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自然共生研究センターの概要と研究活動
一 一河川におけるハビタットの評価と再生を中心にして 一一

査場祐一

1. はじめに

自然共生研究センターは河川環境の保全・復元に関する研究を実施する施設

として平成 9年岐阜県羽島郡川島町に建設された。平成10年11月の開所以来平

成11年の予備実験を経て平成14年度に本実験 3年目を迎えている。施設は 3本

の実験河川I,6つの実験池，研究棟から構成され，実験河川の規模は世界最大

を誇る。現在までの視察者数は概ね2万人に達し，河川の自然環境の保全・復

元に関する情報発信の場としても機能している。

本報では，自然共生研究センターの施設と現在実施している研究の概要につ

いて簡単に報告しよう。次に，研究テーマの中から，特に，河川における生物

生息空間（ハビタット）に関連する研究を取り上げその詳細を述べる。

2. 施設の概要と特性

自然、共生研究センターの施設概要を図 lに示した（写真 1に全景を示した）。

実験河川は延長800m の3本の河川｜からなり， 1本（実験河川A）は直線河道，

2本（実験河川 Bとc）は蛇行区間や川幅が広がっている区間等幾つかの区聞

から構成されている河道からなっている。川幅は標準的な断面で概ね 3m程

度，縦断河床勾配は上流区間と下流区間で1/300，中流区間で1/800である。全

河川とも，上流端には流量を制御する転倒ゲートがあり，これを開閉すること

により流量を制御することができる。つまり，実験河川では流量と川の形状と

し、う河川管理における主要な操作対象を取り上げ，この 2つを操作しながら（イ

ンパクト），生息生物の変化 （レスポンス） を把握することを目的としている。

実験河川は生態的には開放系の施設であり，木曽川北派川に流入する新境川
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から取水した水が自然、流下で、実験河川へと流入し実験河川流下後再び新境川へ

自然流下で戻る仕組みとなっている。物質・エネルキ）・生物の一部はここを

経路としながら実験河Jllと出入りする。開放系のため，このような生物化学的

な要素を制御することは不可能である。この点において純粋な実験施設とは言

い難い部分もある。

1993年， TheNorth American Benthological Society において RESEARCHIN 

ARTIFICIAL STREAMS: APPLICATIONS, USES, AND ABUSES （人工水

路における研究一適用，利用，誤用について）というシンポジウムが実施され

たが，その中で大型人工水路を用いた研究の利点と限界が述べられているの

で！）， 2）引用しておこう。

1) 大型人工水路の利点

①学際的研究の促進。

②建設費・維持費がかかるので長期にわたる研究遂行義務が生じる。

③生物学的実証性に富む。

④実験室での結果を検証できる。

⑤自然、のシステムより操作性が高い。

⑥個々の人工水路の比較が可能である（同ーの境界条件を有するため）。

2) 大型人工水路の限界

①建設費・維持費が高いため，同形状の水路をたくさんつくれない。

②実験ユニット数が少ないため，実験計画が制限される。

③もっと単純なシステムに比べ流れが複雑で因果関係の把握が難しし、。

④大きな水路といっても自然生態系の構成要素の一部は欠落している。

これらを見ると，実験河川の現象に関連する要素を完全に操作できないのは，

大規模実験施設の本質的な問題であることがわかる。また「実験室での結果検

証に向いている」，「生物学的実証性が高い反面，因果関係の把握が難しし、」，「実

験ユニット数が少ないため，実験計画が制限される」等の点を見ると，この施

設が仮説を設定し，仮説に関連する幾つかの要素を完全に操作しながら実験を

進める仮説検証型の実験にはあまり向いていないことがわかる。一方，河川生

態系に関する幾つかの非生物要素を制御して，実河川をおいて十分把握できて

いない現象を記述したり，これを元にして作業仮説自体を設定したりする研究
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には有効なツールとなる。

