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水辺林 （渓畔林）の動態，生態的機能
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1. はじめに

日本を代表する風景には，河川，湖，海などの水辺の景観が多く取り上げら

れている。行楽地の絵葉書には，必ずと言ってし、し、ほど美しい紅葉に彩られた

渓流の風景が取り上げられている。私たち日本人にと って水辺は普から安らぎ

の場であると ともに， 生活の糧を得る場でもあったが，第二次世界大戦後の土

地利用の高度化と開発の波は，下流域から上流域まで多くの水辺を破壊し， 生

物を絶滅に追いやってきた。 しかし 最近の研究によ って，このような水辺の

生態系の生物多様性や生態的機能がしだいに明らかにされるとともに，水辺の

重要性が指摘され，環境に配慮した水辺づく りがあちこちで行われつつある。

その中には砂防事業に見られるように河川の中に「日本庭園」を造成するなど，

周辺の生態系を無視し 景観的にも不調和な空聞を作 り出すよ うな事例が多く

見られる。本論では，水辺林の置かれている現状や水辺の生態系を構成する水
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辺林の構造や機能について最近明らかになった知見をまとめ，今後水辺をどの

ように管理し豊かな水辺生態系を復元していくのかについて方向性を探る。

2. 水辺林とは

河川や渓流沿いの水辺には周辺とは異なった独特の樹種構成をもった森林植

生が発達している （石塚， 1977）。これらの森林を 「森林と河川が相互に作用

を及ほす空間域」と表現して，河川｜の上流から下流まで一括して河畔林と定義

することもできるが （中村， 1995），実際には河川 渓流の流況や立地環境に

応じて様有なタイプに分類され，いくつかの言葉で表現されてきた。また，河

川だけでなく湖や湿地周辺にも特徴のある植生が分布している。これらのよう

に，水辺周辺に分布する森林は総称して 「水辺林」（Riparianforest）と呼はれ

ている。

河川は流域上の位置から大きく分けて，扇状地 （山地渓流が平地に流れ出る

’ 渓畔林

中 河畔林

1-湿地林

図1 水辺林の種類と流域｜の位i賢 （崎尾 ・鈴木. 1997) 
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ところに形成される）より上流の渓流とそれより下流の河川の 2つに区分され

