平成 30 年度（2018 年度) 第２回
知床世界自然遺産地域科学委員会
河川工作物アドバイザー会議 議事録
平成 31 年 1 月 31 日（木曜日）13 時 30 分～17 時 00 分
TKP 札幌ビジネスセンター 赤れんが前
(札幌市中央区北 4 条西 6 丁目 1 毎日札幌会館 5Ｆ)

Ⅰ 開会：司会進行 北海道森林管理局 知床森林生態系保全センター 服部
Ⅱ 委員紹介：進行役 服部
Ⅲ 挨拶：北海道森林管理局 計画保全部長 石橋
石橋：事務局をしております北海道森林管理局の石橋です。委員の先生方におかれまして
は、お忙しいところ第２回目の河川工作物アドバイザー会議にご出席いただき誠にあ
りがとうございます。
お手元の次第のとおり、
今日は議事が 5 つ用意されております。
1 つ目は世界遺産委員会への決議への対応ということで、昨年保全状況報告を委員の
先生方にご指導いただきながら作成して、11 月 29 日に UNESCO に受理していただいた
という状況です。今年の 6 月 30 日から 7 月 10 日までの間に世界遺産委員会がアゼル
バイジャンで開催され、こちらで審議予定ということでございます。
もう 1 つ、ミッション招聘につきまして、林野庁の方で招聘に必要な予算を確保で
きたと聞いております。今後、秋に IUCN の専門家の招聘に向けてご指導いただくとい
う形になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
2 つ目の長期モニタリングでございます。これは大きく 2 つありまして、改良済み
の工作物につきまして、概ね 5 年ごとに効果の検証をしておりますけれども、来年度
と再来年度がちょうどまた 5 年間空いた期間になりますので、その計画についてご説
明させていただきます。それとオショロコマの長期モニタリング報告、これは 30 年度
報告と、来年度の計画につきまして、荒木先生からご指導いただきながらやっている
環境 DNA の調査につきまして、より効率的に生息状況調査に活用できないかという点
で、色々ご議論いただければと思っております。
3 点目が第 2 次検討ダムということでオッカバケ川の改良につきましては、2 段目
の切下げが今年度、雪もありましたが無事終了しております。その実施状況の報告と
来年度以降の計画についてご報告させていただきたいと思います。
4 点目がルシャ川の取り扱いについてです。大きく 2 つございます。1 つ目は河床
路の実証試験のための工事でございます。これも雪が迫る中、昨年の 11 月末までに無
事工事は終了しております。来年度以降、しっかりモニタリングをしていくというこ
とで、モニタリング項目と手法について先生方からアドバイスいただければと思いま
す。それともう 1 つはルシャ川本体のダムの改良工事でございます。道庁治山課さん
の方で、鋭意ご検討いただきまして、本日は具体的な工法とスケジュールにつきまし
てご説明いただくことになっております。こちらについてもアドバイスよろしくお願
いしたいと思っております。
また、
その他ということで知床財団から 2 点ご報告があるということで、これも色々
お聞きしまして、現地に活かしていければと思っております。今日は盛りだくさんで
ございますが、ご意見の程、よろしくお願いします。以上です。
Ⅳ 議事：進行役 中村座長
中村座長：よろしくお願いします。ちょっと長丁場になるのですけれども、年度末に集ま
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っていただきありがとうございます。根岸さん、森林管理局の森さんはインフルエン
ザになったみたいなので、皆さんもお気を付けください。それでは早速なのですけれ
ども、
（１）からは始めて行きたいと思います。第 41 回世界遺産委員会決議の対応に
ついてということで、事務局から説明をお願いします。
（１）第 41 回世界遺産委員会決議の対応について
北海道森林管理局計画保全部計画課 松本：資料 1 2017 年第 41 回 UNESCO 世界遺産委員
会 知床に関する決議文及び提出された保全状況報告書
北海道森林管理局計画課の松本です。資料 1-1 が第 41 回世界遺産委員会への決議
対応になっています。資料 1-2 が報告した英文の原文であり、資料 1-3、1-4 が和文と
なっています。英文版が正本ということになると思います。河川工作物 AP の事務局と
して提案させていただいたのは、決議項目の 5 と 6 ということになりまして、英文版
で申しますと、10、11、12 頁、和文版で申しますと 32、33、34 頁になっております。
他の決議項目と併せて、11 月末に環境省から外務省経由で UNESCO に提出になったと
聞いております。こちらの取りまとめにあたりましては、AP 委員の先生方にご指導い
ただき、大変ありがとうございました。報告の段になって、各決議項目について要約
をつける必要があることがわかりましたので、環境省が取りまとめをされて、冒頭の
ところに各項目についての要約版をつけております。英文版で申しますと 4 頁目で、
1.Executive summary of the report のところで Regarding paragraph 5, 6 という形
でまとめさせていただいております。和文版で申しますと、27 頁の「報告書の要約」
のところで「決議項目 5, 6 について」という形で提出させていただきました。簡単で
はございますが、報告書についての報告とさせていただきます。
また、決議への対応について、来年度はミッション招聘があろうかと思います。先
ほど石橋からお話しさせていただいた通り、予算の目途がほぼ付きつつあるというこ
とを本庁から聞いております。具体的なミッション招聘の手続きにつきまして、本庁
から外務省に確認しているところでありまして、概ね招聘の 4、5 か月くらい前まで
には招聘レターを出さなければいけないと聞いております。それで招聘の時期はいつ
頃がよいかとも本庁からは聞かれておりまして、秋口、9 月下旬くらいから 10 月上旬
までにかけてが、よいのではないかと返しているところであります。招聘手続きのプ
ロセスの具体的なスケジュールへの落とし込みはまだできていないですけれども、今
後招聘に向けて取り組んでいきたいと思いますので、引継ぎご指導の程をよろしくお
願いしたいと思います。
中村座長：ありがとうございました。いかがですか。今ぱっと見ても…という話かとは思
いますが。何か気づいた点はありますか。もうすでに出してしまっているので、どう
こういう話ではないと思うのですけれども。これからも含めて何かコメントはありま
すか。よろしいですか。
ミッションについては、4 か月前ということはもう 5 月にはもうだいたい決まって
いなくてはいけないですよね。次の会議はいつあるのでしたか。それも含めてどうや
って決めていくかを教えてください。この会議にかけられる時間がないですよね。年
度が明けた次はもっと後ですよね。
北海道森林管理局計画保全部計画課 板山：自然遺産保全調整官の板山でございます。た
だいまご質問のありました、ミッションの段取り、手続きというのは、いまだ林野庁
が主体となって、外務省を通じて確認中という状況でございまして、その際に何月く
らいの招聘を目指すのかということで、まず一昨年の AP 会議の方で、9 月末頃を目標
にということで、サケの遡っていく時期に見ていただくのがよろしかろうというよう
な感触のみ伝えているところでございます。従いまして、もっと早い方がよいという
ような議論・意見をジョイントして本日の会議でいただきましたら、それを伝えると
ともに、レターを出す内容の盛り込み様に活かしていきたい。場合によってはレター
を出す時に再度メール等で委員の皆様にご紹介をさせていただいてというような手
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続きを、
4 月には着手しないと 9 月には呼べないというようなスケジュール感の中で、
昨年の AP 会議は 7 月に開催させていただきました。できるならば、科学委員会を 8 月
と想定した時に、7 月には第 1 回の平成 31 年度 AP 会議を開催させていただいて、そ
の中で具体的な現地案内の予行演習と言いますか、そういったことでスケジュール感
を調整していきたいと。従いまして、最初の問いで AP 会議をいつ開催するのかとい
うのは、少なくとも 7 月には一度開催し、皆さんの具体的なご助言をいただきたいと
考えてございます。
中村座長：私はそんなに難しいことを言っているわけではなくて、4 か月前と言ったので、
AP 会議が開かれる前に行われるため、皆さんに出ていただかないと海外からの IUCN
の招聘者に対して、サケのエキスパートの委員の方々に出ていただかないと駄目です
よね。そちらだけで対応するわけではないですよね。
板山：はい。
中村座長：そうなれば日程調整も必要なので、それをどうやって決めていくのかという話
なのですけれども。
石橋：いずれにしても招聘までのスケジュールを作成し、まずは皆様方にご確認いただい
て、必要な場合は臨時で集まっていただく形で考えております。
中村座長：とりあえず委員の皆さんにとって、いつぐらいがよいかという話で 9 月下旬と
いう話が出ているのですけれども、前回はそうだったと思うのですが、それでよいで
すか。そのくらいの日程で皆さん大丈夫ですか。結構危ないですよ、学会、大学の仕
事を含めて。招聘の日程を出す時はそこまで詳しい日程は書かないと私は思うのです
けれど、だいたいいつ頃ということになっていて。ただ、我々が同行することが前提
ならば、日程調整は早めにやっていただいた方がよいような気がします。お願いしま
す。
他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではまた何かあったらまた言っ
ていただくとして、次に進めさせてください。
（２）長期モニタリングについてという
ことで、資料 2 で森林管理局の方から河川工作物改良効果検証事業(案)について、お
願いいたします。
（２） 長期モニタリングについて
服部：資料 2 河川工作物改良効果検証事業(案)
資料 2-1 北海道森林管理局調査予定位置図
資料 2 関係についてご説明をいたします。資料 2、資料 2-1、2-2 を一連でご説明を
させていただきます。林野庁の方からは資料 2、2-1 についてご説明をいたします。
1 枚目の資料 2 でございます。これは平成 25、26 年に実施した河川工作物改良効果
検証事業について、5 年後の平成 31 年度、32 年度について再び実施をするというご
提案でございます。資料 2 の 1 枚目なのですけれども、過去に 5 河川 13 基を改良し
たそれまでの経過について整理をさせていただきました。①としましては平成 17 年
から 19 年の間ですけれども、この当時、河川工作物ワーキンググループにおきまして
は、5 河川 13 基の河川工作物について、改良が適当というご判断をされて、各関係機
関はそれに基づいて改良を実施したというとことでございます。
②平成 18 年から 24 年、林野庁、北海道等は改良に着手しまして、その後それぞれ
が独自でモニタリング等を実施しておりました。このモニタリングの結果をまとめて、
当時の河川工作物アドバイザー会議の中から、ワーキングチームを組織して、知床世
界自然遺産地域内で改良した河川工作物の評価をいただきました。平成 25 年 3 月に
評価の冊子を発行しているところでございます。
平成 25 年度から 26 年度の 2 か年にあたって、林野庁、北海道は改良による効果が
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その後も持続しているかということを検証するためのモニタリングとして河川工作
物改良効果検証事業という調査を実施しております。前回の調査の中で、かいつまん
でなのですけれども、右矢印のところをご覧いただきたいと思います。サケ類の遡上
につきましては、遡上数は少ないながらも、改良したダム上流部まで確認できている。
特に林野庁では赤イ川の方では一部の区間で河床低下が確認されているという報告
もありました。北海道庁さんの方では改良効果が維持又は継続されていると考えられ
るという調査結果でございます。④平成 25 年度の第 2 回 AP 会議の場において、この
ようなモニタリングを 5 年後に実施したいという提案をして、5 年後に実施するとい
うご提案は第 36 回世界遺産委員会決議に対する知床の保全状況報告の中にも、その
旨を記載して報告をさせていただいているところでございます。このようなことから
平成 31 年、32 年の 2 か年に渡って河川工作物改良効果検証事業の実施をしたいとい
うご提案でございます。
1 枚めくっていただいて、資料 2-1 が林野庁関係の調査区間と調査改良対象工作物
の一覧でございます。林野庁が担当する部分でございますけれども、赤イ川の下流に
斜里町さんの導水管がございます。林野庁の調査区間の中にも、この斜里町の導水管
の改良を含めて調査をしたいと思っております。調査項目につきましては資料 2-1 の
図面の下の真ん中の方をご覧いただきたいと思います。調査メニューといたしまして
は、1.サケ科魚類の遡上・産卵状況の調査、2.河川形状変化など物理環境の調査、野
生動物の把握、定点観測、このようなメニューで実施したいと思います。これらは前
回の調査を踏襲しています。引き続きまして資料 2-2 につきまして、北海道庁さんよ
ろしくお願いいたします。
北海道生活環境部生物多様性保全課 澤井：資料 2-2 北海道調査予定位置図
資料 2-2 について北海道の調査予定について説明いたします。今回、予算要求中で
あり、確定ではありませんが、平成 31 年度のモニタリング調査としてチエンベツ川と
サシルイ川を予定しておりますので、位置図等の写真を掲載しております。調査する
経緯につきましては、先ほどの林野庁さんの説明と同様ですので、省略させていただ
きます。前回の調査結果について少し説明いたします。
平成 25 年におけるサシルイ川のカラフトマスの産卵床は平成 23 年以降もダム上流
側の割合が高くなっており、改良の効果は維持されていると確認され、シロザケの産
卵床数の割合については、平成 22 年以前よりも第 1 から第 2 ダムの間で低くなった
が、第 2 ダム上流の割合が高くなっており、改良の効果は維持されていると確認され
ました。
チエンベツ川におけるカラフトマスの産卵床は平成 24 年までと同様に第 1 から第
2 ダムの間の割合が高くなっており、改良の効果は継続しており、シロザケの産卵床
は改良後、第 2 ダム上流での変化は認められないが、第 1 から第 2 ダムの間の産卵床
数の割合は改良以降徐々に高くなっていると確認されました。
平成 26 年の調査結果につきましては、サシルイ川のカラフトマスの産卵床は、平成
25 年よりもダム上流側の割合は低くなったが、改良翌年の平成 20 年に類似した分布
割合であり、改良の効果は維持されていると考えられました。シロザケの産卵床数の
割合は平成 21～22 年と平成 25 年よりもダム上流側で低くなりましたが、平成 20 年
に類似しており、改良の効果は維持されていると考えられました。
チエンベツ川のカラフトマスの産卵床は平成 24 年までと同様に第 1 から第 2 ダム
までの間で割合が高くなっており、改良の効果は継続していると確認され、シロザケ
の産卵床は改良後、第 2 ダム上流での変化は認められませんが、第 1 から第 2 ダムの
間の産卵床数の割合は平成 25 年と同様に高い状態であると確認されました。これに
より平成 25 年と 26 年共に改良の効果は維持または継続されているという結果になり
ました。以上です。
中村座長：ありがとうございました。私もちゃんと打合せができていないのか、この結果
を議論する必要は、今はないですよね。口頭で喋られても実はほとんどついていけな
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くて、もし、議論するのであれば、今おっしゃって説明してくれたものの図でも描い
てくれないと、どこでどう上がったのか、いつ上がったのかが、ほとんど頭が整理で
きないので。ということで、今は全体の雰囲気として効果は継続というイメージの説
明だったと思うのですけれども、今日決めなくてはいけないのは、2019 年と 2020 年
にかけて効果の検証を行うということですね。次年度やるということですが、それは
ワーキングとは別でやるということでしょうか。定期のワーキングと別の形でやって
いたのですよ。結構長い間議論していた気がします。
板山：今座長が言われます通り、前回の検証事業というのはワーキンググループとは別に、
委員の皆様方 5 名と記憶しておりますが、独自にワーキングチームを作ってまとめて
いただいた経過がございます。その時の議論経過ですと、特に名前にはこだわらない
が、行政ではなくて客観的に第三者視点で評価をするという位置づけで、結果を委員
の皆様にまとめていただいたということでございます。ただ、来年度またそれをやる
にあたって、もう一度ワーキングチームでやるか、あるいはこのまま AP 会議の体制で
やっていくかについても、今の段階ではやるということしか決まっていない白紙の状
