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要旨

琵琶湖（自然湖）および大石ダム（人工湖）の利水運用の現状を紹介し，自

然湖と人工湖の両方に共通する生物保全に配慮した貯水管理を提案した上で，

その貯水管理が農業用ダム湖でも適用可能かどうかを検討した。これは自然

湖，人工湖および農業用ダム湖は各々利水目的が異なるが，そこに生息・生育

する動植物は類似することから，3者に共通する貯水管理を提案したいと考え

たからである。その結果，農業用ダム湖の生物保全機能を強化するためには，

①田植え後の 6月下旬から 7月上旬にはしっかりと貯水回復させる（なるべく

初夏に水位を浅くしない），②非灌漑期にも貯水し，水位を上昇・降下させる

ことによって下流河川生態系に攪乱を与えることを提案した。
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Ⅰ. はじめに

貯水池は自然湖および人工湖に大別される。自然湖および人工湖の特徴を表

1に示す（村上ほか 2004）。自然湖および人工湖の大きな違いは，主として利

水運用されているか否かである。人工湖で生み出される水資源には利用目的が

あり，農業，洪水調節，工業用水，発電，上水道，不特定利水，レクリエーシ

ョン，消流雪用水などが挙げられる。一方で，人工湖は利水目的にかかわら

ず，洪水調整しなければならない。洪水期間（ 6〜10月）には貯水位を下げ，

洪水調節容量を確保するのが一般である。下流への放流方法は表層取水，深層

取水および選択取水方式などがある。

著者が調査した大石ダム（新潟県関川村）は，洪水調節および発電を目的と

しており，ダム湖ができることによって湖内に植物プランクトンが増殖し，ダ

ム下流河川では特定の水生昆虫（造網型トビケラ類）が優占した（松井

2008）。

琵琶湖や霞ヶ浦などの自然湖は，実は人為的に水位操作されているのでダム

湖化していると言える。どちらの湖の水位操作も，治水，利水，保全（水質・

環境）を目的としている。その結果，さまざまな問題が生じている。琵琶湖で
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水温成層