る。上流域の渓流に沿った林を渓畔林・渓谷林，下流践の河川に沿った林を河

畔林 （河辺林），下流域の後背湿地に形成される林を湿地林と定義できる （図

1）。 また，扇状地より上流の山間地で，谷底の広い氾濫原 （長野県上高地など）

に成立する森林を山地河畔林と呼んでいる。

(1) 河畔林： ヤナギ林などの下流域の河川隔の広い河川の氾濫原に分布

している水辺林。

(2) 湿地林；ハンノキ ヤチタモ林のように沖積地などの停滞水があり

排水の悪い場所に分布している水辺林。河川の後背湿地や

湿原に分布する。

(3) 渓畔林 河川上流域の崩積土が堆積した渓流周辺のサワクールミ・ト

チノ キ・カ ツラ林 （位置的には， 渓谷林は渓流の最上流域

に分布する森林， 渓畔林はそれより下流域の森林）など。

(4) 山地河畔林： V字谷に土砂が堆積して形成された広い氾濫原に成

立している水辺林。ハルニレやヤナギ類で構成される。

また流路からどこまでの範囲を水辺林 （河畔林・ 渓畔林）と定義するかにつ

いては， 1）構造的には，流路－砂磯碓・氾濫原・段丘・谷壁斜面などの，直

接的に河川－ 渓流の影響によって形成された地形構造上に成立し，絶えず河川

の影響を受け続ける森林であ り， 2）機能的には，日射遮断 リタ ー供給－倒

流木の供給などの生態的機能を通 じて河川－ 渓流に物理的・化学的 ・生物学的

影響を与えうる範聞に分布する森林と定義され， 3）植物社会学的には，水辺

を特徴づける植生単位と しての森林といえる（図的。これまでは，水辺林と

その周辺の森林の区別は，厳密にはなされてこなかったが，河川・渓流域の森

林の管理方法を具体的に、決定するには水辺林の範囲を規定する必要がある。

3. 失われる水辺環境

(1) 原生流域の消失

第二次世界大戦後，急速に土地利用の進んだ日本列島においては，源流域か

ら河口部までの原生的な自然環境の中を流れ下る大規模河川は，存在しない。

特に，下流域においては堤外まで農業やスポー ツ広場・ コルフ場が開発されて



34 

i －......一九

：・』－ーーーーーーー・

斜里苦斜而 ~一一一一一一 谷壁斜面
原 氾濫原

渓畔域

図2 渓畔林の範囲 （~11.J'尾 ・ 鈴木， 1997 )

いる。そのため，生態的に自然の姿を留めている河川およびその周辺環境は，

唯一，源流域しか見ることはできない。そのような原生的な自然環境が残され

た集水域は，それ自体で，自然環境としても重要であり，学術的にも極めて貴

重な存在である。

環境庁は，自然環境基礎調査の中で，人為の影響を受けていない，あるいは

人工工作物の全く存在しない面積が1,000ha以上ある集水域を「原生流域Jと

定義しその現況を調査してきた。 1985年に実施された第 3回基礎調査によれ

ば，原生流域は， 日本全国で100ヵ所， 211,879haに過ぎず， しかも東北 ー北

海道地域に集中しており，地域的な偏りが見られる。また，第 2回基礎調査以

降 5年間に消失した原生流域は， 11ヵ所， 17,386haにものぼる。原生流域の

うち， 保全地域 （自然公園・自然環境保全地域）に指定されているのは， 79流

域に止まっている（環境庁， 1989）。 しかもこれら「原生流域」そのものを保

全対象とする法制度が存在しない。 唯一，林野庁が国有林の保護林制度に定め
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る「森林生態系保護地域」が，原生流域を含めた原生的な集水域全体を保全の

対象としている （現在， 23ヵ所， 233,357ha）。ただし大規模な林地崩壊，

地すべり等の災害復旧措置については，保存地区 （コアゾーン）内であっても，

実行可能とされる（国有林野経営計画研究会，1994）。

(2) 水辺林の分断化

水辺林は，河川の流れに沿った水辺という狭い特異な環境に連続的に成立す

る。しかし中下流部における河川周辺の土地利用の高度化や上流威での森林

開発・ゴルフ場の開発により， 二次林化，人工林化した結果，自然度の高い水

辺林は，源流部の地形の急峻な場所などに断片的にのみ残されているのが実情

である。しかも，こうした自然度の高い水辺林の大部分は，特定植物群落の指

定すらも受けておらず，具体的な保護対策も全く取られていない。 一方，洪水

や土砂災害を防止するためとして行われている一連の治山・砂防事業は，こう

した断片化して残された自然、度の高い林分，そして修復され二次林化した水辺

林すらも破壊している。

全国の主要な109の一級河川を対象とした調査の結果， 1985年現在で，人工

化された水際線は192% （全国で2,441.5km）にも達しており， 5年前の調査

に比べ2.2%増加している（環境庁， 1989）。都市部はもとより北海道，東北地

方の一部を除き，平野部を流れる河川の中で連続的な水辺林を持つものは，非

常に少なく，孤立・断片化が著しい。日本の水辺林は，今や，その連続性を失

い，生態的な回廊としての機能を果たせていないのが実情である。

(3) 人工化した河川

かつては，源流部の急峻な渓流を除き，河川は通常，流路，氾濫原，そして

谷壁ないし自然堤防，段丘へと連続的に続いており，陸域と水域相互に生態的

な結び付きが存在していた。しかし今日では，河川周辺での農耕地，宅地開

発なとーの土地利用が進み，水辺林など河川の後背地が失われた上に，各種の砂

防事業が行われ，陸－水域一体となった水辺の環境が失われている。コンクリー

ト護岸は，その最たるもので，河J11と水辺の相互作用を完全に断ち切っている。

曲がりくねっていた河川はコンクリート護岸によって直線化され，巨大な放水

路と化している。流路工なとeの河川改修が行われる河川の中，下流域では，河

畔林の大部分が二次林化し断片化が著しい。ここでは，わずかに残された河
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畔林を保全して，その連続性を維持し，場合によっては，それを修復する必要