態でございますので、ご議論・ご提案いただいて事業を組み立てる。4 月スタートと
してもあと 2 か月の間に予算を確保して、初めて行く前にフリーな意見、ご助言をい
ただいて、チームで行くということでとしたら我々行政はサポートに回るということ
ですが、ざっくり言ってやることはそう変わらなくということになろうかと思います。
中村座長：私や妹尾さんはわかるのですが、他の代わられたメンバーの方はイメージでき
ないと思うのですけれども。資料 2 の右側 2 段目に冊子のような形をしたものがあり
ます。ダウンロードできるのは知っているのですが、できれば今の委員に一度冊子と
して配っていただいた方が良い気がするのですけれども。それで、②の横側に書いて
いるものが、それが実は、今お話ししたワーキングチームとは言いますが、ここに参
加しているオブザーバーを含めた委員の皆さんに議論していただき、それがある意味、
行政お手盛りではなく、委員がしっかり今までやってきたことを評価して良いことは
良かったことを書いて、ここは課題になるといったところを書いた記憶があります。
特に②の横にあるこの冊子の中では、たくさん色々なことを河川ごとに書いてあるの
ですけれども、一番重要なポイントは、移動は確保できたのですが、ダムとダムの間
に産卵に適するような環境を作れなかったというような反省点を書いています。今後
の技術としては、ダムとダムの間の流速を早くし過ぎないような形で、もしくは川幅
を狭めすぎないような形で、何とか産卵に適した環境を作れるような技術にしていこ
うというような、そういうビジョンみたいなものを小宮山さんたちと議論をしながら
書いたような覚えがあります。
ひとまず、私としてはどうやってやるかは後で話しますけれども、これをやるとい
うことについて何かご異議はありますか。よろしいですか。どういう形でやりますか。
私はどちらかと言うと、この会議では無理ではないかと思っていて、綿密な細かい議
論までやっていくには時間数的にも工法ややってきたことのレビューまでやるのは
ちょっとしんどいという感じがするので。あの当時は手弁当で良いという言い方をし
た覚えがあったのですけれども、委員が自発的な形でちゃんと検証していこうという
感じでやったので、できれば別の時に皆さんに予定をちゃんと作っていただいて、そ
の中で事務局から今読み上げていただいたような資料を提供していただき、改良後何
が起こったかということと、産卵床なり遡上数なりがどんな状況なのかということを
お話ししていただいて、今言ったような形でまとめていくということなのですけれど
も、いかがでしょうか。別途やることが提案なのですが、いかがですか。それでよい
でしょうか。他にこの件について何かありましたらご意見ください。
荒木委員：手弁当でないとすれば予算をつけて、チームを立ち上げるという理解でよいで
すか。
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中村座長：今の話は予算をつけてという話ですよね。
石橋：国の方で予算を確保しまして、基本的には過去 2 回同じ調査をしていますので、そ
れを継続するというのが基本だと思いますけれども、さらに追加した方がより良くな
るのであればご提案いただく形になると思います。
荒木委員：そのチームを立ち上げて、前回の方法を踏襲するなり、改良するなりをした上
で、何かしらのレポートにまとめると。ここでの我々の立ち位置としては、それが重
複するかどうかは別にして、しないとするとそこから上がってきたものをここで評価
するという理解でよいですか。
中村座長：基本、我々がレビューした方がよいと思っているので、全く第三者がやりだす
と説明等がややこしくなってくると思うので、ひとまずこの改良事業については我々
も責任をもっているのですけれど、いわいる管理主体である各行政の担当部分が責任
をもってやったということで、それを我々委員は第三者的な目から見て、こういう点
はよかった、こういう点は課題である、将来のことを考えてこうすべきだといった、
そういうレビューをしていく形になると思います。
荒木委員：こういうレポートが上がってきたものを、どういう形で進むにせよ、ここで議
論する機会があるという理解でしょうか。
中村座長：ワーキングを作ってしまうので、ある意味、その場で行政とやりとりして、こ
の場所ではむしろそれに参加されてない人のためにお披露目するような形になろう
かと思います。
荒木委員：わかりました。
中村座長：他はいかがでしょうか。
森田委員：質問なのですけれども、次年度調査の内容というのはだいたい決まっているの
でしょうか。過去に行われた調査と同じ内容をそのまま踏襲して行われるのか、これ
からこういった調査を加えた方がよい等の提案できる状況なのかという点と、この調
査の目的はダムができる前から継続しての効果の評価なのか、今教えていただいた
2013 年のレポートを、まだ拝見していないので早速読まなければいけないと思ったの
ですが、このレポートが出た上で、このレポートの内容に対してさらにその後どうな
ったのかの評価なのかという点を教えていただきたいと思います。
中村座長：後半については、ワーキングを作った段階で、もう一度このコンテンツをどう
した方がよいか議論した方がよい気がするので、この場としては、私が両方関わって
きた人間として、たぶん前のものを読むとその年までどんなことが起こったかが一応
まとめられているので、その知識をベースにしてその後どうなったかを中心的にお話
しすることになると思います。もちろんトータルとしての議論はやってもよいと思い
ます。では最初の質問について、今年度の調査はどうなるかということについてお願
いします。
北海道森林管理局計画保全部治山課 櫻庭：森林管理局治山課の櫻庭です。この効果検証
事業については、今回の会議でお示ししている内容は前回と同じ内容ですが、今後、
来年度に、調査を追加して増やした方がよいものがあれば、まだ予算要求段階なので
増やすことは可能かと思っています。ただ、前回と同じ内容が今はよいかと思ってい
て、提案をしています。この会議の中で何か良い意見があれば追加したいと思います。
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中村座長：前回というか、すでに改良したもののモニタリング内容がぱっと委員の中で思
い浮かばないと思うので、そちらもご存じだとは思うのですけれども、ちょっとこの
場では…。今やっている調査内容を各委員に知らせていただいて、それで次年度さら
に追加すべきなのかどうか、今やっているものはずっと経年的にやってきているもの
ですよね。まずはそれを見ていただいて、こういう点が足りないのではないかという
ことがあれば、いつまでに意見を言えば、今言った次年度の予算に反映できるのか、
それを教えていただきたいのですけれど。
櫻庭：前回作成した資料を先生に見ていただいて、事業の発注については新年度早々と考
えていますが、そういった時期までに意見いただければ、そういう場を設けるかメー
ルによるやり取りかはわからないですけれども、意見をいただいて調査項目を追加で
きるというふうに思います。
中村座長：今、口頭で説明された内容の情報がないと…。つまりこの報告書はダウンロー
ドすればよいのですけれど、それ以降のデータがないと判断しづらいですよね。ちょ
っと混乱すると思うのですが、小林さん何かありますか。
北海道生活環境部生物多様性保全課 小林：道としては、前回ベースでの予算獲得に向け
て頑張っている最中でございます。仮に追加調査なりが出てくる状況であれば、今の
手玉の中でそれが実施可能か検討させていただいて、もし額的にかなり難しいのであ
れば、それに代わるようなものが何かあるかということも含めて、実践的な調整を検
討させていただければと思います。
中村座長：こちらの方では予算のことは判断しかねますので、まずは今日のこの会議でご
説明された内容の簡単な資料をこの会議後にメールなりで配っていただいて、冊子体
にすでにできている前回の報告書について
は、冊子体で送るのが大変であれば委員の皆さんにダウンロードサイトを教えていただい
て、そこから前回のものをダウンロードしてください。それを見ていついつまでにご
意見をください、次年度できるかどうかは今の段階では担保できないですけれど、新
たな調査計画、こういう調査をした方がよいということがあれば、4 月以降検討しま
すので、それについてご意見ください、そんなメールをいただけますか。
櫻庭：はい。
中村座長：では、その方向でお願いいたします。安田委員、お願いします。
安田委員：後戻りするような意見を言うつもりはないのですけれども、今の河川工作物改
良効果検証事業という形で、調査の意図とすることによって、足りないとおっしゃっ
ていた部分が何をもって足りないかが相当変わってくると思うのですね。要するに、
当時よかれと思って改良した方法を継続しているかどうかの検証なのか、その当時考
えてよかれと思ってやったことにもうちょっと手を加えた方がよりよくなるだろう
なということを踏まえた調査結果にするのか、それによってずいぶん方向性が変わっ
てくると思うのですよね。今までやったことが機能としてずっと持続しているかどう
かという意味の調査と、その当時はよいと思ってやったことが、今になって考えてみ
るともっとより良い方法があるのではないか、そういうことを見つけるための調査と
いうような、要するに改良の検証というくくり方が雲をつかむような感じで書いてあ
るので、とらえた方によっては拡大解釈も縮小解釈も色々な形ができると思うので、
そのあたりの線引きは、予算的な話もあるのでしょうが、行政側でお考えになってい
ただきたいというふうに思います。
中村座長：ありがとうございます。行政側の方もそうなのですけれど、私個人としては将
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来的には技術発展していただきたいので、当初やったことの中でうまくいかなかった
ことはもちろん改良しなければいけないのですけれども、今現在皆さんが色々な経験
を積まれて、こういう形ならよりよい方向に行けたのではないかという、サジェスチ
ョン的、もしくは推論的なものを含めて検討していただければと思います。その点に
ついてもワーキングが立ち上がった段階で議論していくことになると思います。
他はいかがでしょうか。よろしいですか。それではこのワーキングを立ち上げると
いうことで先ほどの段取りを取って、今までのモニタリング結果や前回の報告書のダ
ウンロードサイトを教えて下さい。それでは資料 3、温暖化の指標としてオショロコ
マの長期モニタリング調査結果です。三谷さんの方からお願いします。
森林環境リアライズ 三谷：資料 3 オショロコマ長期モニタリング調査結果
森林環境リアライズの三谷です。オショロコマ長期モニタリング調査結果というこ
とで報告させていただきます。今年は 2 部に分かれておりまして、1 つ目は水温調査、
魚類および物理環境調査、2 つ目として環境 DNA 調査ということで、調査しておりま
すので、ご報告いたします。
まず、調査対象河川ですけれども昨年同様 37 河川となっています。今年で本調査 6
年目となります。平成 25 年から 29 年までの 5 年間で調査一巡目が終了し、平成 30 年
度より調査 2 巡目を開始しております。今年は 9 河川、ルシャ、イダシュベツ、ホロ
ベツ、金山、糠真布、シマトッカリ、知徒来、知西別、精神で魚類・物理環境調査を
実施いたしました。調査方法ですけれども、毎年同じ調査を行っておりまして、方法
の説明については割愛させていただきたいと思います。
続きまして、9 河川における魚類及び物理環境調査箇所を写真で示しました。
続いて 1979 年からの 7 月、8 月、9 月の気温の経年変化をグラフ化しまして、回帰
分析を実施いたしました。まず、この頁ですけれども、平均気温の経年変化を表示し
ています。東岸、羅臼側ですけれども、7 月、9 月の平均気温は上昇傾向にあります。
続きまして、最高気温の経年変化です。西岸、斜里側ですけれど、9 月、東岸の 8 月
は上昇傾向にあります。続きまして、日最高の月平均気温の経年変化を表示しました。
西岸の 7 月、9 月、東岸の 7 月、9 月は上昇傾向にあります。総じて気温では上昇傾向
にあると言えます。
続きまして、37 河川の 7 月、8 月、9 月の水温を棒グラフに、上から平均水温、真
ん中に最高水温、下に日最高の月平均水温を表示いたしました。東岸と西岸の河川群
を比較したところ、9 月の最高水温は西岸が高いという結果となりました。
オショロコマの採餌に影響があるとされる水温 16 度、水温 20 度に着目して整理し
ました。平均水温 16 度を超えた河川は西岸、斜里側のイワウベツです。それと最高水
温が 20 度を超えた河川は西岸のイワウベツ、金山、オショパオマブ、オチカバケ、フ
ンベ、ルシャ、東岸の精神、知西別、羅臼です。青字で書いてありますけれど、この
青字で書いている部分は 7 月と 8 月の両方で最高水温 20 度以上を記録したというこ
とです。
続きまして、河川ごとに水温ロガーによる水温計測開始年からのデータをプロット
して回帰分析をいたしました。この表ですけれども、有意な水温上昇が認められたも
のを赤のプラスで、有意な水温下降が認められたものを青のマイナスで書いてありま
す。14 河川で有意な上昇傾向がありました。同時に 12 河川で有意な下降傾向が認め
られました。斜里側、羅臼側いずれの河川も、水温が上昇した河川と下降した河川が
混在していました。昨年の中間総括同様、全体としては水温が上昇したとは言えない
状況です。続きまして、調査 9 河川で計測した物理環境データを棒グラフ化したもの
を左側に示しました。右図においてダム高密度とダム低密度のグループで比較したと
ころ有意差は見られませんでした。
続きまして、オショロコマの推定生息密度です。左下の図は、平成 30 年 8 月の日最
高月平均水温を線グラフで、オショロコマ推定生息密度を棒グラフで表しました。水
温の低い河川を左から右に並べています。平成 30 年の密度を緑色で、平成 29 年以前
の 5 年間での密度を赤い棒グラフで、それ以前の期間の密度を青色で表示しました。
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前回調査よりも今年度のオショロコマの密度が増えた河川が多かったです。また、右
上の図ですけれど、平成 30 年 8 月の日最高月平均水温と平成 30 年のオショロコマ推
定生息密度を点プロットしたものです。図からは高水温になるほどオショロコマの生
息密度が低くなる傾向が読み取れました。ただし検定では有意ではありませんでした。
平成 30 年度は、オショロコマ生息密度が増加した河川が多かったということで、平
成 19 年～24 年と平成 30 年、もう 1 つは平成 25 年～29 年と平成 30 年について対応
のあるｔ検定を行いまし。2 つの組み合わせとも、平成 30 年は生息密度の増加傾向が
あることが読み取れました。ただし検定では有意ではありません。昨年度の中間報告
では、モイレウシを除いた 36 河川平均でオショロコマの減少傾向が認められました
が、それと相反する結果となりました。ただ、今は 2 巡目でありまして、9 河川とい
うことで、全体で 37 河川あるので、それでプールしないとわからないものですから、
2 巡目の 1 年目としてはまだ評価できない状況となっています。
平成 30 年の 9 河川での魚種ごとの推定生息密度です。外来種のニジマスですけれ
ども、今年は知西別、シマトッカリ、知徒来で採捕されました。知徒来は、5 年前は
採捕されませんでしたけれども、今回採捕確認されました。
オショロコマの尾叉長組成です。水温の高い河川から数字で 1～9 と並べています。
各河川とも 3 つの時期を古いものから並べて左から右へいくようにしています。尾叉
長組成のヒストグラムなのですけれども、高水温河川では、尾叉長組成に偏りのある
河川が散見されるということが言えると思います。まとめですけれども、これは同じ
ことの繰り返しになるので割愛させていただきたいと思います。
続きまして、環境 DNA につきまして調査内容を報告いたします。平成 30 年度から
環境 DNA 調査を長期モニタリングに加えています。その目的は、環境 DNA により、オ
ショロコマ長期モニタリング調査の補完・充実を図ることを目的としております。調
査の内容ですけれども、環境 DNA による基礎的な現況把握が必要と考え、1 年目の平
成 30 年度は、河川における魚類相の把握を行いました。過去 5 年の長期モニタリン
グ 37 河川と岬付近のペキン川の計 38 河川において、採水・ろ過を実施しました。解
析は、魚類相の環境 DNA メタバーコーディング解析を実施しました。メタバーコーデ
ィング解析というのは、ここに書いてあるのですけれども、環境中の DNA 情報から得
られた塩基配列をデータベースと照らし合わせて生物種を同定し、生物相を推定する
解析方法です。
平成 30 年の環境 DNA の調査河川は既存の 37 河川とペキン川で行いました。図の赤
文字の河川が既存の 37 河川とペキン川がここにあります。採水は 6 月の水温ロガー
設置時にロガー設置個所で 1 河川につき 2 サンプルを採水ろ過しました。また、8 月
の魚類採捕調査に同伴して、採捕直前に、採捕区間の下流端と上流端で 1 サンプルず
