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1. 矢作川における河床の撹乱不足 
矢作川は長野県、岐阜県、愛知県を流域とし、標

高 1,908 mの長野県大川入山付近を源流として愛知
県中央部を流れ、三河湾へ注ぐ、幹川流路延長約
118 km、流域面積 1,830 km2 の一級河川である。 
矢作川の中流では 1970 年代までの複数のダム建

設などにより、上流の山地からの土砂の移動が妨げ
られた。そのため中流の河床から細粒の土砂が流れ
去ってしまい、河床の表層に粗粒の礫だけが残るア
ーマー化という現象が起こったことにより河床が
極めて安定し、撹乱に乏しい状態となった（北村ほ
か, 2001）。この土砂の移動の減少には、1955 年頃
から 1995 年まで越戸、阿摺、百月の各ダム貯水池
内でコンクリートの骨材として、ダム湖内の砂利が
サンドポンプ船によって徹底的に砂利採取が行わ
れたことも影響していると考えられる（新見, 1999）。 
さらに 1971 年に完成した流域最大のダムである

矢作ダムの洪水調節により、出水の規模と頻度が
小さくなったことによっても河床への撹乱が減り
（北村ほか, 2001）、さらなる河床の安定を促した
と考えられる。このため、矢作川中流部の一部区間
において、カワシオグサ Cladophora glomerata 等の
大型糸状緑藻の大繁茂（田中, 2000; 内田 2000; 豊
田市矢作川研究所, 2008）、外来の二枚貝カワヒバリ
ガイ Limnoperna fortunei の侵入と大発生（白金ほか, 
2012）、外来の水草オオカナダモ Egeria densa の大
繁茂（内田ほか, 2014）が生物の異常発生として問
題となっている。 
 
2. 矢作川中流の水生生物の問題 
2.1 カワシオグサ 
 カワシオグサは 1980 年代後半から矢作川中流の
一部で大繁茂が確認されている（田中, 2000; 内田 
2000; 豊田市矢作川研究所, 2008）。珪藻や藍藻等、
アユが摂食する微細な付着藻類が繁茂する礫面を
カワシオグサが覆い尽くすため、アユ釣りの障害と
して問題視されている（野崎・内田, 2000; 酒井ほ
か, 2013）。アユはカワシオグサを摂食するが、消化
ができないと推測されている（内田, 2002）。カワシ
オグサが繁茂する時期は、アユがなわばりを形成す
る初夏の時期と重なっている。また、矢作川中流で
はカワシオグサの他にも、カワヒビミドロ、トゲナ
シツルギの 3 種の大型糸状緑藻が繁茂しているが

（内田ほか, 2002; 豊田市矢作川研究所, 2008）、こ
れらの繁茂はアユがなわばりを形成する時期と重
なっていないため、問題視されていない。 
2.2 カワヒバリガイ 
カワヒバリガイは淡水生の二枚貝で、特定外来生

物に指定されている。矢作川水系では 2004 年に発
見され（白金, 2004）、矢作川本流を中心に広く見つ
けられた（内田, 2005）。その後、2006 年 6~8 月に
矢作川中流の一部で大量発生し、同年 9 月上旬に大
量死が確認された（内田ほか, 2007）。そして、2008
年に再び増加したが、その後はあまり多くない状態
が続いている（白金ほか, 2012; 有竹, 2016）。カワ
ヒバリガイは浮遊幼生期にダム貯水池等の止水域
で成長し、放流と共に河川に放出され、河床の大き
な礫や水路壁面に固着する性質がある。2006 年に
は中部電力（株）越戸発電所の導水路の壁面や底に
大量に付着し、発電を妨げることが懸念され、問題
となった（内田ほか, 2007）。また、カワヒバリガイ
は礫の隙間を埋め、造網性トビケラ類などの他の底
生動物の微生息場所を奪っている可能性がある（内
田ほか, 2007）。 
2.3 オオカナダモ 
 オオカナダモは、越戸ダムから豊田大橋付近まで
の矢作川中流の一部の区間で 2007 年から大繁茂が
問題となった（内田, 2010）。アユがなわばりを形成
する夏に繁茂し、オオカナダモの群落によって瀬が
覆われるため、アユは餌である微細な付着藻類を食
べることができない。さらに、河床のオオカナダモ
の群落が川の流れを緩め、群落の株内や周辺に砂泥
が溜まり、アユの餌環境を悪化させてしまう（椿, 
2013; 酒井ほか, 2013; 内田, 2014）。そこで、様々な
団体がオオカナダモの駆除作業を 2009 年より行っ
ている（内田, 2010, 2011, 2012 , 2013; 豊田市矢作川
研究所ほか, 2012; 内田ほか, 2014）。 
2.4 造網性トビケラ類 
河床が安定すると矢作川では造網性トビケラ類

が優占、増加する。造網性トビケラ類が河床で優占
すると、その幼虫が礫間に網を張って営巣すること
によって礫をつなぎ止め、河床を固結させて、それ
がさらに河床を安定させる（田代ほか, 2004）。日本
の河川では底生動物群集の遷移において、ヒゲナガ
カワトビケラ Stenopsyche marmorata が優占して極
相に至ると考えられている（津田, 1957; 津田ほか, 
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1964; 御勢, 1968）。しかし、矢作川中流部の底生動
物群集の遷移ではヒゲナガカワトビケラ科の優占
の後に同じく造網性トビケラ類のオオシマトビケ
ラ Macrostemum radiatum が優占する状態が極相だ
と考えられている（岡田・内田, 2016）。 
 この優占種の交代は、河床へ撹乱が働いた後の底
生動物群集の遷移に伴うものと考えられ、「ヒゲナ
ガカワトビケラ優占の群集」より「オオシマトビケ
ラ優占の群集」が撹乱後に長い時間河床の安定が続
いていることを示すことになる。そして、岡田ほか
（2016）はそれを指標として矢作川中流の瀬におけ
る河床の撹乱を広く 90 地点で評価した。 
 しかし、この評価では矢作ダムから葵大橋までの
広い範囲を対象としたため、撹乱の状況が一つの瀬
の隣接した地点でも大きく異なることがあること
は把握できたが、個々の瀬においてさらに細かく河
床撹乱を評価することはできなかった。 

一方、冨田ほか（2005）は矢作川の豊田市国附町
の瀬において、造網性トビケラ類などの微細な分布
を調べたが、河道微地形との関係については明瞭 
にできなかった。この付近の河道微地形については、
大村ほか（2000）、佐原（2014）、森（2015）による
研究があり、砂州の前縁などが図示されている。 
 山内（2019）は矢作川国附の瀬 55 箇所で底生動
物を採集した。各箇所において長径 20～40cm の礫
を一つ選び、礫に着いている造網性トビケラ類を採
集した。その結果、砂州の前縁の上流側の箇所では
ヒゲナガカワトビケが多い傾向があった。一方、下
流側ではオオシマトビケラが多い傾向があった。ま
た、礫の色は前縁の下流側で黒く、蘚類の被度は前
縁の下流側で高かった。これらの結果は、砂州の前
縁の上流側よりも下流側の河床が安定しているこ
とを示していると考えられる（山内, 2019）。 

2.5 矢作川越戸ダム下流の置土実験 
 2019 年 5 月には、越戸ダム下流において置土実
験が行われた（図 1）。それに伴い、オオカナダモの
除去、付着藻類の剥離更新に着目しモニタリング調
査が実施されたが底生動物の調査は行われなかっ
た。この実験により越戸ダム下流の古鼡の底生動物
に影響が出たのではないかと考えられる（国土交通
省豊橋河川事務所 2019）。 
 
3. 土砂の影響や効果の把握 

矢作川中流においては、1995 年~1998 年に河床の
撹乱の促進を目的とした砂利投入実験が行われた
（田中, 2000）。この実験が大型糸状緑藻や底生動物
へ与えた影響を調べた結果、その影響や効果は顕著
なものではなかった（内田, 2000）。 

矢作川では、上流から流下する土砂をダム下流へ
迂回排砂する土砂バイパストンネル計画が提案さ
れている（深谷ほか, 2005）。この計画は、ダムの堆
砂の改善、可能な限りの土砂の連続性の確保などが
目的であり、土砂バイパストンネルを設置すること
で、土砂が流れ河床が撹乱されるため、矢作川下流
での底生動物の変化を検討する必要がある。 

また、矢作ダムでは、国土交通省は土砂バイパス
トンネルの準備段階として矢作ダムより下流に流
下する土砂の影響や効果を把握するため、2006 年
より置き土実験が行われた。さらに流量に合わせ排
出する土砂を調整する給砂実験が 2016 年 9 月に行
われた（国土交通省豊橋河川事務所・矢作ダム管理
所, 2016）。 
4. コケの被度とソジバの再生 

阿摺ダムから越戸ダムにかけての矢作川は、1980
年代まで良好なアユ釣り場だった。しかし、1990 年
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代以降になるとアユが釣れなくなった。原因として、

河床が撹乱されず、アユが餌とする付着藻類の質が

低下したことが考えられる。さらにこの付近では近

年、川底の礫を覆うほど蘚類（コケ植物）が目立っ

てきた。これらは主にニブハタケナガゴケ 

Ectropothecium obtusulum と ア オ ハ イ ゴ ケ

Rhynchostegium riparioides だった（内田，2017）。 
これらのコケ植物の増加により、アユが餌とする

付着藻類の質や量が低下したという仮説に基づい
て、アユが好む付着藻類の生育が旺盛となるように
川底を改善するため、河床撹乱が起こった環境を人
為的に再現し、珪藻類の付着や底生動物への影響を
確認しようと礫置き実験を 2017 年及び 2018 年に
行った。また、2020 年から矢作川中流の阿摺ダム
下流 700ｍの通称「ソジバ」と呼ばれる瀬において
新規に実験が行われた。 
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矢作川の瀬における底生動物の広域定点調査 
D17041 近藤安紘

 
1.はじめに 

 矢作川は標高 1,908m の大川入山（長野県）を源
流として愛知県中央部を流れ、三河湾にそそぐ一級
河川である。 
 矢作川の中流では、1970 年代までの複数のダム
の建設や洪水調節が原因となり河床の撹乱が起こ
りにくくなる。これを理由に大型糸状緑藻のオオカ
ナダモや外来種とされるカワヒバリガイが繁殖し
ている。 
 本研究では 2001 年からの底生動物の広域定点調
査の結果を基に、底生動物群集の遷移の仮説を明瞭
にすること。また 2020 年の調査結果を加え、2001
年から 2020 年までの矢作川の底生生物の経年変化
をさらに検討した。 
2.研究方法 