すらある。しかしここで行われている現行の流路工，護岸工事などの河川改

修事業は，数キロ，数十キロの範囲で陸上生態系と河川生態系の相互作用を断

ち切り，流域のレベルて、水辺の生態的機能を損う結果となっている。

流路工は基本的に河川の放水路化であ り，流路を狭い範囲に固定化し，陸域

との聞に大きな段差をつける。したがって，建設時は，河川周辺の植生（氾濫

原の植生）が破壊され，水辺林も伐採される場合が多L、。その結果，水辺を生

育地とする野生植物の地域個体群が絶滅する危険性が生まれ，水辺林は，その

回廊的機能を失う。

施設の完成後，周辺での植樹や自然、力により槌生の回復が進むが，流路が狭

められ，固定されることで河川周辺（氾濫原）の環境が単純化し多様な植物

種の生息環境が失われ，本来の植生の回復は困難である。また，流路工では，

その施設を保護するために，堤防（護岸）上および流路内における植生の回復，

とりわけ樹林帯の成立を防止しなければならなし、。そのため，水辺に高木性の

樹林帯は存在できなレ。堤防の上ないし後背地に河畔林が残された場合て、も，

河川による増水や氾濫などの撹乱がなくなり，水文環境も変化する中で，その

組成 －構造を維持することは難しい。さらに， 未利用地の有効利用を図るため

に，堤防内の氾濫原 （河川敷）における公園やスポーツ施設の整備が進む中で，

辛うじて残った水辺の自然、植生・河畔林すらも破壊され，その再生の場を失っ

ている。

(4) 砂防・治山工事の影響

河川上流，源流域では，豊かな自然環境が残されており，そこを流れる渓流・

小河川周辺には，原生的な，あるいは自然度の高い渓畔林 －河畔林が連続性を

持って存在している （写真！）。このような場所では，砂防タムを lつ作るだ

けでも，その流域レベルで残された手つかずの自然景観 （原生的な流域環境）

を失うことにつながる （写真 2）。手付かずの自然、河川，そして周辺植生が次

次と失われてゆく現実の中で，このことに象徴される意味は極めて大きいと思

われる。

具体的に， Iつの砂防ダムの建設が渓畔林に及ぼす影響には，どのようなも

のがあるのだろ うか。まず，砂防工事のための工事用道路 （写真 3）や資材搬

入施設（ケーブル）の敷設，さらに工作物 （ダム）本体の建設により ，河川周
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写真 1 渓畔林の連なった山地渓

i束。長野県雑魚川

写真2 上流と下流の生態系を断
ち切る砂｜坊ダム

写真3 工事用道路は渓流に沿っ

てつくられ，ここからの土砂の

流失も多い。最も大きな問題は，
渓流に沿って帝状に分イ，，する渓

畔林が広範囲に伐採されること

である

辺の狭い範囲に帯状に成立する渓畔林が広範囲に伐採される。渓畔域の森林植

生は，老齢なサイズの大きな樹木によ って構成され，種多様性も高い。そうし

た植生が一瞬にして失われ，その修復には多くの時聞を要する。これは，同時

に水辺景観の破壊を意味する。また，工事用道路については，人や車の通行を
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写真 4 治1!1ダム周辺の残土には
J'J然の楠＇ I＇＿がなかなか侵入でき

