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矢作川のダム下流部におけるアーマー化の改善と
付着藻類の一次生産
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riverbed restoration below a dam in the Yahagi River, central Japan
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要　　約

　矢作川のダム直下における河床環境の劣化（アーマリングやコケ植物の繁茂）を改善するために，2017 年春から夏にか

けて野外礫置き実験を行った．この実験において，付着藻類の一次生産は袋法を用いて推定した．礫置き区と対照区の一次

生産量に大きな差はなかった．しかし，クロロフィルａ量あたりの光合成速度は礫置き区で顕著に高い値を示した．

キーワード：一次生産量，光合成速度，河床改善実験

1.　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）では，近年，天然アユの遡上量が数

百万尾と 10 年前の数十万尾より増加しているにもかか

わらず，特にダム下流部で釣れないことが問題となって

いる．その要因の一つに餌（付着藻類）の質の変化が考

えられる（豊田市矢作川研究所，2018）．

　矢作川本流の阿摺ダム直下 700 m付近の通称ソジバ

（かつてのアユ友釣り漁場）では，アユが摂餌する礫に

コケ植物が繁茂し，アユの餌となる微細な付着藻類の生

息環境に大きな変化が起きている．豊田市矢作川研究所

では，ソジバに新鮮な礫（矢作ダムに流入した礫）を敷

き詰め，出水により付着藻類が剥離更新しやすい河床環

境を創出した（山本ほか，2018）．

　河床の礫表面に生育する付着藻類は主たる有機物生産

者であり，河川生態系を支える基盤となっている（沖

野，2002）．付着藻類による一次生産速度の測定は河川

生態系の物質循環の理解や水産資源，水質保全など実務

面でも重要である（萱場，2005；村上，2010）．河川付

着藻類の一次生産量の測定方法は付着藻類を容器に入れ

て測定する方法のほか，高性能の溶存酸素計を用い河川

水中の溶存酸素濃度を観測し生産量を推定する方法があ

る（萱場，2005；野崎，2013）．

　本研究では，礫を投入した礫置き区とその対照区とし

た既存河床の付着藻類現存量，種組成および一次生産量
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の変化を比較し，河床改善実験が付着藻類の生育に与え

る影響を評価した．一次生産量の測定は，礫表面の付着

膜を破壊しないで袋に移し，流水によって内部の水が攪

拌される袋法（渡辺，2000；三島，2010）で行った．

2.　方法

　調査はソジバに設置した礫置き区と対照区（それぞれ

縦 15 m × 横 22 m）において（図 1，2）2017 年 5 月

1 日から 9 月 27 日の間，2 週間に 1 回の頻度で行った．

各区の河床で潜水によりランダムに礫を 8 個採取し，そ

のうち 3 個の礫表面から 5 cm × 10 cmの付着物をナイ

ロンブラシで剥がし，蒸留水で洗い流して付着藻類の種

組成分析用の試料とした．残り 5 個は礫表面から直径

3 cm（約 7 cm2）の付着物をミクロクロス（谷田ほか，

1999）で擦り取り，クロロフィルa（Chl.a）量の分析

試料とした．いずれの試料も保冷ボックスに入れ持ち

帰った．藻類の種組成分析用試料にはホルムアルデヒド

液を試料容量の 5 ～ 10 ％加え固定した．固定した試料

は濃縮後，よく攪拌し，駒込ピペットを用い 1 mlを罫

線入りスライドグラス（MATSUNAMI，S6117）に流

し入れ，柄付き針で藻類を均等にし，カバーグラスをか

けた．光学顕微鏡下で 200 ～ 400 倍で観察し，種およ

び属ごとに計数した．珪藻綱の同定は，小林ほか（2006）

および渡辺（2005）に従った．珪藻綱以外の藻類は廣瀬・

山岸（1977）に従った．付着藻類を擦り取ったミクロ

クロスは 90 %エタノールで抽出し，Lorenzen法により
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分析した（Lorenzen, 1967）．