2.1 定量採集 

 図 1 に示した 6 地点から 50cm×50cm の方形枠
を 2 箇所、瀬の河床を対象に設置し、採集した。 
 

 

 
1)真弓発電所(豊田市川手町 2020 年 3 月 17 日) 
2)小渡(豊田市島崎町 2020 年 3 月 12 日) 
3)池島(豊田市池島町 2020 年 3 月 17 日) 
4)広瀬(豊田市西広瀬町 2020 年 3 月 16 日) 
5)古鼡(豊田市扶桑町 2020 年 3 月 16 日) 
6)葵大橋(岡崎町細川町 2020 年 3 月 16 日) 
 
 2020 年では上記の 6 地点だが、他にも大野瀬や
矢作橋など 2001 年に渡り様々な地点で調査を行っ
ている。 
2.2 湿重量測定 

採集した底生動物は 80%エタノールで固定して
持ち帰り、双眼実体顕微鏡(ニコン SMZ645)を用い
て造網性トビケラと類とその他の底生動物を目分
けし、さらに造網性トビケラ類をヒゲナガカワトビ
ケラ属、オオシマトビケラ、その他の造網性トビケ
ラ類に分け、分けた底生動物全てを電子てんびん
(A&DHR-60)を用いて湿重量測定した。外来種のカ
ワヒバリガイは大野･倉地(2010)が求めた殻長と軟
体部湿重量との関係式を用いた。 
 

M = 2.69 × 10 × . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 
 

(1)式で、M は湿重量(g)、L は 10mm を超える
殻長(mm)とする。 
図 2 は縦軸に上流から下流にかけた調査地点、横軸
は年代を示した。 
 目分けした底生動物の内、トビケラをさらに属分
けを行い、その湿重量も円グラフとして示した。 
2.3 造網性トビケラ現存量指数と出水の規模 

 造網性トビケラ類は河床の安定したところを好
むが、その他の底生動物の中に不安定な河床を好む
種類が存在すると推測される。そのために、河床の
安定・不安定を示すために、安定した河床を好むと
言われる造網性トビケラ類を用いて、造網性トビケ
ラ類現存量指数（ NIM: Net-spinner Index of the  
BioMass ）を河床の安定度の指標とした（松井, 
2013）。 

図 1 矢作川における広域定点調査地点 
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図 2. 底生動物の現存量と造網性トビケラ類の占める割合（上)と 
造網性トビケラ類の種類別の内訳（下） 

  図 3. 矢作川中流の瀬における底生動物の遷移仮説(岡田・内田,2016) 
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式は以下の通りである。 

 
(2)式で、a はオオシマトビケラの湿重量、b はヒ

ゲナガカワトビケラの湿重量、c はその他の造網性
トビケラの湿重量の値を用いる。 

次に、造網性トビケラ類の現存量と出水の規模と
の関係を知るために、次式で出水の規模を大まかに
示す Q1 を求めた。これは矢作川の対象区間で出水
時の流量データが得られなかったため考案したも
のである。 

 
(3)式で、H＞0 は高橋水位観測所における出水

時の水位の 0m を超える値である。また、n はその
年の水位 0m を超える出水の回数である（松田, 
2013）。 
 国土交通省が公開している矢作川の水質データ
より、(1)式・(2)式を用いて底生動物の現存量と造
網性トビケラ類の占める割合の結果を図 5 に表し
た。 
2.4 水質との関係の検討 
 国土交通省（2020）が公開している矢作川の水質
データと底生動物の現存量と造網性トビケラ類の
占める割合の結果を比較した。観測点である明治用

水頭首工で 1999 年から 2019 年まで月に一度、午
前中に採水したデータである。 
 このデータを用いて、翌年 3 月の NIM 値、底生
動物の現存量合計、各トビケラ類の現存量合計と比
較した。また、前年度の出水が大きい年のデータは、
水質との関係よりも出水規模との関係が強いと考
えられるため、前年度の出水規模 Q1 が 25m2 より
大きい 2001,2005,2012,2019 年のデータを除いて比
較した。 
3.結果 

3.1 現存量より 

図 2(上)は、2001～2019 年の過去の調査結果に本
結果を加えたものである。底生動物の現存量を円グ
ラフの大きさで表し、造網性トビケラ類とその他の
底生動物に分けて示している。 
 2018 年では池島も調査を行ったが、調査資料が
トビケラ以外欠測になってしまったため省略して
いる。 
 現存量において、本結果の 2020 年は 2019 年の
結果(深澤,2019)と比べ真弓発電所は増加したが、
小渡、池島、広瀬、古鼡、葵大橋は減少し、現存量
の合計は 2001～2020 年の結果から 6 番目に低い。 
 造網性トビケラ類の割合を本結果と 2019 年で比
べると、全ての調査地点で割合が増加している。 
 ま た 前 年 度 出 水 規 模 Q1 が 25m2 を 超 え た
2001,2005,2012,2019 年では、造網性トビケラ類の

NIM = 5a + 3b + c . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

₁ = { (> 0 )} . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 

図 4. 矢作川高橋水位観測所における日最高水位（国土交通省,2020a） 
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割合は減少している。 
3.2 造網性トビケラ類の種類別の内訳より 

 図 2(下)は、2001～2019 年の過去の調査結果に本
結果を加えたものである。造網性トビケラ類の現存
量を円グラフの大きさで表し、矢作川中流の瀬にお
ける底生動物の遷移仮説(岡田・内田､2016)を基に、

ヒゲナガカワトビケラ属、オオシマトビケラ、その 
他シマトビケラ科、その他造網性トビケラ類を模様
などで示している。 

今年調査した池島は 2019 年と比べオオシマトビ
ケラの割合が増加した。 

また全期間を通して、小渡から上流の地点にはオ
オシマトビケラがほとんど存在せず攪乱が多く起
こっており、池島より下流の地点とは河川の環境が
大きく異なると考えられる。 
 現存量においては 2019 年と比べ、真弓発電所、
小渡、葵大橋が増加、池島、広瀬、古鼡は減少して
いる。特に葵大橋の現存量は 2018，2019 年では
1.0g/m2 以下であったが、本結果では 1.0g/m2 を超

図 5 底生動物の現存量と前年度出水規模 Q1、造網性
トビケラ類の現存量と出水規模 Q1、造網性トビケラ類
現存量指数 NIM と前年度出水規模 Q1 

図 6 矢作川にお ける水質の経年 変化( 国土交通
省,2020b） 
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えた。 
3.3 前年の出水規模と底生動物との関係  

 底生動物全体の現存量、造網性トビケラ類の現存
量、造網性トビケラ類現存量指数 NIM 値とその調
査の前年の出水規模 Q1 との関係を図 5 に示した。 
 2000 年代では３つとも負の相関が大きいが、
2010+2020 年代では相関は小さく、また底生動物全
体の現存量と前年の出水規模 Q1 との関係では正の
相関になっている。 
 全年度において出水規模が大きいと各値は小さ
く、逆に現存量などが大きいと出水規模が小さくな
る。しかし、2012,2019 年の底生動物全体の現存量
はブヨなどが多く採れた。 
 このため、出水規模に対し現存量が大きくなった
と考えられる。 
3.4 水質と底生動物との関係  

 矢作川中流に連なるダムでは、ダム湖で発生した
プランクトンが下流に供給される。造網性トビケラ
類の幼虫は、網を使って流下物を濾しとって食べて

おり、ダム湖で発生したプランクトンを餌資源とし
て利用している。(竹門・谷田,2009) 
 ダム湖で発生するプランクトンの量は水質の影響
を受ける。そこで、矢作川内の明治用水路頭首工の
水質(全窒素、全リン、全有機体炭素)の経年変化を
図 6 として高低線は各年の最大水質、最低水質、点
はその年の平均値を示した。また底生動物全体の現
存量、造網性トビケラ類の現存量、造網性トビケラ
類現存量指数 NIM 値と水質との関係を図 7 に示し
た。 
 図 7 より、各値と水質との関係は相関係数 r の値
は、全窒素、全リン、全有機体炭素の値が大きくな
ると現存量や造網性トビケラ類現存量指数 NIM も
大きくなったため、全窒素、全リン、全有機体炭素
の全てに正の相関がみられた。造網性トビケラ類の
現存量と水質、造網性トビケラ類現存量指数 NIM
値と水質との関係の図では相関は大きいが、2000年
代と 2010 年代を比較すると、2000 年代の各値が大
きく分かれており、2010 年代のみの相関はほとん

図 7 底生動物全体の現存量と水質との関係(左)、造網性トビケラ類全体の現存量と水質との関係(中)、 
造網性トビケラ類現存量指数 NIM と水質との関係(右) 
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どなかった。 
 このため、2010 年代に水質が良質になり、造網性
トビケラ類現存量や NIM の値が大きく変わらない
状態になっている。 
4.まとめ 

 矢作川本流の真弓発電所・小渡・池島・広瀬・古
鼡・葵大橋の 6 地点で調査した。 
 2001～2020 年の全期間を通して、池島・広瀬・
古鼡の 3 地点は現存量が大きい。 

また、小渡から上流の地点にはオオシマトビケラ
がほとんど存在せず攪乱が多く起こっており、池島
より下流の地点とは河川の環境が大きく異なると
考えられる。 

前年度の出水規模 Q1 と底生動物との関係は全体
的に負の相関であり、出水規模が大きくなると現存
量や造網性トビケラ類現存量指数 NIM 値が小さく
なっていた。2010+2020 年代でも負の相関ではある
が、2010 年代と比べ、相関係数 r の値は小さくなっ
ている。 

底生動物と水質との関係は正の関数であり、また
造網性トビケラ類の現存量と水質との関係、NIM と
水質との関係は正の関数が強く、全体の現存量と水
質との関係では相関は弱かった。 

このためダム湖で発生するプランクトンの増減
を介して造網性トビケラ類の増減につながってい
ると考えられる。 

また、2000 年代では相関が強かったが、2020 年
代では相関は小さくなった。 

これは 2010 年代にわたり水質が良くなっている
ため、これ以上水質が良くなっても造網性トビケラ
類の現存量や NIM 値が小さくならないと考えられ
る。 
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付表 2 造網性トビケラ類の種類別の内訳 

付表 1 底生動物の現存量と目別の割合 

単位 造網トビケラ
非造網トビ
ケラ

カワゲラ カゲロウ トンボ その他 各地点の合計

真弓No.1 g/0.25m² 0.5941 0.0640 0.1806 0.4042 0.0005 0.1132
真弓No.2 g/0.25m² 3.7267 0.0360 0.1165 0.1377 0.0000 0.0231
平均 g/m² 8.6416 0.2000 0.5942 1.0838 0.0010 0.2726 10.7932

