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今号では川底の石の露出高についての研究方法が紹介されています（ｐ2～5）。石の状態をどのような切り口で捉
え、表現するのか。調査の困難さをどうやって解決するのか。課題を一つずつ乗り越え、解決方法（モデル）が生
み出されるのは本当に素晴らしいことだと思います。（吉橋久美子）

Toyota Yahagi River Institute
豊田市矢作川研究所　 http://yahagigawa.jp/ 　 　yahagi@yahagigawa.jp
〒471ｰ0025 愛知県豊田市西町2ｰ19 豊田市職員会館1階　TEL.0565ｰ34ｰ6860　FAX.0565ｰ34ｰ6028 

No.226

2 0 2 3

リオ

ISSN 2189‒7360

Rio
編集後記

冬
豊田市矢作川研究所 季刊誌

露出高ー川底の石の状態を考えるー ‥‥‥2
川底における石礫の露出高を予測するモデルの紹介 ‥‥‥4
矢作川の生きもの　ボウズハゼ ‥‥‥6
川で運ばれた竹─「新修 豊田市史」から─ ‥‥‥6
矢作川研究所日記 ‥‥‥7
あけましておめでとうございます ‥‥‥8

　　一富士二鷹三茄子。初夢は
いかがでしたでしょうか。
　私を含めだいたいの日本人は富
士山が好きであります。その壮大

な姿は、尊厳、優美、神聖など自然と
文化が織りなす、日本人が敬愛し心のよりどころとす
る名峰です。昨年10月、伊豆に行ってきました。帰り
の道中、土肥港から清水港までの駿河湾フェリーを利
用した時の写真です。美しいです。雄大です。美しい
海と山と空の空間、まさに標高（海抜）0ｍから3,776
ｍの眺望であります。1時間余り船上でこの景色に魅せ
られ心躍らされました。
　さて、昨年の矢作川では、明治用水頭首工の大規模
な漏水という未曽有の事態が発生しました。取水が困
難な状況となりましたが、多くの関係者の努力と支援
により応急的に供給が再開されています。本格的な対
策工事により一刻も早い安全な通水を願うばかりです。

　また、台風や豪雨により8月中旬から10月中旬にわ
たり河川水位も濁度も下がらず、当研究所の計画的な
調査にも支障がでました。私個人的にもアユ釣りに出
られず休日の予定に支障がでました。自然相手はなか
なか思い通りにはならないものです。
　富士山とまではいきませんが、矢作川が地域の人々
の暮しを守り、心のよりどころとなり、愛される川と
して将来に引き継がれるため、当研究所の成果がその
一助となるよう努力してまいります。引き続き皆様の
ご指導とご支援をお願い申し上げます。

　矢作川学校では、次世代の研究者を育成するために中
高生・大学生の研究発表会「矢作川学校ミニシンポジウ
ム」を次の通り開催します。矢作川流域の自然科学、人
文科学に関する研究成果や研究計画の相談などの発表を
募集しています。聴講も歓迎します。

日時　2023年３月４日㈯13：00～17：00
場所　豊田市青少年センター　交流室（４Ｆ）
　　　（豊田市小坂本町１-25）

発表申込　氏名、所属、タイトル、連絡先を事務局まで
（〆切２月24日㈮）。発表時間は１発表15分
を予定。

申込・問合わせ先　矢作川学校事務局
担当　内田朝子  E-mail：uchida@yahagigawa.jp
　　　矢作川学校  http://kawagaki.yahagigawa.jp/

　豊田市内では22の水辺・河畔林愛護会が竹伐りや草
刈り、ごみ拾いなどの管理活動を行っています。この２
年間は新型コロナウイルス感染対策により、連絡会や視
察研修など、愛護会が対面で交流する機会がなくなりま
した。この期間中に新たな水辺愛護会の発足や、豊田市
山村条例が制定されたことを受け、改めて愛護会が一
堂に会して、特色ある団体が活動内容を発表し、各愛
護会活動の情報共有と交流を図る会を開催します。

