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  矢作川におけるオオカナダモ（ Egeria densa  Planch.）の分布と

出水撹乱（底面せん断応力）との関係 

Flood disturbance as a regulating factor of the spatio-temporal change of Egeria densa 
Planch. in the Yahagi River, Japan
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 要 約  
 　矢作川の中流域で大発生した外来沈水植物オオカナダモの抑制管理手法の検討を目的として年１回の分布モニタ

リングを継続している．本報では 2011 年から 2021 年までのオオカナダモの分布消長と断面平均底面せん断応力と

の関係を整理した．矢作川のオオカナダモは大規模な出水撹乱（底面せん断応力 48 Pa）で一掃されても撹乱のな

い年が数年続くと増加傾向を示すことがわかった．規模が大きくない出水撹乱（底面せん断応力 30 Pa ～ 40 Pa）
であっても長い間隔をあけず数回起きるとオオカナダモを抑制することが明らかになった． 

 １．はじめに 

 　矢作川における外来生物オオカナダモの侵入は，1990

年代に中流の緩い流れの環境で確認されていた（山本，

2000）．1990 年代，オオカナダモは古鼡公園の下流

300 m 付近に局所的に繁茂していたのが，2000 年代に

入ると増加に転じ，2007 年頃からさらに勢いを増し下

流の久澄橋下流付近にまで繁茂域を広げた（内田ほか，

2014；2016）．オオカナダモがアユの友釣り漁場となる

瀬にまで分布拡大したことを受け，2010 年６月にオオ

カナダモの繁茂抑制対策を目的としたオオカナダモ検討

委員会が発足した．検討委員会の事務局を担った豊田市

矢作川研究所では，オオカナダモの持続可能な駆除対策

を提案するにあたり，分布の消長把握が必要と考え，オ

オカナダモの主要な繁茂域である平戸橋から久澄橋の区

間で 2011 年からモニタリングを開始し，2022 年現在も

継続している． 
 　矢作川と同様にオオカナダモが大発生している中国地

方の江の川水系では，その抑制対策を目的とし，フラッ

シュ放流や大規模出水とオオカナダモの流失との関係を

報告している（水口ほか，2013；後藤ほか，2018；栗原

ほか，2018；児玉ほか，2019）．後藤ほか（2018）は，ピー

ク流量 100 m 3 /s のフラッシュ放流では，河床の移動が

ほとんどなく，オオカナダモの流失効果が小さいことを

報告している．栗原ほか（2018）は，オオカナダモの生

育ステージにより流失特性が異なることを指摘し，オオ

カナダモの根が伸長し活着前の段階であれば小規模出水

で抑制効果があるとしている．また，児玉ほか（2019）は，

出水時の掃流力とオオカナダモの流失との関係を明らか

にし，出水時の無次元掃流力が 0.03 以上となるとオオ

カナダモの被度が 50％以上減少することを示した． 
 　河川地形や河床材料は河川によって，また同じ河川で

あっても流程により様々である．従って，出水による撹

乱の作用にも違いがあると考えられる．本研究では，河

川での沈水植物オオカナダモの繁茂抑制対策に役立てる

ために，2010 年から 2021 年の矢作川中流域（平戸橋か

ら久澄橋の間）におけるオオカナダモの分布消長と底面

せん断応力を指標とした出水による撹乱との関係を整理

した． 

 ２．調査方法 

 ２ ― １　分布調査 

 　分布調査は矢作川本流の平戸橋から久澄橋の範囲を対

象とし（図１），2011 年 11 月から 2021 年 12 月において，

非出水期の晩秋から冬季（11 月～２月）に年１回の頻

度で実施した．分布調査は原則，釣船に乗船し，上流か

ら下流方向に岸から対岸までをジグザクに航行し，船上

からオオカナダモの生育の有無を直接目視で確認した．

オオカナダモ群落が確認された場所を１/2500 の地図に

記録した．オオカナダモの被度は，数 m を単位に群落

が発達し，河床が確認されない場所を密，群落と群落の
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間に河床が確認される場所を粗とする２段階とした．

2011 年から 2017 年の分布調査は矢作川漁業協同組合の

協力を得て釣船および船頭の提供を受けた．2018 年か

ら 2021 年の調査では，同組合員の高齢化に伴い釣船を

出航させることができなかったため，平戸橋から籠川

合流点の区間の分布状況に関しては，小型 UAV
（Unmanned aer ia l  vehic le：無人航空機；DJI 
Phantom 4）により河床を空撮し，把握した．UAV 画

