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はじめに 
 

 

 天然アユ生態調査実行委員会では、矢作川の天然アユをはじめ在来生物の保全のために

2017年から河床改善実験、通称『ソジバ実験』に取り組みました。実験の詳細については

委員会を年に数回開催し、実験デザイン、調査方法、結果報告を共有し、協議を繰り返

し、進めてきました。 

 本来、『ソジバ実験』の成果報告は、2020年2月に予定していた「豊田市矢作川研究所

シンポジウム」で紹介し、多くの方々のご批判をいただきたいと思っておりました。しか

し、新型コロナウイルスが流行し、やむなくシンポジウムの開催を断念しました。そこ

で、予定していたソジバ実験の報告（矢作川研究 No. 25より転載）、情報提供および実験

の成果と課題についての座談会の内容をこの冊子にまとめることにしました。矢作川の河

床環境の問題を直視した内容ですが、矢作川にご興味を持ってくださっている方々に是非

ともお目通しをいただき、ご意見、ご助言を寄せていただきたく思います。 

 矢作川の様々な恩恵を将来に繋げるためには、河川環境をよりよい方向に導くことが必

要です。そのためには、流域住民の皆さん、河川管理者、利水団体関係者、研究者、アユ

釣りなどのレジャーやスポーツで利用されている方々などと一緒になって、現在の河川環

境の問題を共有し、対策を打ち出すことが重要と考えております。この冊子もその一助に

なることを願っています。 
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水生昆虫など底生動物も調べました 

 アユにとって良好な川底を人工的につくる試みと

して矢作川中流の阿摺ダム下流の「ソジバ」の瀬

（図1、図2）で川底に新たな礫を置いた川底改善実

験（山本ほか, 2021）では、並行して水生昆虫や貝

など底生動物も約3年間調べました。ここでは2020

年2月末に矢作川研究所シンポジウムで報告する予

定だった底生動物の調査結果を紹介します。川底改

善実験の詳しい様子については、山本さんたちのこ

の前の記事を見てください。 

 この調査結果は、愛知工業大学の卒業研究（2017

年度 林尚吾君、宮岸和喜君、2018年度 植田純平

君、2019年度 神山竜太朗君）の内容を要約したも

のです。 

調査の区画 

 まず、底生動物の調査ではソジバの瀬を4区画に

分けて調べました（図2）。まず、人為的な実験の

影響がないと考えられる「対照区」（山本さんたち

の礫置実験区の対照区）、次に2017年4月に礫が置

かれた「2017 年礫置き区」（山本さんたちの礫置実

験区の礫置区）、その下流に位置する2018年3月に

礫が置かれた「2018年礫置き区」（＝2017年礫転が

り区、山本さんたちの凸凹実験区の下流凸凹区）、

2019年に追加で調べた「2019年左岸対照区」の4区

画です。 

 2018年礫置き区を2017年には「礫転がり区」と呼

んだのは、2017年4月にそのすぐ上流に礫を置いた

ので、それが下流へ流されて底生動物に影響を与え

るのではないかと考えて名づけました。 

 それぞれの区画で調査した日を図3に示しまし

た。 

 

矢作川ソジバにおける川底改善の実験が底生動物へ与えた影響 

Effects of riverbed restoration on the benthic macroinvertebrates  

at Sojiba in the Yahagi River, Honshu, Japan 

 

内田 臣一 

Shigekazu UCHIDA 

 この前の記事で山本さんたちが報告した矢作川のソジバでの川底改善実験では、水生昆虫や貝な

ど川底にすむ底生動物も調査しました。その結果、今まで矢作川中流の瀬で川底が返されるような

洪水・工事があると、ヒゲナガカワトビケラ属という水生昆虫が一時的に多くなり、その後、オオ

シマトビケラが多くなるという変化（遷移）が見られましたが、ソジバでも同様の変化が見られま

した。 

 このヒゲナガカワトビケラ属が多くなったそのほぼ同じ時期にその川底にアユが集まる、という

現象が見られました。その後、オオシマトビケラが多くなるとアユは集まらなくなりました。この

ことからヒゲナガカワトビケラ属が多い川底は、アユが好む川底を示している可能性があります。 

図1 ソジバの2017年礫置き区 

   （中央の四角の淡色の川底） 

図2 実験区の位置（豊田市矢作川研究所撮影の 

ドローン写真に加筆） 
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調査の方法 

 それぞれの区画でそれぞれの調査日に川底の50 

cm × 50 cmの範囲2ヶ所にいる底生動物を網で採集

し、研究室へ持ち帰って顕微鏡で種類を調べ、重さ

（湿重量）を測りました。なお、これらの調査の結

果は、図4と図6では全部を示しておらず、一部の調

査日の結果を省略して示してあります。 

 

 

結果1. 底生動物の量 

 まず、調査結果のうち、底生動物がどのくらいた

くさん採れたのか、重さ（現存量）で見ていきます

（図4）。実験が始まる前、2017年の3月には（図4

の左端）、比較的大きな円で示されているように3

区画とも底生動物はたくさん採れました。ところ

が、4月に礫を置いた2017年礫置き区ではその直後4

月末と5月には（図4左端近くの黄色の縦帯の右

側）、底生動物がほとんど採れませんでした。それ

でも、その後6月には早くもたくさんの底生動物が

採れ、それ以後、多少の増減はあっても2017年礫置

き区ではずっとある程度の量の底生動物が採れ続け

ました。 

 次に2018年礫置き区（＝2017年礫転がり区）で

は、2017年には予想に反して、たくさんの底生動物

が採れ続け（図4下左）、上流側の対照区とも目

立った差は見られませんでした。2018年3月末に

は、ここに新しく礫が置かれました。ところがその

後出水が続き、6月まで調査の機会を逃してしまい 

ました。6月8日に2ヶ月余り経過して底生動物を採 

 

図3 実験と調査の工程 

図4 底生動物の現存量とそれに占める造網性トビケラ類の割合 
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集したところ、すでにたくさんの底生動物が採れ

（図4下中央の黄色の縦帯の右側）、他の区画と量

としては同じくらいになっていました。その後も

2018年礫置き区ではずっとある程度の量の底生動物

が採れ続けました。 

 2019年から追加で設けた左岸対照区では、ずっと

たくさんの底生動物が採れ続けました。 

 図4を全体的に見ると2回の礫置き実験のうち、底

生動物の量に影響が見られたのは、2017年礫置き区

で礫を置いた後、約1ヶ月間に底生動物がすごく少 

 

なかった、ということだけです。2018年礫置き区で

も4～5月には同様に少なかった可能性があります

が、見逃してしまったようです。 

 

結果2. 造網性トビケラ類の内訳 

 次に底生動物のうち、造網性トビケラ類（図4で

赤く示した部分）に着目して結果を見ていきます。

図6は造網性トビケラ類だけを取り出して種類別に

重さを測り、色分けしてグラフに示したものです。 

 図6でまず着目してほしいのは、赤で示したオオ

シマトビケラです。この調査では、ほとんど常にオ

オシマトビケラが採集され、しばしば底生動物の中

で最も量が多い種（優占種）でした。 

 ところが、この結果の中には、例外的に緑で示し

たヒゲナガカワトビケラ属が優占し、オオシマトビ

ケラがほとんど、あるいはまったく採れなかった時

が2回あります。それは、2017年礫置き区で礫置き

後2か月弱の2017年6月13日と、2018年礫置き区で礫

置き後約2ヶ月半の2018年6月8日の採集結果です。2

回ともその後はオオシマトビケラが増えてきたので 

 