3. 研究概要

実験河川を中心に現在実施している様々な課題を整理すると，その多くは以

下3つの項目に分類できる。「河川のハビタットに関する研究」の詳細は後述

することとして，ここでは，「河川の流量レジームに関する研究」と「情報伝

達に関する研究」についてその概要を紹介する。

－河川のハビタットに関する研究

－河川の流量レジームに関する研究

．情報伝達に関する研究

①河川の流量レジームに関する研究

水位や流速の時間的な変化が，河川生態系の維持に役割を果たしていること

が明らかになってきている。平成14年度から始まった自然再生事業においても，

水位や流速の時間的な変化を河川生態系に対する「撹乱」と位置づけ，近年減

少してきた撹乱の再生が事業の一つの目玉となっている。しかし撹乱の内容

や程度は様々であるし，撹乱によって引き起こされる現象も多種多様なため，

「擾乱」を取り込んだ精綴な河川管理手法を案出するところまでには至ってい

ないのが現状である。

流量レジーム（個々の河川に固有な流量変動の時間的パターン）は土砂レジー

ムと並び撹乱を特徴付ける支配的要因であり，直接的に水位や流速の時間的な

変動を引き起こす。自然、共生研究センターでは流量レジームを取り上げ，これ

を特徴付ける要素を， Magnitudeand frequency （規模と頻度）， Timing （タイ

ミング）, Duration （期間）, Rate of change （変化の割合）の 5つに分類し3J,

これらの要素と生物や物質の動態との関係把握を行っている。実験河川 Bと

実験河川 Cは河道の形態は同一であるので，流量レジームのみを変化させて

その比較を行うことができる。平成12年度は実験河川leに，平成13年度は実

験河川 Bに定期的に出水を与えてそのレスポンスの把握と両河川におけるそ

の比較を行ってきた。写真 2は平成13年度における実験河川 Bと実験河川 c
における河道の状況を示す。これは，実験河川 Cでは一定流量（0.1m3/s）を，

実験河川 Bには数週間に 1度出水 （0.5～1.5m3/s）を与え続けた結果で、ある。
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出水あり（実験河川 B) 出水なし（実験河川 C)

写真2 流量レジームの変化
と実験河川における植

生の繁茂状態

一見して理解できるように両河川における水際植生の繁茂状況には大きな差が

生じ，出水のある実験河川 Bでは相対的に水際植生の繁茂が抑制されている。

このような水際植生の繁茂状況の差は，両河川における流下時間にも差を及ぼ

す。平成13年11月に測定した上下流間の流下時間測定結果によると，実験河川

Bでは 1時間30分，実験河川 Cでは 2時間25分となり植生の繁茂が著しい実

験河川 Cでは流下時間が概ね 1時間長くなっていることが解る。このような

流下時間の差は水質の浄化効果にも大きく寄与しているようで，両河川におけ

る主要水質項目の下流の上流に対する除去率を比較すると，流下時間の長い実

験河川ICでは多くの項目で相対的に高い除去率を示すことが解った。

両河川におけるこのような現象の相違は，出水の有無に直接起因していると

いうよりは水際植生の繁茂による間接的な影響と考えられる。このような間接

的な影響の程度は川隔によって異なることから，流量レジームが河川生態系に

及ぼす影響は，流量レジーム自体だけでなく河川の他の要素を組み込まなけれ

ば理解できない複雑な現象であることを示唆するものである。

②情報伝達に関する研究

自然共生研究センターの施設や研究の内容を様々な方々に効果的に伝達する

ための手法を研究している。効果的な情報の伝達手法は，情報を受け取る人の

属性，伝達したい内容や発信する目的・手段によって変化すると考えられる。

河川は情報伝達する上で，「空間スケールが人間より著しく大きし、J，「時間的

に変化・変動する」，「水中の中が見えにくし、」等伝達内容として理解の難しい

内容を有している。このため，河川を題材とした情報伝達の研究は，他の場所

にも適用可能な汎用性の高い手法の開発につながる可能性がある。共生セン

ターでは，センターの施設や研究を題材とし，センターの視察者や近隣の小中
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学校の児童や生徒を対象としながらこれらの研究を進めてきた。共生センター