　一次生産量は月に 1 回の頻度で次に述べる袋法を用

いて行った．礫置き区と対照区において潜水により付

着藻類の付着状態が平均的な礫をランダムに拾い集め

0.35 m × 0.25 m × 0.07 mのポリプロピレン角型カゴ

（以下カゴとする）に敷き詰めた（図 3）．礫をカゴに入

れる際，表面の付着物に触れないように注意し，礫底面

および側面に付着した底生動物や巣材，ゴミなどを手で

こすり剥がし取った．礫を入れたカゴは透明のポリ袋

（760 ㎜ × 950 ㎜，厚さ 0.1 ㎜，図 3 参照）に入れ，15

－ 20 ℓの河川水を空気の巻き込みがないように静かに

注ぎ入れた．袋内の溶存酸素濃度を測定（蛍光式溶存酸

素計LDO-HQ30d ハック社）後，中の空気を押し出し

て袋の口を閉じた（明条件）．同様に黒ビニール袋（900 

㎜ × 1000 ㎜，厚さ 0.05 ㎜）を二重にして作製したも

のを暗条件とした．なお，それぞれの袋は各区の平均水

深に重りを付けて沈めたカゴ（袋内に入れたカゴと同じ

サイズ）にセットし，ビニール袋が流れないようにした．

約 3 時間後に袋内のDO濃度を測定し，培養時間中に生

じたDOの増減から一次生産量を推定した．

3. 結果と考察

付着藻類現存量と種組成

　付着藻類の指標としたChl.a量の変化を図 4 に示し

た．礫置き区におけるChl.a量は 2.6 － 139.5 mg m-2，

対照区は 7.9 － 141.3 mg m-2 の範囲で変動した．実験

開始後のChl.a量は，礫置き区で 2.6 － 28.7 mg m-2，対

照区で 7.9 － 93.7 mg m-2 であった．実験の開始前，3

月と 4 月のChl.a量は両区で同程度であったが，4 月 17

日には対照区で大きな値を示した．これは分析に用いた

5 個の礫の一つに大量にコケ植物が付着していたことに

よると考えられる．

礫置き区 対照区
礫転がり区

実験区

(22 x 15 m) (22 x 15 m)

図 2　実験区の配置．

7cm
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図 3　矢作川で用いた袋法の装置（明条件）．

下のカゴの底面に重りとして平板を取り付けた．暗

条件では明条件の透明ポリ袋の代わりに黒色ビニー

ル袋を用いた．

図 4　クロロフィルａ量の変化．
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　礫置き区のChl.a量は実験開始直後には小さい値で