像は矢作川の透明度が高い時に撮影されかつ高解像度で

あり，直接目視観察と同様にオオカナダモの分布および

被度を判定できた．船上からの直接目視および UAV 画

像から得たオオカナダモの分布および被度を整理し，分

布図を作成した．なお，2011 年２月には，同区間のオ

オカナダモの分布調査を他機関が実施しており，本報告

ではその結果も加えて解析した（国土交通省中部地方整

備局豊橋河川事務所，2011）．この調査を受託した調査

機関へ聞き取りを行ったところ，陸上からの目視でオオ

カナダモ群落であるか否かの判断ができない場所では潜

水による目視を併用したという情報を得ている．オオカ

ナダモの分布面積は画像解析ソフト ImageJ（https://
imagej.nih.gov/ij/）を用いて算出した．なお，オオカナ

ダモの分布面積は，調査範囲において支流籠川から本流

に土砂供給があるため，本流の籠川合流点を境にその上

流と下流に分けて整理した． 

 ２ ― ２　底面せん断応力 

 　国土交通省・水文水質データベースにより矢作川の高

橋観測所の時間ごとの水位を 2006 年２月１日から 2021

年末までダウンロードした．国土交通省・川の防災情報

より同地点（矢作川・髙橋観測所）の断面形状を確認し

（図２），髙橋地点での水位と潤辺長 S（m）と通水断面

積 A（m 2 ）の関係を確認した（図３）．この水位，潤辺長，

通水断面積の関係より，水位 H（m）と径深 R（m）の

関係を確認した（図４）．基本的に水位が上昇すると径

図１　調査位置．

図２　 川の防災情報の断面形状．（国土交通省・川の防災情

報サイトより）

図３　 髙橋地点での水位H（m），潤辺長S（m），

通水断面積 A（m2）の関係．

図４　 髙橋地点での水位 H（m）と

径深 R（m）の関係．点線は

回帰直線を示す．
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深は大きくなるが，水面幅が広がるが断面積はあまり大