自然湖よりもやや高い（多くはより南方

性の気候下に位置するため）。

一般に低い（より北方性の気候帯

に集中しているため）。
水温

比較的安定している。表層から流

出。

表面流出は河道次数の低い支川を

経由するか，または直接流入とし

て湖に至る。

小さく，安定。

丸い。集水面積は湖面に比して小

さい。

自然湖 人工湖属性

流水帯で多く，ダム湖の下流に向かい指

数的に減少する。季節的に大きく変動す

る。

少なく，分散は限定的。季節的な

変動はあまりない。
土砂の堆積

短く，変動しやすい。長く，比較的一定している。平均滞留時間

多様で不規則。本来の成層が発達する。

多くの場合，幅が狭い。集水面積は湖面

に比して大きい。
集水域

大きく，不規則。水位変動

大部分の表面流出は河道次数の高い支川

を経由して湖に入る。
流入水

水利用により大きく不規則に変化する。流出水

表 1 自然湖および人工湖の特徴



はコイ科魚類が減少した（山本 2002）。琵琶湖南湖では沈水植物が増加した

（芳賀ほか 2006）。琵琶湖内だけでなく，流出河川の瀬田川でも沈水植物の増

加が確認され，その原因として琵琶湖の水位操作が影響していると考えられた

（Matsui 2014）。

一方，農業用ダム湖は，5〜 9月の灌漑期間に水田などに水を供給するため

の施設であり，安定的な農業用水の供給を通じて，地域農業の発展に大きな効

果を発揮する。また，洪水の一時的貯留により，大切な農地を守る役割も兼ね

る。

本報では，琵琶湖（自然湖）および大石ダム（人工湖）の利水運用の現状を

紹介し，自然湖と人工湖の両方に共通する生物保全に配慮した貯水管理を提案

した上で，その貯水管理が農業用ダム湖でも適用可能かどうかを検討する。

Ⅱ. 琵琶湖（自然湖）の利水運用

琵琶湖は日本で最も大きい湖である。流出河川の瀬田川に洗堰という水位を

調整するゲートが存在し，琵琶湖の水位はここで調整されている（図 1）。図

中の調査地点および測線（調査地点をまたぐ横線）はMatsui（2014）による

ものである。水を貯めたり流したりすることができるので，琵琶湖はダム湖化

していると言える。瀬田川洗堰は独立行政法人水資源機構琵琶湖開発総合管理

所が管理（国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所が運用）しており，

1961年に改築された。琵琶湖総合開発事業は，琵琶湖の自然環境の保全と水質

の回復を図りながら，水資源の利用や洪水・渇水被害の軽減，人々が水と親し

む憩いの空間づくりを目的として，1972年から1997年まで行われた。

琵琶湖の水位操作は図 2のように設定されている。非洪水期間

（10/ 16〜6/ 15）には，常時満水位 B. S. L.（琵琶湖基準水位）＋0. 30mを基

準として，琵琶湖の水位を維持している。洪水期間（6/ 16〜10/ 15）には，水

位をあらかじめ B. S. L.−0. 20m〜−0. 30mまで下げておくことにより，梅

雨や台風などによる洪水時に琵琶湖の水位上昇を低減するように水位を調節し

ている（水資源機構琵琶湖開発総合管理所HP）。

琵琶湖全体の平均水深は約40mであるが，南湖は浅く平均水深は約 4 mで

ある。このように南湖の水深が浅いため，上述の水位操作によって，夏季に太

陽光が湖底に届き，沈水植物の生長が促進された結果，大繁茂してしまう。こ
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の水位操作は1992年から始まり，同時期から沈水植物の増加が始まった（芳賀

2006）。

フナとコイの仔稚魚は，水深が浅く，枯死植物が堆積した岸寄りのヨシ群落

のなかに生息している。琵琶湖全体でこの枯死植物が堆積した水域は，上述の

6〜10月にかけての水位低下によって干上がり，水位低下が開始される前に比

べて現在は体積の70％以上が失われた。これにより，稚魚の生息地が失われコ

イ科魚類の減少につながったと考えられる。また，成熟魚の産卵が抑制されて
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琵琶湖

瀬田川

南湖

図 1 瀬田川洗堰の位置



いる可能性が示唆された（山本 2002）。

沈水植物の繁茂を抑制するためには，水位操作を変えなければならない。水

位低下を開始する時期を6/ 16から7/ 16に延期することは，南湖では太陽光が湖

底に届く時期を遅らせ，初夏に沈水植物が繁茂するのを抑制する。沈水植物の

現存量が適度になると，瀬田川の流速は大きくなると推定される。沈水植物が

生育する底質はその増大した流速によってリフレッシュされ，沈水植物の現存

量は適切に維持されると期待される。また，琵琶湖全体では春季から初夏にか

けて産卵するコイ科魚類の産卵場所を保全することにもつながる（図 3）。

今後の課題として，どの程度の水深維持によって沈水植物の繁茂がどの程度

抑制されるか，あるいはコイ科魚類の産卵場所がどの程度保全されるかなど，

具体的な（定量的な）解析が求められる。

Ⅲ. 大石ダム（人工湖）の利水運用

荒川は山形県南部の大朝日岳に源流を発し，新潟県北部を横断して日本海に

注ぐ一級河川である。荒川の支川である大石川に大石ダムがある（図 4）。図

中の調査地点は松井（2008）によるものである。大石ダムは1970年に着工さ

れ，1978年に完成した，国土交通省北陸地方整備局管内で最初の多目的ダムで

ある。

国土交通省水管理・国土保全局HPの水文・水質データベースから大石ダム
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図 2 琵琶湖の水位操作



の過去10年間（2003〜2012年度）の貯水量，流入量および放流量を整理した

（松井 2018）。大石ダムの平均時間貯水量の季節変化を図 5に示す。

洪水期間（ 6 / 16〜 9 / 30）は，洪水の発生に備え，治水容量を確保するため

に水位を低下させる。一方，非洪水期間（10/ 1〜 6 / 15）は，洪水のおそれが

少ないので，水位を上げ，発電の効率をよくする（国土交通省北陸地方整備局

羽越河川国道事務所HP）。

大石ダム下流域の大石川では，夏季にダム湖から植物プランクトンが供給さ

れることで，造網型トビケラ類のÒ資源が供給された。その結果，造網型トビ

ケラ類が著しく増加し，他の底生動物が生息できない環境になった（松井

2008）。1種類の生物が優占する河川生態系は生物多様性の観点から決してよく

ない。

大石ダムのダム湖での植物プランクトンの発生は，7〜 9月に多かった（松

井 2008）。谷口（1983）によると，植物プランクトンの発生は光強度と栄養塩

濃度に支配されている。植物プランクトンはダム表層部に浮遊生活しているた

め，水位の上昇・降下による光強度は変化しない。一方で，ダム水位の低下に

より，栄養塩は湖水の循環や巻き上げによって有光層に到達しやすくなったこ

とが，植物プランクトンの増加原因となった可能性が考えられる。

しかし，夏季の水位低下は大石ダムの主目的である洪水調節のために避ける
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図 3 水位低下の開始時期の延期による効果