図5 矢作川中流の瀬における底生動物群集の 

遷移仮説（岡田・内田, 2016） 

図6 造網性トビケラ類の種類別内訳 
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すが、2017年8月30日、2018年6月28日でもヒゲナガ

カワトビケラ属が優占する結果が続きました。 

 

底生動物の遷移（造網性トビケラ類の優占種が交代） 

 このように一時的にヒゲナガカワトビケラ属が多

くなるという現象は、どのように解釈したらいいの

でしょうか。図5は矢作川中流の4ヶ所での調査結果

をもとに洪水や工事などによって川底（河床）が

ひっくり返された、あるいは新しい礫が乗った、と

いう撹乱を受けた際、その後底生動物がどのように

回復するか、というパターン（遷移）を仮説として

考えたものです（岡田・内田, 2016）。これに従え

ば、川底が強い撹乱を受けると、その直後には（図

5の1.）底生動物がほとんどいなくなります。その

後、次第に回復する過程では（図5の2.）優占種が

はっきりしません。その後約1ヶ月から約1年後（図

5の3.）まず優占するのはヒゲナガカワトビケラです

（ソジバの調査ではヒゲナガカワトビケラ属の2

種、チャバネヒゲナガカワトビケラとヒゲナガカワ

トビケラを区別していませんが、今までの研究から

考えるとすべてヒゲナガカワトビケラの可能性が高

い）。さらに撹乱を受けないまま約6か月から約2年

が経過すると（図5の4.）オオシマトビケラが増えて

優占します。この段階に至ると、仮にもっと長く撹

乱を受けない状況が続いたとしても優占種はもう交

代しなくなるようで、このような状態を生態学では

極相と呼びます。 

 この仮説（図5）とソジバでの調査結果（図6）を

対比させてみると、2017年礫置き区では、礫置き後

の2017年4～5月には図6の「1. 底生動物ほとんど生

息せず」、「2. 優占種はっきりせず」の段階が見ら

れ、その後6～8月には「3.ヒゲナガカワトビケラ優

占」、9月以後は「4. オオシマトビケラ優占」へと

遷移が進んだと解釈できます。2018年礫置き区でも

「1. 底生動物ほとんど生息せず」、「2. 優占種はっ

きりせず」の段階は観察できなかったものの、6～8

月の「3. ヒゲナガカワトビケラ優占」から8月以降

の「4. オオシマトビケラ優占」への遷移が見られた

と考えられます。 

 

アユが好む川底とトビケラとの関係 

 前の山本さんたちの報告で図33に示されているよ

うに、ソジバの実験でアユが集まったのは2回あり

ました。山本さんたちの2018年上流凸凹区では、底

生動物を調査しなかったものの、2017年礫置き区と

2018年礫置き区（下流凸凹区）では、アユが集まっ

た時期は、底生動物の調査においてヒゲナガカワト

ビケラ属が優占した時期とほぼ一致しています。 

 アユの行動と底生動物の遷移との関係は、次のよ

うになります。川底が強い撹乱を受けて底生動物も

アユの餌の付着藻類も何もなくなってしまったら、

その時期はアユにとっても好ましい川底の環境では

ないでしょう。しかし、底生動物が回復していく途

中、ヒゲナガカワトビケラ属が優占する段階の川底

の環境には、何か好ましい条件があってアユが集ま

るのだろうと考えられます。さらに底生動物の遷移

が進んで、オオシマトビケラが優占するようになる

と川底の環境の何かが変わって、アユが寄り付かな

くなるようです。 

 この関係を利用して、逆に今後研究が進めば、底

生動物を調べることによって、その川底がアユに

とって好適かどうか、判定できるようになるかもし

れません。 
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 アユに関連した河床改善の事例について紹介しま

す。事例1として、再生産を向上させるための河床

改善、簡単に言うと産卵場を造るということです。

御存じのように、アユの産卵というのは図1のよう

な浮き石の小石底で行われます。最近、ダムの建設

等の問題で、浮き石底が消失傾向にあり、各地の河

川で産卵場の整備が行われています。 

一番多く行われているのは、河床攪拌方式と呼ば

れる方法です（図2）。重機を使って河床掘削し、

砂泥を洗い流したり大きな礫を取り除いて、最後に

均して浮き石底を造るというやり方です。図3は北

海道の朱太川で行った事例ですけれども、左側は造

成前です。はまり石状態になって、かなり硬く締

まっています。これをほぐすような作業をして、右

下のように改善します。まずまず浮き石になってい

るというのがわかるかと思います。 

お金はかかるんですけれども、もっと効果がある

のが図4の砂利投入方式です。高知県の奈半利川で

やっている事例ですけれども、プラントでふるいに

かけた砂利をアユの産卵に好適な状態にミックスし

て、それをダンプで運んできて造成した場所に敷き

入れています。これはすごくお金がかかるので、漁

協さんではなくて、電力会社のほうに環境対策とし

てやってもらっています。 

図5の奈半利川はアーマー化が激しくて、産卵環

境がほとんど失われています。産卵場をつくると、

もう完成後10分ぐらいで図のように産卵が始まりま

す。2週間ぐらいたって産卵場調査をやるんですけ

れども、図6のように石にびっしりとアユの卵が付

着しております。 

アユと河床改善に関する全国の事例 

高橋 勇夫  

図1 アユの産卵場の様子 

図4 砂利投入方式 

図3 造成前後の様子 

図2 河床攪拌方式 
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ちょっと簡単な試算をしてみたんですけれども、

孵化量の実績値として1m2あたり、100万から120万

尾の仔魚が産まれています。これを期間中の総数に

引き延ばすと、15億から18億尾のアユが1つの産卵

場から産まれることになります。 

ただ産卵場の造成という行為が正しいのかという

ことなんですけれども、やはり問題点もありまし

て、川底を傷めますし、アユ以外の生き物の命を少

なからず奪ってしまうことになります。それと、全

くの対症療法にすぎないということで、本質的な対

策とはなっていないと言えると思います。 

言葉を換える、10年単位ぐらいの物差しで見ると

正しいのかもしれないんですけれども、100年とか

いうスパンで見ると、これはもう全く正しくないと

いうことになると思います。 

産卵場を維持するために根本的な解決策というの

は、健全な土砂供給による河床づくりということに

なると思います。ただ、ダムのある河川で、果たし

てこういうことが本当に可能なのかどうか、全く検

証もされていません。一方で、もうアユの再生産は

ほぼ不可能になったと判断されるような河川が全国

的に今、増えているのが実情です。 

事例の2つ目として、アユの生息環境を向上させ

るための河床改善ということがあります。まずは、

河床耕耘による漁場づくりなんですが、河床がアー

マー化する傾向にありまして、これが不良漁場の原

因の1つとなっていることが、おぼろげながらです

けれどもわかっています（図7）。そこで河床耕耘

しまして、アーマー化を解消して優良漁場にしよう

という考え方です（図8）。これも、単純に重機を

出して河床をかき回し、固くしまった河床をほぐす

というやり方を各地の漁協さんがやっています。 

図9は事前事後じゃなくて、やっているところと

やっていない場所を撮影して比較したものなのです

けれども、やってないのが左上ですね。アーマー化

して、かなり固く締まっているのが写真でもわかる

かと思います。それをほぐした状態が右下でして、

かなり柔らかい状態にできています。実際、これは

同じ日に、ほぼ同じ時間に撮った写真なんですけれ

ども、右下のほうにアユのハミ跡が非常に多くて、

石の地肌がかなり見え始めているということがわか

ると思います。先ほどの問題点として、効果が持続

図5 奈半利川の産卵場造成直後の様子 

図6 産卵場造成2週間後の奈半利川の様子 

図7 産卵場造成2週間後の奈半利川の様子 

図8 重機による河床耕耘の様子 
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しないということがあります。せいぜい1カ月、2カ