きくならない水位では，水位が上昇しても一時的に径深

が小さくなる状況も図４より確認できる．ただ，本検討

では，髙橋観測所の近傍での局所的な流れというよりは

その上下流の区間での平均的な流況や洪水撹乱としての

底面せん断応力の算定を目標としているため，水位と断

面平均的な底面せん断応力の関係について一次関数で関

連付けることとして，図４の回帰直線を利用して，髙橋

観測所の水位から，底面せん断応力を算定することとし

た． 

 ３．結果と考察 

 　平戸橋から久澄橋の区間における各年のオオカナダモ

の分布状況を図５に示した．各年のオオカナダモの分布

面積を図６に示した． 
 　2011 年２月にはオオカナダモは平戸橋下流から籠川

合流点にかけてほぼ全域に繁茂し，平戸橋下流の右左岸

や平成記念橋付近に被度の高い（密）箇所が確認された．

籠川合流後では，豊田大橋の直上の右左岸や久澄橋付近

の右岸側に密な場所が確認された．2011 年 11 月 ― 2012
年１月には全域で減少し，前年度の分布面積の 38.9％に

まで低下した．ただし，2011 年２月の調査は他機関が

行っており，その調査方法は 2011 年 11 月以降と異なる

が，分布面積が大きいため，調査手法の違いが結果に及

ぼす影響は小さいと考えられる．2012 年 11 月には下流

側（籠川合流点から久澄橋の区間）でやや増加したのに

対し，上流側の水域（平戸橋下流から籠川合流点までの

区間）ではやや減少した．上流側の減少には，2012 年

５月，６月に流路の全面に繁茂していた平井公園横（平

成記念橋上流 1.0 km）のエリアで実施された駆除活動

が影響した可能性がある（内田ほか，2014）．2013 年 12

月には，オオカナダモは流心部では確認されず，分布面

積は前年の約 50％にまで減少した．2014 年および 2015

年の分布は 2013 年と同様に岸寄りの環境に限られてい

たが，籠川合流点付近の右岸や豊田大橋の上流右岸では

密な場所の増加がみられた．2016 年の分布域は前年度

と同様の傾向を示したが，平成記念橋の上流数百 m で

は右岸から左岸にかけて面的に拡大し，全体の分布面積

を増加させた．2017 年にはそのエリアの面的な広がり

は消失したが，右岸に被度の密な場所が確認された．

2018 年にはオオカナダモは急激に縮小し，その分布面

積は当研究所が調査を開始した 2011 年 11 月の約 1/10
となった． 

 　矢作川において大繁茂したオオカナダモの駆除は，

2011 年から 2018 年までにかけて実施され，矢作川研究

所で把握している人海戦術のみによる 2010 年から 2013

年の駆除は４年間で計 22 回，延べ 583 人の努力量が投

入された（内田ほか，2014）．その駆除活動は一時的な

抑制効果を発揮した可能性はあるが，その後の 2014 年

から 2016 年のオオカナダモの分布面積は増加したとも

読み取れる．自然の出水による流失特性を把握した上

で，駆除活動が効果的に作用する方策を考えることが必

要である． 
 　図７に髙橋観測所の水位より算定した断面平均底面せ

ん断応力（以下，底面せん断応力）の時間変化を示す．

同図より，2013年９月に大きな底面せん断応力（48 Pa）
が起きているが，それ以外にも 2011 年や 2018 年など

は，2013 年９月の底面せん断応力よりも小さいが，複

数の底面せん断応力のピークが確認できる（年最大は，

それぞれ 39 Pa と 41 Pa）．2020 年，2021 年にも複数の

底面せん断応力のピークが確認できる（年最大は，それ

ぞれ 37 Pa と 39 Pa）．2011 年よりも前には 2007 年７月

のピーク（39 Pa）の他は，目立った撹乱は起きていな

い（期間中の最大は 2009 年８月２日の 30 Pa）． 
 　オオカナダモの分布面積の経年的変化（図６）と図７

を見比べると，2011 年２月地点での広めの分布面積は，

それ以前に 2007 年７月以降に底面せん断応力が 40 Pa
程度を越える大きな撹乱が起きていなかったことにより

オオカナダモが繁茂域を広げたのではないかと推察でき

る．2011 年 11 月の急激な繁茂面積の減少は 2011 年５

月から９月の間に起きた数回の撹乱の影響によると考え

られる．2013 年の間に起きた分布面積の減少は 2013 年

９月の大きめの撹乱による影響と考えられ，それ以降

2017 年まであまり強い撹乱が起きなかったことからオ

オカナダモの分布域が増加していったと考えられる．

2017 年以降は，2013 年９月よりは強度は小さいものの

複数の撹乱が起きており，そのことで，オオカナダモの

分布面積の拡大が抑制されたものと考えられる．以上の

ことから，オオカナダモが一掃されるほどの大規模な撹

乱が起きた場合を除くと，オオカナダモの分布面積は撹

乱後に回復するが，底面せん断応力が 30 Pa ～ 40 Pa 程

度の中程度の撹乱であっても長い間隔をあけず繰り返し

起きることで分布面積が減少し，面積が小さめに維持さ

れることが推察される． 
 　矢作川においては，2022 年現在，オオカナダモの繁

茂は縮小された状態が維持されている．しかし，2007

年の秋から 2011 年の始めまでのように撹乱のない状態
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図５　平戸橋から久澄橋の区間におけるオオカナダモの経年変化．
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が数年継続すると，繁茂域が大きく広がると推察され

る．本研究により中程度の撹乱であっても繰り返し起き

るとオオカナダモを抑制することが明らかになった．今

後，矢作川のオオカナダモと撹乱との関連性を踏まえ，

オオカナダモが分布拡大の傾向を示した際には，大繁茂

に至る前に，治水・利水に支障のない範囲でのダムによ

るフラッシュ放流や再現（弾力）放流を実施することや

やオオカダモの流失しにくい環境では人海戦術による駆

除を取り入れるなどその場所の条件にあった複合的な対

策が望まれる． 
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図６　 平戸橋から久澄橋間におけるオオカナダモの分布面積の変化．2011 年２月は国土交通省

中部地方整備局豊橋河川事務所（2011）より引用．

図７　 髙橋観測所の水位（上）および水位より算定した断面平均底面せん断応力の

時間変化（下）．下図の菱形は分布状況調査日を示す．
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