日時　2023年２月14日㈫14：00～17：00
場所　猿投コミュニティセンター（井郷交流館）
　　　大会議室　(豊田市四郷町東畑70-１)
対象　水辺愛護会・河畔林愛護会会員
申込・問合わせ先　矢作川研究所（〆切２月７日㈫）
担当　洲崎燈子・吉橋久美子
　　　E-mail：yahagi@yahagigawa.jp

表紙：イカル（久米守氏 撮影）

水辺愛護会・河畔林愛護会交流会 ―発表の募集―
矢作川学校ミニシンポジウム2022年度

第18回

あけまして
おめでとう
ございます

豊田市矢作川研究所所長
宮 田 昌 和

＊今年度は、矢作川研究所シンポジウムは開催いたしません。
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しているのかを示す変量として「露出高」を考
えました（図２）。川底の砂面から石の頂部ま
での高さとして定義されます。露出高は砂の侵
食・堆積によって増加・減少するため、砂の出
入りによる石の状態（上記の浮き石、はまり石
のこと）の変化が河床環境や生物に及ぼす影響
の評価に活用できます。また、露出している部
分の高さを計測するだけなので、継続的なモニ
タリングも可能という特長があります。そのた
め、ダム下流への人為的な土砂供給による河床
環境の影響評価に利用されています。
　ダム下流に人為的に土砂を供給した場合の懸
念事項として、砂が多くなると石が埋まりアユ
によって餌場として利用されなくなるのではな
いか？というものがあります。露出高を用いれ
ば、どのくらい露出高が小さくなればアユによ
って利用されなくなるのか？という問題に置き
換えられます。実際に露出高が小さいとアユに
利用されにくいことが現地調査等で示され、
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それに関連した研究成果が矢作川水系総合土砂
管理計画の中で活用されています。
　ただ、計測の手間が大きいという問題があり
ました。ある程度の水深の場所にある石につい
ては、露出高を正確に計測するために、シュノ
ーケリング等で潜水目視をして、できるだけ河
床と垂直に顔を付けることが必要となってしま
います。この手間が、露出高を用いた河床環境
の評価のネックとなっていました。その問題解
決のために、研究仲間の宮川幸雄さんが露出高
の分布を簡易的に予測するモデルを作成してく
れました。その詳細については次頁以降をご覧
ください。

（おのだ　ゆきお、研究員）

参考文献：
1) 竹門康弘ほか（1995）棲み場所の生態学.平凡社
2) 阿部信一郎ほか（2014）河床に露出した巨石の割合と
    アユの漁獲不振の関係.水産増殖62:37-43

はまり石の中間的な段階として、「石の下面が
砂や泥の上に載った状態の石」と定義される載
り石という分類も作られました1)。それでも、
半分浮き石̶半分はまり石という、どっちつか
ずの石ばかりで、定義に従えばやはり、はまり
石ということになってしまいます。
　この状態を素直に表すのであれば、半分埋ま
っている状態、半分浮いている状態を表現でき
る変量が必要となります。実際、石の高さに対
して、どのくらい埋まっているかを「埋没度」
として表現することもあります。ただし、露出
した石の表面についた付着藻類を摂食するアユ
を対象にした場合、どれくらい埋まっているか
よりも、どれくらい露出しているかの方が生息
場所として重要となるはずです。実際、アユの
漁場は浮き石状態の大きな径の石が多いと良い
傾向があると報告されており2)、露出している
部分の重要性がうかがえます。
　そこで、石が川底の砂面からどれくらい露出