月というところだと思います。 

2つ目のやり方が、土砂還元、いわゆる置き土で

すね。図10は兵庫県の猪名川で、水資源機構の一庫

ダムが毎年やっている事業なんですが、置き土をし

まして、フラッシュ放流も兼ねて土砂を流すという

やり方です。図11が置き土現場の直下で撮った写真

でして、確かに、供給された土砂が堆積して、フ

レッシュな状態になっていると思います。アユのハ

ミ跡もかなり確認できました。ところが、置き土現

場から2 km下流に移動して河床を見てみると、図12

のようにほとんど改善の効果は見られないというこ

とで、この現場のように、土砂量が少ないと効果が

かなり不明瞭なままになってしまうと。効果がない

と言ったほうがいいかもしれません。 

図13は高知県奈半利川でダム直下に500 m3の置き

土を試験的に行った事例です。置き土をして、1回

出水がありました。図14の左上は出水後の置き土下

流側の状態なんですけれども、白い石が石灰岩で、

マーカーとして使っているものです。巨石の間を砂

利が埋めて、まあまあいい感じになっています。と

ころが、もう一回出水があった後に、もう一度潜水

調査に行ったんですが、もう完璧に流し去られまし

て、もとのアーマー化した、粗粒化した状態に戻っ

ておりました。ですから、土砂投入量が少ないと、

効果はやはり短期的に終わってしまうといことにな

ります。 

土砂還元の問題点として、効果の範囲も期間もか

なりが限定的であるということが言えると思います

（図15）。それと、土砂の粒径によってはマイナス

効果があるということで、例えば、天竜川で置き土

した事例ですと、砂泥分を多く含んだものが置き土

されて、その後一時、漁場がだめになったという話

があります。課題として挙げられるのが、効果の大

きい粒径の土砂をどう確保するかということが1

つ。2つ目として、河床環境の改善に必要な土砂量

をどう定量するかということで、1つの目安として

は、ダム上流への年間堆砂量を目安として流すべき

ではないかという意見があります。3つ目として、

持続的に還元する方法の開発、あるいは確立という

ことが求められていると思います。 

この課題に対してどういうアプローチが行われて

図10 兵庫県猪名川で行われた土砂還元の様子 

図9 産卵場造成2週間後の奈半利川の様子 図11 置き土現場直下の河床の様子 

図12 置き土現場2 km下流の河床の様子 
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いるかということで、これも高知県の奈半利川の事

例ですけれども、継続的に土砂を置き土するため

に、ダムの直下にシューターを設けました（図

16）。左上写真の土砂シューターの脇にダンプで乗

りつけて、ダンプの土砂をそのままこのシューター

に入れていくと川に還元できるというシステムで

す。出水があると、この土砂は流れ去ってしまいま

す。ここは、毎年1万 m3、これは直上のダムの年間

堆砂量なんですけれども、これを目標に投入してい

まして、今のところ、おおむね1万 m3が1年間で入れ

られております。ただ、継続的に見ていくと、これ

でも少な過ぎます。実は、奈半利川はもっと上流に

大きなダムがあって、そこの堆砂量分くらいを合わ

せていかないと、全然足りないんじゃないかという

感触を持っています。 

ならばということで、徳島県の那賀川の長安口ダ

ムの下流に国交省が置き土した事例ですけれども、

これは10年間で140万 m3を置き土しています（図

17）。興味のある方は後でグーグルの航空写真で見

ていただいたらよくわかるんですけれども、長安口

ダムのこの置き土の現場も航空写真でわかります

し、その下流側で砂州が形成されている様子もわか

ります。これはかなり効果があったと思います。こ

の下流にまだダムがあるんですけれども、そこでは

陸封アユが増えているという情報がありまして、こ

れも恐らく産卵場の形成に寄与した事例ではないか

と思います。 

河床改善のための対策の3つ目なんですけれど

も、瀬の再生、これは漁場再生といったほうがいい

図15 土砂還元（置き土）の問題点 

図16 高知県の奈半利川に設置された土砂シューター 

図17 徳島県の那賀川の置き土の様子 

図13 高知県の奈半利川の置き土 

図14 置き土現場直下の河床 
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かもしれません。図18は天竜川の秋葉ダム下流にお

ける早瀬の再生事例でして、事業主体は電源開発さ

んです。近自然河川研究所の有川さんが担当してい

まして、この資料も有川さんにお借りしています。

図18は現場の写真、左上に秋葉ダムがありまして、

その下流の①西川合流地点の事例です。図19の上の

写真が対策前、下が対策後です。対策前を見ます

と、土砂がもうほぼなくなっていまして、ここに長

い瀬があったらしいんですけれども、2段の非常に

単調な瀬となっていました。アユも釣れなくなった

ということで、この改善を試みた事例がその下なん

ですが、何段かの早瀬を形成するという工事を2017

年から2019年にかけて行っています。 

図20は正面を上から撮った写真なんですが、どう

いう作業をしたかというと、この黄色い点々が巨石

の列です。列状の巨石と呼んでいるものなんですけ

れども、これが瀬の骨組みとなっています。その上

下に浅瀬とプールを組み合わせるというやり方で瀬

を造っています。ちなみにこの現場、できてから水

位が7 m以上に上昇するような出水を三度ぐらい経

験していますけれども、現時点でも基本的にこの列

状の巨石の骨組みは流れていません。特殊な石の組

み方で、出水の際に真下に力が加わるようにして、

石が流れないような石の組み方をしているようで

す。 

実際にアユの反応はどうかということなんですけ

れども、図20の上の写真に区域を分けています。水

色の区域が非施工区域で、ここは何もしていませ

ん。コケ植物がいまだに生えています。それから、

西川というのがあって、2017年施工区、2018年施工

区というふうに順番に下流に延びてきている状態で

す。 

図21の下の棒グラフは、アユのハミ跡の被度を表

しています。6月と8月のデータしかないのですが、

グラフの一番左側の非施工区は10％未満なのです

が、2017施工区、2018年施工区とも30％前後とかな

り高くなっています。施工区の下流についても、施

工区からの土砂が流れまして河床改善が行われま

す。そこでは施工区ほどではないんですが、ハミ跡

の被度がかなり高くなっています。施工区は、非施

図18 天竜川の秋葉ダム下流における瀬の再生事例 

図19 対策前後の瀬の様子 

図20 瀬の再生事業のポイント 

図21 施工区、非施工区のアユのハミアト被度 
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工区と比べると、河床材料と流速の変化が大きく

て、かつ、糸状藻類とかコケ植物の生育が少ないと

いう傾向があります。写真は、西川から流れ出てく

る粒径の小さい土砂です。これをうまくトラップし

て全体に広げるような施工をしているということが

大きいと思います。河床の比較なんですが、施工区

と非施工区で明瞭に違いが見られまして、施工区の

ほうはアユのハミ跡が非常に多いということがわか

ります（図22）。 

こういった漁場再生技術を現時点でまとめてみま

すと、まず、洪水後も維持できる可能性があるとい

ことです（図23）。これは、今までの方法だとすぐ

流されていましたので、これは大きいと思います。

それから、アユの定着も実証できたということで

す。一方で、再生技術がまだ発展途上でして、技術

者によって技術力の差が非常に大きいという問題点

があります。もう一つ、これもかなり深刻な問題で

すが、事業主体、お金の出所ですね、これが明確で

ないということもあります。誰がお金出すかという

ことなんですけれども、天竜川のケースでは電源開

発さんが出資、お金を出しています。 

図23 漁場再生技術のまとめ 図22 施工区と非施工区の河床の比較 
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■ソジバ実験についてのコメント 