つを採水ろ過しました。ペキン川は羅臼側の岬付近の河川で、先ほど言いました、こ
こです。ここにつきましては、10 月に水温ロガーを回収する時にモイレウシから立ち
寄って採水ろ過をしてきました。さらにネガティブコントロール用として、だいたい
10 回の河川水採水ろ過に対して 1 回の割合で、薬局で売っている精製水から採水ろ過
を行いました。採水ろ過したサンプルは計 110 サンプルになります。
採水とろ過の方法です。まずジプロックで河川水を掬い、シリンジ、注射器のよう
なものなのですけれども 50ml ずつ水を吸い取り、これにステリベクスというろ紙の
入ったプラスチックの筒を装着しろ過を行いました。これを 10 回繰り返し、計 500ｍ
ｌをろ過しました。これを保冷、冷蔵し北大の荒木先生の研究室に持ち込み解析して
いただきました。
解析結果です。解析は、サケ科魚類については、荒木先生が開発した「サケ科網羅
的 NGS プライマー」を用いて解析を行いました。図では検出されたサケ科魚類を河川
の横に表示しています。この凡例ですね。オショロコマで言えば黄色い円が該当して
います。オショロコマは 38 河川すべてで検出されました。サクラマスは 38 河川中 18
河川で検出、ニジマスは知西別で検出されました。
続いて、サケ科以外の魚種ですけれども、魚類網羅的 NGS プライマー（MiFish）を
用いて解析しました。図では検出された魚種を河川の横に表示してあります。トミヨ、
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カンキョウカジカ、シマウキゴリ、クフドジョウ、フナ、イトヨが検出されました。
5 つの河川につきましては、ホッケ、カレイ等の海水魚が検出されました。これは採
水地点が、水産加工場、生活排水の影響を受けている地点と思われ、採水地点の再検
討が必要と考えられました。
続きまして、過去の採捕結果との対比を行いました。平成 25 年からのオショロコマ
長期モニタリングでの採捕魚種と環境 DNA 検出魚種の対比を表にしました。採捕デー
タは足掛け 6 年に及ぶが、環境 DNA 分析は平成 30 年のみなので、タイムラグがかな
りある状況下での対比ということでご理解ください。表中の青丸は採捕でいて環境
DNA でも検出されたもの、黄色い丸は採捕ではいなかったが環境 DNA では検出された
もの、赤丸は採捕ではいたが環境 DNA では検出されなかったものを表します。また濃
い青色の三角は、これは凡例に eDNA Found only less than 25 reads とあるのです
けれども、これは DNA の読み値、リード数が 25 以下で、DNA が確認されたもののその
数値が極めて少なく、足切りされたものを示しています。シマトッカリのニジマスと
ポン陸士別のミミズハゼが該当しています。また表中には空欄がありますけれど、採
捕でもいなく環境 DNA でも検出されなかったことを表しております。ということで、
青丸と空欄が採捕と環境 DNA 結果が合致したものとなります。一致率を見ますと、オ
ショロコマでは 92％、サクラマスでは 81％、ニジマスでは 95％、ただし、オショロ
コマですが、黄色丸だったフンベ、オショパオマブ、居麻布では、それ以前の、さら
に 5 年前のデータの時にはオショロコマは採捕されていますので、それを含めると前
回の採捕時には確認されているので 100％の一致率となります。
続きましてネガティブコントロールの結果です。ネガティブコントロールでは、12
サンプルを解析しました。3 つのサンプルで微量のオショロコマ DNA が検出されまし
た。これは汚染防止の徹底が必要と認識しております。まとめですが、同じことの繰
り返しになってしまいますので、説明を割愛させていただきます。
中村座長：ありがとうございました。まず補足で、前半の方で谷口先生にも色々ご協力い
ただいているので、何か付け加えてコメントいただければと思います。
谷口オブザーバー：ありがとうございます。せっかく名古屋から来ましたので、短い時間
で少しだけ補足をしたいと思います。まず、スライド番号で行くと 13 番になりますけ
れども、緑のバーが今年度の調査を行った河川で採れたオショロコマ個体数密度を示
しておりまして、以前調査をした時に比べて、ずいぶんたくさんオショロコマがいた、
非常に増えたという印象を持たれた方が多いと思います。ただ、解釈に気を付けてい
ただきたいのですが、私たちは毎年同じ川で調査をしているわけではございませんの
で、赤から緑にかけては前年度からの伸びではないのですね。この点はちょっとお含
みおきいただきたいと思います。
その上で、なぜ今年度は以前調査時に比べて、これほどいくつかの川で伸びが見ら
れたかといいますと、おそらく採れたオショロコマの年齢が、16 番のスライドを見て
いただきますとなんとなくわかるのですが、１歳魚、2 歳魚のオショロコマが調査を
するとよく採れるのです。毎年それは共通です。つまり、緑のバーに戻りますけれど
も、前の年に 1 歳、0 歳だったオショロコマがそれぞれ比較的よく生き残ったのであ
ろうと、このように推測ができます。ところが、赤のバーは同じように考えますと、
前年から当該調査年度にかけて生き残った 0 歳魚、1 歳魚の数があまり多くなかった
という結果が言えるのではないかというふうに思います。そのようなことで、たまた
ま 29 年度から 30 年度にかけて、今申し上げたような現象がそれぞれの川で起きた。
それぞれの川でよいコンディション、よい環境がオショロコマの生残率を引き上げた
可能性があるのかなというふうに思っていますが、それが何なのかと言われますと、
残念ながら特定することはできないというところでございます。
それから、11 番スライドなのですけれども、知床の中で川によっては水温が上がっ
ているけれども、川によっては水温が下がっているということで、驚かれる方もいら
っしゃるかもしれませんが、河川水温の上昇傾向、下降傾向というのは、河川ごとに
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違うというのは世界各地で温暖化が進んでいるにも関わらず、共通で見られている現
象です。もしかすると、河川水温が下がっている川は、過去の河川の攪乱や河畔林の
減少と言ったものが、今回復傾向にあるということを反映しているということもある
かと思います。あるいは、私たちが関知していない、調査不足、解析不足の点もある
かと思いますが、例えば地域的な降雪量の多い、少ない、そういったものが夏場の水
温に影響を与えている可能性があるかもしれません。
以上の 2 点が補足したかった点ですが、もう 1 つ加えさせていただきます。遺産地
域の外の川もたくさん調査の対象にしておりまして、ぜひ今後林野さんとして、河川
の修復、あるいは保全の対象として、地域外の河川を加えていただきたいと。これも
これまで何度も申し上げてきたことではあります。特に先ほど三谷さんから報告があ
りましたが、10 番のスライドで青い印字で記されている河川群、これらはとりわけ今
後の修復・保全対象にしてほしい河川が含まれていると思います。何を修復してほし
いのかと言いますと、堰堤、ダムが多い川程水温が上がりやすい傾向がみられていま
す。それから河畔林について、今後モニタリング強化して、何らかの修復案をぜひご
検討いただきたいと思っております。私からは以上です。
中村座長：ありがとうございます。DNA に関しては荒木委員がご協力されていると思いま
すけれども、何か付け加える点はありますか。
荒木委員：大きな修正点はないのですが、
環境 DNA と一言で言っても解析の手法は結構色々
あり、24 番のスライドでオショロコマはすごく青が多くて、それ以外は赤が多いとい
う印象を持たれると思うのですが、先ほどの説明にもあった通り、サケ科魚類とそれ
以外は別の道具を使って解析をしているということと、今回オショロコマのモニタリ
ングというテーマでこの解析をしたので、オショロコマを含むサケ科魚類に関しては
最初ということもあって、手厚い解析をしています。そのため、必然的に環境 DNA の
検出率が上がっているのだろうと。それ以外については一応見てみたということなの
ですが、そもそもサケ科魚類以外のさほど種類として多くないという情報がある中で、
今後こういう解析手法でよいかということは、再検討する必要があろうかというふう
に考えています。
ネガコンに関しては 3 分の 1 から出たということで、割合としては多いと言えば多
いのですが、リード数そのもの、検出された DNA の量はそれほど多くないので、現場
で実際にコンタミネーションが起こった結果なのか、それ以外のところで起こってい
るのかを各ステップで改めて検証する必要があるのだろうかというふうに考えてお
ります。環境 DNA の補足に関しては以上です。
中村座長：三谷さん、荒木さんがネガティブコントロールの説明をされたのですが、ほと
んどついていけないと思っているので、それを説明してください。
荒木委員：環境 DNA というのは水を汲んでそこにいた生物の DNA を読み取ることで、周辺
にその生物がいたという証拠とする技術です。出なかったらいなかったとは言えない
ので、出たものがそこにいるということを確かめる必要があって、間違って他所から
入ってきたものがそこにいましたという誤情報にならないように、DNA が入っていな
いということが分かっている水をろ過して解析にかけて、確かに変なものが入ってい
ませんでしたということを確認するのが、ネガティブコントロールというものの役割
になります。ここではドラックストアの精製水、我々もそうしているのですが、現場
で環境水、川の水をろ過するのと同じ方法、同じキットを使ってやってみて、実際に
そこからは検出されなかったことを確認するための道具です。そこから、精製水を使
っているにも関わらず、9 回採ったうちの 3 回オショロコマの DNA が出たということ
は、その作業をしている間か、その後の解析のステップのどこかでオショロコマの DNA
がそのサンプルに混入したということを意味していて、こういうことが頻繁に起こっ
てしまうと出たという情報を信じられなくなってしまうので、これを何とか 0 に近づ
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けたいということを検討しようという議論をしていることです。
中村座長：ありがとうございました。全体を通じて委員、オブザーバーの先生、ご意見い
かがでしょうか。
森田委員：森田です。前のおさらいになるかもしれないのですが、ダム高密度区とダム低
密度区で水温を比較されていたというのは、先ほどの谷口先生のお話しにもあった通
り、ダムがある方が、水温が上昇しやすいということに関連すると思うのですけれど
も、ダムがたくさんある方が、開空率が高まって水温が上昇するという体系があって
このように分けて表示しているという理解でよいでしょうか。
谷口オブザーバー：アプリオリに開空率が高いと考えて解析したわけではなくて、単純に
ダムの高密度、これは便宜的にカットフライを設けて、高密度、低密度と決めている
のですが、両群間で比較した結果、そうなったということです。
森田委員：開空率以外にどういうメカニズムがあると水温が高くなることでしょうか。
谷口オブザーバー：1 つは結果として開空率が違うのではないかと思っています。それか
らもう 1 つは非常にダムが多い川では河川勾配が緩くなっている部分が多い。それか
ら全体的に浅くなりやすいということ。その結果、水の流れが緩くなり、水が温まり
やすくなる、このように考えております。
森田委員：わかりました。開空率の方に関しては、前の方にあったと思うのですが、過去
の攪乱があって森が復活してきているのであれば、開空率が高くなってきていて、実
際にダムがある川を見ていますと、知床のダムができたのは 70 年、80 年ですけれど
も、段々森が復活してきて、開空率に関しては復活しているところもあるのかなと思
ったりしていまして、高密度河川でもダムが古い川と新しい川では違うのかなと。あ
と、水温が上昇するのが、開空率の問題でなくて流速の問題とかであればよいのです
が、もし、開空率によって水温が上昇して、それがオショロコマに影響を与えるとい
うメカニズムが考えられるのであれば、開空率はそもそもオショロコマの餌の陸生昆
虫にもろに関係していると思いますので、開空率が上がって水温が上昇してオショロ
コマが減ったのではなくて、開空率が上がって餌が少なくなってオショロコマが減っ
たというメカニズムもあると思いますので、開空率のデータは取られた方がよいので
はないかと思いました。同じ開空率で水温が上がって、オショロコマが減るというメ
カニズムと、開空率が上がって餌が減って、オショロコマが減るという 2 つのメカニ
ズムがあると思ったので。
谷口オブザーバー：ありがとうございます。陸生昆虫をたくさん降らせてくれる河畔林の
効果も併せて考える必要があると。また開空率を定量化していく必要があるというこ
とで検討したいと思います。
森田委員：この場で質問することかちょっと悩んでいるのですが、最近羅臼川でも結構ニ
ジマスがいるという話を教えてもらいまして、環境 DNA では羅臼川では残念ながらニ
ジマスは出てこなかったと思うのですけれども、今はニジマスのいる川だけでニジマ
スの調査をしていってよいのか、今後ニジマスが増えていく恐れのある中で環境 DNA
でもニジマスの侵入を確認する意味を含めての位置づけもできると思いますし、そも
そも科学委員会の中では、知床世界遺産では外来種のニジマスというものを知床では
これ以上放さないという方針であるというのを再度周知するというのが必要なので
はないのかなと少し思いました。パブリックさんの調査で、羅臼川で実際にニジマス
が目視されているとお聞きし、実際の映像を見せてもらったら結構いるので。
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谷口オブザーバー：ニジマスに関して、羅臼川には確かに生息していまして、ここの 24 番
のスライドでは出ていないですが、私自身も確認していますので、その密度は侮れな
いレベルだと思っています。従ってこれは今後注意していく必要があると思います。
一方で今回知徒来でもニジマスが採れているのですが、これはあそこのシマフクロウ
の餌にしているニジマスなのですね。養殖ニジマスで、これは外見からはっきりわか
ります。これは今回ショッカー調査で確認されているということです。
森田委員：あと、松法川でもニジマスが採れているので。
谷口オブザーバー：そうですね。ニジマスに関しては、知西別川の個体数が羅臼川と並ん
で多いと思っています。こういうところから他の河川に持ち出されて、拡散して侵入
が定着してしまうことが非常に怖いと思っています。
中村座長：とりあえず今回の中であまり外来種に注目していなかったのかもしれませんけ
れども、おっしゃったように増えている傾向があるなら、やはりそれを長期モニタリ
ングの中でしっかりこうやってほしいということで。今言った羅臼川で増えていると
いうのがあって、確か私が行ったときは、知徒来は鷲の宿のところですよね、ヤマメ
に変えたとか当時は言ってはいましたが。前はニジマスを放していたみたいですけれ
ども。とりあえず、そういう場所があるので長期モニタリングで増えていないかアラ
ームを鳴らすのと、あとは科学委員会でそれを発信していくことが大事かと思います。
よろしくお願いします。
他はいかがでしょう。どうぞ。
桜井オブザーバー：全体的に新しいと思うのですけれども、河川工作物の改修をされた河
川が何か所かあると思うのですよね。その場合に、今言われたような、ダムが高密度
低密度と言われましたけれど、その改修前後のところで河川環境が変わった、水温環
境が変わった、そういうことがあってオショロコマの指数、数が増えた等そういうデ
ータはここには盛り込めないのですか。
中村座長：最近作ったものはないのではないですか。
桜井オブザーバー：改修後ですからね。
中村座長：ただ、改修後に川幅が狭くなって河畔林が覆って等のデータはまだないですよ
ね。
谷口オブザーバー：ないですね。
桜井オブザーバー：時系列的にはまだだと。
谷口オブザーバー：例えば最近ですとチエンベツですよね。新しすぎてないですね。
桜井オブザーバー：そうすると今後も継続が必要であると。
谷口オブザーバー：そうなると思います。
桜井オブザーバー：前も言ったのですが、気温とかの図をできれば、3 年か 5 年に変えて
ほしいですね。これは水温も気温も生データですね。これを 3 年もしくは 5 年の広い
時期にかけてやってもらうとトレンドが見えるのですよね。これから見ようとすると
非常に難しいので、それを例えば 7 頁の上の 9 月の気温なんかはかなり変化が激しい
ですね。80 年代の寒冷から 2000 年代に一気に上がってしまっていますね。これも見
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えますので、ちょっと 3 年なり 5 年なりで移動平均をかけてもらえば一気にイメージ
でき、なおかつトレンドも見えます。時系列的にはかれこれ 38 年ありますから、相当
良いデータだと思います。以上です。
荒木委員：今のとも絡むといえば絡むのですけれども、現実的な能力の限界がある中で非
常によい捕獲調査のスキームだと思って、それをあと 5 年続けるのは賛成なのですけ