小渡No.1 g/0.25m² 5.1763 0.2375 0.2489 1.1729 1.7173
小渡No.2 g/0.25m² 5.0746 0.1304 0.6071 1.1570 3.0367
平均 g/m² 20.5018 0.7358 1.7120 4.6598 0.0000 9.5080 37.1174

池島No.1 g/0.25m² 1.5179 0.0137 0.3910 0.2905 0.1332 0.4877
池島No.2 g/0.25m² 1.3261 0.0019 0.2921 0.5617 0.0036 0.3397
平均 g/m² 5.6880 0.0312 1.3662 1.7044 0.2736 1.6548 10.7182

広瀬No.1 g/0.25m² 5.5153 0.1081 0.3511 0.9365 0.5278 0.1820
広瀬No.2 g/0.25m² 3.0685 0.0566 0.5335 0.3210 0.0592 0.1405
平均 g/m² 17.1676 0.3294 1.7692 2.5150 1.1740 0.6450 23.6002

古鼡No.1 g/0.25m² 2.8067 0.0799 0.8574 1.4962 0.0915
古鼡No.2 g/0.25m² 1.5104 0.0642 0.2244 0.1015 0.0507
平均 g/m² 8.6342 0.2882 2.1636 3.1954 0.0000 0.2844 14.5658

葵大橋No.1 g/0.25m² 0.5156 0.0756 0.0002 0.3614 0.2968
葵大橋No.2 g/0.25m² 0.7108 0.1222 0.5299 0.5638 0.2232
平均 g/m² 2.4528 0.3956 1.0602 1.8504 0.0000 1.0400 6.7990

単位
ヒゲナガカワ
トビケラ属

オオシマ
トビケラ

その他シマ
トビケラ科

その他造網性
トビケラ

合計

真弓No.1 g/0.25m² 0.0778 0.5156 0.0007 0.5941
真弓No.2 g/0.25m² 3.0977 0.6290 0.0000 3.7267
平均 g/m² 6.3510 0.0000 2.2892 0.0014 8.6416

小渡No.1 g/0.25m² 4.6615 0.0917 0.3640 0.0591 5.1763
小渡No.2 g/0.25m² 3.9324 0.0000 1.0339 0.1083 5.0746
平均 g/m² 17.1878 0.1834 2.7958 0.3348 20.5018

池島No.1 g/0.25m² 0.2528 0.0819 1.1426 0.0406 1.5179
池島No.2 g/0.25m² 0.3240 0.5197 0.4824 0.0000 1.3261
平均 g/m² 1.1536 1.2032 3.2500 0.0812 5.6880

広瀬No.1 g/0.25m² 2.8621 1.5334 1.0864 0.0334 5.5153
広瀬No.2 g/0.25m² 1.6929 1.0564 0.2490 0.0702 3.0685
平均 g/m² 9.1100 5.1796 2.6708 0.2072 17.1676

古鼡No.1 g/0.25m² 1.5371 0.4254 0.6540 0.1902 2.8067
古鼡No.2 g/0.25m² 0.9798 0.2064 0.2992 0.0250 1.5104
平均 g/m² 5.0338 1.2636 1.9064 0.4304 8.6342

葵大橋No.1 g/0.25m² 0.0000 0.5156 0.0000 0.5156
葵大橋No.2 g/0.25m² 0.0080 0.6290 0.0738 0.7108
平均 g/m² 0.0000 0.0160 2.2892 0.1476 2.4528
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矢作川におけるオオシマトビケラとヒゲナガカワトビケラの巣材 
D16040 高井駿輔 

1. はじめに 
矢作川は標高 1908m の大川入山（長野県）を源

流として愛知県中央部を流れ、三河湾に注ぐ一級

河川である。矢作川の上流部は急峻な地形となっ

ているため、浸食や崩壊により多量の土砂が発生

し、出水時に河川を流下移動する。 
しかし、矢作川の中流では 1970 年代まで複数の

ダム建設、ダム湖での砂利採取、矢作ダムの洪水調

節などが行われたため、上流の山地から土砂の移

動が妨げられ、中流の河床から細粒の砂礫が流れ

去り、河床の表層に粗粒の礫だけが残存するアー

マー化（河床表層の粗粒化）という現象が起こった。                   

これにより河床が極めて安定し、撹乱に乏しい状

態となった。このように河床が安定すると造網性

トビケラ類が優占、増加する。矢作川中流部では底

生動物群集の遷移ではヒゲナガカワトビケラ科の

優占の後に同じく造網性トビケラ類のオオシマト

ビケラが優占する状態が極相だと考えられている

（岡田・内田, 2016）。 
この矢作川の底生動物群集の長期にわたる経年

変化について花井（2017）のまとめがある。1990 年

代以降オオシマトビケラの割合が増加傾向にある。

原因として矢作川中流部に複数のダムが流量調節

や土砂移動を妨げているため、河床の撹乱の頻度

が減り河床が安定し、遷移が進んだとされている。 
しかし、これらの研究では底生動物群集の遷移

においてオオシマトビケラ、ヒゲナガカワトビケ

ラなどがどのような競争関係にあるか明らかにし

ていない。造網性トビケラ類の種間の競争関係は、

餌をめぐる競争、巣を作る場所の競争など様々な

関係が想定される。両種とも細礫を巣材として利

用するため、山腰（2018）はヒゲナガカワトビケラ

の巣材の粒径は 4 mm～16 mm 程度に、オオシマト

ビケラの巣材の粒径は 2 mm 程度の大きさに集中

していることを表している。また、池田（2019）で

はヒゲナガカワトビケラの巣材の粒径は 5 mm 程

度に、オオシマトビケラの巣材の粒径は 3 mm 程度

に集中していることを表している。ただし、山腰

（2018）と池田（2019）はそれぞれ幼虫、蛹のみを

粒度分析している。 
崎下（2019）はヒゲナガトビケラ属の巣材及びダ

ム直下砂礫の分析と巣材に適した砂礫の有無と粒

径組成を確認した。 
本研究ではオオシマトビケラとヒゲナガカワト

ビケラの前蛹と蛹、幼虫の巣材を粒度分析して比

較し使用されている粒径を明確化することを目的

とする。 
2. 研究方法 
2.1 トビケラの幼虫と蛹の採集 

今回オオシマトビケラとヒゲナガカワトビケラ
が多く生息している調査範囲～愛知県豊田市平戸
橋町平戸大橋の下流で定性採集を行った。（図 1） 

図 1.調査地 
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図 2. オオシマトビケラとヒゲナガカワトビケラ巣材の粒度
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2.2 頭長頭幅測定による齢期分析  
ヒゲナガカワトビケラとオオシマトビケラの頭長

頭幅測定（図 3）を行い、岡田ほか（2016）文献に

従い齢期を分析する。 

2.3 巣材の粒度分析 
矢作川の中・下流のヒゲナガカワトビケラ属と 

オオシマトビケラがともに生息する瀬において、

巣とともに両種類の幼虫と蛹を採集し、研究室に

持ち帰って巣を構成する砂礫をほぐした後、その

砂礫を網の目が粗いふるいから順にふるい分けし

て粒度を分析する。ふるいは JIS Z 8801-1: 2019 に

従った次の目開きのものを使用した（9.5 mm 以上

の物はノギスなどを使い測定）： 9.5（3.25）、8（3）、
6.7（2.74）、5.6（2.49）、4.75（2.25）、4（2）、3.35
（1.74）、2（0.80）、2.36（1.24）、2（1）、1（0）、1.4
（0.49）、1.18（0.24）、1 mm 。これより小さいもの