山本：これまで3年間、ソジバの実験を行ってまい

りました。アドバイザーの皆様から、ソジバ実験に

ついて全体を通じたコメントをいただければと思い

ます。最初に、内田先生のほうから、特に造網性ト

ビケラを現場で調査いただきましたけれども、コメ

ントをいただけるでしょうか。 

 

内田（臣）：底生動物については基本的にアユとよ

く似ていて、新しく礫を置いた後、半年とか1年ぐ

らいは底生動物が大きく変わって、具体的にはヒゲ

ナガカワトビケラ優占に変わったけれども、その

後、1年もたたないうちにオオシマトビケラ優占に

変わってしまった。どうやらオオシマトビケラ優占

に変わるタイミングぐらいでアユのほうも集まらな

くなるという結果だったと思うので、基本的には、

アユの結果とよく似ていて、新しく礫を置いたこと

による効果は十分にあったのだけれども、それが長

続きしないということになるかと思います。 

 ですから、底生動物から見ても、山本さんの提案

の方向に賛成です。つまり、将来的に、そのときし

か効果がないようなやり方ではなく、もう少し長続

きするようなことを考えないといけない。それは、

高橋さんの話の中でも出てきていましたし、恐らく

全国いろいろなところで、短期的には効果があると

いうことは、いろいろ試されてきていて、やはり矢

作川も随分いろいろなことをやったので、もう少し

これを長期的に、高橋さんがおっしゃるように、10

年単位の話ではなくて、もう少し長い目で、100年

と言わずとも、せめて20年、30年の時間で考えられ

るような何か対策が必要ではないかと思います。 

 

山本：長期的な視点で見ていくのが必要だというコ

メント、ありがとうございます。 

 続いて、赤堀先生から、工学的な視点で、我々生

物ばかりの専門家ですのでコメントをいただければ

と思います。 

 

赤堀：土砂がどう動くか興味を持って、ずっと報告

を聞かせていただいたんですけれども、顕著な変動

はなかった。かつ投入できる材料として何が使える

かという制約が大きい中で、実験区を造成した最初

の年に一番アユにとっての成果がはっきり見えた。

それ以降は、クレンジングに関しても、転動に関し

ても、そんなにはっきりとした結果が得られてない

ので、（実験の狙いとして、どんな土砂に対して）

何をしたらいいのかが計画段階で見えてこないと、

実験自体が難しいのかなと思いました。もちろん一

番効果がある置き土や置き石ができればいいんです

が、それができないとなった時に、なかなか難しい

なというところです。 

 その中で、今回の資料の図40（p. 13）で石の付着

物が①→②→③→④と変化していて、900 m3/sぐら

いの出水で②から①に戻る更新が見られています

が、これについてはもう少し調べてもいいのかなと

思います。更新する条件を見ていったら、現状の流

況の中で、持続的な対策ができるものとして何があ

るかが見えてくる気がします。 

 

山本：ありがとうございました。参考にさせていた

だきます。 

 続いて、村上先生はダム湖に関する書籍も書かれ

ておりますし、様々な川も見られていますけれど

も、総合的な視点、それから御専門の藻類の視点か

らコメントをいただければと思います。 

 

村上：まず、実験の前提となる筋書きですが、これ

は、私は正当なものだと思います。例えば、動きや

すいサイズの礫を投入して適切な付着藻類の皮膜を

形成する。それから、なわばりをつくりやすい河床

地形をつくる。それは今のところ、私たちが考えて

も、そのほかの何かいい方法はちょっと思いつくも

のでもありません。ですから、実験の方向は問題な

いと思います。 

 しかし、現実的には、出水規模との関連ですと

か、2年目以降、アユは集まらなくなるだとか、そ

ういう意外な結果が出ているということになりま

す。これは、先ほど言ったように、筋書きの問題で

はなくて、調査の頻度やサンプル数、そちらのほう

だと私は思うわけです。 

 ですから、これから長期間にこういったことを続ヒゲナガカワトビケラ 
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けていく、これが大事なことで、実験の考え方はこ

のままで、もう少し実際の観測のやり方を考えるこ

とが今年の課題ではないかと思います。例えば、観

測頻度ですが、現実的には頻度を上げろということ

は非常に難しい。しかし、いつ調査に行けばその変

化がわかるかをある程度把握していたほうがいいと

思います。 

 先ほど天竜川の有川さんの調査の例が出ました

が、天竜川の漁協ですと、毎日濁りを測っています

ので、濁りが落ちたときを見計らって調査に行くよ

うな態勢になっています。矢作川でも毎日の状況を

把握し、その状況に即して調査に出かけるようなこ

とが必要ではないかと思います。具体的には、例え

ば藻類の様子ですと、酸素を測るロガーを買ってい

らっしゃいますので、それを一年中置いておいて、

その傾向を見て、出水の何日後ぐらいに変化が起こ

るので、このときにはぜひ行かなきゃいけないとい

う調査を組むといいのではないかなと思います。 

 それから、観測のサンプルの数。やはり、礫に

よってかなり付き方が違いますので、10以下だとな

かなか差が出ないということになる。じゃあ、サン

プル数を増やすにはどうするかというと、付着藻類

の簡易測定を取り入れることが大事じゃないかと思

います。天竜川でも、長年使い物にならなかったん

でが、何とか蛍光法でもって、現場でセンサーを当

てれば、だいだいの付着藻類密度がわかるような方

法も確立してきました。このセンサーだと、1回あ

たりの調査で100サンプルを超えることも可能です

ので、そういったことも含めてやればいいんではな

いかなと思います。 

 それからもう一つ、ソジバの実験はアユがなわば

りをつくるような場所を造るということです。そこ

で、一次生産の話をどう絡めるかについて、少し考

え直すべきところがあるように思っています。一次

生産が増えれば、当然アユの生産も増えてくるとい

うのは前提なんですけれども、じゃあ、なわばりを

つくるためには、一次生産をどのくらいまでにした

ほうがいいのかということが、ちょっと私としても

理解ができてないところがあります。例えば、好適

な餌場であればアユのなわばりが小さくなって、同

じ面積でもたくさんのアユがなわばりをつくるよう

な場ができるだとか、そういった全体にきちんとし

たものがないと、なかなか生産とアユのなわばりの

話はつながってこないような気がします。 

 高橋さんに聞きたいのですが、やはり餌場として

いい餌場というのは、悪い餌場よりもアユは狭いな

わばりをつくるものですか。それとも、全く餌とは

関係なしに、もう生得的には1 m2あたりのなわばり

をつくるものですかね。 

 

高橋：なわばりの大きさは、アユの生息密度によっ

てかなり左右されます。過密状態に置かれた場合

は、50 cm四方ぐらいの大きさのなわばりまで縮小

しますし、自由にとれるときは3 m2ぐらいのなわば

りを持つケースも普通にあります。アユの内部的な

競争によって、大きさは決まってくると思います。 

 

村上：わかりました。 

 では、山本さん、私たちのこれからの考え方とし

ては、単位面積当たりのアユの収量を上げるのでは

なくて、なわばりが形成されるような場をつくると

いうのが中心になりますか。 

 