ない

通じて，ゴミの投棄，樹木，山野草の盗採その他，周辺植生に少なからぬ影響

を与えることになる。

一方，施設本体の完成にともない河川による撹乱体制が変化し（場合によっ

ては流路変動），その結果，残された周辺の水辺植生（施設上，下流部）に水

没による樹木の枯死，土砂堆積による植生変化その他の影響を及ぼす。また，

施設工事の完了後におし、ても，ダムサイトや工事用道路における早期の植生回

復が困難（写真 4）なため，浸食や斜面崩壊を防ぐ為に，外来樹種や緑化草本

を導入する緑化工が行われ，それにより周辺の自然植生が悪影響を受ける。し

かし，こうした措置によっても，植生が回復せず，長期にわたり開放地 （無立

木地）が存在し続ける場合も見られる。このように一度壊してしまった渓畔林

を元の姿まで修復－再生させるには，多くの時間と労力が必要となる。

近年，自然環境に配慮、した治山・砂防の在り方が論議される中で，その 1っ

として，伝統的な日本庭園の美を渓流環境において現出させる「庭園砂防」が

提案され，治山・砂防公固などとして，盛んに行われるようになっている（小

橋， 1994；建設省河川局， 1993）。 しかしこうした事業は，伐採など新たな

植生破壊を生み，その地域や立地になじまない緑化樹種，植生の導入による周

辺の自然植生に悪影響を及ぼすばかりか，生態系の一部として機能しない異質

の空聞を生み出すことになる。

(5) 絶滅する生物種

「わが国における保護上重要な植物種の現状（レッ ドデータブック）」（1989) 

の中で，絶滅種目種，絶滅寸前種146種，危急種678種，現状不明種36種が記載
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されているが，その中には水辺に依存する種が数多く見られる。そうした中で，

湿地（河川｜）の開発が園芸採取，森林伐採とともに主要な原因としてあげられ

ている。関東平野を流れる利根川流域の河川敷に残された半自然植生の中に，

ハナムグラ，マイズルテンナンショウ，エキサイゼリ，タチスミレなど多くの

絶滅危倶種が生育するところから，水辺の環境が，これら植物種の保護に不可

欠であることがわかる。現在も河川改修や河川公園の整備などで，水辺に依存

する多くの植物が生息の場を奪われようとしている。サクラソウは北海道南部

から鹿児島県まで，河川敷など湿った場所に広く生育していたが，現在，全国

で24都県101の自生地のうち， 18の産地で絶滅， 9産地で現状不明， 12産地で

絶滅寸前にある（日本植物分類学会，1992）。

4. 河川の撹乱と地形変動

(1) 気候と降水量

日本は温帯モンスーン地帯に属しており，降水量が多く ，年間1,600mmに

達する。太平洋側では，夏期の梅雨や台風によってまとまった降水が供給され

てきた。台風では日降水量が300mmを越える集中豪雨もまれではない。河｝｜｜

は一気に増水し，沖積平野ではしばしば洪水にみまわれてきた。

一方，北日本や日本海側では積雪による冬期の降水量が多いのが特徴である。

そのために，春先の雪解け水による増水は，それほど急激には起こらず，徐々

に水かさを増してし、く。

(2) 河川の特徴

日本の河川の特徴は，外国人の目から見て 「滝」と思えるほど，短く，急、な

流れであることである。そのために関東平野を流れる利根川や，新潟平野を流

れる信濃川など下流域に大きなデルタ地帯を有する河川を除けば，まさに滝の

ように上流からいきなり海に注いでいると言ってもよし、。河Jllは流域上の位置

から大きく分けて，扇状地（山地渓流が平地に流れ出るところに形成される）

より上流の渓流とそれより下流の河川の 2つに区分される。また，山地河川は

流路の形態によって，大きく 2つに分けられる。比較的河川幅の狭い渓流に見

られる流路変動の少ない河川 （写真 5）と，上高地梓川に代表される広い氾濫

原を持った河川（写真 6）である。前者に分布する水辺林を渓畔林，後者に分

布する水辺林を山地河畔林と呼んでいる。この 2つの水辺林は，森林構造も河
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写真 5 流路の変動が少ない山地

