較対照地の設定

・移植先周辺のモニタ

リング

・移植元や周辺自生

地の選定検討

・分散特性に応じた

範囲の設定

危険分散措置 ・移植以外の手法検討 ・種子や培養等によ

る増殖

維持管理
・生態特性に応じた日

照条件の検討等

・草刈り等による維

持管理

表-6 既往ダム事業における移植事例の分析により想定される
計画段階において検討すべき事項
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画段階でモニタリング計画に組み込んでこくことが重
要である。その際には、移植の目標（例：移植先での
生育の維持）、定着状況の基準（例：複数年の個体の
生育維持、開花結実による再生産の確認）をあらかじ
め設定し、モニタリングの評価を定期的に行い、移植
手法の改善・変更の必要性を検討するプロセスが不可
欠である。

順応的な管理手法をふまえた移植計画の策定は、植
物の移植の効果を高めるだけでなく、計画当初にモニ
タリング調査の結果に応じた対処の手法をあらかじめ
想定することで、試験移植の実施やモニタリング調査
の効率化にも寄与すると考えられる。例えば、施工計
画によっては、生育地の改変が実施されるまでの期間
が短い場合も想定される。その際は、試験移植の実施
ケースを絞り込むといった検討が必要となる。また、
種子による増殖や維持管理はコストもかかるため、移
植以外の手法を採用する種をあらかじめ絞り込み、移
植後の定着状況が良くない場合の対処法を計画段階で
検討することが必要になると考えられる。

5．おわりに

環境影響評価法では、環境保全措置等の結果の報
告・公表が義務づけられた。そのため、今後フォロー
アップ報告書の公開に伴って、一定期間モニタリング
を行った移植事例が蓄積されると考えられる。これら
の結果を収集し、整理分析することで、計画段階にお
いて想定するべき事項、想定外の影響に対する対応方
策などを充実させることが可能となり、順応的管理の
考え方に従った実効性の高い移植計画が策定されるこ
とが期待される。

本報告を作成するにあたり、担当事務所には、調査
データの提供及び報告の機会を頂いた、ご尽力いただ
いた皆様に、厚く御礼申し上げる。

本稿では、貴重種の保全の観点から、生育地等が特
定できる情報は公開せず、ダム名や地名情報を掲載し
ないように配慮した。
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＜順応的管理の考え方＞ 

ａ．想定外の影響に対する対応策の実施(不可逆的な影響に 

備えた予防原則)  

ｂ．将来、正否が評価できる具体的目標を定める 

ｃ．仮説をモニタリングで検証し、状態変化に応じて方策 

を変える 

図-8 順応的管理の指針11）