山本：まず基本は、単位面積当たりの収量がよくな

るような環境をつくれば、なわばりもできやすくな

るのかなと思っています。 

 

村上：いや、今の話ではそうはならないと私は取っ

たんですが。高橋さんのコメントでアユの放流密度

によってなわばりの大小が決まってくる。だから、

餌場の環境ではないという感じを受けたんです。 

 

山本：ただ、矢作川の場合は、餌の質があまりにも

悪化しておりまして、もっとすごい低いレベルでア

ユは食べない、なわばりをつくらないということだ

と思うんですが。 

 

高橋：あともう一つ、先ほどの村上先生の御質問に

お答えしますと、アユにとってランドマーク的に大

きな石がぼこぼこあるようなところは、比較的なわ

ばりが広がらないといいますか、はみ出さないとい

う傾向があって、フラットな河床でなわばりをつく

る場合は、かなり大ざっぱになわばりの範囲が決

2018年上流凸凹区でのアユ潜水調査の様子 
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まっている感じがします。ですから、餌の質という

よりも、場の構造といいますか、これは効いてる可

能性はありますね。 

 

村上：なるほど。そうすると、有川さんたちがやっ

ているような巨石を置くというのも、あれも一種の

なわばりをつくりやすくするためのランドマークと

いう役割もまたあるということですか。 

 

高橋：それはあると思います。潜っていても、ある

特定の場所にハミ跡が多いというのは、結構あの現

場では見かけるんですね。かなりアユは選んでいる

という気がしています。 

 

村上：ああ。そうすると、やはりこれは河床の構

造、どういう形の河床にするかを考えることが課題

ではないかと思いますけれどもね。一次生産とアユ

との関係だけではなくて。 

 

山本：一次生産プラス、物理的な川底の形状、構造

がアユのなわばり選択に効いていると思います。村

上先生の御指摘にあったように、調査頻度の問題で

すね。私自身も、やはり現場に行ける回数がなかな

か取れなくて、すごく反省点も大きいんですけれど

も、今回の実験を踏まえて、これから我々の実験の

あり方というのも見直していければと思います。 

 

村上：何か毎日使えるようなデータってないですか

ね。例えば、ダムの管理所からの放水記録だとか。 

 

山本：中部電力が管理しているダムのデータや、

我々が観測している水位や水温データなどがありま

す。 

 

村上：ええ。リアルタイムで使えるようなものがあ

ればいいですよね。 

 

山本：そうですね。村上先生のコメントに対して、

内田さんからはどうでしょうか。 

 

内田（朝）：ありがとうございます。 

 確かに2年目、ソジバにアユがいなかった。実験

を始める前の2016年夏に潜水観察してもらったら、

「1匹見ただけだ」というような状況でした。アユ

がほとんどいないソジバに、礫を投入したら、あれ

だけのアユをまず集めることができたということで

す。1年目の2017年は石をフラットに置いたため

か、なわばりは作らなかったので、2018年には、ラ

ンドマークが必要という高橋さんの助言を反映さ

せ、ぼこぼことした形に礫を置いて、「さあ、なわ

ばりつくれ」という実験をやったわけです。 

 矢作川は釣れる時期がどんどん後ろ倒しになって

いまして、9月に入って、「さあ、今からなわばり

のデータが取れるだろう」というときに大きな出水

があって、それ以降、全く調査に入れない状況に

なってしまいました。1,400 m3/sの出水でしたかね。 

 もちろん私たちも、調査のタイミングを「今だ、

今だ」と思っていても、ほかの仕事の兼ね合いで、

入りたいときに入れないということもありました。

そこは反省しないといけませんが、やはり命を落し

てまでやれないというところもあります。その辺も

考えながら、今後どう展開していくかが重要です。

ソジバの実験を踏まえて、村上先生がおっしゃって

くださっている頻度を上げることを、これからの課

題として取り組んでいく必要があると思います。 

 

村上：頻度だとかサンプル数は、外部の者は気楽に

言えるんですけれども、やっている担当者として

は、なかなかその注文どおりにはいかないというこ

とは十分わかります。 

 

内田（朝）：ソジバは出水後、危ない場所です。冬

場はある程度横断できますが、夏場はとても流心に

近寄れないという場所です。ですから、大きな出水

の後に藻類がどうなっているのかが一番見たい部分

ですが、そういった時は外部委託の調査者に頼むこ

ともためらわれるぐらいの状況になります。 

 そして、もう一つ、DOメーターロガーについて

村上先生がおっしゃっていましたが、確かに研究所

で買っていただいて、何度か測定をしています。し

かし、本当にDOが表層から鉛直方向に均一に分布

しているかわかっていません。例えば、透明水路はコケ植物が繁茂した川底の様子 
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穏やかな流れのところで実験しましたけれども、大

きな石が1つあるだけで、水の流れが変わることも

あります。DOメーターロガーを使った連続した溶

存酸素から一次生産を推定する方法が、日本でも外

国でもかなり主流になりつつありますが、矢作川で

確かなデータが取れるのかは、もうちょっとデータ

を積み重ねて、慎重にやらなければいけないんじゃ

ないかと考えています。 

 それと、DOメーターの膜に付着藻類とかの生物

膜が付き、それが本当に連続したDOであるのかと

いうことに関してもやはり疑問視された助言もあり

ます。「これは3日ぐらいのデータしかとれない」

という意見もあるので、クリアしなければいけない

課題がたくさん含まれていると考えております。 

 

村上：はい。わかりました。 

 

山本：ありがとうございます。 

 では、高橋さんから、最後に、ソジバ実験に関し

てコメントをお願いします。 

 

高橋：全体通して改めて資料を見ると、それなりに

うまくいっていたのだなという感じがしています。

村上先生がおっしゃったように、実験計画としては

よかったんじゃないかという気がしています。ただ

問題があって、2018年、2019年、2020年と、もうア

ユがどんどん少なくなって、それが結果をわかりに

くくしてしまったということが非常にアンラッキー

だったと思います。 

 先ほど、天竜川の秋葉ダムの下流の漁場改善の現

場をお見せしました（p25-26）けれども、あそこも

実は2019年、2020年とアユが少なくて、非施工区と

は一定の差はついているんですけれども、とても有

意な差と言えるようなレベルではついてないんです

ね。やはりアユが少ないので結果が非常に曖昧に

なってしまって、できればこの実験については小規

模でもいいので継続的にやって、もう少し明瞭な結

果にしたほうがいいんじゃないかと考えています。 

 もう一方で、こういう実験ってあくまでも事業化

を目指しているのが前提になっていると思うんです

ね。そういう面からいくと、どういうふうにこの実

験で出てきた結果を事業に反映していくのか。特

に、規模をどう大きくしていくのかは、常に考えて

ないとなかなか実現しないと思います。例えば、奈

半利川でダムの直下にシューターをつけた話をしま

した（p24）けれども、あれも高知県の河川課が事

務局になっている委員会をもう30年以上続けている

んですね、奈半利川では。その中で出てきた話でし

て、シューターは電力会社がつけているやつです。

土砂還元も全部、電力会社がやっています。そうい

うダムのメリットを享受している人がデメリットの

部分を解消する、何らかの対策を取って解消するっ

ていうのが少し矢作川でも見えてこないと、なかな

か事業としての展開には結びつかないと思います。

そういった社会的なアプローチも、今後は必要に

なってくるのではないかと思っています。 

 その辺が研究所としてどうできるかというのはか

なり難しいのかもしれないんですけれども、これを

難しいで済ませていると、いつまでも事業化には結

びついていかないと思います。 

 