　川底の石をちゃんと見たことがあるでしょう
か。その石はどのような「状態」だったでしょ
うか。実は、その石の状態によって河川の生き
ものの利用は大きく変わります。
　石の状態について知ったのは大学時代のゼミ
でのことでした。本を輪読して、浮き石・はま
り石（沈み石と呼ばれることも）という石の状
態の分類について学びました。浮き石は「石が
積み重なり石と石の隙間が空いた状態の石」、
はまり石は「石の下方が泥や砂のなかに埋もれ
ており、石の表面（上・側面）だけが出ている
状態の石（図１）1)。浮き石は隙間を持つの
で、底生魚のヨシノボリ類やカジカ類によって
隠れ場所として利用されやすく、上手に追い込
めば底生魚を捕まえやすい「面白い」石でした。
　ただ、上記の定義どおりの浮き石はほとんど
野外で見ることができません。たいてい、石の
底面のどこかは砂に埋まっており、定義に従う
と全てはまり石となってしまいます。浮き石と

ろしゅつだか

図2　露出高とその計測方法図１　石の状態と魚類による利用例

様々な石の状態 半埋まり石 アユのはみ跡（矢印部分）

石の間に砂利などがある 石が砂利などに埋まった様子 露出高の計測

浮き石

はまり石 載り石
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go.jp/team/kyousei/jpn/research/m3_06.htm
あるいは、「自然共生研究センター」＋「露出高」
で検索）。使い方としては、指定箇所に上記の
F⑴～F⑹を入力するだけで、露出高の平均値
と確率密度分布が出力されます。確率密度分布
を確認することで、例えば、分布のピークから
露出高がどの範囲に偏っているのかを調べるこ
とができます（図4）。このモデルの検証は複数
の河川で進められ、矢作川水系の13地点でも観
測値とモデルによる予測値の比較を行い、一定
の精度を有することが確認されています1)。今
後も、実河川への適用結果を集積し、幅広く実
務で利用されるモデルへと改良を進めていきた
いと考えています。
（みやがわ　ゆきお、国立研究開発法人

土木研究所　河道保全研究グループ　
　（併任）自然共生研究センター）

　川底の地盤面（または砂面）から頭が出てい
る石礫の高さを露出高といいます（図1）。こ
の露出高はアユが石礫上に生える付着藻類を食
べやすいかや、どんな種類の付着藻類が生える
かを決定する一つの要因として河床の環境評価
に利用されはじめています1)。しかし、露出高
を測るためには、潜って一つ一つの石礫を確認
する必要があります。これには多くの時間と労
力がかかるため、広範囲に調査するのは困難で
す。その解決策として、より測定が簡単で過去
のデータも多い河床粒径分布（川底の石礫や砂
の大きさの分布）をもとに、露出高を簡易に推
定する方法を、近年開発しました。ここでは、
この露出高の簡易予測モデルの仕組みを簡単に
ご紹介します。
　露出高は、主に石礫の大きさと中心点の位置
（図2参照）で決まります。実際の川底を見る

と、石礫の大きさや中心点の位置はばらばらな
ため、当然ですが川底には凹凸が存在すること
になります（図2）。ただし、石礫自体の大き
さに応じて平均的な露出高が存在することが野
外での観察から推定されていますので、そこか
ら大きく外れる露出高は少ないことが予想され
ます。このため、石礫を大きさで分け、各区分
における露出高のばらつきは正規分布に従うと
仮定することで、露出高を予測することを考え
ました。この仮定に基づくと、巨石のように粗
い区分では、巨石自体の高さも大きいため、平
均的な露出高が大きくなります。逆に、礫のよ
うに細かい区分では、礫自体の高さが小さく、
砂面近傍に礫の中心点が集中しやすいため、平
均的な露出高が小さくなります。これは、実際
の現場における石礫の中心点の位置のばらつき
をある程度再現できる考え方といえます。

参考文献
1) 小野田幸生、宮川幸雄、中
村圭吾、萱場祐一：河床生
息場評価の低コスト化に向け
た石礫の露出高の簡易予測モ
デルの複数現場への適用によ
る精度検証、河川技術論文集、
Vol.26、pp.271-276、
2020．

