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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110以上の管理ダムを対象
に実施されている。平成2年から20年以上継続的に実

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
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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 20 年以上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。
「基本調査」のとりまとめにあたっては、その精度・信頼性を向上させるために、調査結果の学術的な精

査が必要である。そのため、各分類群に精通した学識者等により調査結果及び生物種目録の精査を行い、一
定の基準を持った生物種目録を作成し、定期的に更新している。

そのとりまとめにおいて、毎回、種の同定ミスが指摘されている。また、国内で 1 種と考えられていたも
のが地域毎に新たな種として分けられる等、新たな知見により種の分類が進んでいる。そのため、調査実施
においては、生物種の正確な同定が必要であり、同定精度の向上が求められる。さらに、国外外来種や国内
外来種といった問題も存在する。

本報告においては、生物種の同定や調査実施上の留意点を整理した。
キーワード：河川水辺の国勢調査、ダム、生物種の同定

National Census on River and Dam Environments 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 
more than 20 years from 1990 and are carried out, and collection of basics information maintenance has been done.
In compiling the "basic survey", in order to improve its accuracy and reliability, an academic review of the survey 
results is necessary. For this reason, scientists and others who are familiar with each taxonomic group conduct a close 
examination of the survey results and biological species catalogs, create biological species catalogs with certain standards, 
and periodically update them.
In that compilation, identification errors of species are pointed out every time. In addition, classification of species is 
advanced by new findings, such as what is considered to be one type in Japan is divided as new species for each region. 
Therefore, accurate identification of biological species is required in conducting survey, improvement of identification 
accuracy is required. Furthermore, problems such as foreign alien species and domestic alien species also exist.
In this report, points to be noted in identifying species and conducting surveys are summarized.
Key words：National Census on River and Dam Environments, dam, Identification of species
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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。

河川水辺の国勢調査の結果をとりまとめるにあたっ
ては、調査の精度を確保するため、調査項目ごとに専
門的知識を有する学識経験者で構成された「河川水辺
の国勢調査スクリーニング委員会」による調査結果の
スクリーニングが平成11年度より実施されている。

スクリーニングでは、分類体系の変更や新種記載等
の最新の知見を踏まえ、種名等を精査するほか、既知
の分布状況を踏まえ、調査対象ダム周辺における分布
が妥当なものか精査している。

そのとりまとめにおいて、毎回、種の同定ミスが指
摘されている。また、国内で1種と考えられていたも
のが地域毎に新たな種として分けられる等、新たな知
見により種の分類が進んでいる。さらに、国外外来種
や国内外来種といった問題も存在する。

本報告においては、調査精度の確保に必要な生物種
の同定上の留意点を整理し、現地調査実施上の留意点
とあわせて報告するものである。

2．生物種の同定上の留意点

特に留意が必要な魚類、底生動物、動植物プランク
トン、両生類・爬虫類について整理した。

（1）魚類
1）ハゼ科、ジュズカケハゼ類、ヨシノボリ類

種の同定が困難である場合があるため、生きている
状態で鮮明な写真を撮影しておく。その際、同定にあ
たって重要となる形質を撮影するよう留意する。

また、同定にあたっては、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」で公開されている最新の知
見が反映された「河川水辺の国勢調査のための生物リ
スト」（以下、「水国生物リスト」）および「種の同定に
あたっての参考文献および留意事項」に注意する必要
がある。

以下にハゼ科の例について示す。
①クロダハゼ（Rhinogobius kurodai）

図-1 クロダハゼ（雄）（四十四田ダム）

〈同定根拠〉
・尾鰭基底に橙色斑がある。
・雄の第1背鰭が伸長しない。
・頬に赤色の小斑点がない。
・腹鰭第5 軟条が基部で2 分岐する。

②オウミヨシノボリ（Rhinogobius sp.OM）

図-2 オウミヨシノボリ（雄）（四十四田ダム）

〈同定根拠〉
・尾鰭基底に橙色斑がある。
・雄の第1背鰭が伸長する。
・腹鰭第5 軟条が基部で2 分岐する。

上記の2種は、かつてトウヨシノボリとされてきた。
しかし、最新の知見では、トウヨシノボリは複数の種
に分類されている。このように、ヨシノボリ類を含む
ハゼ科は、分類の知見の更新速度が速いため、同定す
るにあたっては、常に最新の文献等を使用するように
注意する必要がある。

2）ドジョウ属

か つ て は、 在 来 の ド ジ ョ ウ 属 魚 類 は ド ジ ョ ウ
Misgrunus anguilicaudatusの1種のみであると考えられ
ていたが、現在は4種とされている。

Misgrunus anguilicaudatus：ドジョウ
Misgurnus sp. （Clade A）：キタドジョウ

表-1 河川水辺の国勢調査 実施ダム数
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Misgurnus sp. IR：シノビドジョウ
Misgurnus sp. OK：ヒョウモンドジョウ