山本：ありがとうございます。不足している部分を

補うかたちでデータを取り続けていきたいと思いま

す。シューターを付けるなどの事業化は四国電力さ

んですか。 

 

高橋：電源開発さんですね。 

 

山本：電源開発ですか。シューターをつけたり、土

砂を運ぶことまでやって、経営としてペイできるレ

ベルなんですかね。 

 

高橋：十分ペイできているんだと思います。今、県

が事務局をやっている委員会の中で、濁水の問題と

か、ほかの問題についても、もう少しよくなるよう

な改善方法を一緒に考えていく、求めていくという

ことをやっていまして、まだまだできることはある

と思っています。 

 

山本：このことは、こちらの電力会社にも伝えてい

きたいと思います。 

2017年礫置区の様子 

31



 

 

 

高橋：ぜひそうしないと、ダムのある川って、本当

に厳しい状態に追い込まれていくと思います。 

 

山本：ありがとうございます。 

 

■アユは何を頼りに新鮮な礫の上に集まるのか？ 

山本：今回、アユが釣れる河床を造ることを目指し

てやってまいりました。大規模な出水直後の川底を

再現した場所で、アユは一体何を頼りに新鮮な礫の

上に集まるんだろうかとか、どうして2年目に来な

くなるんだろうとか疑問が出てきました。やはりア

ユがなわばりを形成する河床というものをずっとこ

れからも追究していく必要があるかと思います。 

 高橋さん、コメントいただけるでしょうか。 

 

高橋：アユは何を頼りに新鮮な礫の上に集まるのか

ということをちょっと考えてみたんですけれども、

結論的に言うと、よくわからなくて。ただ、アユ釣

りをしていて、解禁当初は石が大きなごろごろした

ような場所でよく釣れることが多いんですけれど

も、その後、真夏になって水温が上がって、石がご

ろごろした、逆に言うと動きにくい場所はアカ腐れ

の傾向が出てきます。そういう状態になってくる

と、アユたちは、どっちかというと、もうちょっと

小さい礫の河床、チャラ瀬とか言われるような場所

に移動する傾向があって、なわばりの形成率が高く

なってきます。 

 そういう現象から見ると、アカ腐れした、これは

光合成活性が低下したということになると思うんで

すが、そういうのはおいしくなくて嫌っているんだ

ろうと思います。小石底で、少々の流れでもちょっ

と不安定になってクレンジングされやすいような場

所に生えるコケ（付着藻類）の方がおいしくて、そ

ちらを食べにいく。あるいは栄養価が高いというこ

となのかもしれませんが、アユの季節的な移動を見

ていると、やはりコケ（付着藻類）の質、味を選択

して場所を決めているような気がしています。です

から、そういう意味ではソジバ実験のアプローチは

基本的には間違ってないんじゃないかと思います。 

 それと、アユがなわばりを形成する河床というの

は、再三言っていますけれども、ランドマークのよ

うなものがある場所のほうが初期にはなわばりを形

成しますので、そういう場所を選ぶ傾向はあると思

います。ただ、それよりも餌のほうがより強く選択

されて、夏場になるとフラットなチャラ瀬のような

小石底に餌を食べに行くと。そこでなわばりをつく

るというようなことが起きていると思います。 

 ですから、なわばりをつくりやすい場所が選択さ

れやすいんですけれども、最終的には、おいしいコ

ケ（付着藻類）がある場所が選択されるということ

になると思います。それが今のところわかってい

る、アユがどういうふうになわばりを形成するか、

アユが釣れる河床というのはどういうものなのかと

いうことです。言ってしまえば、「一定ではない」

ですね。季節によっても変化するということです。 

 

山本：ありがとうございます。おいしいかおいしく

ないか、それが栄養的に優れているのかどうかもわ

からないけれども、アユはものすごく選んでいるん

だということですね。 

 

高橋：それはあると思うんですよ。そこと光合成活

性なんかをうまく結びつけると、非常におもしろい

結果だったと思うんですけれども、やはりお話を聞

いていると、付着藻類の捉え方というのは難しいん

だなとつくづく思いました。 

 

山本：ありがとうございます。 

 凸凹になっているか、大きな石があるかどうかに

ついて、アユの視界にそのほかのアユが見えるのを

嫌うんかなとも思うんですが。大きな石で囲まれて

いると、ほかのアユの存在が見えない。一方で、ほ

かのアユが見えているところは、やはりそいつが気

になってちょっと見えると、突進していったりする

ので、ストレスフルな環境ということもあるかと思

います。 

 

高橋：そうですね。そういうのもあるかもしれない

ですね。凸凹があると、（なわばりを）守りやすい

ということだけではなくてですね。 ソジバで確認されたアユの様子 
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山本：相手の存在を気にしないで、食べることに専

念できるというのも、なわばり形成に繋がっている

のかもしれません。ありがとうございます。 

 続いて、村上先生から、アユの餌である付着藻類

について、光合成活性との関係でコメントをいただ

けるでしょうか。 

 

村上：まず、私たちが望むものは、面積あたりのア

ユの収量の増加ではなくて、なわばりをつくるアユ

の増加ということを考えなきゃいけないということ

ですよね。そのときに、餌の指標となるような現存

量、それから生産速度、光合成活性、それがアユの

なわばり形成やアユの総生産量にどう関係してくる

かということをもう一度整理しておく必要があるの

ではないかなと思います。 

 私は、先ほどのスライドを見て、光合成活性と、

アユが集まる、集まらないの議論、これは何か

ちょっとずれているような感じがしているんです、

いつも。その場の、どういう藻類が増えて、どうい

う光合成活性を持っているか、それは、藻類の側の

個体レベル、それから、藻類の群集レベルの問題で

あって、それとアユとの関わりはあんまり見えてこ

ないような感じがします。 

 これ以上は専門的な話になるので省略するんだけ

れども、漁協の方には、現存量だとか、生産速度だ

とか、光合成活性がどのような意味を持ってアユの

量と関係するのか、そういったものを少し整理した

ものをつくっておく必要があるのではないかなと

思っています。 

 

山本：ありがとうございます。 

 藻類ならでは、分析するのも難しいですし、結構

専門的な用語とかもあり、結果を漁協の方に発信す

る難しさもあると思いますけれども、今のコメント

に対して内田さんのほうから何かあるでしょうか。 

 

内田（朝）：ありがとうございます。 

 1年目に礫を入れた時にアユがいっぱい集まっ

た、それを餌とどう絡めるかに関して、溶存酸素を

指標とした付着藻類群落の呼吸量、純生産量、ある

いは現存量、そういった値を使えないか？餌から見

て対照区と礫置区で何が違うのかを一生懸命説明し

ようと思ったわけです。今、村上先生がおっしゃっ

た通りで、一般の人には難しい話になります。そし

て一般の人にわかりやすく言おうと思うと、誤解が

どうしても出てくるので、非常に悩んでいるところ

です。ぜひ御指導いただいて、漁協の方にどのよう

な説明をするとわかってもらえるのか、今後、整理

して取り組んでいきたいと考えています。 

 

村上：わかりました。 

 

山本：続いて、内田先生のほうからコメントをいた

だけるでしょうか。 

 

