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　2009年9月中旬以降，雨も降らぬのに「異様な黒い水
質汚濁」が続き，秋の天然アユ漁の盛期の矢作川は騒然
たる状況になっていた．矢作川中流のヤナ場は「お客さ
んが気味悪いと言って帰っちゃうじゃないか．何が原因
なんだ．矢作ダムが底水をぬいているんだろう．すぐに
ドロ水を止めろ！」と矢作川漁協に抗議してきた．
　9月25日，漁協の調査団が矢作ダムに入った．矢作ダ
ムは極端な水位低下で，もはや「水質制御不能」な状態
におちいっていた．矢作川の漁業団体にとっても，流域
の人たちにとっても，渇水期の大汚濁は経験のないこと
だった．矢作川の河川管理者である国交省豊橋河川事務
所にとっても，現地の国交省矢作ダム管理所にとっても，
想定外の汚濁事故が起きてしまったようだった．
　矢作ダムは総貯水量8000万トン，ダム湖の延長は約
6 kmの多目的ダムである．ダム湖の極端な水位低下で，
写真のように湖水が干上がり，湖底の砂利をポンプで吸
い上げる砂利採取船が座礁していた．
　ダム湖内の上流部には矢作川本川の流れが姿を見せて
おり，湖底のヘドロ層を削って流れ，ダム湖の下流部へ
ヘドロを押し流していた．そのダム湖下流部も水位低下
でヘドロの沈降機能を失い，全体が灰色に汚濁していた．
　矢作ダム湖の下流端には中部電力の「選択取水装置」
がある．平常時にはこの装置の上段取水口からダム湖表
層の清澄な水を取水して発
電し，矢作川にきれいな水
を送る．洪水時には下段取
水口から湖底近くの濁水を
取水して発電し，早くダム
湖を美しくしようとする．
これが中電の選択取水装置
の役割である．
　ところが，矢作ダム湖の
極端な水位低下のため，選
択取水装置の構造上，上

段取水口は使えなくなって
いた．9月11日から中電は
下段取水口を使って発電し
ていた．それでも矢作川の
「水利調整協議会」は節水
体制（ダム湖からの取水制
限）を実施しなかった．ダ
ム湖の水位がさらに下がっ
て，湖底のヘドロが下流へ
向って動き出し，ヘドロは
下段取水口経由で矢作川に
タレ流しされていたのであ
る．
　矢作ダムの満水時の水位
は海抜298 m（洪水期292 
m）である．私たちが調査
に入った時点の9月25日に
は，水位は海抜268 mまで低下し，水質は濁度23（平常
は4程度）まで低下していた．10月に入ると農業用水使
用量が大幅に減り，少し雨も降って矢作ダム湖の水位は
7 m上昇し，水質も濁度17にやや改善された．10月8日
に台風18号の中規模の雨があって水位が回復し，ヘドロ
流出は止まった．
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－矢作川は「既設ダム群」の管理時代に－
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　ヘドロ流出は1カ月近く続いたと推定される．矢作川
の環境時代に，なぜこんなことが起きたのか．矢作ダム
の水質管理は「無政府」状態になっていたと思う．矢作
川の水質汚濁に対し，誰も責任を取らなかった．
　根元的なことを言えば，矢作川水利調整協議会の「二
重構造」がヘドロ流出の長期化の本当の原因であろう．
これまで，いつから節水体制に入るべきかなどを実質的
に決めてきたのは農業用水団体だった．そこで出た結論
を承認するのが河川管理者主導の「水利調整協議会」だっ
たと思う．
　矢作川の水利調整協議会は「河川環境」にも責任を負
うことのできる新河川法（平成9年）の時代の組織では
なかった．結論的に言えば，農業用水は10月になればほ
とんど使われない．矢作ダムの水位が下がっても，利水
本位の団体の農業用水団体としては，9月中旬以降の節
水は考えられなかったのかも知れない．ヘドロの流出は
農業用水団体にとっても想定外の事故だったかも知れな
いが，国交省の矢作ダム管理所はヘドロ流出を現場で確
認し危険信号を発信していたようだ．それでも流出は長
期化した．