のi采畔林 f'fH.~11'·i也峰山 liiJ jll 

の天然のヒパ林

写真6 広い氾it:原をも った山地

i11r畔林二 長野県｜一一，~：j地のケショ

ウヤナギ林マ頻繁に流E告が変動

する

川撹乱も大きく異なっている。渓畔林の特徴は， 一般に渓流勾配が急で河川幅

が狭いために，梅雨－夏期の雷雨－台風などによる大雨で洪水が生じやすい。

これらの河川擾乱は地域によって異なっている。冬期に積雪の多い北海道 東

北地方・日本海側では春先の雪解けによって増水するのに対し西日本や太平

洋側では梅雨や台風による洪水が特徴的である。

(3) 地形変動

河川流域の生態系において，河畔林 渓畔林は河川渓流による撹乱と密接な

相互作用をもって更新している。特に渓流域では，砂礁の浸食－運搬堆積な

どの渓流水による揖乱のほかに，渓流に面した谷壁斜面の崩壊などの撹乱が加

わって複雑な撹乱体制が見られる。 日常的には渓流水によるわずかな砂礁の移

動が見られる程度であるが，台風や梅雨時の集中豪雨による増水の際には，土

砂流などで渓流際の砂磯堆積地で砂礁の浸食・運搬－堆積が小面積で生じてい
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る。集中豪雨をともなった大型の台風時には，土石流や大規模な山腹崩療が生

じ，樹木を根こそぎ流し去り，一時にして渓畔域の地形を変化させる。その結

果，土砂などの堆積物によって新たな氾濫原が生じたり ，流路の堰止めで流路

変動が生じたりする。これらの頻度 サイズ・強度の異なる撹乱 （伊藤中村

1994，崎尾1995）によって，渓畔域には複雑な徴地形の破壊と再生が繰り返さ

れ，そこに生育する植物の立地環境も時有刻々と変化している。それによって

渓畔域には土壌 ・水分 ・光環境の異なる流路・旧流路・砂礁堆積地 谷壁斜面

などの地形がモザイク状に分布している。

一方，広い河川敷をもった山地河畔林は河床勾配が緩く，周辺や上流からの

土砂の移動と堆積により広い谷底面が広がり，網状流路をもっ広大な氾濫原が

発達している。このような河畔域では，数十年単位で生じる大洪水によって森

林の破壊を伴う大きな地形変動が生じる。

崎尾水辺林 （渓畔林）の動態，＇t＇態的機能および保全 再生指針

水辺林の構造と動態

ここでは，シオジを優

占種とする山地の渓畔林

の構造と動態について解

説する（Sakio1997）。

関東以西の太平洋側の冷

温帯の渓流沿いには，シ

オジを優占種としサワグ

ルミ ・カツラ等を混交す

る渓畔林が見られる （写

真 7）。埼玉県秩父地方

の渓流沿いにはこれらの

渓畔林が自然の状態で保

全されている。 林冠木は

樹高30m，胸高直径 lm 

を越え，亜高木層はイタ

ヤカエデ・オオイタヤメ

5. 
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図3 シオジを優占種とする樹木の胸高直径頻度分布。
4cm未満の個体は除かれているO 実際には稚樹や実
生倒体が最も多い（Sakio, 1997) 

100 40 60 80 

DBH !cm) 