内田（臣）：私はソジバの実験に関わって、どちら

かというと、村上先生がおっしゃるように、もう少

し観測の仕方を工夫したほうがいいんじゃないかと

いうことはもちろんあるんですが、何か違うことを

考えたほうがいいかなと思っています。山本さんか

ら河道内の土砂を利用した川底改善の提案がありま

したが、ソジバでやるかどうかは別として、この実

行委員会のメンバーで議論して、次のことを考えて

もいいのかなというふうに思っています。 

 図43（p14）の1つ目の黒ぽちの1行目と2行目は、

確かにプラス（土砂還元）、マイナス（河道掘削）

で、河川の断面を減らさないので、治水と環境の両

立ができることになると思います。しかし、3行目

はうまく流れてくれれば良いですが、流れてくれな

かったら河床が上がり、治水に悪影響を与えます。

この3行は上2行と下1行を別に考えるべきじゃない

でしょうか。2つ目の黒ぽちの大規模な置き土は、

河床を上げてしまうという恐れがもっとありますよ

ね。それで、ちょっと整理して、河川の断面を減ら

さない対策と、一時的には増えてしまうけれども、

十分下流へ流れ下ることが想定されて、多分大丈夫

だろうという対策と分けて考える必要があると思う

んですが、いかがでしょうか。 

 私自身は、1つ目の黒ぽちの上2行は比較的簡単に

できるように思うので、ソジバでやるか、あるいは

付着藻類の一次生産量調査（袋法）の様子 
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図45（p14）の古鼡でやるか、あるいはまた別の場

所で考えることもできると思うんですが。そういう

提案をしてみてもいいのではと思います。そのとき

にまた、水生昆虫を調べる必要があったら、私とし

ても協力したいと思います。ちょっと話が別のほう

に行きましたが、私はそういう考えを持っていま

す。よろしくお願いします。 

 

山本：ありがとうございます。 

 この河道内の土砂を利用する案ですが、河川管理

者が河道掘削や樹木伐採をこの2、3年の間に中流、

上流でかなり進めるプランがあります。そういった

プランに対して、まだ具体的な検討に入っていない

のですけれども、我々もタイアップする形で河川の

改善ができないかと思っています。特に、内田先生

の言われた1つ目、2つ目のことと関係するテーマで

計画していきたいと思っております。また、できそ

うな段階になりましたら、ぜひ共同で調査しながら

進めていければと思います。 

 

内田（臣）：ありがとうございました。図45（p. 

14）の古鼡の中州を削って投入するという案です

ね。現在、この中州がかなり大きくなっている問題

が起きてますよね。 

 

山本：ええ。古鼡の中州も考える必要があります

が、現在、矢作ダムから第二ダム下流へ土砂バイパ

スが計画されている中で、上流の調査研究が必要と

考えています。現場調査で百月ダム湖の上流端にか

なりいいサイズの礫がたくさんあり、搬路もあるの

で、これを下流へ運ぶことができれば、奈半利川の

ケースのような取組みにつながるポテンシャルはあ

るかなと思っています。それから、河道掘削と置き

土をプラスして、河畔の部分でもう一度同じような

新しい礫底の環境を造ってはどうかというような提

案もしております。 

 

内田（臣）：はい。この話と先ほどの高橋さんのお

話の最後のほうにあった、単純に置き土をすると、

どうしても砂、シルト、粘土が交じるので、やはり

それを除いて置き土することが望ましいというお話

と組み合わせる必要があると思うんですよね。これ

だと、完全に掘削したものをそのまま置くっていう

提案になっていると思うんですが、高橋さんの指摘

を取り入れれば、それは必ずしも得策ではないとい

うことになると思うんですが、その辺、山本さんは

どう考えておられますか。 

 

山本：やはり前例を踏まえて、ソジバは細かい礫の

粒径のものを除いて、8 cm以上に限定して持ち込ん

だので、高橋さんが言われたような必要条件を満た

していたということだと思います。今回、やはりア

ユが釣れる環境をつくるには、細かいものを除くこ

とが必須になってくるのかなと思います。 

 

内田（臣）：当然それでお金がかかりますけれど

も、その問題もあると思いますが。 

 

山本：はい。それはありますね。100万円単位でか

かってくると思うので、簡単ではないかなと。そこ

を工夫してクリアして、金をかけないで済む方法と

か、どこかの事業に連携して進めるとか、画策する

必要があるかと思います。 

 

内田（臣）：ありがとうございました。 

 

山本：ありがとうございます。 

 では、赤堀先生のほうからコメントをお願いでき

るでしょうか。 

 

赤堀：先ほどのタイミングで言ったほうがよかった

のかもしれないんですけれども、3年間の限られた

期間の中で、極端な流況が出てきたとか、そういう

ことはないですよね。例えば、物理的な場に関し

て、短いスパンの中で経験できたことの中ではこう

でしたという見方でとりあえずまとめるしかない部

分があると思います。そうすると、大規模に転動が

起きることはなかったという中で、次に見えたの

が、じゃあ、最後のほうの②から①への更新という

のはあった。それはクレンジングで多分起きてい

て、そのあたりをもう少し見ていくっていうような礫に繁茂したコケ植物と糸状緑藻カワシオグサ 
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やり方もできるのかな。期間が短い中でやるんであ

れば、こういうことが起こり得たというのでまとめ

ておいて、それをさらにもう少し見ますよというの

であれば、次の数年間とかでまたできる可能性も高

いかなという気はします。 

 例えば以前、内田先生もおっしゃっていたよう

に、砂や細礫がクレンジングに作用しているとした

ら、それはダムを通しても来る可能性があって、こ

れぐらいの流量であれば、それによるクレンジング

は期待できるかもしれないとかですね。実際どうい

うことが起きているかわからないですが、そういっ

た方向で確認することはできるかなと思いました。

粒径に応じて役割とか動きが違うので、見ている実

験の期間内で起こり得そうなことはこれだという見

方をしておくと、次の実験への計画がうまくいきや

すく、結果をまとめやすいのかなと思いました。 

 

山本：ありがとうございます。 

 粒径のサイズによって、やはりクレンジングの力

もいろいろ変わってくると思うので、もう少し細か

い目でそういった効果に期待して、実験できる条件

が整う部分がありましたら、調べていきたいと思い

ます。 

 

赤堀：クレンジング目的でよく投入されているのっ

て、10 mmとか20 mmとか割と大きな粒径ですよ

ね。それを入れなくても起こり得ることがもしある

んだったら、おもしろいかなと思いますけれども。 

 

白金：今回のソジバの実験ではコケ植物の被度の変

化を2017年に礫を置いた礫置区とその対照区で観察

しました。対照区では出水後にコケ植物の被度が減

少するという傾向が見られましたが、全く無くなる

ということではなく、全体的に薄くなるという印象

でした。減少するメカニズムとしては、推測ですが

転石では無く、数mmから数cmの砂礫移動によるク

レンジングではないかと思います。 

 

■今後の課題について 

山本：時間が来ているので、最後に、今後の課題に

ついて、それぞれの先生にコメントをいただければ

と思います。 

 内田先生、いかがでしょうか。 

 

内田（臣）：一通りお話伺って、これから一番簡単

にできる実験は、ソジバの高水敷の土砂を使うこと

だと思います。高水敷の土砂を掘ってスケルトンバ

ケットでガタガタとふるい、大きな礫だけ取り出し

て、今回やったような上流から礫を持ってきて敷く

実験と同様の実験をするのは比較的簡単にできるか

なと思ったんですが。 

 さらに、私が見るところ、阿摺ダムの堤体の近く

には、10 mmとか20 mmとかの大きさの礫が来てい

て、先程、赤堀先生が指摘されましたが、堤体近く

に比較的細かい礫があることがわかっていれば、阿

摺ダムを越えて供給されることが想定できるのでは

と思うんです。それよりももっと大きな礫は、高水

敷を掘り崩して取り出し、置いてみるとか。先ほど

の山本さんの図では左岸側を掘るとしていました

が、右岸側を掘ってもいいと思うんですよ。細かい

ことはこれから議論することにして、やってみたら

いいんじゃないかなと思います。 

 今まで、村上先生も赤堀先生も指摘してくださっ

たここ3年、4年の調査を反省して、もっときちんと

データ取るべきだったとか、改善すべきだったとこ

ろはいっぱいあると思うんで、そういうことを考え

てやったらどうかなと思いました。 

 