にある様々な展示物もこれらの研究の一環として作成されたものである。今後

河川を取り巻く様々な事業を地域に発信するための効果的な手法の確立へと進

んでいくだろう。

3. 河川のハビタッ卜に関する研究

河川のハビタットに関する研究では主として 2つの研究を実施している。

一つは，ハビタットの評価に関する課題である。この課題では，実験河川に

実河川で見られる典型的なハビタットを人工的に造成し，その生態的な機能を

把握することに重点を置いている。ハビタットと生物相との関係を見いだすこ

とにより河川生態系評価を生息場の側面から実施しようというのが本課題のね

らいである。ハビタットからの河川生態系評価は高い精度を保証しないかもし

れないが，低コストで迅速な調査が可能で、あり，今後河川における自然環境管

理の一手法として期待される。

もう一つはハビタットの再生に関する課題である。この課題ではハビタット

が単調化した河川を対象にこれを復元する手法とその効果について検討を行っ

ている。多自然、型川づくりが始ま ったとは言え，多くの河川はそれ以前に改修

等の人為的なインパクトが加えられている。特に，中小河川は河川の規模が小

さく人為的インパクトに対する生物相の劣化は深刻である。このような河川を

どのように蘇生するかが中心的な課題である。

次節からこれらの課題に関連して実施した研究事例を 2つ紹介しより具体

的な内容に踏み込んでみたい。

なお，ここで用いている「ハビタット」とは形態的に一定のまとまりを持つ

河道地形単位（channelgeomorphic unit）に近い概念であり 4），今後生物の生

息状況との対応がより明確になれば，ハビタットとして再区分される可能性が

ある場所とするのがより正確であろう。

3.1 ハビタットの評価手法に関する研究

(1) 実験河川で再現できるハビタット

河川内には様々なハビタットが見られる。ただし河川内のどのような場所

にも同じようなパターンでハピタットが分布しているわけではない。河川の縦

断方向，例えば，上流，中流，下流ではハビタットパターンは異なるし，同じ
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中流でも低水路内と氾濫原内では，前者が瀬・淵構造，後者がワンドやたまり，

とハビタ ットに違いが見られる。従って， 実験河川で実施するハビタ ットに関

する研究がどのような場を念頭においているかを予め明らかにしておく必要が

あるだろう。ここでは，河川を縦断方向と横断方向の 2つの軸で区分し，実験

河川において再現できるハビタットについて概念的に整理してみよう。なお，

本整理は実験河川を念頭においたものだから，感潮区間等海の影響を受ける区

間は考慮していない。結果を図 2に示す。まず，縦断方向には実験河川の縦断

河床勾配が1/300～1/800であることから，概ね中流区聞が再現可能な範囲であ

るが，実験河川では下流端の水位を制御し水面勾配を緩やかにすることが可能

なのでもう少し下流に見られる状況を再現することも可能だろう。可児の分類

に従えば Bb型から Be型5），山本のセグメント区分6）に従えばセグメント 1～

2 -2が再現可能な範囲となるだろう。 一方，横断方向には流水域と水際域が

基本的な再現範囲であるが，実験河川の中流部には一部氾濫原を模した区聞が

あることから，ワンドやたまりにおける生物相の把握も可能かもしれない。た

だし実験河川は実河川と比較するとその空間スケールはかなり小さいもので

あるから，規模の大きな実河川とはその特性が異なる部分もあるだろう。

再
H
口（
 氾濫原

縦断方向の区分 流；！＜域 水際域

上流部 山間地 ｜セグメントM I Aa型 河畔林

一一一下一占~~－－－T二二7「一一ーア 実験河川11で再現できる l 
ノ＼ヒ、夕、トの範囲

→一一 一＿＿.:j 

水際値生帯 ｜ ワンドや
たまり

下流部 ｜ ｜セグメント22 

図2 実験河川で再現できるハピタ ット
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実験河川における流水域と水際域の区分図3

(2) 実験河川におけるハビタットと魚類との関係

①実験概要

ここでは図 2の中で Bb型に該当する区間の流水域と水際域に見られるハビ

タッ卜を対象とした実験結果を示す。実験では図 3に見られるように河道を横

断方向に流水域と水際域に分割した。水際域とは陸域と水面が接している地点
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から植生の先端までとし，水面上でこの左右岸の水際域に挟まれているところ