20 



42 

写真7 シオシを優 ~i純とする i~

町I＇休：!i奇＋M大滝村

20 

10 

！日日 200 3日D

樹齢 （年）

図4 シオジの樹齢頻度分布ご 4cm未満の個体

は除かれている （Sakio. 199/l 

優占種として構成されている。渓流周辺の地形は複雑で，流路－旧流路－氾濫

原・山腹斜面などが入り組んでいる。

ここでは，優占種であるシオシは稚樹から大径木まで連続的な樹齢構成を

もって渓流域にランタムに分布している。胸高直径の頻度分布を見ると40 60 

cmに（図 3），樹齢の頻度分布で180-220年にピークがあるところから（図的，

過去に大規模な一斉更新を行ったことが予想される。また，樹齢の空間分布か

らは小規模なノミッチにおいて更新していることも明らかになった。このように，

j オジは様々なサイスの撹乱に適応して更新を行っているために，渓畔林の優

占種となることができる。

渓流周辺には大量のシオシの稚樹が存在しているが，その分布は地形と密接

に関わっている（図 5）。当年生の実生は林内のあらゆる場所で発芽してくる

が，草本植生やリターの厚く積もった立地では，これらの被陰の影響で数年の

後には枯死する。一方，渓流周辺の砂磯地で発芽した個体は，林冠木による被

陰はあるものの，比較的明るい光環境のもとで高い確率で個体を維持し続ける。

しかし数年に一度の台風や梅雨時の集中豪雨による増水の際には，渓流際の

砂磯堆積地で砂礁の浸食・運搬・堆積が生じてこれらの個体は流失もしくは埋

没する。しかし新たに生じた砂磯堆積地には周囲から種子が供給され，発芽
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図毛見ず英語'11: 園 I日お走者託 0￥巴す監庭電図山月隻

図5 シオジ稚樹の分布と地形。稚樹は樹高 1m以←［ーの個体で， 卜の数字は稚樹数を表

すc 稚樹はILi渓流や一部の氾濫原に集中分布する
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図6 シオジの生活史と渓流の撹乱体制からみた渓畔林の動態 （崎尾 ・鈴木， 1997)

し稚樹群落が再び形成される。数十年に一度の大型台風による増水や土石流，

数百年単位で生じる大規模な山腹崩壊は大径木もなぎ倒し， 一夜にして渓流周

辺の地形を変動させる。これらの大規模な撹乱によ って生じた旧流路や小高い

砂磯堆積地はしばらくの間シオジの稚樹にとっては最適なハビタッ卜となる。

これらの稚樹は林冠木が枯死したときに生長を開始し林冠木に生長する。この

ように，渓流周辺では様々な規模で生育環境の破壊と再生が行われているため

に，形成年代の異なる立地がモザイク状に分布してし、る。これに対応して， 種

組成だけでなく，様々なサイズや樹齢の集団がパッチ状に混在している。

このように，シオジはその生活史の様々な段階において渓流撹乱と密接に関

わり合って更新している（図 6）。

6. 水辺林の機能

水辺林は樹冠による日射遮断や水質形成などの生態的機能を持つとともに
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日射遮断

図7 渓畔林の生態的機能（崎尾 ・鈴木， 1997)