れども、ただ今の知徒来のオショロコマに関する解釈と言いますか、考え方を伺って
いて、ある場所でのオショロコマの増減というものをもっとメカニスティックに理解
しようとするのであれば、このスキームでは間が空きすぎていて、その間で起こって
いることが追えないという問題があって、そのスペースをカバーしたいということと、
時系列をカバーしたいという矛盾した要求をどうやって埋めたらよいのかを考え、そ
れもあって環境 DNA という話もしているのですけれども、補完しきれない部分はどう
してもあるような気がするので、どれくらい現実的かはわからないのですが、これら
の 37 河川の中で、ルシャでも知徒来でもよいのですが、コア調査河川みたいなものを
1 つか 2 つか決めていただいて、そこは毎年捕獲をやるというようなスキームを入れ
た方が、縦と横の解釈をする時に時系列と空間上での変化、水温を絡めてですけれど
も、もう少し解釈がしやすくなるのではなかろうかと今少し思い付きですが考えて、
それが可能かどうかはお金の問題もあると思うのですが、ご検討いただくともしかす
ると環境 DAN との突合せもそこでできるかもしれないですし、よいことが結構あるの
かなという気がしました。
中村座長：今のご提案は水温が上がるメカニズムを、例えばダムの問題とダムを改良した
らどうか等その辺りの因果論を突き詰めていくというそういう話ですか。それのテス
トサイト的な場所をある程度毎年モニタリングしていくとか。
荒木委員：どの目的を最優先させるかによって、コア地域に指定する場所が決まってくる
と思うのですけれども、このスキームでいうと水温との絡みで色々なところで水温を
毎年取っている中で、捕獲の情報は 5 年に 1 回しかあがってこないと。そうすると水
温の変化は毎年こういう変化をしていると把握しているのに、アウトプットとして出
てくるのは 1 世代、2 世代超えたものを見てしまうということで、つながりが見えて
こないという部分で、全部でそれをできないというのはわかるのですけれども、部分
的にはそういう時系列で水温と同じスキームで捕獲もされて、どう対応しているのか
対応していないのかということを少なくとも一部の河川では見ていた方が、他の 5 年
に 1 回しかできない川で何が起こったかを解釈する上でも有用なのではないかという
意見です。
中村座長：まず関連から行きましょう。
森田委員：荒木先生の意見はまさしくその通りだと思います。個人的な話になるのですけ
れども、この中にも入っている居麻布川という川で、かれこれ 10 年以上流程 1.5 ㎞
くらい、それも流程分布も押さえて毎年オショロコマの調査をしています。機会があ
ったらいつか紹介しようと思っていたのですけれども、毎年体長組成、年齢組成が変
わっていったかというデータを取っております。そろそろやめようと思っていたので、
引き続きそういう調査を継続されるならば、今までのデータが過去 10 年以上あると
ころの河川でやるのはおもしろいかなと少し思いました。
中村座長：今の議論については検討して下さい。もともとの意図として長期モニタリング
は全体のトレンドがどうなっているかということを見るのであって、因果関係までは
求められないというのが最初のスキームにはあったと思います。ただ、それが物足り
ないということがある程度絞れた段階では、長期モニタリングとは別の形で、何らか
の水温を介した影響が出ているのではないかということを委員の議論の中で、ある程

14

度絞れたというのであれば、予算の関係もあるでしょうけれども、長期モニタリング
に入るかもしれませんけれども、当初の長期モニタリングとは違った形で集中的なモ
ニタリングをするサイトを設けたらどうだろうか。それによって因果がわかるような、
そういうことをやったらどうだろうか、という委員側からの行政に対する要望とお置
き下さい。安田委員、どうぞ。
安田委員：長期的なモニタリングの中で物理環境というものも入っているのですが、河川
の中では攪乱というものが、かなり生態系に大きくインパクトを与えるわけで、毎年
災害もあるように、攪乱の仕方によって生息場が変わってきてもおかしくないと思う
のです。特にこのような半島の中では厳しい環境になっていると思うので、その中で
オショロコマがどう生き延びているかというところが、もう 1 つここには必要なター
ムではないかと思います。その辺りが見えていない中で、一番危惧するのは平均とい
うのがよくでてくるのですけれど、平均がどこまで意味があるかなのです。時間平均
してしまうと、平均化されてしまうので、現象の動きがよくわからなくなってしまい
ます。生息の状況を長期的に考えるのだったら、流量の変動が河川にどう影響を与え
ているのか、どうしてそこに生息できているのかというのが大きなポイントです。さ
っき言われていた予算上の問題もあると思うので、できることとできないこともある
と思いますが、大きなインパクトがあったことで、もともと多く生息していたものが
そこに居続けるのか、流されてしまっているのか、そういうところは注視してもよろ
しいのではないか、と思いました。
谷口オブザーバー：安田先生のコメントについては、おっしゃる通りだと思っていまして、
攪乱は非常に河川性魚類に対して大きな影響を与えますので、したがって攪乱をどう
やって定量化するかというのは重要で、研究者によっては流量の変動等を用いて、攪
乱の変数を使ったりもしていると思いますけれども、その意味では我々は良い攪乱の
インデックスを使った解析をしていませんので、この点は反省すべき点だと思ってい
ますが、印象として申し上げますと、すごく攪乱の大きな川ほど、毎年行くと毎年の
ように流れの変わってしまっている川は比較的オショロコマの数が少ないというこ
とになっておりますね。その川の多くは堰堤がたくさん多く設けられている川ではあ
ります。そのようなことを言うと温度だけで決まっているのではないと思われるかも
しれませんが過去の多変動解析によると温度が一番効いているということになって
おります。攪乱も同様に今後変数化して、検討していく必要があろうかと思っており
ますので、これについては検討させて頂きたいというご返答させていただきたいと思
います。
もう 1 つ、荒木先生と森田先生からのコメントについてですけれども、おっしゃる
通りだと私も考えております。状況等が許せばそのような形で調査を継続していきた
い、いければと調査担当者としては考えております。その上で環境 DNA の可能性とし
て大きなポテンシャルを持っていると思っておりまして、例えば今後環境 DNA によっ
て、オショロコマの個体数密度をある程度定量化できるのであれば、これは実際の採
捕の努力に代わるものとして、大いに期待できるわけです。この点については今後ご
検討と言いますか、そういったテクノロジーの進化に期待していきたいと思っており
ます。私からは以上です。
安田委員：実は北海道だけでなく、本州の島嶼部ですね、長崎が 1 つのよい例だと思うの
ですけれども、雨の降り方が北海道以上に非常に激しくて、川によっては雨が降る度
に先ほどおっしゃっていたように河道の形状が変わってしまうところがあって、そう
いうところには生物はほとんどいません。逆に出水後も大きな変化がないところであ
れば、生き物の生息密度はかなり高いですね。そうすると今の知床半島の中でのどの
くらい河床の状態が、出水があっても維持できているか、その辺りも非常に重要なキ
ーワードではないかと思います。全国でも同じようなことが、類似なことが言えます
ので、ぜひその辺りは参考にしていただければと思います。
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谷口オブザーバー：ありがとうございます。攪乱があるのは実は生物にとって大事なこと
で、一定の頻度、規模、長さの攪乱は生物の生息に大事なことです。ところが大きす
ぎると駄目だということですので、大きすぎる川については何とかしていただきたい
というのが生物の側からの意見でございます。
渡邊オブザーバー：攪乱の話が出たのですけれども、攪乱は生物の種によって全然違って
くると思うので、その辺を考慮して、オショロコマがどうなるか、どの程度の規模の
攪乱が必要か、別の生物ではまた違った規模の攪乱が必要になってくるかと思います
ので、その辺をちょっと考えていただきたいということと、今回 4 頁で調査の縦断長
20m 単位で検討されていますけれども、川の規模では様々な瀬淵が含まれている部分、
20m の中に瀬淵が全部入っている部分と淵しかないような場所、あるいは瀬しか存在
してない部分と、20m と言えばかなり大きい領域になってしまうので、その辺りを考
慮していただいて、細かく見ていただいたらわかるような気もしますがいかがでしょ
う。
谷口オブザーバー：大変貴重なご意見ありがとうございます。1 点目のオショロコマ以外
の生物というのはどのような生物を念頭に置いていらっしゃるのでしょうか。
中村座長：時間がこの関係で 30 分以上伸びているので、皆さんが色々これに集中されて
いるので、放っておいたのですけども、申し訳ないですがお互いの質問については、
別の休憩時間にやっていただいて、今答えられる範囲で谷口さんの方から話してくだ
さい。
谷口オブザーバー：20m の範囲の中には瀬と淵や多様な環境が入るように設定しています。
中村座長：段々研究ベースの話になってきたので、皆さん研究予算を取ってやってくださ
いと言いたいのが行政だと思うのですけれども、論点としては、もともと長期モニタ
リングというのは生物側のデータを中心に、ある意味簡単に測れる物理変量をやって
いるようなところもあって、なかなかそれで因果までは解き明かすことはできない。
ただ、それによって何かおかしいぞということがある程度出てきたら、確かに集中的
に何かやるという方向性もあるとは私も思います。ということでその辺りを一度検討
していただいて、無理ですねとなるのか、それではここでは 1 回そういうのをやって
みましょうという話になるのか。できれば委員の先生方も自分で予算を取ってやりた
いと言っていただけると大変ありがたいと思います。
それでは申し訳ないですが、次に進めさせてください。まだ長期モニタリングで行
くのですけれども、補足調査ということで野別さんの方からお願いします。
知床財団 野別：参考資料 2 長期モニタリングに係る補足調査について
知床財団の野別です。参考資料 2 を元に説明させていただきます。予算もマンパワ
ーも限られた中で実施されている長期モニタリングに係る調査なのですけれども、地
元知床財団にできることはないかと思いまして、考えに考え抜いて独自のものとして
今年に限り、ここに紹介させていただきました 2 つの調査を実施いたしました。この
資料は備忘録的にやったということが埋もれないように記録として残るように作ら
せていただきました。
まず環境 DNA の調査なのですけれども、
先ほど三谷さんから紹介のありました 38 河
川以外の先端部にある地元のものでもなかなか行き難い河川でサンプリングをして
おります。これはなぜやったかと言いますと、調査開始年における遺産地域内の河川
の環境 DNA の全体像を把握しておくことは大事だろうということで実施しております。
実施河川は 2 頁目の図に表しています 19 河川になります。調査のサンプリング道具
だとか調査の手法に関しては荒木委員より提供いただき、指導していただいておりま
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す。
また、先端部での調査では知床財団だけではできないものでして、地元のオコツク
漁業生産組合にも協力いただいて実施しております。
2 つ目のカラフトマスの産卵床調査ということで、3 頁目です。カラフトマスの遡上
にかかわる長期モニタリングとしての調査というのは、遡上数のカウントの調査と産
卵床数調査となっております。2 年に一度実施されているのですけれども、ここ最近
の調査が不漁年に当たっているということで、豊漁年の状況がわからないため、これ
は把握しておくべきということで、産卵床数調査に限り実施しております。調査実施
河川は斜里町側のルシャ川と羅臼町側のルサ川になります。調査手法は長期モニタリ
ングに関わる調査手法に準じております。結果は書いてある通りになります。生デー
タに近いものが 4 頁と 5 頁目に掲載されておりますけれども、この調査データが長期
モニタリングに関わる調査の 1 つとして今後活用されていっていただければなと思い
ます。
最後に 1 つ感想を。時間も押している中ですみませんけれども、感想としては、去
年はすごい豊漁年で、川はカラフトマスで真っ黒になるほどの状況でした。前の年の
不漁年は調査実施年だったのですけれども、魚の数でいうと数倍レベルではないよう
な状況でしたけれども、産卵床数に関してみるとそこまでの不漁年と豊漁年の差はな
かったなと感じております。結果としてはそういう状況になっておりますけれども、
何故かと考えてみましたら、ルシャ川、ルサ川ともに魚の数というよりも産卵できる
環境が限られているからこういう状況になっているのかと感じています。私からは以
上です。
中村座長：これは完全にボランティアでやってくれたのですか。
野別：はい、その通りです。
中村座長：素晴らしい。
野別：知床のためにということで。
中村座長：素晴らしい。さすが財団。
野別：今年に限りということで。
中村座長：そう言わずにまた来年も…。ありがとうございました。これについてどうでし
ょう。
荒木委員:お疲れ様でした。環境 DNA に関してはすごく大変なところを踏襲していただい
て、ご協力いただいているのですが、いかんせん予算の都合でサンプルが冷凍庫に眠
ったままになっていて、このままでは宝の持ち腐れにならないか非常に危惧していて、
その辺りは前半の事業としての森林環境リアライズさんとの共同研究に合わせたら
どうかと我々としては思うのですが、その辺はどういうふうに進めていったらよいか
とアイディアをお持ちの方がいれば教えて欲しいのですが。例えばこれは、サンプル
を提供していただいた上で、それをこの枠組みの中で解析するというふうに進めてよ
いものかどうかというのは、誰に聞いたらよいかわからないのですけれども。
中村座長：今の話は予算的な問題ですか。それとも長期モニタリングに野別さんが採って
くれたこの川も入れるということですか。先端の方で入っていない川もありますよね。
どういう提案なのだろうか。
荒木委員：両方ですね。それを入れることに意味があるのであれば、こちらとしても何か
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しらの形で協力したいとは思うのですが。それについてはなくてよいというのであれ
ば、今の枠組みで進んでいくと思うのですが。その辺りをどうお考えかを伺っている
ということです。
野別：ぜひとも知床のために活用していただける方法をご検討いただければと思います。
また、この先端部の河川はオショロコマがいるかどうかもわからないような河川ばか
りですので、これは分析してみる価値がある標本だと私自身も思っております。よろ
しくお願いします
中村座長：ちょっと事務局でぱっと答えるのは難しいですよね。今まで長期モニタリング
を行う川を決めて、その中の予算内で、新たに環境 DNA を加えながら、先ほど谷口さ
んがおっしゃったような新たな手法ができないかを模索しつつあるのですけれども、
そこでまた河川を増やすのは今の段階ではペンディングの段階だと思いますので、で
きれば荒木さんもこういう意味で、ここで調べることが重要だと言ってくださった方
が林野庁側に意を問うよりもきっとインパクトが強く出てくると思いますので、ちょ
っと話し合っていただいて、こういう形のスキームならばこのくらいでできるのでは
ないかということで、また新たに具体的な長期モニタリングを考えたらどうだろうか
というのを提案していただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
卜部委員：非常に貴重なデータをありがとうございます。野別さん、この調査は大変だっ
たと思います。ルシャ川の切下げの評価の際に非常に重要なデータになってくるのだ
ろうなと理解しています。今回のように大量に遡上していた年をスリット化後のゴー
ルに位置づけることができると考えております。産卵床数というのがどういう値かと
いうのが気になっておりまして、これは 9 月 26 日と 10 月 10 日にルシャ川で調査さ
れているのですけれども、これは完全に別物と考えてよろしいですか。それともだん
だん重複してきて区別がつかなくなってきて、10 月 10 日には 9 月 26 日の分も重複し
てカウントされているものもあると考えてよろしいでしょうか。
野別：長期モニタリングの調査手法に準じていまして、その日、その日の数を数えていま
す。
中村座長：重複もあるということか。
野別：次の調査で数えないということはしていないです。
中村座長：ということは、重複もあるということですね。
野別：はい。
森田委員：産卵床寿命がだいたい 2 週間程度なので。
中村座長：産卵床寿命がだいたい 2 週間程度と。
野別：長期モニタリングの調査間隔もそのように設定されていますので。
中村座長：一応、ほぼ新しくできたものであると。森田さんの意見ではそのようなことで
す。ありがとうございました。それでは次に進めさせていただいてよいですか。試行
的に導入した環境 DNA 調査のデザイン案について、三谷さんの方からお願いします。
