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アユ漁場の回復を目指した河床改善の先行事例と
矢作川の阿摺ダム下流での河床改善実験

Reviews on riverbed restoration works for recuperating ayu fishing
 with some implications for the restoration study 

downstream of Azuri dam in the Yahagi River

山本敏哉

Toshiya YAMAMOTO

要　　約

　河川環境の改変に伴う河床の変化がアユにおよぼす影響を緩和するために，これまで国内で実施されてきた河床改善に

関する事例をとりまとめた．1970 年代後半から河床の環境を回復する目的で，巨石を投入する事業が全国の 4 河川で実施

され，このうち三面川（新潟県）では早瀬に巨石を敷くことで，アユの釣果が高まる効果が確認された．1990 年代より，細

かい土砂が河床をクレンジングする効果を把握する実験が複数の河川そして室内環境下で実施されており，粒径 10 mm以

上の河床材料がクレンジングする効果により付着藻類の更新を高める効果があると報告されている．2010 年代以降，重機に

よって河床を耕耘し起伏を設けすることで漁場を改善する試みも進められてきたが，アユの漁場が回復したことを示す明瞭

な結果は得られていない．矢作川では阿摺ダム下流の実験により，付着物のない礫を敷いた場所にはアユが集まることが確

認されたことから，重機による河床耕耘よりも強度に河床を攪乱し，付着物がなくなるような状態にすることがアユの漁場

環境回復には必要と考えられる．
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はじめに

　ダムが築造された河川では河道の環境に大きな影響を

与える（辻本，1999）．矢作川では本川に 7 つのダムが

築造され，河床のアーマリング化や河道と砂洲との標高

差が拡大する 2 極化など生態系に大きなインパクトを

与えている（田中，2003）．河床の礫上に繁茂した付着

藻類を食べるアユも，河川環境の変化によって摂餌なわ

ばりを形成せず，友釣りでアユが釣れない傾向が拡大し

てきた（山本，2000；酒井ら，2013）．1980 年代に国内

でアユへの感染が確認され，その後全国に広がった冷水

病の影響もあるものの（井上，2000)，河川環境の改変

がアユの生息に大きな影響を及ぼしていることは想像に

難くない．こうした影響が近年のアユの漁獲量の減少（農

林水産省，2017）の一因になっていると考えられる．

　 1986 年に岐阜県内でアユの友釣漁場を管理する 27

の内水面漁業協同組合にアンケート調査を行い，アユ漁

場の問題点の抽出を行った結果，護岸等によって河川形

状が変化してしまったことが問題とされるケースが全体

の 4 割を占め，さらに河床の平坦化や工事に伴う大き

な石の消失といった問題を全ての漁協が課題ととらえて
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いることが明らかとなった（荒井，1990）．また，矢作

川でも 1990 年代に大型糸状藻のカワシオグサが繁茂す

る，河床が固くなるなどの，河床環境の問題が注目され

てきた（田中，2003）．本稿では，この河川環境の改変

に伴う河床の変化がアユにおよぼす影響を緩和するため

に，これまで国内で実施されてきた河床改善に関する事

例を紹介し，矢作川でのアユの生息環境改善の今後を展

望したい．

河床改善の事例

巨石投入による改善（1970 年代後半～ 1980 年代前半）

　高度経済成長期以降の河川改修に伴い，アユの漁場環

境が悪化する河川が生じたのを受け，国内の 4 河川で

実施された巨石投入の事例が全国内水面漁業協同組合連

合（1987）で報告されている．それによると，改修や

巨石の搬出によって平坦化した河川に巨石を投入するこ

とによるアユの生息環境の回復効果が太田川（広島県），

神
か ん な

流川
がわ

（群馬県），鳴瀬川（宮城県），三面川（新潟県）

で調べられた．4 つの事例とも河川改修等により河床か

ら巨石がなくなった低水路内に巨石を投入した．事業の

概要を表１に示した．太田川では観測したものの，効果
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の有無がはっきりしなかった．神流川では大規模な出水

により評価ができなかったと報告されている．新潟県三

面川では，早瀬の瀬尻にのべ 875 m2 の面積にわたって

50 ～ 60 cmのサイズの巨石を敷いた結果，アユの釣果

は隣接した場所より 2 ～ 10 倍多く，釣れたアユのサイ

ズは大きく肥満度も高い傾向がみられた．

　