は巣材とは見なさないものとした。但し（）内はφ

スケールとする。 
粒径の単位は φでも示す。φは次式で求められる。 
 

φ = - log2D . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 
 
ただし D は粒径（mm）である。 
 
3. 結果と考察 
3.1  

トビケラは河床の安定したところを好むが、そ

の他の底生動物の中に不安定な河床を好む種が存

在すると推測される。今回の研究では幼虫、前蛹と

蛹、両方の巣材の粒度分析を行い、粒径を比較する

ことで河床の撹乱の度合いを確認し、オオシマト

ビケラとヒゲナガカワトビケラの主に巣材に利用

している砂礫の粒径を特定した。6 月 25 日に定性

採集したオオシマトビケラの齢期分析と集計と粒

度分析を行った。 

内訳は計 99、幼虫 24、前蛹 16、蛹 59（5 齢幼虫）

となった。 
9 月 15 日に定性採集したヒゲナガカワトビケラ

の齢期分析と集計を行った。 
内訳は計 110、幼虫 52(4 齢は 5 個体)、前蛹 22、

蛹 36、となった。 
 
3.2   

本研究で採集したオオシマトビラとヒゲナガカ

ワトビケラの巣材の粒径は 8-2 の図 2 に幼虫・前

蛹・蛹について粒度分析を行った結果の平均グラ

フを示す。 
オオシマトビケラは 1～2 ミリに偏っているのが

分かる。幼虫・前蛹・蛹で差は小さく粒径が比較的

に揃っていた。 
ヒゲナガカワトビケラは大半の個体が 2～5 ミリ

の範囲に集中しているが、個体によっては稀に 10
～13 ミリ程度の大きい巣材を使用している幼虫・

前蛹が存在した。 
図 4 にヒゲナガカワトビケラ 4 齢幼虫の粒度を

示す。 
L1 の個体は最も少ない 2 ミリ付近から増加してい

き 8 ミリの使用率が最も多い割合となっている。 
L19 の個体は極端に粒径 8 ミリ以上が多いが、個体

によっては極端に大きい砂礫を巣材に使用してい

る事があるものと考えられる。 
L24 の個体は 2 ミリから順に増加していき 6 ミリ

付近が多いことから粒径の大きい砂礫の使用率が 
多くなっている。 
L26 の個体は 5 ミリ付近が極端に多くなっている

事から、時折見受けられる粒径の大きい砂礫を多

用する個体の一部だと考えられる。。 
L27 の個体も 8 ミリが極端に多く L26 に似ている

が、これも粒径の大きい砂礫の使用率が多い個体

のパターンの一例である。 
平均グラフは 5 個体の平均である。一部の粒径

に欠けが有るものの概形は 5 齢幼虫の平均グラフ

と似ている結果となった。 
L24の個体は粒径 4ミリ以下の砂礫が採集した 4齢
幼虫の中では最も多く使用されていたが、その他

の個体は 6 ミリや 8 ミリ大きい場合には 10 ミリ以

上の砂礫を使用している。以上の事からヒゲナガ

カワトビケラの幼虫は粒径の大きい砂礫を好む個

体がある程度存在する事が分かった。 
8-5 図 5 はオオシマトビケラとヒゲナガカワト

ビケラの各平均グラフに使用している粒径の平均

μを実線で、平均 μ+σと平均 μ-σ（σは標準偏差）

を破線でバラつきを示した物である。 

図 3 ヒゲナガカワトビケラ（左）と 

オオシマトビケラ（右）の頭部の模式図 

（岡田ほか 2016） 

頭幅 頭幅 

頭 

長 頭 

長 
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オオシマトビケラの幼虫は最もバラつきが大き

い。前蛹は偶然にも粒径が揃っていたのかバラつ

きが少なく幅が狭くなっている。蛹は粒径が前蛹

ほど揃っていなかったのかバラつきが大きく幅が

広い。ヒゲナガカワトビケラの幼虫は平均が前蛹

と蛹より大きい粒径に位置しているが、幾らか含

まれている大きい粒径を好む個体が平均を引き上

げたと考えられる。 
前蛹と蛹は比較的に相関関係となっておりバラ

つき幅もほぼ同じ結果となっている事から、前蛹

と蛹は使用粒径が同等と考えられる。 
 
4.まとめ 
 オオシマトビケラとヒゲナガカワトビケラの採

集した幼虫はほぼ 5 齢幼虫であった。オオシマト

ビケラの巣材は 2mm 弱が多く偏っていた。ヒゲナ

ガカワトビケラの巣材は 3～4mm が多く偏ってい

るが、8～10 ミリ以上の大きい粒径を好む個体があ

る程度存在していた。 
崎下紘信（2019）と比較したところ、ダム直下の

砂礫は巣材の砂礫を含むと考えられる。 
5.引用文献. 
畑中敦・植田純平・柴田那智・池田靖基・山内佑華・

伊藤誠記（2019）矢作川の底生動物についての研

究の背景，平成 30 年度 愛知工業大学 河川・環

境研究室 卒業論文，矢作川-1～4． 
池田靖基（2019）矢作川の瀬における底生動物の定
点調査 付: オオシマトビケラとヒゲナガカワト
ビケラ属の巣材. 平成 30 年度 愛知工業大学 河
川・環境研究室 卒業論文集: 25-1～25-7. 

岡田和也・内田臣一・小久保嘉将（2016）矢作川に

おける造網性トビケラ類を用いた河床撹乱の評

価, 51: 55-66． 
岡田和也・内田臣一・小久保嘉将（2016）矢作川に
おける造網性トビケラ類を用いた河床撹乱の評
価. 愛知工業大学研究報告 51: 55-65. 

崎下紘信（2019）矢作川におけるダム直下砂礫の
粒径とヒゲナガカワトビケラの巣材,22:1-8. 

山腰峻吾（2018）矢作川の瀬おける底生動物、特に

オオシマトビケラとヒゲナガカワトビケラの競争

関係. 平成 29 年度 愛知工業大学 河川・環境研究

室 卒業論文集: 15-1～15-7 
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図 4.ヒゲナガカワトビケラ 4 齢幼虫の粒度 
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図 5. オオシマトビケラとヒゲナガカワトビケラ粒度のバラつき 
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矢作川ソジバにおける底生動物の調査 
S17036 日比野祐介 

1. はじめに 
1. 研究背景 

矢作川のような上流に急峻な山地を持つ自然状
態の河川では、出水時に多量の土砂が移動する。し
かし、矢作川中流・下流では 1970 年代までの複数
のダム建設などにより、上流の山地からの土砂移
動が妨げられた。そのため中流の河床が極めて安
定し、撹乱に乏しい状態となった（中村・内田, 2003）。
このように河床が安定すると、河川の瀬の底生動
物群集において、造網性トビケラ類が増加すると
考えられる（三宅, 2013）。 

矢作川中流の瀬においては、撹乱の後に、造網性
トビケラ類の中でまずヒゲナガカワトビケラ
Stenopsyche marmorata が優占し、その後オオシマト
ビケラ Macrostemum radiatum が優占する傾向があ
る（岡田・内田, 2016）。 

矢作川でも特に中流において、造網性トビケラ

類が優占して生息している（伊藤ほか, 2020）。 
これらの問題などが起きている区間の一つであ

る阿摺ダムから越戸ダムにかけての矢作川は、

1980 年代まで良好なアユ釣り場だった。しかし、

1990 年代以降になるとアユが釣れなくなった。原

因として、河床が撹乱されず、アユが餌とする付着

藻類の質が低下したことが考えられる。さらにこ

の付近では近年、川底の礫を覆うほど蘚類（コケ植

物）が目立ってきた。これらは主にニブハタケナガ

ゴケ Ectropothecium obtusulum とアオハイゴケ

Rhynchostegium riparioides だった（内田,2017）。 

これらのコケ植物の増加により、アユが餌とす

る付着藻類の質や量が低下したという仮説に基づ

いて、アユが好む付着藻類の生育が旺盛となるよ

うに川底を改善するための礫置き実験を 2017 年及

び 2018 年に行った。この実験はダムの影響により

減少した砂礫の供給を人工的に行うもので、この

実験の結果、礫置き区の川底では、アユの餌として

日本の河川ではポピュラーなビロード藍藻が優占

していた。一方、対照区ではその種の割合が 50％
を下回っていた（山本ほか,2018）。また、出水によ

る影響でコケ植物が剥がれた際にコケ植物の被度

は約 4 ヶ月で元の状態に近づくことが分かった。

これは人工的にコケを剥いだり、出水で剥がれた

としてもコケの原糸体が礫に残り、そこから本体

が成長するためである。この結果から、今後アユの

嫌うコケ植物の生えない川底を維持するためには、

川底の砂礫の流れる出水が、頻繁に起こることが

必要だと考えられる（白金・内田,2018）。 
 礫に付着したコケの剥がれるような川底の砂礫

の移動と出水の関係を観測すること期待し、2020
年 8 月 18 日に、図 1 に示される矢作川中流の阿摺

ダム下流 700ｍの通称「ソジバ」と呼ばれる瀬の、

図 2 で示す横断ラインにて、着色された礫を 1ｍ間

隔で直線上に配置し、出水時の礫の移動とコケの

被度の変化を調査するため新規に実験が行われた。 
 本研究では 8 月 18 日にソジバにて行われた実験

図 1.調査地の位置 
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について、横断ラインから下流 50 ㎝～100 ㎝の地

点の底生動物を調査し、横断方向での撹乱の違い

を、図 3 の遷移仮説を用いて比較し矢作川中流の

瀬における河床の撹乱が不足している問題を解消

するための基礎資料を提出することを目的とした。 
 

2. 研究方法 
2.1 調査地点 

矢作川中流のソジバの 2020年横断ライン（図 2）
に 1ｍ間隔で置かれた礫 No.1~No.61 の中で右岸側

では No.1~No.27 の奇数、左岸側では No.40~No.60
の偶数の礫の下流 50cm～100cm の範囲。 
 

 
2.2 採集と同定 

調査地点の範囲から長径 20cm～30 cmの礫を選び、

その礫の下面と下面に接する面に付着している底

生動物を網目内径 3mm、網の間口の大きさが約

30cm×30cm の網を用いて採集した。 
採集した底生動物は 80％エタノールで固定して

持ち帰った。そして、現地から持ち帰った底生動物

を造網性トビケラ類とその他の底生動物に分けた。

さらに、造網性トビケラ類をヒゲナガカワトビケ

ラ属、オオシマトビケラ、その他の造網性トビケラ

類に分類した。 
 採集した底生動物の礫の表面積に対する数をデ

ータとしてとるため、各礫の長径：a、短径：b、中

径：c とし、現地で測定した礫の長径、短径、中径

から、楕円体とみなした礫を次の近似式で表面積

を求めた。 

₁≈ 4 + +3  

 
ここで p は定数で p=1.6075 のとき最大誤差は

1.061%である。 
礫の下面と下面に接する面を同値と仮定し、下面

部分の表面積である礫の表面積の半分の値から 2
倍した値を底生動物を採集した面積をとして用い

た。 
 

10m 

 

  
  

図 2.昨年までの実験区の位置 

2019 年左岸対照区 

2017
年 

対照区 

2017 年 

礫 置 き

2020 年横断ライン 

4. オオシマ 

トビケラ優占 

出水などによる河床の撹乱 

1. 底生動物 

ほとんど生息せず 

3. ヒゲナガカワ 

トビケラ優占 

2. 優占種 

はっきりせず 

図 3.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） 

No. 長径 短径 中径 楕円体の表面積
1 21 10 13 2631.9
3 24 12 22 4669.6
5 23 15 16 4029.7
7 25 10 16 3529.1
9 21 12 18 3607.7
11 24 9 16 3267.8
13 22 8 16 2903.5
15 21 12 14 3035.2
17 23 9 20 3753.2
19 23 10 14 2989.8
21 21 11 17 3321.4
23 30 15 22 6177.7
25 28 12 20 4935.4
27 30 15 25 6783.1
40 22 13 14 3295.8
42 28 17 18 5456.1
44 29 11 18 4545.5
46 25 9 15 3228.5
48 22 16 18 4361.4
50 23 15 18 4348.8
52 23 10 23 4362.5
54 27 8 20 4168.7
56 27 14 21 5308.3
58 20 11 16 3056.3
60 24 11 19 4025.7

単位（ｃｍ²）

左岸側

右岸側

単位（ｃｍ）

表 1.採集を行った礫のサイズ表（cｍ²） 
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図 4.矢作川猿投の水位グラフ（国土交通省,2020） 
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図 7.矢作川ソジバにおける目別底生動物の地点ごとの各湿重量 
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左岸側 

右岸側 

5 10 
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造網性トビケラ類 
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図 8.矢作川ソジバにおける造網性トビケラの地点ごとの各湿重量 
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左岸側 

右岸側 

図 9.矢作川ソジバにおける各地点ごとの造網性トビケラと非造網性トビケラの割合 
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図 10.矢作川ソジバおける底生動物の現存量（湿重量）とそれに占める造網性トビケラ類の割合 
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図 11. 2017 年から 2019 年までの矢作川ソジバの瀬における底生動物の現存量（湿重量）とそれに占める 
造網性トビケラ類の割合と造網性トビケラ類の内訳（神山.2020） 
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3. 結果と考察まとめ 
ソジバでの新規実験の行われた地点にて 8/31 に

