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矢作川の河床改善実験によるアユの生息場環境の回復
－実験の概要と物理環境・蘚類について－

Habitat restoration for Ayu by the riverbed improvement experiment in the 
Yahagi River：an overview of the experiment and the study 

of physical environment and moss growth
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要　　約

　矢作川の阿摺ダム下流の瀬において，アユの生息場を改善するため，2017 年 4 月に新たな礫を置いた河床を造成し，10
月までの期間，アユの生息場および餌環境の基礎データとして，物理環境およびアユが食まないとされる蘚類の被度を調査

した．その結果，新たに礫を置いた「礫置き区」では対照区に比べ，水深が浅く，流速が速くなり，対照区との間に有意差

が見られた．粒径組成は礫置き区で 64-256 mmの礫が優占し，対照区では 256 mm以上の礫が優占した．蘚類の被度は礫

置き区で調査期間を通じて 5 ％以下となり，新たに置いた礫に蘚類が生育することは無かった．対照区では 7 月に蘚類の

被度が 4 割を超えた．出水によるクレンジング効果を模して人為的に礫面の蘚類を剥いだ「コケ剥ぎ区」では，4 ヶ月後に

被度が 3 割近くまで増加し，対照区との有意差は見られなくなった．

キーワード：河床改善，粒径組成，蘚類

はじめに

　愛知県中央部を流れる矢作川（流域面積 1830 km2，

流路延長 118 km）は中流に 7 つのダムが建設されて

おり，ダムによる流量の減少や平準化，砂礫の移動阻

害による河床のアーマー化が顕著となっている（田中，

1997；北村ら，2001；内田ら，2002）．中流域では天

然アユがなわばりを持たない，釣れないといった問題が

指摘されており，アーマー化がアユをはじめとする河川

生物の生息に影響を与えていることが懸念されている

（田中，1997；山本，2000；岡田・内田；2016，山本ら，

2018）．特にアーマー化が顕著な場所では生活史の長い

蘚類の繁茂が見られ，アユの餌となる微細な付着藻類の

生育場が奪われている（内田，2017）．

　そこで，アユの良好な生息環境を回復するため，矢

作川中流に建設された阿摺ダムの下流の瀬において，

2017 年春に新たな礫を置いて河床を造成した実験区を

設け，アユのなわばり行動，餌環境として河床付着物，

河床の物理環境などの調査を行ったので報告する．調査

は現在も継続しており，本稿では実験全体のデザインお

よび 2017 年の物理環境と蘚類の調査結果について記述

した． 

矢作川研究　№23：35～39，2019

実験デザインと調査方法

　本研究は矢作川本流の下流から 3 番目に設置された

阿摺ダムから約 700 m下流（通称 ソジバ，河口から約

51.8 km，北緯 35 度 9 分 47 秒，東経 137 度 15 分 1 秒）

に実験区A，B，Cの 3 つを設け，2017 年 4 月から 10

月まで行った（図 1-2）．

図 1　調査位置図．
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実験デザイン

実験区Ａ

　アユの餌環境を改善するため，ソジバの右岸側に新た

な礫を投入した河床を造成し，３つの小区画を設置した

（図 2-3）．

礫置き区：上流の矢作ダム湖に堆積した砂礫を乾燥さ

せ，80 mm x 80 mmのマス目のスケルトンバケットで

ふるい，バケットに残った長径約 8-30 cmの礫を用いた．

2017 年 4 月 25-26 日にふるった礫を横断方向に約 22 

m，縦断方向に約 15 m，厚さ約 20 cmで敷設した．

図 2　実験区の概要．

a)

b)

c)

d)

図 3　実験区の様子．a) 礫投入時，b) 礫投入直後，c) 実験区Aの礫置き区，d) 実験区Aの対照区.

対照区：礫置き区の上流側に同一面積で設置した．

礫転がり区：「礫置き区」の下流側に，置いた礫が転がっ

て川底をクレンジングすることを想定し，設置した． 

実験区Ｂ

　アユが食まないとされる蘚類（内田，2017）について，

出水により蘚類が剥がれた場合，どの程度の期間で回復

するかを把握するため，人為的に蘚類を剥いだ「コケ剥

ぎ区」を左岸側に設置した．2017 年 5 月 11 日に野菜の

皮むき用グローブを装着し，コケ剥ぎ区で川底の礫表面

を洗うようにこすり，蘚類が目視確認できなくなるまで

剥ぎ落とした．実験区は横断方向に 6 m，縦断方向に 3 

mの区画内に 1 m × 3 mの区画を 6 つ設け，左岸側か

ら「対照区」，「コケ剥ぎ区」を交互に設置し，それぞれ

3 区画ずつとした（図 2）．

実験区Ｃ

　 2017 年 1 月 10 日にソジバを含む河川区域を管轄す

る矢作川漁業協同組合中和支部の方々に，よく釣れた頃

の川底の状態について聞き取り調査を行った．ソジバは

かつて「川底の岩盤の上を礫が転がり，その岩盤上でア

ユがよく釣れた」との意見があった．このため，左岸

側の岩盤上に，実験区Aの礫置き区と同様の礫を約 150 

m2 の面積に置き，かつての川底の再現を試みた．
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調査方法