老朽矢作ダムに厚いヘドロ層

　矢作ダムからのヘドロ流出事故（2009年9月）の直後
に，矢作川漁協と国交省豊橋河川事務所との間で河川環
境定期協議（11月13日）があり，続いて中部電力矢作川
水力発電所との間でも定期協議（11月26日）が開催され
た．漁協側は両定期協議で，矢作ダムからヘドロ流出の
未然防止対策として，矢作ダムの今後の運用について「ダ
ム湖の水位を一定基準以下には下げない」ことを求めた．
国交省・中電・漁協の間で，ヘドロ流出防止の共通認識
が成立した．
　ヘドロ流出事故の最中の漁協の月例理事会（9月25日）
では，理事側から，国交省・中電に「ヘドロ流出による
漁業被害に対し補償を要求せよ」という強硬な意見が出
た．漁協5役理事（組合長・専務・学識経験者・河川委員長・
事務局長）で構成する執行部側は「河川環境問題は補償
金では解決しないのが矢作川漁協の基本方針」である旨
を説明し，ヘドロ流出再発防止と選択取水装置の更新を
求めていく方針を確認していた．この方針に沿って11月
の国交省・中電との環境定期協議は行われた．

新見幾男

写真１　2009年９月25日，矢作ダム湖内の上流部は湖水が干上がり，厚いヘドロ層が露出して
いた．その中を矢作川の本川が流れ，ヘドロを削って下流へ押し流していた．
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　10月の漁協月例理事会（10月23日）でも，矢
作川のダム群に対する対策が議題になった．矢
作川河口堰建設反対運動（1996年～1999年）の
中で「河川環境問題は補償金では解決しない」
という漁協側の基本路線が確立されていた．矢
作川河口堰中止決定後にも「上矢作ダム建設」
問題は続いていたが，漁業団体側は愛知・岐阜・
長野3県の矢作川水系8漁協全体で連合会を設立
し，「上矢作ダム建設反対」の方針を決めていた．
　最近になって，国の新政権は上矢作ダム建設
中止（2009年9月）を発表した．矢作川からダ
ム建設計画はすべて消えたと見てよさそうな，
新しい情勢展開になった．

矢作川環境の新時代

　明治・大正・昭和時代，矢作川水系でダム建
設が続き，河川水利用率が40 ～ 50 %にもなっ
た．現在，水系全体では35ものダム・堰堤があ
るが，今後の平成時代はダム新設計画に悩まさ
れず，河川環境計画，生物棲息環境整備計画を
考えられそうだ．
　ちょうどそんな新しい矢作川環境の幕明けの
時期に，矢作ダムの前代未聞のヘドロ流出事故
が起きた．私たちは「既設ダム群を優良管理す
る時代がきた」と直感したのである．
　ヘドロ流出事故の現地調査で私たちは，水の
干上がった矢作ダム湖の底にヘドロが分厚い層
をなして堆積しているのを確認ができた．ダム
管理者の国交省は，矢作ダム湖の貯水容量を
確保するため砂利のダム湖への流入防止だけをダム湖の
バックウォーター部分で事業化しているが，すでに矢作
ダム湖の湖底全体に堆積しているはずの「ヘドロ層」の
排除にはまだ関心を示していない．このヘドロ層の存
在がダム汚濁の本体であり，矢作川の慢性汚濁の原因に
なっていると思われる．
　矢作ダムの湖底に分厚いヘドロ層の存在を確認し，建
設後38年を経過した矢作ダムの「老朽化」を実感した．
矢作ダムの下流に続く第2矢作ダム，百月ダム，阿摺ダム，
越戸ダム，明治用水ダムも老朽化し，内部にヘドロを貯
め込んでいるに違いない．
　「良く利用され，なお美しい矢作川の創造」をめざす
矢作川環境の目標とは，これらのダム群のヘドロ問題の
解決にほかならない．ごく最近まで百月・阿摺・越戸の

3ダムでは，民間の砂利採取船が操業していて，湖底か
ら砂利とヘドロを一緒にポンプアップし，非常に不完全
ながら陸上施設でヘドロを分離・処理していた．
　現在でも矢作ダム湖内の上流部では2台の民間の砂利
採取船が現役で操業中だ．10年ほど前までの下流3ダム
の砂利採取船と全く同じ技術で湖底から砂利・ヘドロを
一緒にポンプアップし，ヘドロを分離処理している．矢
作ダム湖での民間砂利業者のヘドロ分離処理はほぼ完璧
であり，分離したヘドロは国交省矢作ダム管理所が回収
している．ダム湖の浄化に貢献しているのだ．水深の深
い矢作ダム湖の中流部・下流部でも，技術開発すればヘ
ドロ回収は可能ではないか．
　現在の国交省矢作ダム管理所は洪水調節と利水目的で
矢作ダムを管理していて，矢作川と三河湾を美しくしよ
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写真２　水位低下で砂利採取船は座礁し，操業を中止していた．