採集した底生動物の同定を行いカワヒバリガイの

殻長と個体数の分布を図 5.図 6 にまとめた。また

目別の底生動物の単位面積あたりの各湿重量を測

定し、球グラフとして図 7 にまとめた。 
また河床の撹乱指標となる底生動物、特に造網

性トビケラをヒゲナガカワトビケラ属、オオシマ

トビケラ、その他のシマトビケラ、その他の造網

性トビケラに分け、単位面積あたりの地点ごとの

各湿重量を測定し、割合を地点ごとに球グラフと

して図 8 に、左岸側と右岸側の造網性トビケラ類

の各湿重量を箱ひげ図として図 12 にまとめた。 
また造網性トビケラと非造網性トビケラの割合

と、造網性トビケラとその他の底生動物の割合を

球グラフとして図 9 と図 10 にまとめた。 
図 8 のグラフを図 3 の矢作川中流の瀬における

底生動物群集の遷移仮説に当てはめてみると、ほ

ぼすべての地点で造網性トビケラ類の中でオオシ

マトビケラとヒゲナガカワトビケラ属が５割以上

を占めており、一部ではオオシマトビケラが多く

みられる地点もあったが、全体ではヒゲナガカワ

トビケラが最も多くみられた。 
このことから図 3 の遷移仮説における 3 と 4 の

間の段階であると考えられる。 
図 11 の昨年度の調査と、図 8・図 9・図 10 の本

年度の調査では、昨年度の調査に比べて、造網性

トビケラ類の中でのオオシマトビケラの占める割

合が少なくなっていた。 
昨年度のソジバでの調査では、オオシマトビケ

ラの優占傾向がみられていたことを考えると、図

４の水位グラフの中で採集日の約 2 か月前に起こ

った令和２年７月豪雨の影響で、ソジバの河床に

て小規模な攪乱があったのではないかと考えられ

る。 
また岡田・内田,2016 の研究で昨年までのソジ

バと同様にオオシマトビケラの優占がみられてい

た 2014 年の平成記念橋下流での調査では、8 月 9
月においてもオオシマトビケラの優占がみられて

いる。このことから季節による変化ではなく、や

はり河床の撹乱があったのだと考えられる。 
図 12 のグラフにおいて、造網性トビケラ類の

湿重量は左岸側と右岸側に大きな差がみられなか

った。 

図 12.造網性トビケラ類の左岸側と右岸側の各湿重量の差 
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このことから矢作川ソジバにおいて、河川の横

断方向に撹乱の差はあまりないと考えられる。 
4.まとめ 
造網性トビケラ類（特にオオシマトビケラとヒ

ゲナガカワトビケラ属）が多く、昨年度よりオオシ

マトビケラが少なかった。このことから遷移仮説 3
と 4 の間であり、最終日の前に小規模な河床の撹

乱があったと考えられる。 
右岸側と左岸側で、造網性トビケラ類の湿重量

に大きな差がみられなかったことから、矢作川ソ

ジバにおいて、河川の横断方向に撹乱の差はあま

りないと考えられる。 
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矢作川水系におけるカワヒバリガイの分布 
 

D17072 福井 飛加利 
 
1. はじめに 

矢作川は標高 1,908 m の長野県大川入山付近を
始まりとし愛知県の中央部を流れ最終的に三河湾
へ流れる幹川流路延長約 118 ㎞、流域面積 1,830㎢
の一級河川である。矢作川の中流では 1970 年代ま
でに複数のダム建設、ダム湖の砂利採集、矢作ダム
の洪水調整などにより河床が極めて安定し、攪乱
に乏しい状態となった。 

矢作川では、カワヒバリガイ Limnoperna fortunei
やオオカナダモ Egeria densa などの外来生物が在
来の生態系に悪影響を及ぼすと問題視され、調査
されている（内田ほか, 2014; 梅村ほか, 2015）。カ
ワヒバリガイは淡水生の二枚貝であり、農業用水
や水力発電施設に侵入したり、死骸が大量に溜ま
ることにより目詰まりし、利水障害などを起こす。
また、吸虫類の第一中間宿主であり、第二中間宿主
である在来魚類に魚病被害が発生する恐れがある。
外来生物法（特定外来生物による生態系等に関係
する被害防止に関する法律）により特定外来生物
に指定され、飼育等が原則禁止となっている。 

カワヒバリガイが日本で最初の発見されたのは、
1990 年代の木曽川水系、淀川水系、長良川水系、
揖斐川水系の 4 水系で発見された。その後、2000 年
代に矢作川水系、利根川水系、豊川水系、天竜川水
系の 4 水系でも発見されている(中井, 2001; 梅村ほ
か, 2015) 。日本への侵入経路として、輸入シジミ
に生きた状態で混入したものが何らかの形で河川
に放流されたのではないかと推測されている(中井, 
2011 年)。 

 
2. カワヒバリガイの生態 

カワヒバリガイは中国、東南アジア原産で日本
国内では 6 月頃に繁殖期が始まり、放精、放卵後に
受精し 1~3 週間プランクトンで水中を漂う浮遊幼
生期、コンクリートや礫などの硬い基盤に着底す

る着底期幼生、自分の体を礫などに固着させる固
着生活期（成貝）に分けられる。また、固着期で体
を固着させた後でも自ら足糸を切断し移動するこ
ともできる（農林水産省農村振興局農村環境課農
村環境対策室, 2013）また、カワヒバリガイは 1 年
で 10 mm 程度成長し、寿命は 2~3 年程度で 4 年以
上は生きられないと考えられている（中井, 1995, 
2001; 白金, 2012; 白金ほか, 2012）。 
 
3. カワヒバリガイとダム貯水池の関係 

カワヒバリガイは浮遊幼生期にプランクトンで
生活を送る。カワヒバリガイは淡水生で海では生
存できない、しかし流れがある河川ではプランク
トンのまま海まで流されてしまう恐れがある（中
井,2011）。だが、ダム貯水池があると止水域がうま
れるのでカワヒバリガイにとっては安定して繁殖
できる場所と考えられる（内田ほか, 2007）。このよ
うな止水域は本研究の調査地である矢作川水系に
複数ありまた、連続的にも存在するため多く繁殖
していると考えられる（中井, 2011）。 

 
4. 研究目的 

この研究では、2004 年から豊田市矢作川研究所
と愛知工業大学河川・環境研究が行っている定点
調査を引き続き行う。これにより、矢作川水系での
カワヒバリガイの生息状況の把握とカワヒバリガ
イの被害に対処するための基礎資料を得ることを
研究の目的とした。 
 
5. 研究方法 
5.1 分布調査 

河床の大きな礫などを拾い上げ付着しているカ
ワヒバリガイをのべ 60 分間（場合によっては 15 分
または 30 分）の時間を設定し採集した。採集した
ものは 80％のエタノールで固定した。 

その後、研究室に持ち帰り殻長をノギス、マイク
ロメータを用いて計測し、各地点に個体数を計数
した。 

広域での継続調査の地点を図 1 と表 1 に、また
今回行った調査地点の詳細は以下に示した。 
 

1,黒田ダム直下（黒田川黒田ダム北北東0.1 
km） 

3,奥矢作橋（奥矢作橋下流0.1 km） 
4,時瀬（時瀬発電所放流口直下左岸） 
5,池島（百月ダム下流0.5 km 左岸） 
6,川口（川口やな上流0.1 km 左岸） 
7,大河原（阿摺発電所下流0.4 km 左岸） 
8,国附（富国橋下流0.4 km 犬伏川合流点上流0.2 

km 左岸） 
9,広瀬（広梅橋上流0.4 km 左岸） 
10,古鼡（平戸橋下流0.8 km 左岸） 
12,豊田大橋（河口から42.0 km 豊田大橋下流0.1 

km 左岸） 



10-2 

13,明治用水頭首工直下（河口から34.6 km 明治
用水頭首工直下流左岸） 

16,矢作橋（河口から23.2 km 矢作橋真下左岸） 
19,藤井床固（河口から12.6 km 右岸） 
20,米津橋（河口から9.8 km 米津橋直上流右

岸） 

22,古川頭首工直下（矢作古川古川頭首工直下流
右岸） 
 
5.2 ソジバにおける詳細調査 

阿摺ダム下流は昔、ソジバと呼ばれており、ソ
ジとはヨシなどを束ねたアユを捕るための仕掛け
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のことである。図1に示した地点はこれまで調査
を行った場所であるが、7の大河原にあるソジバ
ではカワヒバリガイについてまだ詳しい調査が行
われていない。そのため、今年度にソジバにおけ
る底生動物の調査を行っている日比野の調査地点
で、1ⅿ間隔ごとに礫を拾い上げカワヒバリガイ
を採集し、カワヒバリガイの個体数分布および各
範囲ごとの殻長を調査した。ソジバは2017、2018
年にアユの生育場の改善を目的として礫置き実験
が行われた。そのため、他の調査地とは異なる人
為的な変化が起きたことによりカワヒバリガイの
新たな生態が分かるのではと考えられた。 

 
6. 結果と考察 
6.1.1 個体数から 

2020年の調査結果を2004～2019の調査結果とと
もに図2に示した。2020年の調査では、矢作川水
系でのカワヒバリガイの分布は2008年以降の傾向
と同じような結果になった。しかし、昨年と比べ
ると古鼡、古川頭首工における個体数が大きく増
加していた。また、黒田ダム直下から阿摺ダム下
流においては全体的に増加の傾向が見られた。 

矢作川水系の水利用とカワヒバリガイの発生源
模式を図3に示した。2019年までの豊田市矢作川
研究所と愛知工業大学による調査結果から矢作川

水系におけるカワヒバリガイ幼生の発生源は黒田
ダム、矢作ダム、矢作第二ダム、越戸ダム、古川
頭首工のそれぞれの貯水池（止水域）と考えられ
ていた。過去の調査でのダム湖とカワヒバリガイ
の関係から、ダムからの水が川へ戻る地点から下
流に行くにつれてカワヒバリガイの個体数が徐々
に減少していくという傾向をとらえ、そのように
なった地点の上流にあるダム湖内にカワヒバリガ
イの幼生が発生していると推定できた。（松田, 
2013）例年では池島から広瀬、古鼡から米津橋の
地点間で個体数が下流に行くにつれ減少していく
という傾向が見られたが、2020年の調査でも同様
な結果が見られた。 