図2　実河川における様々な大きさの石礫がばらばらに配置されているイメージ図

　露出高の簡易予測モデルでは、川底表面の材
料（石礫および砂）を大きさに応じて６段階に
区分し（表1）、河床表面に占める各グループの
存在割合をF⑴～F⑹と定義します。ここでは、
アユが採餌場所として利用可能な16㎜以上の
材料（F⑴～F⑷）を対象に露出高を予測しま
す。モデルでは、各グループの石礫において、
中心点の位置のばらつきは正規分布していると
仮定しています（図3）。そして、この仮定と各
グループの川底に占める割合をもとに、石礫全
体の露出高の平均値および分布を予測します。
16㎜未満の大きさの材料（F⑸～F⑹）は露出
高の計測対象外ですが、F⑸～F⑹が占める割
合はF⑴～F⑷に影響することから、露出高の
予測結果に影響します。
　このモデルは現在、土木研究所自然共生研究セ
ンターのHPで一般公開されており、だれでもダウ
ンロードして利用できます（https://www.pwri.
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図４　あるダムの下流を対象とした露出高の予測モデルの計算結果例

図１　露出高の定義

宮 川 幸 雄

表１　河床材料の大きさに応じてグループ分けした際の粒径範囲と
　　　その存在割合の対応例（存在割合の範囲は0～1で、総計は1）
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go.jp/team/kyousei/jpn/research/m3_06.htm
あるいは、「自然共生研究センター」＋「露出高」
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土木研究所　河道保全研究グループ　
　（併任）自然共生研究センター）
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広沢川で川づくり学習会（第２回）を
行いました　　　　 　  2022年10月23日
　猿投山を源流とする広沢川では、2020年度から
住民と行政の共働による「ふるさとの川づくり事
業」が行われています。今年５月に行った第１回川
づくり学習会に続き、２回目の学習会を行いました。
今回も猿投町まちづくり協議会、猿投町子ども会役
員の皆さん14人にご参加いただきました。
　今回は、夏の出水を経た広沢川における堆砂状況
等の変化を確認し、草刈りや浚渫（溜まりすぎた土
砂を取り除く）などの維持管理の工夫について学ん
でいただきました。川の流れに緩急や深さ・浅さを
つくり出して多様にすること、水際の草を刈り残す
ことで生き物の隠れ場所を確保することなど、生き
物のすみやすい環境づくりを意識していただく機会
となりました。

　また、学習会後半では、農業用堰堤の堰板を取り
外し、シャベルも使って堆積していた土砂を下流に
押し流しました。堰を外した途端に勢いよく水と土
砂が流れ、参加者の方々は感心された様子でした。
参加者のお一人に農業委員会の方がいて、その場で
堰板を外すことについて了解を得た上で実施するこ
とができました。このように、参加者の皆さんが自
ら率先して行動していただき、大変実りある学習会
となりました。（金田　修）

河川活動現地研修会を開催しました
2022年11月4日

　市内の水辺・河畔林愛護会の方を対象とした河川
活動現地研修会を開催しました。愛護会活動と関連
の深い、除草や伐竹に取り組む豊田市の２つの団体
（めぇープルファーム［足助地区］と竹々木々工房［旭
地区］）を総勢29名の方が視察しました。
　めぇープルファームの代表である鈴木光明さんか
ら、ヤギを活用した除草について学びました。持続
可能な社会の実現に向けてヤギ除草の活用が注目さ
れていますが、除草効果に加えイベント等での集客