　現場への礫置きが終了した 2017 年４月 26 日に水位

ロガー（HOBO U20 Water Level Logger）を設置し，

水温，水位を観測した．降水量は気象庁AMeDAS観測

地点の「豊田」（北緯 35 度 7 分 55 秒，東経 137 度 10

分 37 秒）のデータを 2017 年 4 月から 10 月まで収集し

た（気象庁，2018）． 

実験区Ａ

　アユ，付着藻類，物理環境および蘚類の調査を行っ

た．アユについては山本ら（2018）に，付着藻類につ

いては内田ら（2019）に報告しており，ここでは物理

環境および蘚類の調査について述べる．礫置き区，対

照区において，5 mメッシュの交点となる各区 12 交

点，合計 24 交点で，水深，流速（コスモ理研　小型流

速計 3631）を礫を置く前の 4 月に測定した．礫を置い

た後，24 交点に，ペンキで色を付けた長径 10-25 cmの

マーカー礫を設置し，水深，流速をマーカー礫の直上で

5 月，7 月，8 月に測定した．マーカー礫を中心とした

1 m2 の面積において，5 月と 7 ～ 9 月の毎月，粒径組

成は 4 段階（2 mm未満，2 ～ 64 mm，64 ～ 256 mm，

256 mm以上）で各段階の割合を目視観察し，河床を覆

う蘚類の被度は 5 ％刻みで目視して記録した．礫転がり

区では出水により礫置き区の礫が礫転がり区へ到達した

際，クレンジング効果を把握するため蘚類の被度を 5 ％

刻みで目視観察することとした．

実験区Ｂ

　蘚類を剥がす直前と直後，その後概ね 1 ヶ月おきに，

コケ剥ぎ区および対照区の河床を覆う蘚類の被度を 5 

％刻みで目視観察した．

実験区Ｃ

　礫を置いた区画について任意でアユの潜水観察を行っ

た．詳細な方法，結果については別の機会に報告する．

結果

　調査期間中の最高水温は 8 月 2 日に 26.1 ℃を観測

し，最低水温は 4 月 28 日に 11.6 ℃を観測した（図

4a）．水位は 10 月 13 日に最も低く 0.66 m，10 月 23

日には最高水位となる 4.05 mを観測した（図 4b）．日

降水量は 10 月 22 日に期間中最大となる 94.5 mmが観

図 4　調査期間中のa）水温，b）水位，c）降水量の変化．
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測され，この日以外に 50 mm以上が観測されたのは 8