山本：ありがとうございます。これから、我々電力

会社さんとも連絡体制を取りながら、阿摺ダム付近

の情報提供をお願いしつつ、進めていきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

 続いて、村上先生お願いします。 

 

村上：私に割り当てられている課題は、中礫による

クレンジング効果についてですが、クレンジング効

果を否定する材料は何もありません。クレンジング

に限らず、礫置き、河床清掃、実施可能な実験は

次々提案していけばいいんじゃないかと思います。

ただし、効果判定を必ず行うことが条件です。 

 それから、特に漁協が心配しているのは、効果の

ソジバ実験区の造成時の様子 
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 持続とコストの問題だと思います。高橋さんからも

コメントがありましたけれども、どのくらいやって

効果が持続するのか、これはきちんと明らかにして

おく必要がある。よその川の事例はあんまり参考に

ならないと思います。川によって随分違います。例

えば天竜川ですと、河床清掃しても付着藻類が復帰

するには2週間以上かかる。すごく効果はあるんで

すけれども、濁っていますのでシルトがすぐ堆積し

てしまうというマイナスがあります。矢作川の事情

を考えて、独自の持続効果の判定をする必要がある

と思います。 

 それから、コスト。これもやはり一番大事な問題

だと思います。私たち理系の人間にとってはなかな

か難しい問題ですけれども、やはり事業をやるにつ

いて、どのくらいのお金がかかるかということは、

当然説明していくことじゃないかなと思います。 

 

山本：ありがとうございます。 

 では、赤堀先生、お願いします。 

 

赤堀：最初にいただいた資料では、堆積土砂という

ような話なんですけれども、どこの部分にどれぐら

いの粒径の土砂が使えるものとしてあるかというの

を1回整理することで、また研究のデザインが見え

るかなという気がします。粒径ごとの役割が違うの

と、粒径によってはさらに悪さをするかもしれない

という中で、じゃあ、どこかに土砂が大量にたまっ

ているんだったら、それをぱっと使いましょうじゃ

なくって、それが持っている粒径に応じた使い道を

考える。それが本当にアクセスできるところにある

ものかどうかというところの整理がまず一通り終

わってから、次のデザインかなという気がします。 

 

山本：ありがとうございます。 

 では、最後に高橋さんから、全国の情報も踏まえ

て、我々の矢作川の今後の課題についてコメントい

ただけるでしょうか。 

 

高橋：課題というか、興味があるなと思ったのは、

古鼡なんですね。古鼡で中州の土砂の処理をすると

いうプランがありますが、古鼡はかつてすごくいい

アユの釣り場だったと聞いていますから、ここで豊

田大橋のように、釣り人が増えるような漁場に戻せ

たら、そのインパクトはすごく大きいと思うんです

よね。こういう事業をやる中で、どういうふうに土

砂を管理するといい漁場になるかという実際に事業

化した実験のようになります。これをうまくマネジ

メントして、ソジバのノウハウも入れて、何か提案

でき、それを事業とドッキングできたらおもしろい

なと思っています。 

 

山本：ありがとうございます。 

 

内田（臣）：昔々、田中 蕃さんがまだお元気だっ

たときに、たまたま重機が古鼡の中州に入ってい

て、田中 蕃さんの提案で、「ちょっとこの中州、

掘ってみろや」と言って、1～2 mぐらい掘ったこと

があります。そうしたら、確かに表層50 cmぐらい

は植生の根元などに砂や泥がたまっているんです

が、その下になると、今の低水路ですかね、河床と

同じような大きな礫が重なった層があって、それが

ずっと下まで続いているような感じでした。 

 

山本：では、1 mぐらい掘れば礫が出てくるという

ところですかね。現在、どういったものが堆積して

いるかを調べて、何ができるかを考えた上で、漁協

さんを含めて提案していきたいと思います。 

 時間も来ましたので、これで本日の座談会を終わ

らせていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

成長した古鼡の中州の様子 

36



 

 

ソジバ実験を終えて 

 矢作川は天然アユの遡上が多く、アユの友釣で賑わう川として知られている。しかし、

2000年に入った頃からアユの生息状況が悪化したという声が聞こえるようになり、その原因

の1つに河床環境の劣化が挙げられている。 

 私たちは、かつては友釣りの良好なポイントであったのが、現在では河床のアーマー化が

進行し、コケ植物の繁茂が目立つ場所に着目した。アユは出水の多い日本の河川環境に適応

した魚であり、出水直後に餌（付着藻類）をしきりに食む習性がある。人工的に出水直後の

河床環境を創出するとアユをはじめ水生生物の活性や多様性が高まるという仮説を立て、

2017年から4年間の計画で野外実験を実施した。 

 

ソジバ実験の主な成果 

 2017年の礫置き実験では、出水直後の河床を創出すると、多くのアユが蝟集し、餌の付着

藻類の光合成活性も高まることが示された。  

 2018年では、アユのなわばり行動を高めるため、アユのランドマークとなるよう大きな礫

を使って河床に凸凹を創出すると、アユのなわばりを形成する兆しがみられた。  

 2019年には2017、2018年の実験効果を検証した。礫投入から1年が経過すると、付着藻類

の光合成活性が低下することが示され、アユの応答も鈍くなった。この結果は、ダム下流

域においては、出水直後の河床創出の効果は継続しないことを示唆した。  

 

天然アユ生態調査実行委員会での情報交換 

✻ 他河川の事例 

 ソジバ実験を踏まえ、矢作川の河床環境改善を考えるために、高橋委員から日本の他河

川、奈半利川、那賀川、天竜川の土砂還元や再生事例の紹介をいただいた。奈半利川の事例

から、ダムを有する河川では健全な土砂供給が大きな課題であり、土砂還元の問題は効果の

範囲も期間も限定的であることが示された。天竜川の瀬の再生事業では、創出した瀬が大き

な出水で破壊されず、その効果が継続していることが評価された。このように、日本各地の

事例を通し、対象河川の規模や特性を熟知し、効果の高い河床改善の手法を見いだすことお

よび予算の確保が大きな課題であることを共有した。 

 

✻ 座談会で示された河床改善に向けた今後の課題 

 ソジバ実験では、礫置き効果が継続しなかったため、今後は、改善効果が数十年継続する

ことを目標とした事業に取り組む必要がある。礫移動の視点からみると、礫の粒径によって

動きが異なるので河床への役割も違う。河床改善に利用できる礫の粒径には制限があり、還

元土砂の粒径によっては、マイナスになる場合もある。流域のどこに利用できる砂礫が堆砂

しているのか、そこに河床改善に有効な粒径の礫がどれほどあるのかを把握することが次の

実験の鍵になる。ソジバ実験では、実験中の観測頻度が低かったため、それを高めるために

は、最新の計測機材やリアルタイムデータの積極的な利用を検討する必要がある。アユの遡

上数は年変動があり、生息密度が異なるため、野外実験の効果が見えにくくなることも留意

点である。 
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