ことはできない。併せて，夏季は降水量が少ないため，放流量を増加させて，

ダム湖水の滞留時間を短くすることも難しい。香川（1999）もまた，ダム湖水

の滞留時間を短くして河川的性質を維持することは難しいと報告している。

そこで，造網型トビケラ類の増殖を抑制するためには，富栄養化対策だけで

なく，人為的にダム下流河川の流量変動を起こすことが重要になる。つまり，

造網型トビケラ類が優占したとき，その場所の生態遷移が極相（クライマック

ス）に達したと考えられることから，自然河川にみられるような攪乱を与える

ことは効果があると考えられる。大石ダムでは 4〜 5月は雪解け出水のために
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流入量が著しく増加する。これらの期間に放流量を増加させて，ダム下流河川

に流量変動を起こすことは可能である。2月と 6月は雪解け出水や洪水の発生

に備えてダム湖水位を低下させる時期であるので，まとめると 2〜 6月の間は

流入量より放流量を増加させることができると考えられる。

しかし，2〜 6月の流入量と放流量の関係をみると，4月は流入量が放流量を

上回った（図 6）（松井 2018）。これは，大石ダムでは水力発電のために少し

でも水位差を確保して，発電効率をよくするためと推定される。故に，水力発

電に影響のない範囲で，4月に現況より大きい流量を放流することを提案する。

具体的には，少なくとも流入量と同程度の放流量（月平均流量約22m3/s）を実

施するのがよい。藤村（2011）もまた，雪解け出水を利用して 4〜 6月に自然

出水再現放流することを提案している。

なお，このときの放流方法は，一定流量を少しずつ流すのではなく，一時的

に水を蓄え，大きい流量を流すことが下流河川をリフレッシュする上で有効と

思われる。

今後の課題として，どの程度の放流量によって造網型トビケラ類の増殖がど

の程度抑制されるかなど，具体的な（定量的な）解析が必要になる。

Ⅳ. 自然湖と人工湖に共通する貯水管理の提案

自然湖である琵琶湖と人工湖である大石ダムの貯水管理が，湖内あるいは下
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図 5 大石ダムの平均時間貯水量の季節変化（2003〜2012年度)



流河川の動植物に及ぼす影響を表 2にまとめる。なお，大石ダムのグリーンベ

ルトとは，6月中旬から 9月下旬までの水位低下によって，水がなくなったダ

ム湖の両岸に植物が生える現象である。通常は地面の土がむき出しになり茶色

に見えるが，大石ダムでは緑色に見える。

これらの影響を最小限にするための水位操作として，①琵琶湖では水位低下

の開始時期を6/ 16から7/ 16に延期すること，②大石ダムでは 4月に放流量を増

加させ自然出水再現放流することを提案した（松井 2017）。

自然湖である琵琶湖と人工湖である大石ダムに共通する貯水管理を見出すた

めに，自然湖からの要求が人工湖にも当てはまるかどうかを検討する。①の琵

琶湖において，水位低下の開始時期を遅らせることは人工湖の大石ダムでも可

能だろうか。大石ダムでは6/ 16〜9/ 30まで洪水の発生に備え水位を低下させ

る。この開始時期を7/ 16に延期することができるかどうかを大石ダム管理支所
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図 6 大石ダムの月平均秒間流入量および放流量の季節変化（2003〜2012年度)