土砂投入による改善（1990 年代半ば～現在）

　矢作川では 1990 年代に大型糸状藻類のカワシオグサ

が大繁茂するとともに，アユの釣果の悪化が問題となっ

た．その原因の一つとして河床のアーマーコート化が

指摘された．この悪化した環境を改善するため，1995

年から 1999 年にかけて全国に先駆けとなる砂利投入

実験を矢作川本流の 3 ヶ所で実施した．5 年間でのべ

9,056 m3 の砂利を投入して実験を行ったものの，改善

効果を検証するには至らなかった（田中，1997；田中，

1998；田中，1999；田中，2000）．矢作川ではその後

も国土交通省を主体に砂利投入の試験が行われ，現在に

至っている（国土交通省中部地方整備局矢作ダム管理

所，2009；新見，2010；平成 29 年度矢作川水系総合

土砂管理検討委員会，2018）．ダムを有する他の河川で

は，フラッシュ放流と連動させた土砂投入の実験もなさ

れ，環境改善の効果の把握が試みられた（国土交通省近

畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所，2005；岡村，

2009）．例として，一級河川江の川水系の支流である上

下川では，土砂供給と組み合わせたフラッシュ放流によ

る付着藻類の剥離効果が調べられ，室内実験による詳細

な観測と合わせて解析した結果，粒径が 10 mm以上な

らば付着藻類の剥離を助長する効果が期待できると述べ

られている（中土井ら，2012）．付着藻類が剥離すれば，

アユの摂餌環境が改善する可能性が期待できる．ただし，

砂礫が流下することによるアユへの負の影響にも留意す

る必要がある．坪井ら（2012）は，流下する砂礫の粒

径が大きい程，砂に埋もれる石の割合が高い場所ほど投

網で捕獲されるアユの数が減少すると報告している．

河床耕耘による改善（2012 年～ 2016 年）

　阿部（2012）は，平滑な河床と凸凹した河床の区画（そ

れぞれ面積 4m2，水深 30cm）を設けた人工河川で実験

を行い，アユの生息場所の選択性を調べた．その結果，5，

10，20 および 30 尾のアユを収容した場合，アユは凸

凹した河床に多く集まったが，40 尾のアユを収容する

と両区画の個体数に有意な差は認められなかった．この

ことから，アユは一定レベルまでの生息密度では，平滑

な河床よりも凸凹した河床を選好することを示唆した．

　阿部ら（2014）では，自然河川における河床の状態

とアユの友釣りによる釣果との関係に着目した調査が広

域で行われた．全国の 13 河川で漁業組合員への聞き取

りから，アユが釣れなくなった場所とよく釣れる場所と

を調査地点として選定し，友釣りによるアユの釣果を比

較した．その結果，アユが釣れなくなった場所ではアユ

の生息密度とCPUEが低くなる傾向がみられた．また，

河床の状態に関し，勾配が緩やかで，河床に占める長径

25 cm以上の巨石の割合が小さく，河床の石が土砂で埋

まった「はまり石」の状態になると，アユの漁獲不振に

つながると指摘している．

表 1　�1970年代後半から1980年代前半に実施されたアユの漁場回復のための巨石の投入事例．全国内水面漁業協同組合連合

会（1987）より編成．

河川名 管轄する漁業協同組合 施工年 施工内容 改善の効果

太田川
（広島県）

太田川漁業協同組合 1984 ～ 1985 巨石を流路に配置（詳細
の記載無し）

流れに緩急がつき早瀬ができ
たものの，効果は把握できず

神流川
（群馬県）

南甘漁業協同組合
上野村漁業協同組合

1981
のべ 34,050m2 の面積に
巨石を投入．サイズ（長径）
は 50 ～ 260 cm

2 回の台風による大増水のた
め，下流の下久保ダムへの流
入量は 1,308 トン /s に達し，
投入した巨石は姿を消した

鳴瀬川
（宮城県）

成瀬吉田川漁業協同組合 1978 ～ 1984
710,000m2 の面積に直径
50 ～ 150cm の巨石を合
計 6,517 トン投入

投石区の藻類生産量は投石前
に比べ、投石後 2 か月で 1.5 倍、
4 か月で 2.2 倍に増加し，餌の
量からみたアユの生息可能尾
数は 2,800 尾から 48,400 尾に
増加した

三面川
（新潟県）

三面川鮭産漁業協同組合 1983
早瀬の面積 875m2 の範囲
に鉄線蛇篭と木枠を設置
し，直径 50 ～ 60cm の巨
石を詰め込んだ

アユの 1 人あたり漁獲尾数、
サイズ，肥満度とも隣接地よ
りも大幅に良好な値を示した
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　これらの結果を受け，信濃川支流の魚野川の 3 か所

で，面積 400~600 m2 の長方形状の区画においてバック

ホーを用いて河床を耕耘して，巨石を露出させ起伏をつ

くり，アユの定着状況が調べられた．それぞれの区画に

隣接する上流側と下流側の 2 区画を対照区として友釣

りによる釣果と潜水による生息密度の観測を行った．こ

の実験では 3 年間にわたり，毎年耕耘して実験を行っ

たものの（前，2014；前，2015；吉田，2016），起伏

を設けた場所にアユが集まる傾向や友釣りでアユが多く

釣れる明瞭な傾向は見られていない．

矢作川での礫の敷設によるアユの蝟集効果

と関連して

　全国内水面漁業協同組合連合（1987）に記載されて

いる巨石の投入に関する先行事例（表１）からみると，

巨石投入の効果が見られなかった事例があるものの，三

面川では投入後にアユの生息密度が高くなり，アユがよ

く釣れたと報告されている．矢作川で付着物のない礫

を投入した実験でアユが蝟集した現象（山本ら，2018）

も加味すると，付着物のない河床材料が一定期間浸水し，

新たに付着藻類が着生して増殖する「遷移の初期の状態」

をアユが好んで摂餌すると推測される．

　こうした状態を河床の耕耘によって創出できれば，ア

ユが集まると想像されるが，上述した過去の河床の耕耘

事例では明瞭な効果が得られていない．その原因として，

河床の耕耘だけでは付着物を除去する効果が限られ，付

着藻類群集の遷移を初期の段階にまでもどすに至ってい

ないことが考えられる．耕耘の強度と礫の上の付着藻類

の更新状態との関係に，より注視する必要があるだろう．

土砂投入による河床改善の試みは国内の多くの場所で実

施されており，付着藻類のクレンジング効果があること

も報告されている（中土井ら，2012）．砂利投入により

アユの摂餌環境を改善するには，河床の表面の付着物が

完全に除去される強度になる量の河床材料を流す必要が

あると推定される．ただし，河床材料が過多に常時流

れる河床をアユが忌避する恐れもある（坪井ら，2012）

ので，土砂投入は副作用の可能性があることを視野に入

れ慎重に進めていかなければならない．
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