3）シマドジョウ属

①シマドジョウ種群

かつて3集団（西日本グループ、東日本グループ、
高知グループ）に分けられ、さらに西日本グループに
4倍体と2倍体が認められたため4集団とされていた。
現在では、この4集団は別種レベルまで分化している
とされている。

Cobitis sp. BIWAE type A：オオシマドジョウ
Cobitis sp. BIWAE type B：ニシシマドジョウ 
Cobitis sp. BIWAE type C：ヒガシシマドジョウ
Cobitis sp. BIWAE type D：トサシマドジョウ

図-3 ヒガシシマドジョウ（浅瀬石川ダム）

②スジシマドジョウ種群

かつてスジシマドジョウ小型種、中型種、大型種等
とされてきたものから、現在は5種8亜種とされた。
そのうち3種が平成28年度生物リストに追加されてい
る。

Cobitis striata striata：チュウガタスジシマドジョウ
Cobitis striata hakataensis：ハカタスジシマドジョウ
Cobitis sp.：タンゴスジシマドジョウ

上記のとおり、ドジョウ属およびシマドジョウ属に
ついては、かつてより多くの種に分類されているので
注意が必要である。この点については、「日本のドジョ
ウ　形態・生態・文化と図鑑」（中島 淳・内山りゅう, 
2017）が詳しいので、これを使用して同定する。

（2）底生動物
1）外来種

①ウズムシ類やヨコエビ類、マキガイ類等

近年、ウズムシ類やヨコエビ類、マキガイ類などの
外来種が日本各地から確認されているため、外来種準
拠文献等を参考に正確で詳細な同定を実施するよう留
意する。

なお、ウズムシ類は固定時よりも生態での観察の方
が分類形質である咽頭や体表面の班紋、耳葉の班紋な

どがみやすいことから、生態での観察も推奨する。

②カワリヌマエビ属

カワリヌマエビ属は、中国産を中心にNeocaridina 
heteropoda heteropoda や、Neocaridina heteropoda 
koreanaなどとされる国外外来種が日本各地に侵入し
ており、在来種のミナミヌマエビとの交雑も指摘され
ている。現時点では分類学的混乱や交雑個体では同定
が難しいなどの課題もあるが、河川水辺の国勢調査で
は、外来種の分布傾向の把握が重要となるため、本報
告末尾の文献を使用し、できる限り種までの同定を実
施する。

③ダム湖湖心部の底生動物

ダム湖湖心部にはミミズ綱やハエ目のユスリカ科が
優占的に出現することが多い。ユスリカ科については
属までの同定がなされていることが多いが、ミミズ綱
については科までの同定に止まっていることが多い。
河川水辺の国勢調査では、ダム湖湖心部における生物
の生息環境としての湖底環境の評価に活用可能な同定
が必要となるため、これら分類群について種や属まで
の同定を実施する必要がある。ダム湖湖心部にみら
れるミミズ綱は、イトミミズ Tubifex tubifex やユリミ
ミズ Limnodrilus hoffmeisteri、その他のユリミミズ属 
Limnodrilus sp. やIlyodrilus templetoniなどの少数の種
で構成されていることが多い。そのため分類同定にお
いては、成熟している個体を用いて、参考文献によっ
て基本的には種までの同定を実施する。

（3）動植物プランクトン
種の同定は、「水国生物リスト」にある分類レベル

を基本とする（ただし、水国生物リストに掲載されて
いる分類レベルよりさらに詳細な同定を妨げるもので
はない）。また、過去の水国生物リスト掲載種が新リ
ストのどの種に相当するかを安易に対応させて同定す
るのではなく、準拠文献である国立科学博物館ウェブ
サイト「ダム湖のプランクトン」及び「アオコをつく
る藍藻」に基づいて同定を行う。

また、本報告末尾の文献を基本として用い、「種の
同定にあたっての参考文献および留意事項」に注意し
て同定する必要がある。

（4）両生類・爬虫類
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る。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
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に努め、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・保管する。
1）爬虫類

①ニホントカゲ、ヒガシニホントカゲ

独立行政法人国立環境研究所ホームページの分布情
報に従い、ニホントカゲとヒガシニホントカゲを区分
する。

また、分布境界では、頭の鱗が識別点となるため、
写真撮影の際は、頭部を上から撮影するよう留意する。

目の間にある長い六角形の鱗の前方にある1対の鱗
（前額板）の形状で同定可能である。

A. 左右の前額板が離れる：ヒガシニホントカゲ
B. 左右の前額板が接する：ニホントカゲ

②クサガメ、ニホンスッポン

近年、中国産との交雑が起きているとの報告があり、
同定に注意が必要である。

クサガメ、ニホンスッポンを捕獲したときは、横か
ら（頭部側面の模様が映るように）、甲羅の背面、腹
面からの写真を撮影する。また、首を出した状態での
写真撮影に努める。