を流水域とした。ここで，調査区聞を上から見たときに水面上で植生が覆って

いる面積の水面積に対する割合を水際植生率と定義した。すなわち，河道幅は

ほぼ同じであるから水際植生の繁茂が旺盛なほど水際植生率が増加し流水域

の占める面積が小さくなる。水際植生率は「10%未満」，「10%以上～20%未満」，

「20%以上」の 3つに区分した。流水域については，既往のハビタットに関す

る分類事例を基に4),5）「流れの状況」を「早瀬J，「平瀬」，「とろ」， 「淵Jに分

類した。淵は水深が局所的に大きく流速が小さいところ，早瀬は水面が白く波

立ち流速が大きく水深が小さいところ，平瀬は水面がしわ立っところ，とろは

水面が滑らかでしわ立たないところ，である。 一般に早瀬，平瀬，とろ，淵の

順に流速が小さくなり，水深が大きくなる。ところで，ハビタッ卜の構成要素

として他に 「底質の状況」，「水草の状況」等異なる要素も組み込み検討を進め

るべきであるが，事前に解析を行った結果，これらの構成要素とは有意な関連

性が見られなかったため，上記 2つの要素を取り上げている。実験は平成10年

11月24日～平成12年 1月6日まで実施した。まず，流水域と水際践におけるハ

ピタットが比較的同質と見られるセグメントに実験河川を縦断的に分割した。

次に，各セグメントから代表的な調査区聞を設定した。 l調査区間の長さは標

準で15m，設定した調査区間数は24である。各調査区間で平成11年 7月， 8月，

10月に魚類調査を実施し魚種別個体数，体長，湿重量の把握を行った。調査は

調査区間の上下流端に仕切り網を設置し魚類の移入と移出を抑制した後電気

ショッカーを用いて下流から上流に向かつて3回実施している。単位面積当た

りの採捕時間は同一である。

結果について簡単に説明しよう。 7月， 8月， 10月における優占 3種はオイ

カワ （Zaccoplaり1pus），フナ類（Carassius s戸），タモロコ（Gnathopogon elongatus 

elongatus）であった。図 4にこの 3種の体長分布を全調査区間での採捕魚を対

象にして整理した。いずれの魚種の体長も一つのピークを有する単峰性の分布

形を示しており，かつ，季節の推移に伴い体長が徐々に大きくなっていること

がわかる。このことから 7～10月における優占 3種は，全て同一世代から構成

され，これが夏期から秋期にかけて成長している段階にあるものと考えられる。

次にハビタットと魚類の生息との関係に話を進めよう。ここでは，生息状況

を表すーっの指標として単位面積当たりの湿重量を用いた。これは，各調査区

間で採捕した魚種の総湿重量を調査区間の面積で除した値であり，個体数と個
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優占 3穏の体長分布季節変化

体サイズの双方を反映した指標と考えられる。まず，流れの状況と湿重量（以

下，生息量）との関係を図 5（上）に示す。生息量は流れの状況及び時期的な

変化に特徴が見られる。まず，早瀬を除く 3つの流れの状況で時間の経過に伴っ

て生息量が増加する傾向が見られる。淵における生息量は偏差が大きいものの，

平均的には他の流れの状況と比較して有意に大きい値を示す（p<0.01，分散

分析経時測定法 LSD検定），また，早瀬の生息量も平瀬，とろののそれと比

較して有意に大きい（P<0.05，分散分析経時測定法 LSD検定）。 とろと平瀬

では差が見られない。

次に生息量と水際植生率との関係を見てみよう。ここで，とろと平瀬は生息

量に差が見られなかったことから，この 2つをまとめて水際植生率との関係を

解析する。なお，早瀬と淵は調査区間数が少なく，水際植生率が変化した場合

の生息量の違いは解析できなかった。図 5 （下）はとろと平瀬の調査区間にお

ける水際植生率と生息量との関係を示す。 7月は水際植生率の違いによる顕著

な生息量の差は見られないが， 8月， 10月になると水際植生率の増加とともに

生息量が増加する傾向が見られる。水際植生率が20%以上の場合生息量はそれ

未満に比べて有意に大きい（P<0.01，分散分析経時測定法 LSD検定）。

このように流れの状況及び水際植生率と生息量には一定の関係が見られる

注意すべき点は図 5（上）及び （下）の縦軸のスケールである。「流れの

図4

カ；，
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状況」が平瀬やとろになった場合には水際植生率が如何に高くてもその生息量