（図 7），人間にとっては，災害防止や水産資源，レクリエーションの場の提供

など多くの役割をもっている。

(1) 日射遮断

河川生態系における水温の変化は，そこを生息環境とするすべての生物に影

響を与え，魚類の分布を制限する要因となる。特に，イワナ ヤマメなどのサ

ケ科の魚類の生息・繁殖には低水温の維持が必要である。河畔林・渓畔林は河

川や渓流において水温の上昇を抑えるうえで、重要な役割をはたしている。上流

域の渓畔林においては，渓流が樹冠におおわれ直射光がほとんど遮られている。

気温の上昇する夏期には，樹冠による日射遮断効果が大きい（中村 ・百海，

1989）。河川幅の広い下流域においても，河畔林下は直射光が遮られ魚類にとっ



46 

ても重要な生息環境となっている。

(2) 落葉・落枝の供給

落葉広葉樹を主体とした水辺林からは，秋になると大量の落葉が生産される。

これらの一部は，直接流路内に供給されるものもあれば，いったん林床に落下

してから風によって流路内に移動するものもある。これらの落葉・落枝は石の

隙聞にひっかかったり，淵に堆積し，水生昆虫の餌や巣材となって分解される。

(3) 大型の倒流木の供給

日本では橋脚に集積した倒流木が氾濫を引き起こしたり，土砂とともにダム

をつくりそれが決壊して土石流を起こすために，流路内の倒流木は防災の観点

から取り除かれてきた。しかし河川や渓流において倒流木は魚類の隠れ場所に

なったり ，それによって形成された淵は魚類の重要な生息場所になる。

また，倒流木は河川・渓流内において撹乱と相互に作用しあって，複雑な微

地形を形成している。流路をふさいで流路変更を生じたり，土砂をせき止めダ

ムをつくったりする。これらの複雑な微地形は魚類などの動物のみならず，水

辺の植物群落の更新・維持にも影響を与えている。

(4) 水質形成

河）｜｜・ 渓畔域に分布している樹木は，土壌の水分条件に適応した根系を発達

させ，様々な養分を吸収している。氾濫原の農地利用にともなう水質汚染が河

畔林帯を流れることにより除去されるなどフィルターとしての役割を果たして

し、る （Peterjohn& Correll 1984; Pinay & Decamps 1988）。

(5) 生物多様性の維持

一般に水辺における生物多様性は， 他と比較して高いと言われている。例え

ば，植物種の場合，北米太平洋岸の水辺林では，隣接する斜面林より種数が 2

～3倍も多く（Gregory& Ashkenas, 1990），スウェーデンの lつの河！｜｜の水

辺域で，スウェーチンに分布する全高等縞物の13%が出現するとの報告（Nil-

sson, J 992）もある。

日本の冷温帯の中小河川周辺に発達する山地渓畔林は，隣接する山腹斜面に

発達する森林群集とは，相観的にも，種組成，構造の上でも大きな違いが見ら
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れる。安定した山腹斜面で、は，林冠層ではブナが卓越し，林床にはササ類が優

占して，全体の種組成は極めて単純である（Nakashizuka& Numata, 1982, 

Yamamoto, 1989）。これに対し，渓畔林では， 林冠層，林床とも卓越する種が

なく，種組成は多様である。このような渓畔林における種多様性の背景として，

過去の河川撹乱により形成された複雑で多様な微地形構造と，現在の渓畔域を

取り巻く多様な撹乱体制，すなわち，河川の増水・氾濫・土石流による浸食，

堆積，斜面崩壊，そして通常の風倒による林冠ギャッ プの形成などがあると考

えられる。その結果，渓畔域には，多くの植物種が更新，生育するための多様

な生息環境が存在し，単に水辺の湿性な立地を選択的に利用する植物種群や河

川の増水などで頻繁な撹乱に適応、的な種群のみならず，上方斜面に優占的な種

群も生育する。また，本来広い分布域を持ちながらも，山腹斜面などで卓越す

る種（ブナ等）に追い出された種群が，避難場所（refuge）として渓畔域を利

用する場合が見られ，希少種を渓畔林中に見出すことができる（Naimanet al 

1993; Malanson, 1993）。すなわち，渓畔林に見られる植物群集の種多様性は，

不均一な環境の上に成り立つ種多様性ということができる。このようにして，

渓畔域には多様で複雑な植物群集が成立し，また，それらを生息 －採餌環境と

して利用する動物種が存在することで，渓畔域の生物多様性が形成されている

(Swanson et al., 1982; Gregory & Ashkenas, 1990）。例えば，岩手県胆沢町の

森林総研のカヌマ沢試験地において，これまでに岩手県全域で確認されたカミ

キリムンの 3分の 1にあたる83種が採取され，渓畔林における種の豊かさが明

かにされている（森林総合研究所「生態秩序」森林生態系チーム，1993）。

(6) 生態的回廊

水辺に成立する森林群集の生態的回廊としての機能については，これまでも，

その重要性が指摘されている（Buddet al., 1987; Franklin, 1992; Malanson, 

1993）。河川に沿った連続的な水辺林の存在は，同一水系内の各流域を生態的

に結び付け， それを通じ動植物の移動 分散を可能とし，種個体群の維持，拡

大に寄与する。移動，分散能力の低い植物種は，地史的，長・短期的な環境変

動の中で，種個体群の縮小，拡大を繰り返している。 そうした中で，特定の小

流域で，ある個体群が絶滅する場合もあるが，他の流減に残された個体群は

Ecological legacy (Franklin, 1992）となって， 水辺域を回廊と して利用しなが

ら，流域全体に再び分布域を拡大することが可能である。
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一方，渓畔林を構成する樹種の中には，渓畔域に依存的な種群（トチノキ，