夏季の水位低下によるダム湖のグリーン

ベルトの形成。

夏季の水位低下による南湖の沈水植物の

増加。

植物 動物タイプ

夏季の水位低下による琵琶湖全体のコ

イ科魚類の減少。
琵琶湖

流況安定化によるダム下流河川の造網

型トビケラ類の増加。
大石ダム

表 2 琵琶湖および大石ダムにおける現行の貯水管理が動植物に及ぼす影響



長に問い合わせたところ，以下のような回答をいただいた。「減水時期の延期

については，大石ダム単独で決められるものではなく荒川全体の出水対策に影

響するものであり，また 6月下旬に大規模な出水も発生しているのでなかなか

厳しい。」（2016年 8月17日聞き取り調査を実施）

それならば，ダム湖水を一気に低下させるのではなく，6/ 16から6/ 30は今ま

での半分程度，そして7/ 1から7/ 15にまた半分程度といった具合に，段階を踏

んで放流するのは現実的な対応と言えるのではないだろうか。そうすること

で，動植物が被る負担も軽減されると予測される。

魚類に関しては，春季から初夏にかけて産卵するコイ科魚類（コイ・フナ

類）は急激な水位低下によって産卵場所が失われたり，せっかく産卵しても卵

が干上がったりしてしまう。大石ダム湖では，コイ科魚類の他にニッコウイワ

ナやヤマメ（サケ科魚類）が生息している。秋季に産卵するサケ科魚類も急激

な水位の上昇・降下によって本来の産卵時期とは異なる時期に支川に&上して

しまうかもしれない。これらの危険性を回避しなければならない。

②の 4月に放流量を増加させることについて，大石ダム管理支所長から「 4

月に放流量を増加させることについては，融雪による出水が多ければ必然的に

放流量が多くなるため実施可能である（積雪の状況に影響されるが）。」（2016

年 8月17日聞き取り調査を実施）との回答をいただいている。

同様に，自然湖である琵琶湖と人工湖である大石ダムに共通する貯水管理を

見出すために，人工湖からの要求が自然湖でも通用するかどうかを考察する。

②の大石ダムにおいて 4月に放流量を増加させることは自然湖の琵琶湖でも可

能だろうか。琵琶湖ではないが，同様の自然湖である霞ヶ浦（平均水深4m）

では抽水植物の減少が報告されている（西廣 2011）。霞ヶ浦は日本で 2番目に

大きい湖であり，独立行政法人水資源機構利根川下流総合管理所が管理（国土

交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所が運用）している。抽水植物が減少す

る原因として，春季に水位低下しないことが指摘されている。故に，春季に放

流量を増加して水位を低下させることは自然湖でも必要とされていると考えら

れる。今本ほか（2006）は近年の琵琶湖水位に関して，経年的な低下傾向を指

摘している。琵琶湖水位のコントロール計画があるものの，台風による降雨量

が少ない年は夏季以降の水位が基準値を大きく下回ることが少なくない。つま

り，琵琶湖の場合，現在でも春季の水位は低下していると言え，その結果，抽

水植物の減少に関しては問題になっていないと推定される。琵琶湖について
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は，現状では春季に水位が低下しているので，特別な管理は必要としないが，

霞ヶ浦などの例を考えると，一般には自然湖でも春季の水位低下オペレーショ

ンが必要と思われる。

以上のことから，琵琶湖（自然湖）や大石ダム（人工湖）の事例を踏まえ，

図 7に示す貯水管理を提案する。この貯水管理の目的を表 3に示す。水位を上

昇させるときより低下させるときの方が動植物に与える影響が大きいと考えら

れたので，水位を低下させるときは一気に行うのではなく 2段階で行うように

計画した。

Ⅴ. 農業用ダム湖への適用

前述した貯水管理が農業用ダム湖に適用可能かどうかを検討する。これは自

然湖，人工湖および農業用ダム湖は各々利水目的が異なるが，そこに生息・生

育する動植物は類似することから，3者に共通する貯水管理を提案したいと考

えたからである。農業用ダム湖で用いられる基準は図 8に示す貯水運用ルール

である（増本ほか 2006）。これは，時期別に一定の貯水量レベル（基準貯水ラ

イン）が設定され，これを境界にして貯水池運用を行うものである。計画的な

貯水池運用は，2つの相対立する目標を調整しながら行わなければならない。

その目標の第 1は，有効放流を促進して下流受益地の水需要に積極的に応えて

いくことである。第 2は，渇水対策の必要性である。現在あるいは将来の渇水
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5/ 16〜