服部：その前に資料 4 になります。試行的に導入した環境 DNA デザイン案の資料は、資料
4 の次の資料 4-1 になりまして、私の方から資料 4 について、ご説明させていただき
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ます。
資料 4 は知床世界自然遺産地域科学委員会で定められた、長期モニタリング計画に
基づく平成 31 年度の計画について、ご説明をさせていただきます。資料 4 は 1 枚も
のになります。河川工作物アドバイザー会議で実施する平成 31 年度のモニタリング
は、モニタリング番号 17 番の河川内におけるサケ類の遡上数、産卵場所および産卵床
数モニタリング調査、以下サケ類調査と呼ばせていただきます。そして、モニタリン
グ番号 18 番、毎年実施しております、先ほども今年度の調査結果についてご報告させ
ていただきました、淡水魚類の生息状況、特に知床の淡水魚類相を特徴付けるオショ
ロコマの生息状況（外来種侵入状況調査含む）でございます。以下、オショロコマ調
査と呼ばせていただきます。モニタリング番号 17 番につきまして、実施主体は林野庁
と北海道で行います。林野庁はルシャ川、テッパンベツ川、北海道さんはルサ川で 8
月中旬頃～11 月上旬頃まで実施、引き続き隔年モニタリング調査をする予定でござい
ます。
18 番のオショロコマ調査につきましては林野庁で実施する予定でございます。調査
実施河川は半島内 37 河川とありますが、右の方の図をご覧いただきたいと思うので
すけれども、先ほどご議論もあったかと思うのですが、今年度の第１回目 AP 会議でも
委員の先生方からご提案もございました、半島内 A 地区の河川が少ないのではないか
というご意見もありまして、予算の限られている中ではございますけれども、平成 31
年度オショロコマ調査においては、赤点の丸がございます。ここの 5 河川を追加とし
て案を持ちたいと思っているところです。ただし、今年度の第 1 回 AP 会議で半島内 A
地区のオケッチウシというご提案もございましたが、オケッチウシに関してはどうし
ても秋口にアプローチするのが非常に難しいと。これは地元の遊漁船の方にも色々聞
いてみたのですけれども、行って行けないこともないが、一度大型船で小型船を曳航
して行って、沖から小型船に乗り換えてだったら、秋の波の高くない時にだったら行
けるけれども、保証できない状態であるということで、斜里側の方でオケッチウシは
なかなかリストに入れづらかったという事情がございます。このような中で斜里町側
としましては、チャカババイとルシャ川の手前のポンベツ川がノータッチなので、こ
この 2 河川、羅臼側は今年度のモニタリング調査で急遽、採水をしましたペキン川を
入れて、アイドマリの先のクズレハマ、カモイウンベの 3 河川、合計 5 河川を追加し
たいという提案でございます。
この 5 河川は恐らく野別さんが採られたところにも入っていると思いますけれども、
本来野別さんがご対応していただいた河川を全部取り入れられたらよかったのです
けれども、我々も入札を経て発注している国の事業でございます。必ずこの河川を調
査してくれという入札条件の中で発注しているものですから、仮に時期によっていけ
ないということになると、これは役所の事情でございますけれども、契約不履行とい
う事態になりますので、行くには難しいと思われる河川については、組込みづらいと
考えました。資料４については以上です。
引き続き、試行的に導入した環境 DNA 調査デザインにつきましては、今年度モニタ
リング調査を実施されました森林環境リアライズさんより説明いたします。
三谷：資料 4-1 試行的導入した環境 DNA 調査のデザイン(案)
森林環境リアライズの三谷です。試行的導入した環境 DNA 調査のデザイン(案)に
ついて説明いたします。
資料 4-1 です。まず目的ですけれども、なぜ環境 DNA 調査を 5 年間やるかという
ことなのですけれども、環境 DNA 調査を長期モニタリングに導入する目的というの
は、環境 DNA 調査により長期モニタリング調査の補完・充実を図ることとしていま
す。資料 4-1 に図がありますけれども、長期モニタリングでは 3 つの評価基準とい
うのを作っています。資源量が維持されていること、外来種の根絶、生息個体数の
減少、夏季の水温が長期的にみて上昇しないことがあります。これを評価するため
に 3 つの調査方法になっています。5 年間で 37 河川の魚類調査、河川物理環境調査
を実施、それと 37 河川の魚類調査時に外来種の侵入状況も把握を行っています。そ
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れと評価をするために毎年水温を測っております。そういったことで、昨年中間総
括を行ったのですけれども、課題として、ここに赤で書いてある、課題 1 と 3 の半
島先端部の調査河川が少ないことがあげられました。課題 2 の河川によっては外来
種を把握しきれていない区間がある可能性があることについては、これも課題とし
て浮かび上がってきました。既存の 37 河川の水温調査、魚類・物理環境調査はこれ
まで通り継続しながら、課題部分の補完・充実を図るために、環境 DNA 調査を導入
しようと考えました。課題 1 に関しては、環境 DNA による①半島先端河川の魚類相
調査、それと②半島先端河川のオショロコマ生物量調査。課題 2 に対しては、37 河
川のうち 9 河川について、さらに区間を絞り込んで環境 DNA による外来種の確認。
課題 3 に対しては、オショロコマ生物量と水温変動が評価のセットとなっているた
めに、半島先端河川で水温計測を行う、という組み立てを行いました。半島先端の
新たな調査河川は、先ほど服部さんが言われました通り、5 河川と考えています。
次の 2 頁目になります。ここに何を書いてあるかというと、外来種を把握しきれ
ていない区間がある可能性なのですけれども、遡上不能な河川工作の有無と魚類調
査箇所、これは採捕箇所と採水箇所が今一緒ですから、この関係は、大まかに左の
図の A、B、C の 3 つに区分できます。調査地点というのは１河川につき 1 地点とし
ていますので、外来種が侵入して分散できる範囲に、その調査地点が含まれれば、
これは完全ではないかもしれませんけれども、把握可能という前提に立っています。
A、B のパターンであれば、調査地点の調査で外来種把握が一応可能というスタンス
でいます。これに対して、C パターンですけれども、魚止のダムがあって、その上
流で採捕、採水地点がある場合には、魚止ダム下流で外来種がいた場合に把握でき
ない可能性があります。こうした河川がおよそ 9 河川あります。この C の下流部分
で環境 DNA 解析をすれば、外来種把握を補えると考えました。この頁はそういった
説明になります。
最後に 3 頁目になります。環境 DNA 調査スケジュール案ですけれども、これにつ
いて説明いたします。まずはスケジュール案ですが、平成 30 年（本年度）は既存 37
河川とペキン川を採水してメタバーコーディング解析を実施しました。次年度から
は、採水ろ過に関しましては、既存 37 河川で 6 月に、半島先端 5 河川で 6 月と 10
月に、
先ほど出たダムの下の C の 9 河川で 6 月に採水というふうに考えております。
このうち既存 37 河川で毎年採水しておくというというふうに考えているのですけ
れども、これは何かあったときに遡って調べることができるように、水だけは汲ん
でおこうという意図で採水を組み込んでおります。それと点線矢印で表示したのは、
必要があれば行うということで、平成 30 年のように魚類調査に合わせて 8 月に採
水も場合によってありえるということで、入れてあります。
続きまして 2 番目のメタバーコーディング解析ですけれども、これは半島先端の
5 河川で、まず魚種の把握のためメタバーコーディング解析を行います。ペキン川
は今年やっていますが、それを含めて 5 河川ということになります。それと C の 9
河川はメタバーコーディング解析で外来種の把握を行う。それと点線矢印で表示し
ていますけれども、何か必要なことが起きれば解析するということで、点線で入れ
てあります。
続きまして、3 つ目の DNA 解析によるオショロコマ生物量調査・種特異的解析で
すけれども、半島先端の 5 河川を毎年解析と考えています。これは採捕の場合、現
地作業が多いために、毎年実施は困難なのですが、環境 DNA 解析は現地作業が採水
だけなので、毎年でも可能と考え、その利点を生かして 2022 年まで毎年行うという
ふうに計画しました。それと矢印点線で、もし魚類調査時に採水した場合は、必要
に応じて生物量分析するということで入れてあります。
それと 4 番目ですけれども、半島先端部では、6 月にロガー設置、10 月に回収で
新規 5 河川について水温データの蓄積も行っていきます。
それとここのオショロコマの生物量調査では、実は、環境 DNA 数と現存量との付
き合せをして、どこかで回帰式を作らないと、環境 DNA 数だけでは生物量、アバン
ダンスというものが出せないのですが、そのためには、
「新規の半島先端 5 河川で採
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水に合わせて採捕して回帰式を作る方法」や「既存 37 河川の採水と現存量の付き合
せにより回帰式を作る方法」の 2 つがあるのですが、実はまだ方針が明確となって
おらず、引き続きの検討事項となっています。以上で説明を終わります。
中村座長：ありがとうございます。確認ですけれど、プラス 5 河川において向こう 5 年間
は DNA 調査をやることは分かったのですけれども、それと共に現存の調査もやるとい
うことですか。
三谷：そうです。
座長：わかりました。ご質問、ご意見どうぞ。
知床財団 山中：先ほどの半島先端部の河川で、斜里側のオケッチウシ川を外したと言っ
ていたのですが、オケッチウシ川は行かれた方は分かると思いますが、半島のルシャ、
テッパンベツ川以北では、最も流域面積が大きくてオショロコマの資源量も非常に多
く、ルシャ、テッパンベツ川以北では唯一、カラフトマスの遡上産卵が多くて、恐ら
くシロザケも少し遡っているのではないかと思うのですが、そういう重要な川なので
外すべきでないと思うのです。外す理由として上陸が難しいというようなことを言っ
ておられましたが、そんなことはありません。観光船事業者に聞くからそんなことを
言われるのであり、漁業者に頼めば簡単に上陸できます。すぐ近くに漁業者の定置網
がありますから、頻繁に定置網漁業船が行き来し、小型のボートで彼らは作業をやっ
ています。定置網漁船の本船では上陸できませんけど、ボートでの上陸をお願いすれ
ば良いのです。また、オケッチウシ川の北の方に第一大鱗漁業部という番屋がありま
して、そこに簡単な船着き場がありますので、そこであれば遊漁船程度であれば十分
に接岸できます。そこから 1 時間程歩けば、オケッチウシ川の方にも到達できますの
で、オケッチウシ川はぜひ加えるべきです。
中村座長：どうしましょう、先ほどの野別さんのご意見と重なる部分もあるのですけれど、
5 河川でよいかということを今日決めなければ駄目ですか。全体の方向性としては先
端部を加えるということにしておいて、個別の増やすものも含めて、ここでは結論が
でないということで、ご意見だけ聞いてそちらと相談していただくということでよい
ですか。
板山：今の座長のご提案の通り、一度意見を聞いた上で組み立てていくということで、当
初うちの服部が説明しました通り、国としてはあるいは道庁さんも同じなのですけれ
ど、発注してこれならできるという事業体を応札してもらってというプロセスを経る
中で、危険と言われているところは受注していただけるところがないのではないかと
いうリスクがあり、今できますよと他の事業を受注している財団さんが言ってくださ
ったので、財団さんが受注するか、もしくは他の受注者ができないというところを財
団さんが下請けというか、再委託してくれる要素を踏まえて、再検討できることがわ
かりましたので、検討していけたらと思います。
山中：そういうことではなくて、その場所で漁業をやっている漁業者がいるから、ちゃん
と聞いたらよいですよということです。
板山：ありがとうございます。
森田委員：オケッチウシ川はぜひ調査していただきたいというのは、前回の委員会でコメ
ントさせていただいたと思います。無理だったということを聞いてそうだったのかと
思ったのですけれど、やはり今のご意見を聞いて思うのですけれど、オケッチウシ川
は知床の中で一番知床らしい川だと思っています。ですので、ぜひやっていただきた
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いと思っています。
中村座長：他に要望等、どうでしょうか。全体の方向はよいですか。全体の方向として、
一応先端部を加えた形で、将来的な環境 DNA が主になるとは思うのですけれども、当
面は現存の調査も併せてやっていくという感じです。よろしいですか。
山中：ちょっと話は逸れるのですが、荒木先生にお伺いしたいのですが、魚類ではないの
ですが、半島先端部にもアメリカミンクが恐らく相当分布している。今まで調査もさ
れていませんし、把握もできていないということですけれど。あと、もう 1 つは恐ら
く水辺をかなり利用するだろうアライグマですね。幸いなことではありますが、アラ
イグマは極めて密度が低いので、通常の調査では関知することは難しいです。水辺を
よく利用する哺乳類を環境 DNA の分析で感知することは可能なのでしょうか。別途、
陸上生態系の中小哺乳類のモニタリングの方で課題になっているのですが、ちょっと
教えてください。
荒木委員：結論から言いますと可能です。今回森林環境リアライズさんに採っていただい
た水を哺乳類に関しても別途うちの予算で解析しておりまして、一部河川、2 河川ほ
どだったと思うのですけれど、ミンクの検出もされています。アライグマは出ていな
かったと記憶していますが、あまり一生懸命やっていないというか、予算をかけられ
ていないので、もう少ししっかりやれば結果が出てくると思いますが、ミンクに関し
ては知床河川の水から出てくるということは確認済みです。他の哺乳類全般をカバー
するような道具を使っているので、マジョリティ、DNA の出方で多いものを言うと、
ヤチネズミだとか、トガリネズミだとかがかなりメシャーで、あとはヒグマ、シカが
もちろん出てくるのですけれど、ミンク等々はその他諸々という出方をしてくるので、
しっかりやらないと答えを間違うかなという印象を持っています。
山中：ありがとうございます。
中村座長：他はよろしいですか。
松本：先ほどの中村座長と三谷さんのやり取りの確認なのですけれども、生物量調査のた
めに環境 DNA の採取をやるという話と併せて、採捕というのでしょうか、実際に魚を
取る調査をやるのかという質問を中村先生からいただいて、それに対してやりますと
答えたのでしたでしょうか。
中村座長：そうです。
松本：その部分に関してはまだペンディングとさせていただきたく、訂正させていただき
たいと思います。
中村座長：まだ検討中であるということですね。他はいかがでしょうか。よいですか。
細かい部分のチューニングは何せ時間が限られておりますので、できれば個別にやっ
ていただけるとありがたいです。ただ、全体の方向性として何か違う時は、この場で
意見をお願いします。それではもう少しだけ我慢してください。それで休憩をはさみ
ます。
（３）第二次検討ダムについてということで、資料 5 オッカバケ川第２号治山ダ
ム改良工事について、根釧東部署の齋藤さんからお願いします。
（３） 第二次検討ダムについて
北海道森林管理局根釧東部森林管理署 齋藤：資料 5 オッカバケ川第２号治山ダム改良
工事
北海道森林管理局根釧東部森林管理署の齋藤です。私の方から資料 5 オッカバケ川
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第２号治山ダム改良工事について説明します。よろしくお願いします。
資料 1 頁目につきましては、オッカバケ川および治山ダムの位置関係について記載
しております。この資料につきましては、第 1 回の AP 会議で配布したものでありま
して、写真の撮影日につきましては、平成 30 年 4 月となっております。
資料 2、3 頁目につきましては、工事の進捗状況を記載しております。第 1 回 AP 会
議で説明したとおり、今年度トータルで 1.5m の切下げを 3 回に分けて実施すること
で予定しておりましたが、当初の予定通り完了しております。昨年度の工事と合わせ
約 2m の切下げが完了したところであります。また、今年度の工事ではサポート材を撤
去する予定でしたが、上流部の土砂が当初想定より流出しておらず、今後大雨や融雪
等で一気に土砂が流失した場合、堤体本体へ及ぼす影響を考慮してサポート材を残存
させることとしました。資料 3 頁の下の写真を見ていただくとわかると思いますが、
スリット部分の上流側に大量の土砂が中洲のように溜まっておりまして、これが春先
の融雪で一気に流出しますと、下にあるダムの堤体に影響を及ぼすことが考えられる
ということで、写真ではちょっと見づらいのですが、櫛状にスリット部に 4 本、メイ
ンの鋼材がありますが、これにくっついているサポート材は、今年度は残すというこ