は淵及び早瀬と比較するとかなり小さい値になる。多自然型川づくりにおいて

も水際域の処理方法に議論が集中する場合が多いが，本調査結果を見ると「流

れの状況」を等閑にした水際域だけの議論はあまり本質的でないことが解る。

3.2 ハビタットの再生に関する研究

(1) 河川におけるハビタット再生の考え方

河川におけるハビタットは流水と流砂の相互作用によって形成されるから，

例えば，陸域のハビタットと比較すると，その形成過程は非常に複雑で制御が

難しい。図 6は河川におけるハビタットの形成を概念的に示した。 一つのリー

チスケールに着目した場合に，そこで形成されるハビタットは出水時に形成さ

れる河道地形に強い影響を受ける。安謹は河川には個々の特性に応じて形成さ

れる形態を「河相」と呼び7)，後に，辻本も水流や土砂等によって形成される

相互作用系を「河相」，河相と関わりあい，そこから引き出される機能を「河

川景観」と定義している8）。この定義に従えば，ハビタットも数多くある河川

景観（河相が担う機能）の一部として位置付けられるだろう。

河川の難しさは，ハビタットの分布や構造が河相に依存し，その河相が流入

する土砂と流量，そして，数リーチスケールの平面形状と平均的な縦横断形状

流域・数 1）ーチスケル
で実施する保全・復元

局所的なハビタット
を保全・復元

流域スケール
流量レジーム
土砂レジム

｜｜体質の改善 ｜｜ 
対症療法

.,.I L, 局所的なアプローチは， くク
＼ ／  個々のハビタ yト聞の 一二一ー－

整合担る誌す空し （；くビタン下〕
数リーチスケール：.＇..かこ：•~；勺羽三二一父、二」ノ，／

諒：~状 き信託店長菌室／－＼ 1'整合？

河キ目
J可栢と期待する河川風景は

一致しているか

~~~ 
様々な河川景観

＝今は保全・復元事業における働きかけを示す

図6 河川におけるハピタットの形成
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表 1 ハビタットの保全・再生に関する考え

保全・復元の考え方 実施例 長所と短所 備 考

河川の動的システム 蛇行の復元，氾 川の「体質改善Jに相当し， Major Restorationと

に着目し，河相を保 濫原の冠水頻度 河川全体を対象とする本質 呼ばれることがある。

全・復元することに の復元（高水敷 的なアプローチと言える。

より，河川の自然環 切 Fげ），人工 しかし，技術的・社会的に

境の保全・復元を図 的な出水，流域 見て実施が困難であること

ろうとするアプロ一千 の土砂管理 が多い。

構造物等を用いて局 水制投入による 「対症療法」に相当する。 Band Aid Restoration, 

所的にハビタァト等 i胤の造成，早瀬 実施は比較的容易だが，保 Structural Restoration, 

の再生を行い，河川 工（本文参照の 全・復元内容がi可相と不一 Minor Restoration等

の自然環境の保全・ ことれ環境保 致の場合には，長期間の維 と呼ばれることがあ

復元を図ろうとする 全型の護岸，魚 持が困難である。また，ハ る。

アプローチ 道の設置 ピタットの生態的な機能の

全てを再生できない場合が

ある。

で決まってしまうことにあろう。従って，再生を図ろうとしているハビタッ卜