なお、クサガメとニホンイシガメの交雑種は、1代
雑種は頭部側面と背面の写真で判別可能である。

3．その他の同定上の留意点

（1）DNA標本作製についての留意事項
河川水辺の国勢調査では、外部形態による種の同定

を基本とし、また標本はホルマリンによる固定を基本
としている。

しかし、近年のDNA分析技術の確立により、外部
形態のみでは同種とされていたものが、遺伝子レベル
の検討で別種と分類される研究が増えてきている。ま
た、遺伝子の解析により、同種でも「地域個体群」な
ど遺伝的に差異のある集団間の多様性や、集団を構成
する個体間の多様性の検討が可能となるなど、DNA
分析が急速に普及しつつある。そこで、もし調査者が、
DNA分析に使用可能な標本を作製したい場合におけ
る留意点について示す。

①DNA分析方法と標本（試料）の採集

DNA分析は、PCR法やフィンガープリント法など
の分析方法があり、それぞれ必要となるサンプル量が
異なる。

PCR法を用いる場合は、ごく少量のDNA量があれ
ばよいため、採取するサンプルも体組織の一部分だけ
で十分である。例えば、魚類では少なくとも鰭の一部

（5㎜角程度）があればよいため、個体の生存に与える
影響を最小限にとどめ、試料採取後放流することが可
能である。

②試料の固定と保存

採取した体組織は、無水エタノールを入れたガラス
製またはプラスチック製の容器に保存することが望ま
しい。貝類等も同様である。

生物サンプルの固定液として従来から用いられてい
るホルマリンは、組織中のDNAを断片化してしまう
ため、DNA分析用のサンプル固定には絶対に使用し
てはならない。

無水エタノールで固定されたサンプルは常温での保
管が可能であるが、直射日光があたる場所や高温多湿
な場所での保管は避ける。サンプルを長期間（1 ヶ月
以上）保存する場合には、組織内水分の溶出によるエ
タノール濃度の低下を避けるため、適宜、容器に入っ
ている古いエタノールを捨て、新しい無水エタノール
と交換する。

③環境DNA

水中には、動植物の排泄物、組織片などに由来
するDNA断片が存在している。これを環境DNA 

図-4 トカゲ属2種の比較
（左：ヒガシニホントカゲ、右：ニホントカゲ）（蓮ダム）

図-5 頭部側面、甲羅の背面、腹面（久慈川）
（上：ニホンイシガメ、下：クサガメ）
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（environmental DNA, eDNA） と呼んでいる。その環
境DNAを採取し分析することで、生物の在不在や生
物量・個体数などを推定することが可能となってきて
いる。

作業としては、生息場から採取した水をフィルター
で濾過しDNAを抽出、それを定量PCR法（リアルタ
イム、デジタル）で分析する。

環境DNAを利用することで、複雑な地形の場所、
生息数が少ない種など、通常の生物調査による確認が
困難な場合でも、生物量や生息の有無の推定が可能と
なる。

（2）参考文献および留意事項 
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」
で公開している「種の同定にあたっての参考文献およ
び留意事項」に示した参考文献および留意事項に従っ
て同定する。

4．現地調査の留意点

調査実施にあたっては、同定における留意点ととも
に、現地調査の留意点として調査者による外来種の拡
大問題が考えられる。その例として、比較的新しく確
認され、今後拡大が心配されるミズワタクチビルケイ
ソウ（外来珪藻）について整理した。

（1）ミズワタクチビルケイソウ 
アメリカ北西部の固有種とされるミズワタクチビル

ケイソウCymbella janischii の日本への侵入は、2006年
に筑後川のアユ胃内容物から確認した事例が今のとこ
ろ最も古い記録である。

細胞を覆う殻の長さは130-360 μmと0.3㎜を越える
ことがあり、珪藻類ではかなり大きい部類である（河
川の珪藻類は殻長が数μm 〜数百μmで、多くは100
μm以下）。