とであります。次年度以降も上下流の現況を確認しながら、切下げを予定していきま
す。
また、今年度から河川測量、石礫の粒度分布調査、河床変動を確認するための定点
撮影を実施しております。資料の 4 頁をお願いします。河川の縦断測量につきまして
は、河口から 2 号ダム上流までの 1,900m の区間において工事実施に伴う河床変化量
を把握するため、工事着手前の 8 月と 2 回目切下げ後の 11 月に実施し、平成 28 年 9
月のデータと比較をしております。
数字で表したものが次頁の資料の 5 頁になります。
この中で赤く囲っているところがありますが、測点 10 につきましては、北海道の治山
ダム、測点 20 が森林管理局の 1 号鋼製ダム、測点 25 が現在切下げを実施しておりま
す 2 号鋼製ダムということになります。参考としまして右下に北海道の治山ダムの下
流、道のダムの上流から北海道森林管理局の 1 号鋼製ダムまで、1 号鋼製ダムから 2
号鋼製ダム、2 号鋼製ダム上流と区分して合計値を示しております。
資料 6 頁につきましては改良中の 2 号鋼製ダムの上下の拡大図ということになりま
す。右側には写真で工事前、切下げ中、工事完了の写真を掲載しております。次に資
料 7 頁でありますが、河川の横断測量の実施個所を示しております。2 号ダムの下流
に 6 箇所、上流 5 箇所に 50m 間隔で設定しております。資料 8、9 頁が横断図となっ
ております。第 2 号ダムの上流で河床の変化が見られますが、その他の地点では大き
な変化は見られておりません。
粒度分布調査につきましても 8 月と 11 月に実施しまして、安田委員の助言をいた
だきながら 3 箇所のプロットを 1 号ダムと 2 号ダムの間に設置しております。資料に
つきましては 10 頁目ということになりますが、調査方法としては 2m 四方のプロット
を高さ 4m から撮影し、粒径 21 ㎝以上の礫を 1 つずつパソコン上で囲い、面積を計測
し直径に変換します。粒径 21 ㎝未満の礫に関しては、先ほど設置しました 2m 四方の
プロットの中にさらに 1m 四方のプロットを設置し、高さ 2m から撮影し、粒径 1.9 ㎝
以上 21 ㎝未満の礫を 1 つずつ同じくパソコン上で囲って、面積から直径を変換する。
計測した石礫の面積比を算出し、グラフにしたものが資料 11～13 頁の右側の表とい
うことになります。資料 11 頁の左側の写真がプロットを撮ったものの写真になりま
して、左側が 2m 四方のプロットであります。これを拡大しておりますが、これで 21
㎝以上の礫を算出して直径に変換をする。右側がその 4m 四方の中に１m のプロットを
作るということで、プロット位置については左の下の方に 1m のプロットを作ってい
るということであります。資料からもわかるように、多少の変化は見られますが、石
礫径の分布に大きな変化は見られておりません。石礫分布区分の割合変化につきまし
ては、右下に数値で表しております。
続きまして定点観測でありますが、資料の 14 頁に撮影位置と撮影方向位置図を記
載しております。これについても安田委員の助言をいただきながら、5 箇所 17 点につ
いて定点撮影を行いました。資料 15、16 頁を見てもらうとわかるように、2 号ダムの
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上流部で河床の変化が起きているのがわかると思いますが、その他の部分については
肉眼での変化はわかりにくい状況であります。
最後に資料 17 頁であります。次年度以降のスケジュールにつきまして、次年度以降
につきましても今年度と同様の工事および調査を 2020 年度まで実施する予定です。
切下げが完了しない場合は、2021 年度以降も工事及び調査を継続していきます。また
1 号ダムの改良工事の方法の検討、親魚の移植調査については平成 31 年度の工事終了
後、河川状況を検証し工法を検討し、来年度以降の河川工作物 AP 会議の中で示し、ア
ドバイス等をいただきたいというふうに考えております。説明については以上です。
中村座長：ありがとうございます。いかがでしょうか。
渡邊オブザーバー：切下げの効果を見るということで測量は非常に重要ですが、外力がど
のくらいになってこうなったかということも必要だと思うのですけれど。水位は同時
に観測されてますでしょうか。
三谷：後ろからすみません。横断測量の時に横断ラインで水位は取っています。
渡邊オブザーバー：雨の時など、ずっと継続的に…。でないとこの変化がどういう外力で
起こったかということがないのと、全体的な評価ができないと思ったのですけれども。
もしくは可能であれば水位計を放り込んでおくだけである程度は分かると思うので、
水位計を放り込んでおいた方がよいのかなという気がしました。
齋藤：来年度の河川測量の時に、流量と流速の調査を実施するということで考えておりま
す。
中村座長：渡辺オブザーバーがおっしゃっているのは、洪水時の水位がどこまで上がって
どれだけ土砂が流れてきたかという、そういう調査をしないと土砂の流失関係が見え
ないではないかということで、1 回きりのある時にやるということではなくて、水位
の変動から流量換算的なもので出していけないかということですよね。
渡邊オブザーバー：そうですね。流量観測だと非常にお金はかかると思うのですけれど、
水位程度ならそれほどお金はかからないのである程度できるというような気がしま
す。ぜひ検討していただいた方がよいのかと。
中村座長：はい、どうぞ。
安田委員：昨年は不幸中の幸いと言った方がよいのかわかりませんが、まとまった大きな
出水がなかったのです。切下げでも、先ほどから言葉に出てくる攪乱がそれほど起き
てなかったので、ご指摘のような観測があまりできていなく、あまり大きな変化につ
ながってこなかったと思います。ただ 1m50cm まで下げて、6 頁の右下の方を見てもわ
かりますように、中洲の方が目立ってくるようになりまして、これが出水の頻度によ
って両サイドから削られて、どんどん中洲の形状が変わってくるだろうと思います。
土砂流出の量も変わってくるかと思いますので、これからの水位の調査というのは重
要なポイントとなると思いますので、こちらはぜひ考慮に入れてもらえたらと思いま
す。
中村座長：水位計をどこに設置するかはたぶんそちらもお困りになると思いますので、一
度検討していただいて、そういう方向で行けるのかどうか、水位計を入れる場所をど
こに置けばよいのかということもある程度考えた方がよいと思うので、そこをご検討
下さい。渡辺オブザーバー、安田委員に相談して下さい。他はいかがでしょうか。
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卜部委員：河床礫サイズの調査の件なのですけれど、まずは水の中のものを測るのはこの
方法では非常に難しいので水際という場所を選ばれていると思います。上流側からこ
こは運ばれてくる場なので、水際で堆積するものの様子が見えるという理解でよろし
かったのかということと、ここまで厳密にできないまでも、川の中の河床材料の変化
を見られないだろうかということが気になります。魚にとってということになると川
の中をどうにかして見たい、評価したいということになりますので、それについて技
術的に今の調査にプラスアルファで可能かどうかということをお聞きしたいと思い
ます。
中村座長：たぶん調査手法的なものをイメージできていないと思うので、今は川の中の調
査というのは 1 から 5 くらいの順位変数で、格子点で見てくるという、そんな感じで
はないですか。
卜部委員：偏光グラス、偏光フィルターを付けて水中を撮影するのと同じ手法が取れるの
であれば、それほど手間がかからないのかと思いまして、それが技術的に可能かどう
かということと、もしそれが難しければ、ここに区分されているより細かな、生き物
にとって反応しそうな区分で、目視で結構なのでこれくらいの粒形のものが何％ある、
これくらいの粒径のものが何％あるというような、簡易な評価の仕方もありますので、
そういったことにプラスアルファで組み込んでいただくことは可能かどうかをお聞
きしたいと思います。
中村座長：ご質問が可能かということについて。
齋藤：私も河川の石礫の調査は初めてだったものですから、水の中を映すのはなかなか難
しかったものですから、川が増水した時に、礫に水がかかるようなところを選んでも
らって 3 箇所取ったということになります。言われたように、川の中を、フィルター
を使って、写真を撮るというのは方法が技術的にわからないので、ちょっと相談をし
てそういうことをできるところがあればそこを教えていただいてやっていきたいと
思います。それから礫を肉眼で見てやるには、素人で見てできるのかというのもわか
らないものですから、その辺りもプロというか精通している人にお聞きしながら、や
れるものはやっていきたいと思っています。
中村座長：粒径加積曲線を描けと言っているのではなくて、大きな礫がどのくらいあるか
とか、言わば生物系から見た環境の取り方としては粒径加積曲線でもそういう調査の
仕方の方が明らかに多いのですよ。うちの学生でもやっているのでそれほど恐れる話
でもないです。
安田委員：今の話題に関連しての話なのですけれども、定期的にというよりもインパクト
があった段階でお調べになる方が有効だと思います。その点だけ留意すればよろしい
と思います。
中村座長：聞いていただければ委員の方からちゃんと答えが出てくると思いますので、よ
ろしくお願いします。他にいかがでしょうか。よろしいですか。いったん休憩という
ことで、だいぶ押しているので 50 分まで休憩したいと思います。
（４）ルシャ川の取扱いについて

北海道水産林務部治山課 野原：資料 6 ルシャ川における治山ダム改善方針の具体化に
ついて
北海道庁治山課の野原といいます。
資料は 4 部構成で①から④までの項目がございます。①ロードマップの検討、②河
床仕上がりの検討までを野原が説明し、②の説明後、安田委員の補足説明をお願いし
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ます。③施工方法、④落差対策については、オホーツク総合振興局より説明いたしま
す。
①ルシャ川治山ダムのロードマップについて資料 2 頁でございます。ルシャ川は林
道が長く積雪期も長いため、積雪期間中は車での往来が困難となっています。そのた
め、積雪期を除いた 5 月の下旬から 10 月末までを施工可能期間と考えています。ま
たその中でも、春先の稚魚の降河や、秋口の親魚の遡上期間につきましては、河川内
の工事はなかなか難しいので、河川内の施工につきましては、5 月の下旬から 8 月の
頭くらいまでを想定し、その期間で出来る工事ボリュームを 1 年間で行っていこうと
考えたロードマップでございます。
上から順にいくと、準備工で 2 週間ほど行い、その後仮設道路の補修等をし、水の
切り替え工事を行います。水の切り替えが終わりましたら、ダムを切下げていく部分
の土砂の掘削、そしてコンクリートのカット。コンクリートのカット片を場外に搬出
し、最後は河床を土砂で均し、片付けをして終わるという 1 年間のスケジュールで考
えています。
次に 3 頁ですが、具体的な治山ダムの切下げをどのような工法で行うかを 3 つの案
で検討いたしました。1 つ目はブレーカで破砕する。2 つ目はワイヤーソーでカット
する。3 つ目はバースター工法でクラックを入れて破砕するという方法です。一長一
短あり中身は複雑でございますけれども、この中で経済性と環境面を配慮すると、第
3 案のバースター工法を選定いたしました。バースター工法については、4 頁に施工
方法が記載されていますが、コンクリート上面に穴を空け、そこにジャッキのような
ものを挟み、油圧の力でコンクリートを割っていく工程になります。
3 頁に戻りますが、各 1 案から 3 案までの下から 3 番目に施工性という欄があり、
100 ㎥のコンクリートを切下げるのに掛かる日数が記載しています。1 案のブレーカ
破砕は 9 日、2 案は 106 日掛かります。採用した 3 案は 100 ㎥切下げるのに 67 日掛か
るということを念頭に置きまして、5 項のロードマップに進みます。
年間の工事量を 100 ㎥未満にするための方法ですが、1 つのダムのコンクリート切
下げ量がおよそ 150 ㎥なので、1 年間では、ダム 1 基を全て改良することは難しいの
で、2019 年は、100 ㎥以内で出来るだけ進度を上げるために第 2、第 3 のダムの上部
3 分の 1 を一緒に施工して、年間 60 ㎥の切下げが完了します。続く 2020 年は、第 3
ダムの下部 3 分の 2 を切下げる年間 90 ㎥の工事で、100 ㎥未満をクリアするという見
方です。このように進んでいきますと、2019 年から 6 年間の工程で工事が完了する予
定となっております。
7 頁ですが、今回、治山ダムを堤面まで切下げていくことで、下流側の河床の仕上
がりが施工後どのように変動するかが気になり、変動を起こさないようにするために
は仕上がりをどのように補強をしなければならないのか、また補強工事そのものが必
要はないのかなどを検討するために、本日ご臨席の日本大学の安田委員に水理模型実
験の実施を依頼しました。
実験の内容につきましては、実寸の 1/30 スケールにて行い、ダム切下げ時の掘削土
砂はその場に埋戻しをせず、床掘した上流側に敷き均して残置し、計画洪水流量を流
します。切下げの行程は上流の第 3 ダムから順番に一基ずつ切下げを行い、通水後に
河床変動の確認をその都度行いました。
結果的には、過剰な洗堀や土砂の流失はダムの下流では見られませんでした。床掘
箇所につきましても、上流に残置した土砂が様々な礫径の石により埋まり、自然な河
川形状を形成しております。このことから、掘削した土砂や上流から供給される石礫
等にて自然河川として形成されるので、特に河床を維持するような石組み等の洗堀対
策は行わなくても、掘削土砂を上流で河床仕上げに均等に均す程度で良いという結果
が実験で分かりました。この実験の詳細な内容につきましては、安田委員より補足説
明をお願いしたいと思います。
安田委員：補足いたします。8 頁に実験の様子の写真を記載しています。まず初めに、も
ともとの堰堤が付いている時の状況を想定して、模型の条件を揃えています。模型は
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1/30 スケールで実験を行い、この状態で 1 回通水をして計画洪水まで流量を上げ、自
然に局所洗堀を発生させます。河床形状がある程度安定した状態で、一度水を止めて
第 3 ダムの模型の部分だけを撤去します。撤去するにあたり、当然上流側を掘削する
必要があるので、同じように掘り、その部分を少し上流側に乗り上げたような形で行
っています。下流側についての洗堀した部分は何もいじっていない状態です。その状
態で、出水規模まで上げて経過観察した後、上流側に乗り上げたところがだんだんと
平たん化しました。当然、掃流して下流側に流されていきますが、まだ第 2 ダム、第
1 ダムが残っていますので、河床勾配の調整が強制的につき、それほど土砂、砂利の
移動があまり積極的に行われず、礫の流出がある程度、制御出来ていることを確認し
ました。
第 2 ダムも、同じように撤去をして経過を見たところ、やはり第 1 ダムの存在によ
って軽減されました。最後に第 1 ダムを撤去した段階で河床が全体的に平坦化に動い
ていくことが分かりました。
この実験を行う前に危惧していたことは、このダムを撤去した後にどのように成形
すれば良いのかという点が大きなポイントでした。しかし実際にそれを撤去したら、
すり鉢状のものが残ってきますが、その状況をある程度放置しても、出水によってそ
れが緩和されて大きな滝のようにはならず、生物に対する大きな移動の弊害もなく、
その目安が見られた結果になります。私からは以上です。
北海道オホーツク総合振興局産業振興部林務課 鈴木：北海道オホーツク総合振興局林務
課の鈴木と申します。ここからは私から説明させていただきます。10 頁③施工方法の
検討ということで、先ほど施工順序の説明があったかと思いますが、ここからは施工
方法を順番に説明いたします。
12 頁には一年間の工事スケジュール(案)「2019(H31)第 2・3 ダム上部切下げ」とあ
りますが、先ほど説明があった年間スケジュールとほぼ同じですが、今回は来年度の
切下げ時に特化したスケジュールになっています。
先ほどと違うところは 5 段目からの「土工(切下げ部)(第 3 ダム上部)」
「土工(切下
げ部)(第 2 ダム上部)」とありますが、2019 年度は第 3 ダムと、第 2 ダムを並行して
撤去、切下げを行うことになりますので、土工についても第 3 ダムを先行的に進め、
ある程度仕上がりましたら、第 2 ダムに移動し土工を行います。
次に 7 段目にあります「コンクリート切下げ(第 3 ダム上部)」では、こちらも第 3
ダムを先行し、先ほどのバースター工法で、コア抜きから始めます。コアが抜き終わ
れば、第 3 ダムから第 2 ダムへ機械を移動し、コア抜きを始め、その後バースターを
入れていく流れを第 3 ダム、第 2 ダムで並行して行っていきたいと思います。
10 段目に「第 1 ダム下流落差対策」と記載されていますが、こちらについては後ほ
ど説明いたします。