は当該リーチにおける河相と一致していなければならないし逆の言い方をす

れば，あるハビタッ卜を再生しようとしたときには土砂－流量，そして，当該

リーチの河道特性を修正し，目標とするハビタットが再生できるような河相へ

と導く必要がある。これは，医療に例えれば「体質改善」に相当し本質的で美

しいアプローチに見える。しかし直線化した河道を再度蛇行させたり，土砂

供給量や流量を適切に制御したりすることは，技術的・社会的にそう易しいこ

とではないため事業量は多くない。今のところ多孔質護岸を設置したり，ワン

ドを保全したり，と局所的にハビタットを保全・再生する手法，すなわち，医

療を例にとれば「対症療法」に類似した手法を採用する場合が多い。米国では

この類のハビタッ卜再生手法を「BandAid Restoration」（バンドエイドを貼っ

て傷口を癒す，とし、う意味）と呼ぶことがあり（表 1に 2つの復元手法に関す

る解説を示した），やはり，対症療法を連想させる。「対症療法Jと言っても事

業量が多ければかなりの効果が期待できるが，注意すべき点があるので強調し

ておきたい。人為的に再生するハビタットは「姿・形」は似ていても本来有し

ているはずの生態的機能が欠落している場合があるかもしれない。例えば，直
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線河道に水制を出して深みを淵として形成しでも，早瀬の下流に位置する淵と

は機能の一部を欠いているかもしれない。早瀬は生産性が高く淵に餌資源を供

給する機能を持つし，早瀬で発生する波立ちは淵の水面にまで影響してカバー

効果を高めるり。また，一般的に淵の下流端は上流端の河床高よりも高いこと

が知られている九このため，淵下流端で堰き上げられた水面は淵の下流部分

に伏流水となって浸透し，淵から瀬への移行帯がサケ科魚類の産卵床“spawn-

mg”を形成することが知られている IO）。水制jによって形成される淵の多くは

水深が大きいことによるカパー効果こそ期待できるが，上で、述べたような淵本

来の生態的機能を期待できない可能性がある。従って局所的にハビタットを保

全・再生する場合には，個々のハビタットの生態的な機能を突き詰め，それを

意識しながら実施することが必要であろう。

(2) 実験河川におけるハピタットの再生とその効果

実験河川では構造物を設置して局所的にハビタットを復元する手法を適用

し，その効果を継続的にモニタリンクしている区聞がある。ハビタットの再生

を試みたのは実験河川 B及び Cの中流域にある直線区間（以下，再生区間）

で，河床勾配1/800，延長60m，川幅 6m （底幅）である（図 1参照のこと）。

本区聞は元来河床が平坦で水深は小さく，流速も一様で非常に単調なハビタッ

トを呈していた。また，生息魚類は量，種類とも他の区間と比べて少ない状況

；膏と深さを維持する
ための3つのべ ン
エ

5個のデフレクターに
よって流れを集中させ，
淵を維持する

~~~；~~（：~11 1 1~幸男3u~＝i~~i 一｜ ｜戸積みによる早瀬工
る）

流；兄コントロール用II淵の形成，太い丸太
のデフレクタ一群 ｜｜の設置（橋脚周リの

'i先掘）

図7 ハピタットの再生区間平面凶
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表2 設置した構造物の概要