6/ 15

④治水目的

・農業用水を供

給するため水

位を下げる。

・造網型トビケ

ラ類が優占し

ないように自

然出水再現放

流を行うため

水位を下げ

る。

③利水目的

①ダム下流の動

植物の生息・生

育場所の保全ま

たは繁殖の抑制

非洪

水期

貯水管理の目的

時期

7/ 16〜

9/ 30

・梅雨期の出水に備

えて水位を下げる

（6/ 16〜30に半分，

7/ 1〜15にまた半

分）。

・沈水植物の繁茂

を抑制するため

水位低下の開始

時期を遅らせ

る。

洪水

期

6/ 16〜

7/ 15

・湖岸や水田で産

卵するコイ科魚

類，ドジョウ，

ナマズの&上・

産卵を促すため

水位を上げる。

・雪解け期の出水に

備えて水位を下げ

る（2/ 16〜28に半

分，3/ 1〜15にま

た半分）。

2/ 16〜

3/ 15

・洪水の恐れが

少ないので水

位を上げ，発

電の効率をよ

くする。

・農業用水を確

保する。

・水位を上げ，沈

水植物の繁茂を

抑制する。

非洪

水期

10/ 1〜

2/ 15

・台風期の出水に備

えて水位を下げ

る。

②湖水およびダム

上流の動植物の生

息・生育場所の保

全または繁殖の抑

制

・抽水植物の生育

場所を保全する

ため水位を下げ

る。

3/ 16〜

5/ 15

表 3 自然湖および人工湖における貯水管理の目的



に備えて，むしろ放流を抑制するものである。

図 8を基に現在行われている農業用ダム湖の貯水管理の現状を図 9，および

その操作目的を表 4に示す（千賀 1985を改変）。農業用ダム湖の最大の目的は

農業用水の供給である。よって，農業用ダム湖は 1年間で最も灌漑用水を必要

とする 5月に湖内水位を低下させ始める（代搔き用水のため）。その後，7月下

旬から始まる中干し後の生殖成長期用水を確保するため，梅雨期を利用して 7

月中旬までに一旦満水に近い貯水に回復させる。生殖成長期用水の放流が始ま

ると，9月末までの灌漑期間中は洪水期間とも一致することから，水位が低い

状態が維持される。

上述の自然湖，人工湖および農業用ダム湖の貯水管理を比較すると，5〜 9

月の期間は洪水期および灌漑期であることから，水位を低下させるという点で

ほぼ同様の貯水管理が行われる。よって，前章で提案した①水位低下時期を

6/ 16から7/ 16に延期することは，農業用ダム湖では6/ 16〜7/ 15の貯水回復が代

替していると言える。

一方，前章で提案した② 4月に放流量を増加させ自然出水再現放流すること

は，農業用水確保の観点から適用が難しい。故に，ダム下流河川では造網型ト

ビケラ類の増加が懸念される。しかし，農業用ダム湖の水位は春季まで満水位

の2/ 3程度で維持されることから，抽水植物の生育場所は保全される。

以上のことから，農業用ダム湖の場合，現行の貯水管理（図 9，表 4）でも

生物保全が可能と思われるが，特に次の点に留意することで生物保全機能が強
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図 8 農業用ダム湖の貯水運用ルール



化される。

夏季の水位低下が湖内の沈水植物の増加およびコイ科魚類の減少を引き起こ

す可能性があることから，田植え後の 6月下旬から 7月上旬はしっかりと貯水

回復させる（なるべく初夏に水位を浅くしない）。

流況安定化が造網型トビケラ類の増加の原因になることから，非灌漑期にも

貯水し，水位を上昇・降下させることによって下流河川生態系に攪乱を与え

る。この期間の水位低下時期に農業用ダム湖の点検も併せて行えばよい。

水利科学 No.364 2018

56

図 9 農業用ダム湖における貯水管理の現状

・ 6月下旬〜 7月上旬の梅雨期に貯水回復を図る。

貯水管理の目的

洪水期

6/ 16〜7/ 15

・ 3月に入って貯水を開始し，5月中旬の代搔き用水に備えてほ

ぼ満水にする。
3/ 16〜5/ 15

・ 7月下旬から始まる中干し後の生殖成長期用水として放流す

る。
7/ 16〜9/ 30

時期

・満水位の2/3程度まで貯水回復を図る。非洪水期
10/ 1〜2/ 15

2/ 16〜3/ 15

・田植用水として放流する。5/ 16〜6/ 15

非洪水期

表 4 農業用ダム湖における貯水管理の目的



Ⅵ. おわりに

本報では，自然湖および人工湖に共通する生物保全に配慮した貯水管理を明

らかにした上で，その管理方法が農業用ダム湖でも適用可能かどうかを検討し

た。その結果，3者ともほぼ同様の生物保全に配慮した貯水管理が実施できる

と考えられた。しかし，農業用ダム湖は他の 2者とは異なり，農業用水という

最大の利水目的があり，制約が多い。農業用ダム湖を有する地区には，梅雨の

ない地区，あるいは中干しを行わない地区，また非灌漑期には貯水しない地区

もある。故に，本報で提案する貯水管理はすべての農業用ダム湖に当てはまら

ないと思われる。

仮に，非灌漑期に貯水管理を行うとなると，ダム管理規定の見直しやそれに

伴う洪水リスク管理のあり方，管理責任者の所掌，管理に伴うコストとその負

担のあり方，実際の管理技術，河川管理者との協議や水利権の変更など様々な

課題が生じると考えられる。

しかし，農業用ダム湖を単に農業用水供給のためだけに運用するのでは，国

民から理解されにくい。今後ますます環境保全の視点が求められるなかで，農

業用ダム湖が持続し，かつ社会的資産として受け入れられるか否かは，農業の

高生産性を追い求めるとともに，ダム湖内および下流河川に生息・生育する生

物保全対策を講じることができるか否かにかかっている。本提案が今後の議論

を一歩進めることを期待している。
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