効果もあり、若い世代から活動の支持を得られると
いった相乗効果も期待できることが分かりました。
　竹々木々工房の共同代表である大山侑希さんには、
竹林管理の実践内容を紹介してもらいました。多く
の人の参画を促すために親子参加型の竹林整備を立
案したり、竹林の再繁茂を抑制するために幼竹活用
としてメンマ作りをしたりと様々な工夫を知ること
ができました。地元の有間竹林愛護会にはメンマの
加工時に協力してもらっているということで、講義後
のコメントからは、竹林管理の同志として一体となっ
て活動していることが感じられる一面もありました。
　コロナ禍で３年ぶりとなる研修会だったため、愛
護会の近況報告や行政等からの情報提供は、関係者
同士の交流や理解を深める機会にもなりました。各
愛護会の方から多くの質問やコメントがあり、討議
も大変盛り上がりました。一例として、梅坪水辺愛
護会からは、「企業の基金や社会貢献活動を活用し
た大型草刈機材の導入やボランティアの受け入れに
よって担い手不足を補填している」との持続可能な
愛護会活動に役立ちそうな情報提供もありました。
事後アンケートでは「参考になった」、「今後の活動
に活かしたい」という意見が多数寄せられ大変嬉し
く思いました。今後も「愛護会活動にとってより良
い支援とは何か」を考えていきたいと思います。
（豊田市役所河川課　中園亜紀子・小野田幸生）
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矢作川研究所日
記

　矢作川の平成記念橋下流（河口から約42㎞）
の瀬で10月末に見つけました。研究所ではこれ
まで、明治用水頭首工より上流では確認しておら
ず、ダムによって往来が阻害されている種と考え
られます。ボウズハゼはツルッとした頭の形と藻
類を主食にしていることから、この名前が付けら
れたそうです。写真のように腹ビレと口が吸盤の
ようになっており、この吸着力を利用して滝登り
も行い、上流へと遡上します。
　ボウズハゼは両側回遊魚で夏に川で産卵し、孵
化と同時に仔魚が海へと下り、春になると再び川
へ遡上します。アユと似通った生活史を送り、付

着藻類を摂餌することから、アユとなわばり争い
を行った末、友釣りにボウズハゼがかかることも
あるそうです。（白金晶子）

　かつて、矢作川上流の山間部で伐り出さ
れた木材は、矢作川や巴川で筏に組んで下
流に運ばれました（Rio No.140をご参照
ください）。先日入手した「新修 豊田市史 
15 別編 民俗１ 山地の暮らし」（2013年発
行）を見て初めて、竹も同様に川で筏に組
まれて運ばれていたことを知りました。
　市内のマダケやモウソウチク、ハチクは
伐採後出荷され、竹竿や竹垣、花筒、木舞
竹（土壁の下地にするため細く割った竹）、
提灯のひごや桶のタガ、海苔養殖のため海

に立てる竹粗朶に加工されました。
　問屋や仲買商人から買い付けられた竹
は、巴川の九久平や、矢作川本流の東広
瀬や平戸橋で筏に組まれて河口（碧南市
棚尾）まで流されました。桶のタガにす
るのは矢作川河畔に多いマダケが適して
おり、醸造業の多い桝塚（上郷地区）をは
じめ半田・碧南・岡崎・豊橋方面での需要
が多かったそうです。竹は長いものをその
まま幅二間（約3.6m）の大きな筏に組み、
筏師が竹竿で漕ぎ、川底や岩場にさして

舵取りもしました。河口か
ら陸揚げ先まで海を航行す
るときは、ボラやスズキが
筏の上に飛び跳ねてくるの
が楽しみだったそうです。
　 し か し 昭 和 3 0 年 代
（1955～）に入り、巴川、
矢作川とも土砂の堆積で水
深が浅くなり、航行に時間
がかかり商売にならなくな
って、1959年に竹筏は終
焉を迎えました。

（洲崎燈子）
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えんてい せきいた

しゅんせつ

あん ま

ち く も く

ヤギ除草について視察
しました

竹林管理の実践内容について学びました

堰板を外して土砂を流しました
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今号では川底の石の露出高についての研究方法が紹介されています（ｐ2～5）。石の状態をどのような切り口で捉
え、表現するのか。調査の困難さをどうやって解決するのか。課題を一つずつ乗り越え、解決方法（モデル）が生
み出されるのは本当に素晴らしいことだと思います。（吉橋久美子）