殻の一端からは無色の粘液柄を分泌し、樹枝状の偽
群体に発達する。これが肉眼では汚水細菌Sphaerotilus
によるミズワタとそっくりになる。

（2）これまでの確認地域
長崎県を除く、福岡・佐賀・大分・熊本・宮崎・鹿

児島の九州6県と、東日本の新潟・長野・静岡・山梨・
神奈川・東京・埼玉・群馬・栃木・福島でこれまで確
認されている。

（3）予想される影響と想定される被害
・河床の被覆による水生昆虫の生息空間の消失
・細胞（殻長が最大で0.3㎜）が大きく、水生昆虫が餌

として利用できなくなる可能性
・餌生物が激減による河川生態系の崩壊
・本種がアユの主要な餌生物とされるビロウドランソ

ウHomoeothrix janthinaの生育場所を奪う事による生
育不良

・河川景観の悪化に伴う親水機能及び漁場価値の低下
・水道浄水場における濾過障害

（4）推定される拡大ルート
本種はアユかニジマスの放流区域やニジマスの養魚

場が近くにある区域で見つかることが多いため、放流
に伴い侵入していると考えられる。

しかし、拡大スピードや確認範囲からは放流のみと
は考えにくく、二次的に人が拡大させていると考えら
れる。

以上のことから、調査実施において河川間移動に留
意する必要がある。

5．おわりに

20年以上にわたって蓄積された生物データは、非
常に貴重なものである。このデータを分析することに
よって、全国で生じている生態系の変化（温暖化によ
る種の分布の変化、生物の生態・習性等の変化、外来
種等の分布の変化等）の一部について、科学的なデー
タを踏まえて確認でき、考察することができる。

そのため、河川水辺の国勢調査は、調査方法を統一
し、全国で定期的に実施されているが、この蓄積され
たデータが正確であることが何よりも重要である。今

図-6 ミズワタに似た状態（ミズワタクチビルケイソウ）
（㈲河川生物研究所九州支所洲澤譲氏より提供）
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後も同定上の留意点に注意し、調査を実施することが
望まれる。

なお、調査精度の確保に必要な生物種の同定上の留
意点、現地調査実施上の留意点を整理するにあたって
使用した参考文献を次に示すので、適宜参照していた
だきたい。

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・データ提供をいた
だいた国土交通省の水管理・国土保全局河川環境課お
よびその他関係機関の皆様に、厚く御礼申し上げる。

参考文献
（魚類）
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

のための生物リスト　種の同定にあたっての参考文献よび
留意事項」（http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/）

2) 「日本産 魚類検索 全種の同定 第三版」（中坊徹次,2013）
3) 「日本のドジョウ　形態・生態・文化と図鑑」（中島 淳・内

山りゅう, 2017）
（底生動物　外来種全般）
4) 「本邦におけるコモチカワツボの現状と課題」（浦部美佐

子,2007）
5) 「プラナリア類の外来種」（川勝正治, 西野麻知子, 大高明

史,2007）
6) 「日本における外来種フロリダマミズヨコエビ（Crangonyx 

floridanus Bousfield）の分布の現状」（金田彰二, 倉西良一, 
石綿進一, 東城幸治, 清水高男, 平良裕之, 佐竹潔 ,2007）

7) 「日本における外来ヒルミミズ類（環形動物門：環帯綱）の
分布の現状」（大高明史,2007）

（底生動物　カワリヌマエビ属）
8) 「ネイチャーウォッチングガイドブック　日本産淡水整汽

水性甲殻類102種－日本の淡水性エビ・カニ」（豊田 幸詞, 
関 慎太郎,2014）

（底生動物　ミミズ類）
9) 「湖底のミミズ類．水辺と人の環境学（上）—川の誕生—」（大

高明史,2014）
10) 「日本産水生ミミズ類ユリミミズ属（イトミミズ科）の分類

について」（大高明史,1992）
11) 「Guide to the Freshewater Oligochaetes of North 

America」（Kathman,R.D., Brinkhurst,R.O,1998）
（植物プランクトン）
12) 国立科学博物館ウェブサイト「ダム湖のプランクトン」
 （http://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/dam/

index.html）
13) 国立科学博物館ウェブサイト「アオコをつくる藍藻」
 （http://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/aoko/

index.html）
（動物プランクトン）
14) 「日本淡水産動植物プランクトン図鑑」（田中正明,2002）
15) 「日本淡水動物プランクトン検索図説（改訂版）」（水野寿彦・

高橋永治編,2000）
16) 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

「ダム湖版」のためのカイアシ類同定・計数マニュアル」

 （http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/mizukokuweb/
system/seibutsuList.htm）

（DNA標本作製についての留意事項）
17) 「保全遺伝学」（小池裕子・松井正文,2003）
（外来珪藻ミズワタクチビルケイソウ）
18) 水生昆虫談話会緊急報告「外来珪藻ミズワタクチビルケイ

ソウ拡大防止のお願い」（洲澤譲・洲澤多美枝,2018）
 （http://www002.upp.so-net.ne.jp/efc2/Cymbella_janischii.

pdf）
19) 「 筑 後 川 上 流 に 大 量 出 現 し た Cymbella janischii 

（A.W.F.Schmidt） De Toni と Gomphoneis minuta （Stone） 
Kociolek & Stoermer:外来種珪藻の可能性について」（洲澤
多美枝・清野聡子・真山茂樹,2011）

 （ h t t p s : / / w w w . j s t a g e . j s t . g o . j p / a r t i c l e /
diatom/27/0/27_13_1109/_pdf）