あったが，2 ヶ月経過した 6 月 22 日には対照区とほぼ

同程度になった．その後，7 月下旬から 8 月上旬に一旦

減少したが，8 月 31 日に再び増加した．対照区のChl.a
量は 5 月，7 月，9 月下旬に大きな値を示した．これは

礫に繁茂していたコケ植物のChl.a量が反映したもので

あると考えられる．

　Chl.a量はコケ植物の混入の有無によって大きく変動

したので，付着藻類のみの現存量を推定するために，出

現種毎に出現細胞数に体積を乗じて付着藻類体積現存

量を求めた（図 5,6）．付着藻類体積現存量は両区とも

7 月 6 日以降に増加し，9 月下旬まで増減したが，実験

期間前半の 5 月および 6 月と比べると高い状態で推移

した．両区を比較すると，対照区が礫置き区を上回る日

が多く，礫置き区が対照区を越えたのは，7 月 20 日，8

月 3 日，9 月 27 日の 3 日のみであった．

　礫置き区では，実験開始後の 5 月 1 日に僅かに出現

した珪藻は礫に生育していたものではなく流下藻類であ

ると推察された．礫置き後，1 ヶ月経過した 5 月 25 日

になると礫表面は褐色を呈し，手にヌルヌルとした感

触があった．5 月 25 日の付着藻類群落は藍藻類が半分以

上を占めた．6 月下旬から 9 月下旬まで藍藻類が多く，7

月 20 日，8 月 3 日は藍藻網のHomoeothrix janthinaの
出現量が極めて多く優占した．

　対照区では，5 月から 9 月の期間，珪藻綱の出現が多

かった．6 月 9 日と 9 月 14 日は藍藻網が 8 割近くを占

めた．5 月 11 日以降，藍藻綱と珪藻綱の他，割合は小さ

いが紅藻綱が継続して出現した．紅藻網は礫置き区では

ほとんど出現しなかった．

一次生産量と光合成速度

　袋法で得た一次生産量を図 7 に示した．純生産量と呼

吸量の月変化は礫置き区で 0.04 － 0.07 gC m-2 h-1，0.01

－ 0.03 gC m-2 h-1，対照区で 0.03 － 0.1 gC m-2 h-1，0.02

－ 0.04 gC m-2 h-1 の範囲にあった．一次生産量は両区

で大きな差は見られなかった．両区とも 7 月の純生産

量および呼吸量が最大値を示し，礫置き区は 9 月にか

けて僅かに減少した．対照区では 8 月に減少し 7 月の

半分ほどの値を示したが，9 月にやや増加した．

　Chl.a量あたりの総生産量で表される光合成速度を図

8（上）に示した．礫置き区の光合成速度は 6 月に 4.4 

mgC mgChl.a-1 h-1，7 月と 8 月に極めて高い約 30 mgC 

mgChl.a-1 h-1 を示し，9 月には 6 月と同程度に小さく

なった．一方，対照区は 1.4 － 5.2 mgC mgChl.a-1 h-1

の範囲で変動した．対照区は前述したようにコケ植物の

Chl.a量が含まれているので，5 つの試料でコケ植物が

混入していないとみなした試料のChl.a量で算出すると，

つまり付着藻類だけの光合成速度は，5.2 － 17.6 mgC 

mgChl.a-1 h-1 の範囲と推定された(図 8 下)．

　袋法で得られた光合成速度をこれまで報告された値

（野崎，2013；高橋ほか，1996）と比較すると，礫置き

区の 33.2 mgC mgChl.a-1 h-1 は高い値である．この値は

東京湾の夏場（水温 20 － 25 ℃）のSkeletonemaのブ

ルームで報告された 9.6 － 16.9 mgC mgChl.a-1 h-1（宝

図 6　付着藻類の綱別体積の割合．図 5　付着藻類の綱別体積．
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月ほか,1959）を上回る例をみない値である．この時の

付着藻類は，藍藻網のHomoeothrix janthinaが優占し

たほぼ純群落とみなせた．礫置き区は出水後の河床を再

現することを目的としたが，ダムの影響のない自然状態

の矢作川で出水後にこれだけ高い光合成速度を観測でき

るのかどうか，今後検証を進めて行く必要がある．

　河川における光合成速度の既存値で高い値として，多

摩川の 7.5 mgC mgChl.a-1 h-1（相崎，1980），千曲川の

8.2 mgC mgChl.a-1 h-1 （桜井，1985）が報告されてお

り，いずれも付着膜形成初期段階の測定値である．観測

当時の河川水質は，千曲川ではTN：1.86 mg l-1 および

TP：0.101 mg l-1（年平均），多摩川では無機態窒素：5.56

－ 8.34 mg l-1 およびPO4-P：0.61 － 1.04 mg l-1（春季；

Aizaki,1978）と高い．Chl.a量は千曲川で 1.0 － 338.5 

mg m-2，多摩川で 100 － 700 mg m-2 の範囲にあり，最

高値はいずれも高い．一方，矢作川では調査地から約

1.0 km 下流の栄養塩濃度は 2017 年の平均値でTN：0.4 

mg m-2，TP：0.019 mg m-2（豊田市環境部環境保全課，

2018）と低く，礫置き区のChl.a量は 2.6 － 28.7 mg 

m-2 と低い．矢作川の水質は，多摩川や千曲川の観測当

時と大きく異なる．本実験における光合成速度を評価す

るには，現在の矢作川に近い河川環境にある同規模河川

と比較する必要がある．

　山本ほか（2018）は 7 月 20 日以降に礫置き区にのみ

アユが増加し，活発に礫表面を食む行動を記録している．

礫置き区の高い光合成速度とアユの行動との関連につい

ては，今後，さらにデータを重ねて検証する予定である．
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