Toyota Yahagi River Institute
豊田市矢作川研究所　 http://yahagigawa.jp/ 　 　yahagi@yahagigawa.jp
〒471ｰ0025 愛知県豊田市西町2ｰ19 豊田市職員会館1階　TEL.0565ｰ34ｰ6860　FAX.0565ｰ34ｰ6028 

Rio
編集後記

　　一富士二鷹三茄子。初夢は
いかがでしたでしょうか。
　私を含めだいたいの日本人は富
士山が好きであります。その壮大

な姿は、尊厳、優美、神聖など自然と
文化が織りなす、日本人が敬愛し心のよりどころとす
る名峰です。昨年10月、伊豆に行ってきました。帰り
の道中、土肥港から清水港までの駿河湾フェリーを利
用した時の写真です。美しいです。雄大です。美しい
海と山と空の空間、まさに標高（海抜）0ｍから3,776
ｍの眺望であります。1時間余り船上でこの景色に魅せ
られ心躍らされました。
　さて、昨年の矢作川では、明治用水頭首工の大規模
な漏水という未曽有の事態が発生しました。取水が困
難な状況となりましたが、多くの関係者の努力と支援
により応急的に供給が再開されています。本格的な対
策工事により一刻も早い安全な通水を願うばかりです。

　また、台風や豪雨により8月中旬から10月中旬にわ
たり河川水位も濁度も下がらず、当研究所の計画的な
調査にも支障がでました。私個人的にもアユ釣りに出
られず休日の予定に支障がでました。自然相手はなか
なか思い通りにはならないものです。
　富士山とまではいきませんが、矢作川が地域の人々
の暮しを守り、心のよりどころとなり、愛される川と
して将来に引き継がれるため、当研究所の成果がその
一助となるよう努力してまいります。引き続き皆様の
ご指導とご支援をお願い申し上げます。

　矢作川学校では、次世代の研究者を育成するために中
高生・大学生の研究発表会「矢作川学校ミニシンポジウ
ム」を次の通り開催します。矢作川流域の自然科学、人
文科学に関する研究成果や研究計画の相談などの発表を
募集しています。聴講も歓迎します。

日時　2023年３月４日㈯13：00～17：00
場所　豊田市青少年センター　交流室（４Ｆ）
　　　（豊田市小坂本町１-25）

発表申込　氏名、所属、タイトル、連絡先を事務局まで
（〆切２月24日㈮）。発表時間は１発表15分
を予定。

申込・問合わせ先　矢作川学校事務局
担当　内田朝子  E-mail：uchida@yahagigawa.jp
　　　矢作川学校  https://kawagaki.yahagigawa.jp

　豊田市内では22の水辺・河畔林愛護会が竹伐りや草
刈り、ごみ拾いなどの管理活動を行っています。この２
年間は新型コロナウイルス感染対策により、連絡会や視
察研修など、愛護会が対面で交流する機会がなくなりま
した。この期間中に新たな水辺愛護会の発足や、豊田市
山村条例が制定されたことを受け、改めて愛護会が一
堂に会して、特色ある団体が活動内容を発表し、各愛
護会活動の情報共有と交流を図る会を開催します。

日時　2023年２月14日㈫14：00～17：00
場所　猿投コミュニティセンター（井郷交流館）
　　　大会議室　(豊田市四郷町東畑70-１)
対象　水辺愛護会・河畔林愛護会会員
申込・問合わせ先　矢作川研究所（〆切２月７日㈫）
担当　洲崎燈子・吉橋久美子
　　　E-mail：yahagi@yahagigawa.jp

表紙：イカル（久米守氏 撮影）

水辺愛護会・河畔林愛護会交流会 ―発表の募集―
矢作川学校ミニシンポジウム2022年度

第18回

あけまして
おめでとう
ございます

豊田市矢作川研究所所長
宮 田 昌 和

＊今年度は、矢作川研究所シンポジウムは開催いたしません。