13 頁は、来年度の施工時の平面的なイメージ図になります。図面の右側、上流側に
茶色の線がありますが、まずこちらに大型土嚢を積み、河川の水を図面上側に切り替
えます。そうすることにより、赤く塗りつぶした施工エリアが、ある程度ドライな状
態で施工出来るように考えています。ピンクの線はクマ侵入防止柵で、700ｍ程の電気
柵を設置する予定になっています。
14 頁は、ドローンで空撮した写真です。こちらの方が 13 頁の図より分かりやすい
かもしれませんが、青い矢印が水の切り替えの状態を表しています。右岸側の既に水
の流れがあるほうに水を寄せて施工する形になります。
15 頁からは、第 3 ダム、第 2 ダム施工時の具体的な正面図になります。16 頁の赤
く塗りつぶしている部分が 80 ㎝切下げする箇所になります。真ん中の図の正面切下
げ部拡大図にあるようなかたちでブロック状にバースターで割り、順次切下げていき
ます。横断図で、黒い点線で現況地盤線とありますが、このように土砂が溜まってい
る部分はバックホー等で掘削し、バースターで破砕していく施工になります。16 頁は
第 3 ダムの図面になりますが、17 頁は第 2 ダムと、内容は第 3 ダムとほぼ同じなので
割愛いたします。2019 年、来年度の切下げの方法は以上となります。
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18 頁からは、2 年後以降に実施する第 3 ダムの残りの下部切下げ時のイメージ図に
なります。19 頁は、第 3 ダム残りの下部 1.7m 切下げ時の図面になります。先ほどと
同じように一番上の正面図の赤く塗りつぶしている部分が、2020 年に切下げる箇所に
なります。正面拡大図のようなブロック塀があり、一番下の横断図のように河床を均
していく施工になります。
20 頁が 2020 年に第 3 ダムの全てを切下げた図面になります。正面図の赤い点線が
切下げしたダムの部分になります。その下の側面図は縦断的な仕上がりの図面になり、
先ほど説明していただいたように、床掘した土砂は上側の赤く塗りつぶしている部分
に残置する形になります。2 年目の施工については以上になります。
22 頁が 2021 年、3 年目の施工になります。第 2 ダムの残りの下部 1.7m 切下げ時の
図面になります。こちらについても第 3 ダムと同様になりますので、割愛させていた
だきます。
23 頁も同様に第 2 ダムの全てを切下げた図面になります。2021 年、3 年目の施工に
ついては以上になります。今後 2022 年、4 年目以降は第 1 ダムの施工になります。そ
ちらのイメージ図は今回記載していませんが、今までの内容と同様になります。
24 頁からは、全体を通しての仮設等の説明になります。25 頁は平面的な図面になり
ます。上の方にバックホーの絵がありますが、3 台ほど入れて掘削や、破砕した後の
コンクリートの移動、右側にある敷鉄板の方に一時的にコンクリートブロックを堆積
し、現場外に順次排出していきます。第 2 ダムの下側に記載されているように、沈殿
槽を設置し掘削時に発生します汚濁水をある程度ここで一度滞留沈殿させて川に戻
したいと考えています。
26 頁は作業道補修のイメージ図で、ルシャ川河口からダムに至る道に道路があるの
ですが、えぐられて狭くなっている部分がありますので、そこについては、フトン篭
等を川側に設置し、道路の拡幅をして施工機械等を現場に入れていきたいと考えてい
ます。
27 頁は、クマ侵入防止柵のイメージ図になります。設置する際にはこの図のような
柵をつけたいと考えています。施工方法については以上です。
28 頁からは、落差対策についてです。先ほどスケジュールのところで少しお話しま
したが、第 1 ダムの下流側で落差が発生しているのでその関係について説明させてい
ただきます。29 頁左の写真が昨年の 10 月に撮影した写真になります。右側に見えて
いる構造物が第 1 ダムの下流側についている魚道になりますが、この落差が過去に大
きくなってしまっていたということで、2016 年の今から 3 年ほど前に、石組み帯工を
設置し落差対策を図ってきたところですが、右の写真を見ていただくと 11 月に撮影
した時には石組みが壊れ、落差が大きくなってしまったことを確認しています。昨年
は 11 月ということもあり補修出来なかったが、こちらも来年度の工事に合わせて補
修したいと考えています。
30 頁の落差対策の一環としまして、側壁外側盛土埋め戻しについてです。右上の写
真が魚道設置直後の 1983 年写真になります。側壁の外側まで土砂で埋まっているこ
とが分かります。左下の写真が現在の状態ですが、こちらは側壁の外側は洗堀されて
しまい、このことにより本流側の水位の低下、側壁からのパイピング、魚の迷入等が
起きているかと思います。これらのことから来年度の工事では、ダム切下げ時に発生
する土砂にて側壁の外側の盛土埋戻しを行い、これらの対策を図りたいと考えていま
す。以上が 2019 年に予定しています第 1 ダム下流側の落差対策になります。
中村座長：ダム改良についていかがでしょうか。
渡邊オブザーバー：大きな洪水が来たら、切下げの時に土の部分を掘削して上流に上げる
ということで、大きな洪水の後は放置しても埋まることは分かるが、工事が終わった
後、元に戻す時、盛土部分に水が迂回流になり流れず、魚の遡上にかなり影響するの
ではと思うがいかがでしょうか。
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安田委員：説明が不足していました。盛土というものはほとんど考えていません。どちら
かというと、40ｍ切下げ時の両サイドの部分にうまく土砂を分散させて高低差をさら
につけるということは考えていません。19 頁，20 頁の最終的に切下げた時のイメージ
ですが、20 頁の下流側に赤い破線で堰上げるように記載していますが、現況の河川に
擦り付けるかたちになるかと思います。1 割勾配と記載されていますが、1 割とは限
らず 2 割勾配くらいにはなり、あくまで横断方向に処理をすると考えています。縦断
的に１方向だけに掘削した量を上に持ってくるというイメージよりも、左右にそれを
分けてあげる。なるべく通水環境としては、今までに影響がないよう施工に気を使っ
ていただくことになります。
先ほどの説明でもあったように、管理用の道路が一部壊れて作業道補修というとこ
ろにも、今のように掘削した土砂をそのまま再利用することも出来ますし、当然そこ
には大きな礫片も残ってきますので、フトン篭ではなくても、自然の礫を上手く重ね
ることで対策も出来るので、詳細は打ち合わせながら考えていければと思っておりま
す。以上です。
中村座長：よろしいでしょうか。
森田委員：14 頁の空撮写真では、工事の期間中、右岸側に土嚢で水を迂回させて促すとい
うことですが、これは工事が長期に渡る中の、サケマスが遡上しない 5 月下旬から 8
月上旬までだけ、右岸側に流すという事でしょうか。
鈴木：はい、そうです。8 月上旬の工事が終わりましたら、また大型土嚢を撤去し、本流
に水の流れを戻すように考えています。
森田委員：右岸側に流す期間というのが、比較的長く何年も続くと思うのですが、右岸側
も昔の流れもありおそらくサケマスがここで産卵したくなるようなどんどん良い環
境になるのではないかと思います。
例えばその場合、第 2 ダム下側の右岸側は、落差が残ったままになると思うが、こ
こが良い産卵環境になってしまうと、そこに魚が集まろうとして、第 2 ダムの右岸の
下に魚がたまる状況になるのではないかと思います。そうなると、第 2 ダムと第 3 ダ
ムの右岸の下側もサケマスが遡れるような設備が必要になるのではと思いました。そ
の理由は、昨年増水した時に、分流が良い産卵環境になるので、本流ではなく第 2 ダ
ムの下の右岸側で多くのカラフトマスがたまって遡れない状況になり、分布密度が不
均一でした。そういったことがさらに生じやすい状況になるのではないかが心配にな
りました。
安田委員：第 1 段階は、第 3 ダムと第 2 ダムを 80cm 切下げ、翌年は全て切下げると今ま
で以上に比高が低くなるので、流れ方が 14 頁を見ていただくと上にあるものが真ん
中の切下げている部分に向かった流れができる可能性が高くなります。今の状況の流
れが維持されるよりも、出水を受けて流れが変わってくるので、迂回した部分の産卵
環境が非常に良好になったところに対しては、切下げられたところからそちらの方に
向かう環境が出来る可能性の方が非常に高いということで、そういう期待も込めて施
工の方も気を使っていただくことになると思います。
森田委員：切下げたところからこの右岸側に行くルートがきれいに出来ればということで
すね。
安田委員：そうです。このように落ち込むような流れができますので、それを上手く平瀬
のような形ができる可能性が高いです。
中村座長：どうなるかは良く分からないが、もし右岸側の流水のところにサケが遡るよう
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なことがあれば考えなければいけないですが、まずは安田委員がおっしゃったように
上の部分の流量が増えてくると思います。
野別：先ほど産卵床の調査について紹介させていただいたが、その右岸側の流れについて
ですが、本流を上がって右岸流に入り産卵しているカラフトマスがとても多くいます。
産卵床もとても沢山あるのですが、砂利の粒が小さく泥のような感じなので、今後変
わる可能性もありますが、現段階では再生産がうまくいくような環境ではありません。
森田委員がおっしゃっていたように第 2 ダム右岸側の流れ込みのところで、9 月下
旬から 10 月上旬のピークの時に魚が数百匹群がり、コンクリートに向かってジャン
プしている状況も見られたので、仮にそういうことは今年の秋は絶対にあってはいけ
ないと思います。
また、せっかく重機を持ち込んでコンクリートを壊すのであれば、第 1 ダムのプー
ルの下の上端のコンクリートを魚が遡りやすく出来ないのかなと思いました。第 1 ダ
ムの下流側で魚がスムーズに遡れずに滞留しているので、そういうところも先手を打
ち、水位が下がらないくらいの切り欠きを入れておくのも検討の 1 つになれば良いと
思いました。
中村座長：第 2 ダムの下流にこの流れが伝って、魚が上がらなくて溜まっているというこ
とですよね。
野別：第 2 ダムの右岸側の水量の方が、本流の水量よりも多い状態なので魚がそっちの方
に寄せられてしまうという状況です。
中村座長：それは洪水の後ですか。
野別：平水時です。
中村座長：本線の流れよりも 14 頁上側の流水が出てくるところの方が、流量が多いとい
うことですか。それは本当ですか。
野別：本流の方に魚が寄らずに、水もざーっと落ちているのでそちらの方に魚が数百匹滞
留している状況でした。
中村座長：そうならないようにといっても難しいですよね。仮にその状況が変わらないな
らば。
野別：今年 80 ㎝切下げるということで、解消されれば良いと思うが、解消できなかった時
のことも考えておいた方が良いのかなと思いました。
中村座長：分かりました。
野原：今の話についてですが、出来るだけ右岸に水を寄せないようにする方法は出来ると
思いました。例えば、第 2 ダムの右岸側を開水路にして、今回切下げたところに水を
引くことは出来ると思います。今第 2 ダムの下流に落ちている水を本流の方に導く土
工は出来ると思います。
中村座長：それは出来ると思います。今は土嚢が横切っていますが、第 2 ダムの開口部に
もっていくことは可能ですね。
野別：そうなることを願っています。

30

中村座長：将来的にはこちらの環境の方が良ければそこも利用していくことも出来るが、
今やりだすと混乱するので、まずはこの改良を行った後に検討したいと思います。
それでは、ルシャ川のもう一つの課題である河床路の実証実験についてお願いいた
します。
北海道森林管理局計画保全部治山課 櫻庭：資料 7 ルシャ川河床路実証試験計画(実施状
況報告)
北海道森林管理局治山課の櫻庭です。資料 7 ルシャ川河床路実証試験計画について
ご説明いたします。
1 頁は昨年の 7 月に開催しました第 1 回 AP 会議以降から現在までの経過について
記載しています。
平成 30 年の 7 月 9 日から 10 日に第 1 回 AP 会議が開催されました。
その会議の中で河床路の工事が 11 月から 12 月の本体工事の計画について説明をした
ところ、現地は例年積雪で通行できない場合があるというお話を聞いておりました。
その積雪の関係で工事が間に合うか懸念していたところです。AP 会議以降、翌日の 10
日から 11 日にかけて安田委員に現地を指導いただきながら精査したところです。工
期の心配に加え、河床路で使用する巨石の調達数量がかなり増えるということもあり、
現地を精査した結果、河床路の延長を 40.1ｍから 33ｍの約 7ｍを短縮する方向で検討
したところです。
具体的には、右の写真を見ていただくと当初の終点は青線の辺りでしたが、写真に
写っている撤去予定の既設排水管をそのまま残し活かすということで、終点を左側の
赤線にずらし延長を短縮することで検討しました。短縮することにより、巨石量が減
って工期の短縮も可能と考えました。この短縮案について河川会議の委員の皆様、設
計の指導をしていただいた妹尾オブザーバーに説明し了解をいただきました。また地
元関係者にも説明し理解をいただき、設計を修正する方向で決定しました。本来であ
れば、全オブザーバーの皆様にも承諾いただく必要があったと考えていますが、発注
まで時間がない中での調整でしたので、限られた期間の中で進めたことについてご理
解をいただけたらと思います。また工事を発注するにあたり漁業関係者、観光業関係
者、稀少野生動物専門家との調整を行いました。さらに、関係機関との必要な法令協
議を実施しています。
工事は 10 月 4 日に契約を締結しました。10 月中旬から 31 日まで準備工、これは石
集めや仮設工の関係を実施しております。11 月 1 日からは河川内の工事に着手してい
ます。また 11 月上旬から中旬にかけて妹尾オブザーバーと安田委員に現地で指導い
ただいております。具体的には妹尾オブザーバーには 11 月 5 日から 8 日までの 4 日
間、安田委員には 11 月 2 日から 7 日と 12 日から 14 日までの計 8 日間の指導をいた
だいております。現地は強風が吹く極寒の中の過酷な環境下でしたが、ご指導下さり
本当にありがとうございました。
11 月 23 日には、積雪期に入ったためこの時点で現場作業は終了しています。河床
路本体は完成しましたが、分流堰の石組みについては応急的な工事は実施しましたが、
完成には至りませんでした。この取扱いについては後ほど説明いたします。
具体的な施工状況については 2 頁以降でご説明いたします。河床路の完成写真とい
うことで左岸側から撮影したものです。左上が着工前、真ん中下が施工中、右側が完
成した時の写真です。3 頁は右岸側、4 頁は起点側、5 頁は河床路施工、工事の実際の
流れの写真を添付しています。
5 頁左側写真のように海岸で巨石を採取するのですが、狭い区域から集中的に採取
すると海岸地域に影響が出る恐れがあったため広い地域から採取しています。次に床
掘を実施し、最初は専門家の妹尾オブザーバー、安田委員から指導いただき、後半は
受注業者へ石組みの指導をいただいている写真です。石を取るのと並行して間詰め作
業を行い、石の隙間に水を流しながら小石や砂利を敷き詰めています。石組みが完成
しました。このままだとでこぼこしており、車両が通行するには不快感があるため路
盤周辺の川砂利を敷き均して完成です。この時点で網走南部署の森から実際に走行し
たところ、通常の林道の走行と変わらないとの報告を受けています。
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続いて 6 頁の石組み構造についてです。水の流れに沿うような感じで下流側に石を
被せるように組んでいきます。下の写真が施工中の写真です。下流側に被さるように
組んでいます。水が流れるところは 70～90 ㎝クラスの巨石を使用していますので、か
なり大きいものです。石の組み方は右側の写真の通りワイヤーを使用した作業です。
またバックホーのバケットの爪を上手く使用して組む 2 通りの方法で行っています。
7 頁は本年度の工事で完成しなかった施工を見合わせた分流堰の取扱いについてご
説明いたします。施工を見合わせた分流堰の延長は 25ｍ程ありますが工事施工中に積
雪期に入ったことによって分流堰の石組みの施工を見合わせましたが、応急的に巨石
を配置しました。分流堰については、石組み構造にはなっていないが、設計と同じ位
置と高さまで巨石を配置して応急処置として終了しています。2019 年度の融雪後に現
地の状況を確認して施工の必要性について判断したいと考えています。必要性の判断
にあたっては、設計のご指導をいただいた妹尾オブザーバーと安田委員に相談をしな
がら決定していきたいと思っています。
8 頁は 2019 年度の予定について記載しています。工事関係は、河床路の路盤整理、
石組みの補修などのメンテナンス作業を現地状況を見ながら実施したいと考えてい
ます。また未施工となっている分流堰の石組みについては融雪後に現地状況を確認し
必要と判断した場合に施工したいと考えています。