月 11 日の 92 mm，8 月 7 日の 67.5 mm，6 月 30 日の

58.5 mmであった（図 4c）．

実験区Ａ

・水深・流速

　礫を置く前の 4 月 6 日の調査では，水深が礫置き区

で平均 40.8 cm，対照区で 36.8 cm，流速が礫置き区で

平均 0.51 m/sec，対照区で 0.58 m/secで，水深，流速

ともに両区の間に有意差は無かった（対応のないt検定：

水深 p = 0.469，流速 p = 0.459；図 5）．礫を置いた後

の観測では礫置き区は対照区と比較し，常に水深が浅

く，流速が速い環境で，水深，流速ともに礫置き区と対

照区の間に常に有意差が見られた（対応のないt検定：p 

< 0.005）．

・粒径組成

　河床の粒径は礫置き区で 5 月と 7 月がほぼ同様の

組成となり，64-256 mmが 6 割程度で優占し，続い

て 256 mm以上が 3 割程度を占めた（図 6）．8 月には 2 

mm未満の砂が増加して 15 ％を占めた．9 月は砂が減少

し，5 月，7 月に近い粒径組成となった．対照区も 5 月，

7 月は似通った組成となり，256 mm以上が 5 割で優占

し，64-256 mmが 3 割程度を占めた．8 月には礫置き区

同様，2 mm未満が増加して 2 割弱を占め，256 mm以

上が 5 割弱で優占していた．9 月は 5 月，7 月とほぼ同

様の粒径組成となった．

・蘚類の被度

　礫置き区の蘚類の被度は調査期間を通して 5 ％以下

であった（図 7）．確認された蘚類は新たに置いた礫で

は無く，実験前から現場に存在した礫に付着していた．

対照区では 5 月に 1 割未満であった蘚類の被度が，7 月

に 4 割を超えた．その後，被度は減少し，9 月には 2 割

強となった．礫転がり区では出水による礫置き区からの

礫の移動が確認されなかったため，蘚類の被度調査は行

わなかった．

実験区Ｂ

　コケ剥ぎ区では 7 月まで蘚類の被度が 1 割以下で

あったが，対照区では 6 月に 5 割を超え，7 月に 7 割近

くまで増加した（図 8）．9 月に対照区では被度が 4 割ほ

どに減少したが，コケ剥ぎ区では被度が 3 割近くまで

増加し，両区の有意差は見られなかった（対応のないt

図 5　 礫置き区と対照区のa）水深，b）流速の変化．矢印

は礫を置いた時期を示す．
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図 6　礫置き区と対照区の粒径組成の変化．
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図 7　礫置き区と対照区の蘚類の被度変化．
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図 8　 コケ剥ぎ区と対照区の蘚類の被度変化．矢印は蘚類

を剥いだ時期を示す．
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検定：p = 0.485）．

考察

・実験区Aの礫置き区と対照区の物理環境の違い

　礫を置く前，礫置き区と対照区で水深，流速ともに差

は見られなかったが，礫を置いた後，礫置き区は水深が

浅く，流速が速くなり，調査期間を通して両区に有意な

差が見られた．本研究の目的であるアユおよび付着藻類

の生息環境を比較するにあたり，この差の影響が懸念さ

れた．野外実験において環境条件を揃えることは難しく，

費用も嵩むことから，今後の課題である．

・出水による粒径組成および蘚類の被度の変化

　 2017 年 4 月から 10 月までの期間中，3 回の出水が

発生した．最大となった 10 月の出水後は水位の高い状

態が継続したため，今回の報告に含めることができな

かった．7 月の出水後は両区で粒径組成の変化があまり

見られなかったが，8 月の出水後は両区で 2 mm未満の

砂の割合が増加した．砂分は両区ともに同様の割合で増

加していることから，実験区以外に堆積していた砂が流

れ着いたと考えられた．

　蘚類の被度は 7 月に対照区で増加し，8 月，9 月と減

少していたことから，7 月の出水によるクレンジング効

果は無かったが，8 月の減少の要因として出水の影響が

推測された．ソジバで確認されている蘚類はニブハタ

ケナガゴケ Ectropothecium obtusulumとアオハイゴケ 

Rhynchosetegium riparioidesの 2 種で，前者は常に水

中となる礫に生育する種である（内田，2017）ことから，

本調査で確認された蘚類はニブハタケナガゴケと推測さ

れる．しかし，ニブハタケナガゴケの生活史は明らかで

無いことから，今回観測された蘚類の減少が出水の影響

によるものかどうかは明らかにできなかった．今後，ソ

ジバに生育する蘚類について，生活史の解明が望まれる． 

本実験で礫置き区に置いた礫の粒径は約 8 cm以上と大

きく，7 月，8 月に発生した出水では礫のわずかな移動

は確認されたが，流れ転がることは無かった．このため，

「礫置き区」に置いた礫が「礫転がり区」に影響を与え

ることは無く，礫転がり区での蘚類のクレンジング効果

を調べることはできなかった．今後，礫が転がることに

よる蘚類のクレンジング効果を検証するには，矢作川で

年に数回程度起こる規模の出水によって転がる礫サイズ

を利用することが重要であろう．

・蘚類の剥ぎ取り効果の持続性について

　礫上面の蘚類の被度が減少する要因として，出水に

より礫が裏返しになる，礫が流れて転がる，礫の上を

他の砂礫が転がりクレンジングするなどが挙げられる

（Englund, 1991）．礫面の蘚類が剥がされた場合，どの

程度の期間，アユの餌環境として良好となる蘚類が無い

もしくは少ない時期が持続するかを把握することは重要

と考えられる．本研究では肉眼で見えなくなるまで，人

為的に礫上面の蘚類を剥がしたが，4 ヶ月後には対照区

との有意差は見られなくなった．出水により蘚類が剥が

された場合，パッチ状に蘚類が残存するため，蘚類が回

復するスピードは本研究よりも速いと推測される．従っ

て，アユの良好な餌環境を維持するには，蘚類がクレン

ジングされる規模の出水が頻繁におこることが必要と考

えられた． 
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