 
6.1.2 殻長から 

2020年の調査で得られたカワヒバリガイの殻長
の分布を地点ごとに図4に示した。また、10mm以
下は緑、10～20mmは青、20mm以上は赤で表し
た。過去の調査により調査地範囲でのカワヒバリ
ガイの発生源とされているのは黒田ダム、矢作ダ
ム（時瀬）、矢作第二ダム（奥矢作橋、池島~広
瀬）、越戸ダム（古鼡~米津橋）、古川頭首工と
されている（今井, 2017）。カワヒバリガイは1年
で10 mm程度成長する（白金, 2012）ので去年侵
入したカワヒバリガイは10 mm以下と仮定した。
このことから、2020年夏のカワヒバリガイの幼生
発生は黒田ダムでは殻長が10㎜、20 mm付近のもの
が多かった。つまり、2018年と2019年頃に多 
く発生したと推測された。矢作ダムでは殻長が10 
mm付近のものが多く20 mm付近のものが少なかっ
たので、2019年に多く繁殖していると推測され
た。矢作第二ダムではどの大きさも秀でて多いも
のはなかった。越戸ダムでは20 mm付近のものの
割合が秀でて多かった。古川頭首工では20 mm程度
のものを筆頭に大小全てのサイズが多かったた
め、2019年以前に多く発生し、今年にも多く繁殖
していると推測された。 
 
6.2 ソジバ 

拾い上げた礫の表面積あたりのカワヒバリガイ
の個体数分布を図5に示した。右岸側ではカワヒ
バリガイの個体数が少なく、川の中心の流心部に
向かうにつれて個体数に増加傾向が見られた。左
岸側では岸の付近でカワヒバリガイの個体数が特
に多かった。しかし、左岸側から流心部に向かう
につれてカワヒバリガイの個体数は減少し、さら
に流心部へ向かうと右岸側と同じように個体数に
増加傾向が見られた。また、右岸側から28ｍから
39ｍの地点では、川の流れが強くカワヒバリガイ
の採集ができなかった。また、ソジバにおける殻
長の分布を図6に示した。右岸、左岸ともにカワ
ヒバリガイ稚貝が多く見られた。矢作川水系全体
で見ても比較的多く見られることから、カワヒバ
リガイが繁殖しやすい環境であると考えられる。 

また、礫の体積の大きさによってカワヒバリガ
イの個体数が変わるかを見るために、礫の体積と
礫の表面積あたりのカワヒバリガイの個体数を図 
7に、礫のサイズを表2に示した。採集したカワヒ
バリガイの礫の表面積に対する数をデータとして 
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とるため、各礫の長径：a、短径：b、中径：cと
し、現地で測定した礫の長径、短径、中径から、
楕円体とみなした礫を次の近似式で表面積を求め
た。 

₁≈ 4 + +3  
 

ここでpは定数でp=1.6075のとき最大誤差は
1.061%である。礫の体積と礫の表面積あたりのカ
ワヒバリガイの個体数に相関は見られなかったた
め、礫の体積が大きいほどカワヒバリガイの個体
数が多くなることはないと考えられる。 

 
7.まとめ 

カワヒバリガイ定点調査の個体数を見ると2008
年以降ほぼ同様の結果になった。ただし、2018年
と比べると2019年は全体的に減少傾向にあったの
に対し、2019年と比べると2020年は黒田ダム直下
から阿摺ダム下流において全体的に増加傾向が見
られた。そして、定点調査の殻長を見ると2019年
夏の幼生発生は黒田ダムで多い、矢作ダムで多
い、矢作第二ダムで多い、越戸ダムで少ない、古
川頭首工で多いという結果になった。昨年と比べ
ると黒田ダム、矢作第二ダム、越戸ダム、古川頭
首工は同じ傾向であったが、矢作ダムにおいて
は、2019年は少なかったが2020年は多いという結
果になった。これは、2019年夏に黒田ダムで繁殖
したカワヒバリガイが下流へ流れ、矢作ダム、矢
作第二ダムの止水域で繁殖が進んだため、2020年
になって新たにカワヒバリガイの着底期幼生が定

着し始めたと考えられる。 
ソジバでのカワヒバリガイについての調査で、

右岸側については砂が多く、カワヒバリガイが固
着しにくい状態であるため、個体数が少ないと考
えられる。左岸側については礫が多く、流れがと
ても緩やかで固着しやすい状態であるため、個体
数が多いと考えられる。また、殻長の分布は右
岸、左岸で大きな差はなかった。ソジバにおける
殻長分布の特徴としては、矢作川水系全体で見る
とカワヒバリガイ稚貝が比較的多い。そのためソ
ジバはカワヒバリガイにとって繁殖しやすい環境
であるといえる。礫の体積と礫の表面積あたりの
カワヒバリガイの個体数に相関はないといえる。 
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採集 採集 のべ

人数 時間 採集

時間

採集

月 /日

黒田ダム直下
黒 田川 黒田 ダム

北北東　0.1km 8人 3分45秒 30分 229 6

奥矢作橋
奥 矢 作 橋 下 流
0.1km 8人 7分30秒 60分 161 0

時瀬
時瀬発電 所放 水口

直下　左岸
8人 7分30秒 60分 318 4

池島
百 月 ダ ム 下 流
0.5km　左岸

8人 3分45秒 30分 218 5

川口
川口やな上流  0.1km
左岸

8人 3分45秒 30分 206 3

大河原
阿 摺 発 電 所 下 流
0.4km　左岸

8人 3分45秒 30分 214 6

国附

富国橋下流 0.4km
犬伏川合 流点 上流
0.2km　左岸

8人 3分45秒 30分 113 2

広瀬
広梅橋上流 0.4km
左岸

5人 12分 60分 157 0

古鼡
平戸橋下流 0.8km
左岸

6人 2分30秒 15分 395 14

豊田大橋
豊 田 大 橋 下 流
0.1km　左岸

6人 5分 30分 207 0

明治用水頭 首工

直下

明治用水 頭首 工直

下流　左岸
6人 10分 60分 66 1

矢作橋 岡崎市 矢作橋真下　左岸 7人 8分34秒 60分 193 2

藤井床固
河 口 か ら 12.6km
右岸

7人 8分34秒 60分 39 0

米津橋
米 津橋 直上 流 右

岸
7人 8分34秒 60分 13 0

古川頭首工直下 西尾市
矢 作古 川 古 川頭

首工直下流　右岸
7人 2分8秒 15分 400 3

豊田市

安城市

5月26日

5月22日

2020年

調査地点名 採集調査地点

採集

個体数

/60分

生 死

表 1 調査地点詳細 
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表 2 礫のサイズ表 
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河床下間隙動物（特にコナガカワゲラ属）の生息環境 
F20707 杉江俊城

1.はじめに 

1.1 河床下間隙動物について 

2019 年度で河床下間隙水域を調査した際は、河床下間隙

水域を主な生息場所とし、河床下間隙動物と考えられる以

下の 3 分類群が確認された(写真 1)。実際に、双眼実体顕

微鏡（Nikon SMZ645）を用いて観察すると、容姿について

は、細長い体形と小さな複眼（眼が退化）という特徴を持

つことがわかっている。 

 

・メクラヨコエビ科 Pseudocrangonyctidae 
・コナガカワゲラ属 Flavoperla 
・ホソカワゲラ科 Leuctridae 
 

1.2 コナガカワゲラ属について 

昆虫綱カワゲラ目は世界で約 3,500 種（Fochetti and Tierno 
de Figueroa, 2008）、日本で約 200 種（清水ほか, 2005）が確

認されている。その中で、コナガカワゲラ属 Flavoperla は

カワゲラ科 Perlidae の一属である。コナガカワゲラ属の学

名としては、清水ほか（2005）までは、Gibosia Okamoto, 1912
が使われ、大型種であるヒメナガカワゲラ Gibosia angusta
と、キコナガカワゲラなど中型種の両方が含まれていた。

その後、Stark & Sivec（2008）は Gibosia に含められていた

種の多くを Flavoperla Chu, 1929に移した。内田・吉成（2018）
によれば、上のキコナガカワゲラ Flavoperla hatakeyamae に
加え、キアシコナガカワゲラ F. hagiensis、オオメコナガカ

ワゲラ F. thoracica、エゾキコナガカワゲラ F. tobei の 4 種が

日本産の既知種である。 

コナガカワゲラ属の幼虫は採集されにくいが、成虫は夏 

に川沿いの灯火で多く採集される（内田, 1987; 清水ほか, 
2005）。コナガカワゲラ属は狭義の底生動物でなく、幼虫期

の生息場所が河床下間隙水域と呼ばれる、通常は底生動物

が生息しない河床の下深くに生息する可能性が指摘されて

いる（内田, 1987, 2006）。また、撹乱に強い水生昆虫の可能

性も指摘されている（内田, 2006）。 

 

1.3 河床下間隙水域とは 

 コナガカワゲラ属幼虫の生息場所の可能性がある河床下

間隙水域とは、流路や河岸の地下に広がる飽和間隙水域で

あり、表流水（河川水）と伏流水、地下水が交流しつつ流

れる場である（図 1）。洪水によって流路の形状が変われば、

河床下間隙水域も水の流れも変化する（川西・井上, 2018）。
英語では hyporheic（ギリシャ語で「～の下」を表す hypo
と「流れ」を表す rheo との造語の形容詞形）zone と呼ばれ

る。 

河川の上流と中下流では河床下間隙水域の範囲が異なり、

上流では粒径が大きく浸透しやすく、基盤岩上の土砂堆積

物すべてが河床下間隙水域として機能する。一方で、中下

流では、堆積物中の不透水性粘土層よりも上方が河床下間

隙水域となっていると考えられる（Gilbert et al, 1994; 竹門, 
2002）。 

 

1.4 土砂バイパストンネルについて 

矢作川では 1970 年代までに矢作ダムをはじめとする複

数のダムが設けられ、上流の山地からの土砂の移動が妨げ

られた。よって、矢作ダムの上流と下流で生息している底

図 1. 河床下間隙水域の空間的な模式図（Stanford et al., 2005 を参考に作図） 

流路跡 

基盤岩 

河 

下 

床 

間 
水 

隙 

域 

下 

地 

層 水 

写真 1. 河原の掘削で採集された動物：コナガカワゲ

ラ属 幼虫（左）、ホソカワゲラ科 幼虫（右上）、メク

ラヨコエビ科（右下） 
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生動物に大きな違いが見られている（川﨑・内田, 2014；岡

田ほか, 2016；藤本ほか, 2017）のは、ダムの影響である可

能性が指摘されている。そこで、矢作川では、矢作ダムの 上

流からの土砂をダム下流へ迂回させる土砂バイパストンネ

ル計画が提案されている（深谷ほか, 2005）。 

よって、この計画はダムの堆砂の改善、可能な限りの土

砂の連続性の確保などが目的であり、土砂バイパストンネ

ルを設置することにより、ダムの下流へ土砂が流れ、河床

の撹乱が復活することが期待されている。この河床の撹乱

は、土砂移動量のような物理的な指標で検討するだけでな

く、底生動物などの生物の指標でも検討が必要と考えられ

る。 

 