次に、実証試験のモニタリングの関係ですが、増水時の河床路への通水の状況を映
像等で記録するとともに、車両の通行に対する耐久性など河床路の性能について、安
全に十分留意して検証・モニタリングするための経過観察を行いたいと思います。な
お融雪後の検証については、車両の通行が可能となった時点で行いたいと思います。
おそらく増水時には下の写真のような流れになることを想定しています。
具体的な経過観察項目については、河床路本体の状態(構造、路盤部分の変化等の確
認)ですが、構造については構造物の測量によって路盤部分の変化を目視で確認した
いと思います。また増水の程度によって河床路に対する水量の変化、どれくらいの増
水で河床路に水が流れるかなど映像や水深、流速等を計測したいと思っています。そ
れから河床路の上下流の地形及び澪筋の変化ということで、河川測量を実施し、河床
路の上下流の地形の変化を確認したいと考えています。その他必要に応じて調査項目
を追加したいと考えています。説明については以上です。
中村座長：ありがとうございました。妹尾オブザーバーと安田委員には大変お世話になっ
たのですが、今の説明に加えて何かございますか。
妹尾オブザーバー：限られた工期間で一気に叩き上げたので、分水のところもきちんと出
来れば良かったのですが、ただ石を置いただけなので増水時に今ある橋梁に負担をか
けたくない。そのために、水が増えたらすぐ河床路に流れるよう石の組み換えが必要
とは感じています。ある程度の水が橋梁の方に行くと負担をかけます。橋梁が何回も
壊れているので、それを軽減するために分水させるというのが一つあります。それが
これからの融雪洪水等の状況を見ながら早急に改善した方が良いと感じています。
中村座長：ありがとうございます。安田委員お願いします。
安田委員：工事の中で、妹尾オブザーバーにもいろいろアドバイスいただき、増水時に水
の流れがどうなるのか、安定性が保てるのかというところを留意しながら施工を行っ
てきました。後は融雪出水によって入り方も河床路の中での流れ方も十分検証した上
で、必要とあれば修正していくということになります。計算ではなかなかしにくいと
ころなので実践的に検証しながら行っていきたいと思います。以上です。
中村座長：融雪出水後の変化により修正があるならば教えていただくという方向でやって
いただきます。ありがとうございました。
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（５）その他
知床財団 松林：参考資料 1 岩尾別川のサケ科魚類の自然産卵と河川環境の復元に関す
るしれとこ１００平方メートル運動の取組と現状
知床財団松林の方から、岩尾別川の現況について、100 平方メートル運動も兼ねて
簡単にお話させていただきます。
参考資料 1 の報告概要 1、2、3 と各図、写真、一部動画を加えて説明いたします。
岩尾別川では赤イ川等の河川改良を行って数年経っているのですが、斜里町の進める
100 平方メートル運動では 1997 年より生物相復元事業の一環として岩尾別川で 3 つ
の取組みを行っています。1 つはカラフトマス・シロザケ、2 つめはサクラマス、3 つ
めは河川環境のそれぞれを簡単にご報告いたします。
1 頁(1)カラフトマス及びシロザケの取組みとして、岩尾別川では河口にふ化場があ
る通りサケマスを採捕しているのですが、途中ウライ施設があり、なかなかサケマス
が上がれない状況でした。その中で 100 平方メートル運動では、買い取りを行い、サ
ケマスを上げる取組みをしていましたが、現在ではふ化場の方でウライに切り込みを
入れて必要な時は自分で上がれる状況を作っています。
しかし近年の状況としましては採捕の数を優先するために、ほぼカラフトマス・シロ
ザケがあがっていない状況が続いています。ごく稀に増水等でサケマスが上がると、
ヒグマが道路沿いに現れ採食しそれを観光客が取り囲むという状況が過去 20 年、現
在も続いています。
4 頁の写真は約 20 年前の川の状況ですが、魚・ヒグマ・人という問題は現在も続い
ています。
5 頁は約 20 年間、人が関わったサクラマスの遡上数ですが、2014 年以降ウライ開
放がなく、カラフトマスは増水等以外ではほぼ上がっていない状況が続いています。
2018 年にカラフトマス 1809 尾とあるのは、今年度ふ化場の陸上施設並びに取水口の
改修などがあり、河川内の改修が終わった後、それを確認するために、試験的に遡上
させた結果となっております。
1 頁に戻り、サクラマスの取組みについてです。岩尾別川では、過去のふ化場の記
録によるとサクラマスは獲れていたのですが、ある時期から採捕数は 0 になっており
ます。その中で 100 平方メートル運動では、ふ化場の協力を得て発眼卵の放流を 1999
年より続け、毎年親魚の回帰を確認しています。ほぼ毎年 10 尾以下がずっと続いてい
ましたが、昨年 2017 年、2018 年にはその数が突然 15 尾、22 尾と急増している状況
です。
8 頁は発眼卵放流とそれの回帰状況の確認の表です。下段の岩尾別川は新魚の確認
数は 1 桁だったのですが、2017、2018 年と急に増えている状況になっています。
9 頁はそれをグラフにまとめています。その状況を撮りましたので 1 分ほど動画を
見ていただきたいと思います。
（動画上映）動画は以上です。
ご覧いただいた通り、この場所は本流の森林管理局の砂防ダムの下、ピリカベツ川
との合流地点ですが、全てここで止まっている状況です。1 週間から 10 日ほど確認し
たところ、この地点では 1 尾、2 尾程度でその他の場所に分散したと思われます。サ
クラマスの状況がここ近年で特に変わっているという報告でした。
最後 2 頁の河川環境については、皆様ご存知の通り、昭和 56 年の水害以降、岩尾別
川の河道整備等進んでおります。その中で世界遺産登録以降、この会議の先端でもあ
ります通りいくつかの河川工作物が改良され、現在に至っております。100 平方メー
トル運動の中でも 2011 年より企業寄附を受け、5 年間自然環境の改善ということで以
前の会議でも報告しましたが、幾つか河川環境の改善に向けた作業を進めております。
これについては、12 頁、13 頁の写真ですが、これは最近の現況をまとめたものになり
ます。12 頁図 11.は今年のふ化場の取水口改修の様子、図 12.は私どもが行った河川
環境改善の様子です。以下、その他赤イ川、ピリカベツ川等の現況をまとめています。
14 頁以降は企業寄附の 5 年間の様子をまとめた図で、当時と現在の写真と並べて
います。
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最後にこの場を借りて、岩尾別川のお話をさせていただいたのは 100 平方メートル
運動が 20 年過ぎ、次の 20 年の計画を立てたのですが今後も取組みを続けていきたい
と思っております。その中でも岩尾別川の今後は、運動の方向性に関わるので、再度
皆様に、是非状況を知っていただきたいと思いお話させていただきました。もう一つ、
この岩尾別川は世界遺産の斜里側の入口で、沢山のお客さまが訪れる場所です。その
中でも河川工作物の改良等進んで、前進している部分もあるのですが、まだまだ課題
もあります。その中でもぜひ今後も岩尾別川の検討を進めていただければと思い、報
告をさせていただきました。私からは以上です。ありがとうございました。
中村座長：ありがとうございました。特に何か要望はないですか。現状は良く分かりまし
た。特に上の方で魚が溜まっている状況も今の動画からも分かるのですが、知床財団
の方からは、現状を知っていただくだけで良いのでしょうか。
山中：この事業は、財団というよりは斜里町が主導している 100 平方メートル運動の自然
復元に河川環境も対象となったので現地事業の方は私共が行っています。斜里町と財
団の共通の希望は、サクラマスがようやく増え始めましたので、より産卵期間を拡大
し、再生産の拡大を図りたいのですが、ダムが 2 基本流にありまして、さらにその上
には、斜里町の町道の橋を守るための町で設置した段差があるのですが、その辺りは
改良していくことは出来ないだろうか。町の段差を改良するにしても、その下に大き
なダムが 2 基あるので、こちらが動かないと町で整備しても無駄になるので、是非早
めに改良をお願いしたいと思います。岩尾別川本流のダム 2 基は第 2 次のダムの改良
の対象になっていると思いますので、優先順位を上げて早期に対応していただければ
と思います。
中村座長：ありがとうございます。第 2 次検討ダムになっているのは、事実だったでしょ
うか。
板山：もう一度確認します。
中村座長：確認をお願いします。町が主となるみたいですが、財団が色々な形でデータ等、
改良をして下さり、サクラマスの個体数が増えているということで、すぐにとはいか
ないと思うが、将来の AP における方向性を探りたいので皆様のご意見をお聞かせく
ださい。
森田委員：大変興味深い情報提供をいただきありがとうございました。今の発表を聞くと、
サクラマスの発眼卵放流をずっと継続されたことにより増えたというスタンスに聞
こえたのが少し気になりました。ルシャ川等では放流を辞めて自然再生産で行うとい
う流れがあるので、それとは逆行する方法かなと思ったのと、実際、知床一帯ではサ
クラマスは増えていて、放流していないオショロコマしかいなかった川にもどんどん
サクラマスが自然に増えています。それは河川環境の変化が何もなかったのに増えて
いるということが分かってきて、去年、論文を発表したところでございます。
実際に 10 年ほどモニタリングを行っている居麻布川ではサクラマスがいなかった
が、自然に増え去年は 40 本以上のサクラマスを捕獲しました。これは 0 から放流な
しでスタートしています。何が行われたかというと、安田先生の設計された魚道が作
られたということだけなのですが、そういった方針でもサクラマスが復活していると
いうことは知っていただきたいと思います。
たぶん発眼卵は斜里から入れられたと思いますが、斜里の場合は、荒木先生のご研
究にも関係しますが、スモルト放流由来なので、継代されているサクラマスにかなり
近い遺伝的なサクラマスだと思いますので、それを継続して入れ続けるのも、保全上
の問題があるのかなと思いました。
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卜部委員：ご縁があって何年か前から見させていただいているが、放流で増えたか、天然
の資源で増えたか、の区別は岩尾別川にとってはあまり議論としてはしなくても良い
かなと思っています。ただ、森田委員のおっしゃるとおり、ふ化場の他の川から持っ
てきた種を今後も使い続けるのは決して良くないというのは、知床財団も含めて、5 年
くらい前から地元のふ化放流を担当している方とも相談をしてきました。かなり長い
取組みがされている中で、一気にこれを辞めるまでに至っていないのが実態だと思い
ます。ただ、これだけ増えているというのが放流由来か天然由来か別として今いる魚
が根付いているため、ここで放流を一旦打ち切る良いタイミングでもあるのは間違い
ないので、そういったことを財団は視野に入れている状況にあるということです。
そういった中で、先ほどの映像にもありましたが明らかな遡上障害がある中で、天
然由来の知床のサクラマスを維持していくことが生まれかけているこのタイミング
では、非常に優先度の高いテーマになるだろうなとは考えています。そういった意味
では、補足のような形になりましたが情報提供を差し上げます。
荒木委員：由来の問題はさておき、河川環境さえ整えば回復傾向にサクラマスに関しては
ありそうなのは良いニュースだと思います。一方で、カラフトマス・シロザケに関し
ては人間とクマという問題を一番顕著に抱えている川ではないかと思います。この問
題が緩和されないと魚が上に上がれないという話もありますが、それについては財団
としては何かしら手をうつ可能性はあるのでしょうか。
中村座長：財団マターなのかという点や餌付けの問題等もありますが、ひとまず色んな担
当者が協力しないと解決しないとは思います。どなたかご意見ありますか。
山中：現状のままで、何か打つ手を考えているのかというご質問でしょうか。
荒木委員：そうですね。
山中：かつては、カラフトマス・シロザケは河口のウライが固定式だった頃は増協から親
魚を買い取って上流に上げて自然産卵させていたこともあったのですが、まだサクラ
マスについてはまだまだ少ないものですから、そこまでは考えていない状況です。ダ
ムから下の河川の改良については、先ほど松林から説明しましたけども、何年か継続
していますが、今後モニタリングが必要であれば、人工的な流れでえぐれて深みがで
きるような場所も大きな石を置く等の改良も可能かと思います。
中村座長：荒木委員のご質問とちょっと違いますね。荒木委員はサケを上に上げて下さっ
ていた時に結果としてクマが出てきてしまい、完全に道路が塞がるような渋滞が起こ
ってしまい、ふ化場は仕事が出来ないような状況でストップを一度かけたようなこと
がありましたよね。その解決策についてです。
山中：そちらですか。それは非常に大きな問題となっていて、このまま放置してしますと、
カメラマンのことや見物の車の渋滞、近いうちには間違いなく死人が出ると思います。
地域でもいろいろ議論する場を設けていますし、環境省等とも国立公園の利用のあり
方懇談会で、次どうしようかという議論がようやく動き始めていますが、まだ具体性
はありません。
斜里町と財団で試行的に行おうとしているのは、町で管理できる町道の部分を社会
実験として、シャトルバスあるいはワゴン車でピストン輸送しながら、クマを見るな
らば車内から見てもらう、あるいはその先の登山道に行く人は車に乗り換えてもらう。
道路沿いで自由にクマに接近したり写真を撮りにいったりさせないということを社
会実験として 1、2 年先になりますが取組もうと進めています。ただそれは町道の部
分だけで、道道沿いの部分もありますし、全体的には今我々は知床五湖で取組んでい
るような利用者の動きや利用の仕方も含めて法的な担保をもってコントロールでき
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る利用調整地区の仕組みがなければ解決は不可能だと思っています。
荒木委員：かなりご苦労されていると思うのですが、その問題があるから魚が上がれない
となってしまうと世界遺産の繋がりということに関しては逆行してしますので、今の
可能性を広く探りながら河川でも魚が自由に再生産できるような環境を整えて頂け
ればと切に願っています。
山中：先ほど松林からもご説明がありましたが、ふ化場が魚を上にあげることに消極的な
のは、今のクマと人の課題もありますが、もう一つはここ 2 年くらいふ化放流に使う
親魚が足りない状況になっています。それもあり、今ウライを開放して漁場の親魚を
上にあげるのに消極的になっているところもあります。それはふ化事業自体の問題に
なります。
中村座長：方向性の提案をしようと思うのですが、よろしいでしょうか。ひとまず、今増
えているサクラマスをより重要な資源として今後も岩尾別川の方で天然の再生産を
出来るような環境を整えていくことには皆様、異論はないですよね。そのためには林
野庁の協力も得なければいけないのですが、今のところオッカバケ川が今行われてい
る改良工事の第 2 次の検討ダムとして斜里町も含めてこの岩尾別川におけるダム改良
も検討してほしいというお願いもあります。委員としても再生産、改良工事も重要で
あるという意見だったと思います。宿題はそちらに投げかけるしかないのですが、今
後 2 基のやや大きな治山ダムがあり、当時の内容は大きな礫が河床の中に残っている
状態だったので、そこを行うよりは、むしろ赤イ川やあの辺りの方が良いということ
で、13 基のダム改良の優先順位を決めた時には防災面から最初にやるのには少し辛い
という話でした。それが終わった段階でどうするかというのは再度、検討のまな板に
あげようかなと思います。まずはご検討いただいて次回にでもその結果を聞かせてい
ただければと思いますのでその方向でよろしくお願いします。
服部：今後のスケジュール
今後のスケジュールについてご説明をいたします。河川工作物アドバイザー会議に
関連する行事としましては、3 月 6 日に札幌にて第 2 回科学委員会が予定されていま
す。時期は未定ですが、今年度中に第 2 回目の知床世界自然遺産地域連絡会が開催の
予定ということで、今年度は今後河川工作物アドバイザー会議に係る行事は 2 回予定
しています。以上です。
中村座長：今年度のスケジュールは良いですが、次年度は招聘や今までのダム改良の評価
等、いつもと比べて日程がタイトになると思いますのでよろしくお願いいたします。
全体を通じて委員の方々もしくは皆様よろしいでしょうか。それでは第 2 回河川工作
物アドバイザー会議を終えたいと思います。マイクをお返しいたします。
服部：座長の中村先生、また委員の皆様、オブザーバーの皆様、またご関係者の皆様、長
時間のご議論誠にありがとうございました。後日、議事録等がまとまり次第皆様にご
確認いただきたいと思います。
以上を持ちまして平成 30 年度知床世界自然遺産地域科学委員会第 2 回河川工作物
アドバイザー会議を終了させていただきます。ありがとうございました。
以上
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