写真３　平常時には砂利採取船はダム湖に浮かび操業する．
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うとする「環境目的」の管理意識は薄い．だから前代未
聞のヘドロ流出事故が起きてしまった．
　矢作川漁協は「既設ダムの優良管理」を国交省豊橋河
川事務所や中電岡崎支店との環境定期協議の中心テーマ
にする方針である．これまでに全国の河川でダム建設反
対運動はあったが，既設ダムのヘドロ除去，選択取水装
置の改善などが交渉課題にのぼるのは矢作川が全国で初
めてだろう．
　新政権が豊田市で開いた今後の「分権型陳情」ルール
の説明会（2009年11月28日）によれば，全国初のケース
になる矢作川の「既設ダムの優良管理」要望は，まず民
主党愛知11区総支部（豊田市・みよし市）で受け付けら
れ，同党愛知県連・同党中央の幹事長室を経て，国交省
や農水省に上がっていくはずだ．現地での従来の環境定
期協議と並行して，中央での政治交渉でも早期解決が目
ざされる．

流量減少で砂が流れない

　矢作川には「既設ダム群のヘドロ」問題のほかに，矢
作ダムに堆積した砂利をいかにして三河湾まで流すかと
いう大きな課題がある．国交省矢作ダム管理所の計画に
よれば，同ダムでは「排砂バイパス」を建設して，ダム
上流部から矢作第2ダム直下付近まで大型パイプライン
で砂利を流す計画だ．まだ研究途上の構想段階である．
　すでに現在，それによって運ばれて来るであろう砂利
が，三河湾までうまく流れていくかどうかをテストする
実験事業が始まっている．実際にはまだ排砂バイパス
はできていないので，砂利（矢作ダム湖の堆積土砂）は
ダンプカーで運ばれてきて，矢作ダム下流域の矢作川本
川に仮置きしてある．その仮置き土砂に洪水がぶつかり，
土砂がどのように流れていくかをテストしているのであ
る．漁協としては，いきなり排砂バイパスで大量の土砂
を流されては困るので，国交省の砂利仮置き実験事業に
協力し，結果を観察しているところだ．
　私たちはこういう想像をしている．今の矢作川の河川
流量では砂利は簡単には下流へ流れていかない．洪水が
矢作ダムで調整されてしまい，洪水の規模が小さくなっ
たこともある．河川の急傾斜部分では砂利は流れてゆく
が，その下流の流れの緩い河床の平坦部分では砂利が早
瀬も渕も埋めてしまう．川底が平らになってしまう．今
の河川流量では，その平らな川底に早瀬や渕を回復して
いく力はないと思う．この河口から60～65 km地点の実
験事業では，そういう傾向が見えてきたように思う．

　もう少し下流部の矢作川本川では，もっと恐ろしい土
砂の堆積被害が明確になってきた．アユのエサ場である
河川内の玉石が砂利の下に埋まってしまった場所もある．
平坦な川底に砂利が堆積し，そこに水草（オオカナダモ）
が大繁茂し，水草の周囲は流れが緩くなり更に砂利がた
まっていく．アユの漁場が実際に消滅している．豊田都
心部の豊田大橋（豊田スタジアム）付近の最近の矢作川
の河床の変化だ．
　越戸ダム（45 km地点），阿摺ダム（54 km），百月ダム（62 
km）の3つのダム湖では，昔から砂利採取船による砂利
採取が大々的に続いてきた．ある事情（いつか説明した
い）があって，10年ほど前にそのダム湖での砂利採取が
禁止になった．その影響が今になって出てきて，平坦部
の豊田大橋付近などで，砂利堆積が始まったのだと思わ
れる．矢作ダムの堆積土砂の「仮置き実験」の影響はま
だ及んでいないはずだ．
　越戸ダム直下流の「古鼡水辺公園」地区は，矢作川で
の河床のアーマー化の発祥の地である．そのアーマー化
防止措置として越戸ダムでの砂利採取は禁止されたのだ
が，いったん始まってしまったアーマー化はそんなこと
では止まらないようだ．
　越戸ダムの直下流地域では，河床の傾斜地でアーマー
化が始まった．そして越戸ダムでの砂利採取が禁止され
て10年もたった今になって，古鼡水辺公園地区の「アー
マー化」は残したままで，そこから3 kmほど下流の豊
田大橋地区で砂利堆積が始まった．
　ダム河川である矢作川では，河床の傾斜地ではアー
マー化，平坦地では砂利堆積が起きているようだ．矢作
ダムによる洪水調節と河川流量の減少によって，矢作川
が自然河川から人工水路のような河川に変わってしまっ
た結果であろうから，漁場の病状の治療方針が難しい．
水制工の連続配置によって，今の河川流量にマッチした
ところまで川幅をせばめて流速を早めることで，例えば
豊田大橋付近の漁場の局部改良はできないだろうか．
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