2. 研究目的 

本研究は、まずコナガカワゲラ属が河床下間隙水域に生

息するか確認し、その次に、メクラヨコエビ科やホソカワ

ゲラ科などの河床下間隙動物を確認することで生息環境を

調べた。そして、河床下間隙動物が将来の撹乱の指標に使

えるかについて検討した。また、天竜川や赤谷川に生息す

る河床下間隙動物についての生息環境を研究し、同様に撹

乱の指標に使えるか検討した。 
 
3. 研究地 
3.1 矢作川 
 矢作川における研究方法の段取りは 3.1～3.5 の通りであ

る。ただし、本研究における河床下間隙水域での調査地は、

澄ヶ瀬（2019 年 6 月 13 日と 10 月 8 日、2020 年 1 月 14 日

と 3 月 26 日、8 月 10 日）、小渡やな（2019 年 11 月 19 日）、

柳平（2019 年 7 月 9 日）、高橋上流(2020 年 10 月 5 日)で調

査した。 
 
3.2 天竜川 
 2020 年 8 月 11 日～13 日にかけて、3.1～3.5 と同様に天竜

川で河床下間隙水域の調査を行った。ただし、掘削する位

置として河床下間隙水域への浸出口付近と思われる位置と、

その反対側の浸入口付近を掘削した。その中で、浸出水と

同時に河床下間隙動物が隣接する河川へ流れ出ることを防

ぐために、流下採集も行った。なお、流下採集については

竹門康弘准教授に依頼した。また、羽化殻採集では定性採

集として行い、灯火採集では、11, 12 日の夜中に定性採集で

行った。 
 
3.3 赤谷川 
 2020 年 3 月 28 日～30 日にかけて、群馬県赤谷川水系の

茂倉沢、小出俣川、赤谷川本流、西川で調査し、10 ヶ所の 
調査地点で底生動物を定時間採集した。その中で、河床下

間隙動物がどのくらい採集できるかについて試みた。さら

に、兵藤（2013）から 2009 年（3 月 28～29 日）、2010 年（3
月 2～3 日）、2011 年（3 月 7～9 日）、2012 年（3 月 18～20
日）、2013 年（2 月 22～24 日）を加えて、河床下間隙動物

の分布を作成する。 
 

3. 研究方法 

3.1 幼虫・羽化殻調査 

 網目内径 3 mm の手網を用いて、2人以上で採集時間がの

べ 60, 120 分になるように時間を設定した定時間採集と、

人数と時間を設定せずに採集する定性採集と、50cm×50cm

の方形枠で採集する定量採集などによる採集方法で、底生

動物の調査を行うものである。 

また、のべ 30, 40, 45 分間でコナガカワゲラ属の羽化殻

を 7 地点で採集した。ただし、羽化殻は乾燥していると割

れて形が崩れやすく、微少に水分を含ませるようにして採

集した。 

 採集した幼虫・羽化殻は、80％エタノールを容器に入れ、

双眼実体顕微鏡（Nikon SMZ645）を用いて、科、属までを

同定した。 

 

3.2 成虫調査 

 成虫調査は、相川ほか（2005）に倣って、上流部の支流

を含む矢作川本流で 2020 年 7 月 25 日～26 日の間に、河川

付近にある街灯・自動販売機等の灯火とコンビニ店で、カ

ワゲラ類成虫のみを採集した。 

 採集した成虫は、80％エタノールを容器に入れ、双眼実

体顕微鏡（Nikon SMZ645）を用いて、科、属までを同定を

していく予定である。 

 

3.3 水際の河床の掘削による採集 

本研究の河床掘削では、底生動物や土壌動物が混入しな

いように、大きな円状になるように水平方向に掘り広げて

から、その中心を円錐状に掘り進めた。この方法を考えた

理由として以下の研究で示されている。 

 櫻井（1981）は、渇水時に河川水が完全な伏流状態にあ

っても、そこに生息していた水生昆虫が河床下を約 10 cm
掘ると多数採集されることを示した。従って、河床掘削１

の方法では、増水時に掘削穴の位置に生息を広げた水生昆

虫が水位の低下に伴って、河床下間隙水域へ移動して混じ

って採集された可能性があるからである。 

 なお、体積の計測では水域部分を穴の直径と水深を巻尺

で計測し、穴の形を円錐とみなして体積計測した。 

 採集した有機物片は、シャーレに入れてから小動物を見

逃さないようにするため、スプーンで別のシャーレに少し

ずつ取り分けて、双眼実体顕微鏡（Nikon SMZ645）を用い

て有機物片と小動物に分別した。採集した小動物を文献に

従って科、属までを同定した。 

 

3.5 湧水流量の測定 
 矢作川では、ビニール袋に浸出口から流れ出る湧水を、

3, 5, 10 秒間入れて計測をした。天竜川でもほぼ同様に行

った 

 

3.4 水質調査 

 今回は、各掘削穴で採集した河床下間隙動物と掘削体積、

溶存酸素濃度（酸素飽和度）の関係に注目した。しかし、

本研究は、窒素やリンをはじめとした溶存酸素濃度以外の

項目についても注目することを検討している。なお、水質

の測定は宇佐見亜希子博士に依頼した。 

 

3.5 強熱減量 

 2019 年 11 月 19 日～2020 年 3 月 26 日では、分別した後

の有機物片を用いた。しかし、2020 年 8 月 10 日の澄ヶ瀬

では、各穴を掘削した後の浸出水を用いて強熱減量を計測

した。その時の、手順は図 2 の通りである。なお、強熱減

量の測定は宇佐見亜希子博士に依頼した。 

 

5. 結果 

5.1 矢作川、天竜川、赤谷川 
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 矢作川における幼虫の結果は、2000 年～2019 年の定時間

採集と定性採集の結果を図 3 に示した。矢作ダム上流で数

が多く、最高で 14 個体が採集された（図 3）。それに対し、

矢作ダム下流の本流では、1 地点で 1 個体のみだった。そ

の他に、巴川などの支流の 3 地点でも 1, 2 個体が確認され

た（図 3）。すなわち、幼虫は矢作川水系に広く分布するが、

個体数は少なく、2000 年から 2019 年にかけて、矢作ダム

上流で採集数が多かった。従って、ダムの影響で下流の撹

乱不足を招き、幼虫の分布が上下流で二極化している可能

性がある。 

 また、羽化殻は 2019 年に 7 地点で調査した結果、矢作ダ 

ム上流のフロヤ沢、柳平、大野瀬橋、大野瀬で多くの羽化

殻が採集されたのに対し、矢作ダム下流で採集できたのは、

有間で 1 殻だけであった（図 4）。これらは、採集した年が

2005 年と 2019 年のみである。よって、羽化殻の分布が矢

作川水系で、どのように影響を与えているのかわからない

状態であった。 

 また、天竜川で 8月 11～13 日まで河床下間隙水域を調査

した際は、浸出口付近に多数の羽化殻が確認された。さら

に、浸出口付近でコナガカワゲラ属の成虫も確認され、夜

間の浸出口付近での灯火採集ではフタツメカワゲラ属の一

種 Neoperla.sp も同じように採集できた。 

また、兵藤（2013）によると、赤谷川における河床下間

隙動物の採集数は、付表 1 のようになった。2009 年～2012
年の間では、コナガカワゲラ属幼虫の方がホソカワゲラ科

幼虫よりも採集数が少なかった。ホソカワゲラ科幼虫が採

集できたところは茂倉沢がほとんどであり、赤谷川本流で

1 個体が確認された。次に、コナガカワゲラ属幼虫が採集

できたのは、本流と支流を合わせて 2009 年度で 2 地点のみ

であった。 

 

5.2 水際の河床掘削 

また、矢作ダム上流の柳平では、河床下間隙動物は確認

されなかった。しかし、澄ヶ瀬ではコナガカワゲラ属の幼

虫に加え、ホソカワゲラ科の幼虫と、メクラヨコエビ科が

確認された。また、矢作ダム下流の小渡でもコナガカワゲ

ラ属の幼虫とホソカワゲラ科の幼虫が確認された。 

 

5.3 溶存酸素と個体数の関係 

また、各掘削穴で採集した河床下間隙動物と掘削体積、

酸素飽和度の関係に注目した結果では、河床下間隙動物が

採集された場所は、酸素飽和度と溶存酸素量濃度がほかの

掘削穴よりも高かった。しかし、酸素飽和度と溶存酸素量

濃度が低い場所では生息しないが、高い場所でも河床下間

隙動物が生息しないことがわかった。 

 

6. まとめ 

矢作川ではコナガカワゲラ属幼虫は、矢作ダム上流に広

く分布するが、各地点での個体数は少なかった。同じよう

に、赤谷川でも 2009 年～2012 年の間におけるコナガカワ

ゲラ属幼虫は 10 地点とも個体数が少なかったり、採集でき

なかった地点が多かった。 

河川の水際の河床掘削で、コナガカワゲラ属の幼虫を澄

ヶ瀬と小渡で採集できた。同時に、河床下間隙動物と指摘

されているホソカワゲラ科とメクラヨコエビ科を採集した。 

また、河床下間隙動物が採集できたところは、酸素飽和

度と溶存酸素量濃度が高かった。しかし、高い場所でも河

床下間隙動物が生息しないこともあった。 
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川底のコケは洪水でどう剥がれるか 

＊加藤 敦貴（名古屋大学） 

 

1． 動機 

光や栄養など成長に必要な条件がととのった

河床には，コケが成長することがあり，矢作川の

中流部の河床でもコケが確認できる．付着藻類も

コケを呼ばれることもあるが，ここでは，湿った

陸上などにみられる蘚類をコケとよぶこととす

る． 

河床に付着して成長するコケなどの植物は，洪

水中には，つよい水流や河床を通過していく土砂

との衝突（出水撹乱）により，程度の差はあれバ

イオマスを減らす．河床に生息するコケがどのよ

うな箇所に，どの程度のバイオマスで生息するか

を理解する上で，どのような場所をそのコケが選

好し，その環境下での成長速度（バイオマス増加

量）を把握するとともに，出水撹乱への応答（バ

イオマス減少量）を把握する必要がある． 

出水撹乱への応答について，付着藻類を対象と

した検討がこれまで多くなされており（例えば北

村ら，2000），その方法を参考としつつ，河床に生

息することが珍しく，これまであまり検討がなさ

れていない河底のコケを対象として，土砂通過に

よるバイオマス減少のモデル化を試みた，椿ら

（2020）の内容を概説する．  

 