工法 概 要

流れに対して 20度程度の仰角を持たせて河床に設置するパネル状の構造物で，

計画河床からは lOcrn程度突き出ている。出水時にベーン工から流れ方向を軸

ベーン工 とした渦が発生することにより周辺の流砂を制御し局所的な洗掘域を形成する。

ここでは淵への細粒土砂の堆積抑制を目的として縦断的に 3基再生区間中流の

i胤に設置した。

出水時に丸太周りに発生する馬蹄形渦を利用することにより流砂を制御し局所

丸太工 的な洗掘域を形成する。ここでは。淵への細粒土砂の堆積抑制を目的として最

上流のi胤に 2組設置した。

河岸から河道の中心に向かつて突き出た不透過性構造物である。高さは 10～ 20

デフレ
cm程度で主として平7官時における水の流れを制御し河岸付近の流れをi可道中

クター
央へと誘導することにより，目標とする低水路法線形の形成。河岸付近の淀み域

の形成を促す。また，出水l時には河岸付近の流速を低減させ，浮遊砂の沈降と堆

積．自然河岸の形成を促す。

木杭 τ：河岸沿いに群として設置することにより河岸沿いの流速を低減させ浮遊砂の

沈降と堆積．自然河岸の形成を促す。

河岸沿いに設置した高さ 10～ 20crn程度の盛土で．通水初期は盛土部上部の水深

盛土工 を減少させ植生基盤を形成する。また，出水時にはこの部分の流速を低減させ

浮遊砂の沈降と堆積，自然河岸の形成を促す。

河床に石を積み人工的に早瀬を模した構造物である。流れ方向の断面形状は高

早瀬 工
き20crn程度の三角形で。頂点より下流には早瀬（勾配 1110程度）を上流には

堰上げによりとろを形成する。粒径は掃流力との関係から当該区間で移動しな

い程度の材料を設置した。

にあった。このため，幾つかのタイプの構造物を設置しこれによって魚類相

がどの程度変化するかを継続調査している。図 7に設置した構造物の配置状況，

表 2に設置した各構造物の概要を記した。また，写真 3～ 5は区間の全景と代

表的な構造物の写真を示す。構造物は大きく，①淵を形成するための「洗掘作

用を期待する構造物」，②水際に土砂を堆積させ自然河岸を形成する「堆積作

用を期待する構造物」，③流砂の制御は期待しないが平常時の流れを制御し，

流速，水深に変化をつける目的で設置した「流れを制御する構造物」の 3つに

分類できる。

設置に当たっては，最終的に再生したし、ハピタットの分布，例えば，瀬や淵
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写真3 再生区間全景

写真4 ベーン工（手前の淵に水

没）

写真5 施工直後の再生区間（手

前がi聞に設置した丸太工）
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の位置を図面上に描き，これらのハビタットを形成させるために最も合理的と

考えられる構造物を配置するとし、う手法をとった。

瀬の再生には玉石を縦断的に三角形に積み重ね局所的に勾配の急な部分を造

成した。また，みお筋を蛇行させ，流速の多様性を増すために両岸からディフ

レクターと呼ばれる水制工を突出し，流れを制御している。水際植生帯の再生

には水際に乱杭を設置し水際付近の掃流力の低下と浮遊砂の沈降，そして，植

物の繁茂が可能な堆積域の形成を試みた。淵の形成にはベーン工と丸太工を用

いた。どちらも構造物周りに発生する局所的な渦が河床を洗掘する作用を利用

したものである。ただし，実験河川の場合，平坦な河床にこれらの構造物を設

置しても淵を形成するような局所洗掘域は形成されない。実験河川は木曽川の

犬山扇状地上を流れている小河川であるから，実験河川における出水時の掃流

力は河床材料の平均的な粒径と比較して小さし、からである。従って人為的に淵

を造成し，ここに構造物を設置して細粒土砂による淵の埋没を防止している。

ところで，実河川における構造物の設置は，洪水時の河積阻害，構造物周辺

の過大洗掘や流況の乱れに伴う河岸浸食を引き起こすことが考えられ，設置に

当たっては，これらについて十分検討することが必要で、ある。比較的縦断勾配

が急な実河川でこのような手法を適用した河川として福井県魚見川の事例があ

り，参考になるだろう II）。

構造物設置前後における魚類相の変化を個体数と種類数別に図 8に示した。

この結果は， 8月の調査結果を基にしている。また，個体数については比較の

ために調査区間 1m2当たりに換算している。図中に蛇行区間における結果も
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対照区間の例として示した。蛇行区間の延長は180m, Jll幅は底幅で 3m，区

間内に明瞭な瀬・淵構造が見られ，既往の調査結果によると全区間の中で年聞

を通じ比較的個体数が多い区間である。

構造物設置後は設置前と比較として個体数，種類数とも多くなり，構造物の

設置に伴う一定の効果が認められる。しかし，瀬と淵が明瞭な蛇行区聞の個体

数・個体数までは達していなし、。両区間における魚類相の違いは，蛇行区聞に

おける淵の大きさや上流に位置する早瀬との組み合わせによるものと考えられ

るが，その詳細は明らかになっていない。今後，ハビタットの配置や構造の微

妙な違いを定量的に把握しこれらと生息状況との関係を明瞭にしていく必要

がある。

4. おわりに

本報では自然共生研究センターの取り組みについて，実験河川で実施してい

るハビタットに関する研究成果を中心に述べた。今後は実験河川における結果

を実河川に適用する手法が課題となってくるだろう。このためには，実験河川

を一つの実河川と捉え，他の実河川と様々な観点から相対化を図っていくこと

が必要と考えている。
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