2． 実験方法 

コケが付着した大礫（直径 20 cm 程度）を河川

で採取し，コケに礫を含む水流を衝突させること

で，洪水中の土砂のコケへの衝突を模擬した．衝

突させる礫の代表粒径は 5, 10, 15 mm の三種類と

し，衝突流の代表流速は 0.5, 1, 1.5, 2 m/s と変化さ

せた．一つの実験ケースでは，同一の大きさの粒

子が同程度の速度でコケに衝突するよう実験を

行った． 

 

3． 実験結果 

 撹乱に対するバイオマス減少は，一般的に図 1 

 

図 1 撹乱時間とバイオマスの減少の例 

 

  

図 2 粒径を一定として衝突速度を変えた場合の

剥離速度 pと仕事量 Wxの関係 

 

に示すように，撹乱の量（ここでは撹乱の継続時

間）に対して，バイオマスが指数関数的に減少す

る形で表現できることが多い．図中に示す近似曲

線の式中の係数 p は剥離速度の大小に対応する．

図 1では横軸に時間をとったが，同じ時間で衝突

する礫の量が変われば係数 p の大小も変化するこ

ととなるので，実質的な撹乱強度と係数 p の関係

を把握する必要がある．粒子衝突によるコケの剥

離を引き起こす撹乱強度として，粒子がどれくら

いの強さでどれくらいの距離にわたりコケを引

っ掻いたかを指標と考えることができ，これは仕

事とよばれる物理量となる． 

 衝突粒子の衝突速度を変化させた場合の，単位

面積・単位時間あたりに衝突した全粒子によるコ

ケ剥離の仕事量 Wx を算出し，剥離速度 p の関係

を確認すると図 2のようになる．この図では，一
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本の曲線で仕事量と剥離速度を対応づけられる

ように見えるが，衝突速度だけでなく粒径も変化

させると一本の曲線で仕事量と剥離速度を対応

づけることができない． 

 図 2 で利用した仕事量 Wx は，単位面積・単位

時間あたりの土砂衝突によるコケの剥離の仕事

量である．この仕事量は，基本的には衝突粒子が

大きくなるほど，衝突速度が速くなるほど，また

衝突回数が増えるほど増加していく．また，この

単位面積・単位時間あたり仕事量Wxが増えると，

剥離速度 p が大きくなる．そこでα Wx = p と，仕

事量と剥離速度を関連づけた際の比例係数αを

剥離係数と呼ぶこととする．この係数 αはおなじ

剥離仕事量を与えた際の剥離速度の大小をあら

わす係数であり，剥離効率という意味合いがある． 

 衝突粒子の大きさと衝突速度を変化させた場

合の剥離係数αの変化を図 3で確認する．図の横

軸には，単位面積・単位時間あたりに衝突した全

粒子によるコケ剥離の仕事量 Wx の代わりに，粒

子一つの衝突が行うコケ剥離の仕事量 Wg を使っ

ている．このような組み合わせでプロットした分

布をみると，折れ線状の分布となっている．この

ことは，剥離効率を表す係数 αが極大値を持って

いるということを示す． 

 

4． コケの剥離 

 河床は，アユが好む付着藻類の生長基盤でもあ

るので，河床をコケが多くと，付着藻類のバイオ

マスが減少し，アユの成長に支障がでることが懸

念される．河床のコケを効率的に剥離させようと

すれば，この図 3で係数 αが極大値をもつような

単一粒子の衝突による仕事量 Wg となるような条

件にて，河床に土砂を通過させれば良い．仕事量

Wg は，衝突粒子の大きさと衝突速度の関数となる．

土砂の衝突速度は，概ね河床近傍の流速の大小に

対応し，河床近傍の流速は，河川の通過流量に応

じて変化する．効率的にコケを剥離させるために

は，適切な大きさの土砂を選択・確保し，適切な

流れの条件にて河道を通過させることで，適切な

衝突速度となるようにすればよい． 

 理屈としてはそうなるが，もともと河道に存在

した土砂と異なる大きさの土砂を，河道に大量に

投入することは，下流に投入した土砂が溜まって

流れが閉塞したり，河川水の濁度が変化するなど

の，治水や環境面での問題が起きないような考慮

が必要となる．また，洪水時には，流量や流速が

平常時の状態から徐々に増加して，ピークに至っ

たあとには，平常時にもどっていくという挙動を

示すが，コケの剥離に最適な流れ条件で，選択的

に土砂を流下させるためには，工夫が必要である． 

  

 
図 3 単一砂礫の衝突による仕事量 Wg と剥離係数

αの関係 
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流域総合管理に資する電気伝導率を指標とした 

効率的な河川・流域の調査手法に関する研究 

 

大同大学大学院 吉川 慎平（自由学園） 

1. 論文概要 

2014 年に施行した「水循環基本法」では，健全な水

循環の維持（図-1）や流域の総合的管理が理念として

提唱されているが，これを実現させるためには流域の水

循環を実態としての水収支という形で定量化し，その健

全性について評価するプロセスが必要不可欠である．

著者の修士論文ではその手段として既存の水文観測に

より得られた水文情報管理に注目し，その実態から情

報一元化等の高度化策を中心とした流域情報管理の

在り方ついて示した．一方河川・流域をマルチスケール

で捉えた場合，ミクロスケールに相当する中小河川や大

河川の地先レベルにおけるローカルな水文・水質情報

はそもそも不足している．しかしコスト等の点で既存の観

測体制の拡充が現実的でないことを鑑みると，低コスト

で簡便かつ迅速に流域の水循環機構（流域構造）と水

収支，物質収支の概況を捉えられる調査スキームの開

発が必要な状況にある． 

そこで本研究では，河川・流域管理における水収支

や物質収支の実態を，効率的に把握できる調査手法の

開発を目的に，水質・物質共通のインジゲーターとして

の電気伝導率（以下，EC）の優位性に着目した．EC を

利用した各種調査法を条件の異なる複数の現場へ適

用し，実践的に検討することで，得られた知見を基に情

報の不足した河川・流域を想定した導入的調査スキー

ムとしてまとめた．また指標としての EC の活用と本スキ

ームの利便性を向上させるため，測定値の絶対評価が

困難なECの相対評価に資する，環境水におけるECの

傾向を把握可能な全国版データベースの整備を試行し

た．その成果として公共用水域水質測定における全国

的な EC データの存在，不存在並びにその傾向を示し

た他，データ不足域の空間的補完を目的に，任意地点

における ECの現地調査結果についても示した． 

2. 論文構成 

以下に各章の構成について示す（図-2）． 

1 章では以上の背景と研究目的について示した．ま

た各種の指標として ECに注目した点についても触れた． 

2 章では第一に先行研究としてまとめられた EC の定

義・原理並びに調査法等の解説を，網羅的に収集し成

果を提示した．第二に文献・資料調査から得られた多数

の EC に関する解説・情報を，カテゴリ別に整理し展開

した．第三に EC の利活用の点から，まず EC の利点・

留意点を挙げ，その上で既存の調査法の整理と，効率

的という点から調査実施上の優位性を実経験と合わせ

て提示した．第四に，次章以降の二つの展開・方向性

について示した．3・4 章では既存の利用法を現場へ適

用し実践的にレビューした結果と ECの利点・優位性活

かした情報不足の河川・流域の調査スキームの開発に

ついて示し，5・6 章では，EC 測定値の空間的・時間的

評価に資する全国版データベースの整備について検

討し，試行の結果と課題，EC 測定値の捉え方，読み方

について示すこととした． 

3 章では第一に河川・流域の規模と，抱える背景，課

題の異なる 5 現場（河川・流域）を対象に，EC を指標と

した各種利用法を組み合わせた調査の実践について

示した．第二に①矢作川本川中流・白浜地先，②荒川

図-1 水循環のイメージと水文プロセス 

図-2  論文構成 

画像出典：内閣府 
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水系落合川と南沢湧水群，③木曽川水系津屋川流域，

④利根川水系霞ヶ浦（西浦）と桜川流域，⑤矢作川流

域全体の順で各現場の概要，課題から調査の内容，結

果までを詳細にまとめた．第三に各現場の総括的な考

察を通じて，2 章で挙げた EC の利点・優位性について

再度評価した．第四に 4章においてはこれらを踏まえ情

報不足な河川・流域の導入的調査スキームとして体系

的に整理し提案するという方向性について示した． 

4 章では第一に EC を用いた情報不足な河川・流域

の導入的調査スキームとして三つのフェーズに分け具

合的な調査手法として整理し提案としてまとめた（図-3）．

第二にオプションとしての流量観測による検証，また EC

と流量を組み合わせた高度な利用法についても示した．

第三に本スキームの優位性についても考察した． 

5章では第一に EC測定値の相対評価に資する全国

的な EC データベースの整備の必要性についての議論

の整理，既存の各種水質データベースのレビュー，そ

の上で環境省の「水環境総合情報サイト」が参考になる

ことを示した．第二に本検討におけるデータベースのイ

メージ（仕様）を具体化し，整備により得られる効果（可

能性）について展望した．第三にデータベースのコアデ

ータとして注目した都道府県による「公共用水域の水質

測定結果」についての解説を示した他，EC データが含

まれるその他データについてもレビューした．第四に公

共用水域のみではローカルなデータが不足することを

想定し，データ不足域を空間的に補完するための任意

地点における現地調査の実施について示した． 

6章では第一に全国 47都道府県の公共用水域水質

測定結果を対象としたECデータの収集を試み，全国的

な EC データの存在・不存在を明らかにした．結果的に

は 6,371地点中 2,141地点のデータを収集した．また 16

県が EC を測定していないことを明らかにした．第二に

以上の結果について GIS を用いた空間的可視化，ボッ

クスプロットを用いた時間的可視化を通じ，マクロ的な傾

向について概観した．第三に同測定結果における空白

域の補完を目的とした任意地点調査を独自に約 1,100

地点で実施し公共用水域水質測定結果と合わせて示

した（図-4）．第四に 4 章において提案した調査スキー

ムをより活用し易くする目的で，5章と本章で検討したデ

ータベース化の有効性について考察した． 

7章では全体のまとめと今後の展望・課題について示

した． 
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図-3  調査スキームの全体フローチャート 

図-4  2016 年度公共用水域水質測定・ 

任意地点調査による EC の傾向・全国 

（画像出典：内閣府） 