カツラ，サワクールミなど）のみならず， 山腹斜面の大規模な撹乱跡地などで優

占する先駆的な樹種 （カンバ類やホオノキ，センノキなど）や隣接する植生帯

の構成種 （オオシラビソなど），そしてキハダなど個体数の極端に少ない種が

ある。 このことは，渓畔域が，植物種にとって，移動の回廊あるいは避難場所

となっていることを強く示唆している。すなわち，渓畔林は，優占種により広

L、生育環境を奪われた種群の逃げ場（難民キャンプ）であり，環境変動を生き

延びる植物種の移動の回廊 （通り道）と言えるかもしれない （鈴木， 1992）。

白亜紀の遣存種，生きた化石と言われるカツラが，極東の島国の渓畔林に生き

ながらえている事実は，渓畔林の特異な環境を象徴的に物語っているように思

える。

(7) 産業資源

水辺に分布する水辺林の構成樹種の中には，様々な産業の資源、として重要な

樹木が含まれている。渓畔林の主要な樹種であるトチノキの花は養蜂業の蜜源

として利用され，その果実はトチ餅の原料として重要である。また，外来樹種

として取り扱いが問題になっているニセアカシアもその花は蜜源として重要で

ある。キハダやメグスリノキは薬木と して珍重されている。そのほか，水辺に

は多くの山菓が分布しており，季節には人々を楽しませている。

(8) 景観形成

日本における水辺林の多くは落葉広葉樹で構成されている。スギ・ヒノキの

常緑針葉樹林と異なって，これらの森林では，その四季の変化が明瞭である。

春には樹木の芽吹きとともに開花が始まり，新緑の季節へと変化する。夏は，

樹冠がうっぺいされ涼しい木陰を提供する。秋に下層木から上層木まで様々な

色に紅葉し，私たちの目を楽しませてくれる。このような樹冠の変化による光

環境の変化は下層植生に大きな影響を与えている。特に，春植物 （スプリング ・

エフェメラル）の分布の制限要因になっている。

(9) レクリエーション

水辺は，フィッシングだけでなく ，多くのレクリエーシ ョンの場を提供して

いる。カヌー ・ボート・沢登りなどのスポーツ，キャンプ・ピクニック ・水遊
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び，野生動物観察なとー多岐にわたって利用されている。これらのレクリエーショ

ンは水辺の生態系に大きな影響を与えているしフィッシングとカヌ ー・ ポー

トではレクリエーショ ンどうしでもその利用をめぐって衝突している。

7. 水辺林の保全と修復

(1) 自然度の高い流域の保全

原生流域および自然度の高い流域については，砂防（治山）事業は行わず，

自然の推移に任せ，原生的河川環境を保全し，あるいは修復することで，豊か

な自然環境を次世代へと引き継ぐことができる。このような流域の存在は，環

境資源として重要であるのみならず，学術的にも貴重であり，その生態的特性

を解明することにより，将来の河川環境創出に役立ち，またそのそテ、ルともな

りうる。

(2) 土地利用計画の見直し

破壊的な森林伐採，道路建設，スキー場・ゴルフ場開発など水害・土砂災害

を誘因，拡大するような上流域での開発行為を制限－禁止する一方，流域全体

を通じ，河川周辺の土地利用・開発行為を厳しく規制する。このような土地利

用計画の下で総合防災機能を高め，河川工作物に頼る災害対策の比重を少なく

する。このような施策を通じてしか，日本の河Jllと水辺の自然環境を保全する

手立てはない。これらの論議については，「川と開発を考える」（日本弁護士連

合会公害対策・環境保全委員会編， 1995）に詳しい。

(3) 砂防・治山事業におけるパラダイム・シフト

今まで行われてきた，砂防－治山事業の大部分は，ダムや流路工などのコン

クリー卜による土木工事であった。森林造成による治山事業も行われてきたが，

非常に限られた範囲であった。もちろん，災害から人命を守るうえで必要な事

業も多くあるが，本当に必要があるかどうかわからないような場所にまで工事

が行われており，予算がついたために現場の担当者が無理矢理工事箇所を見つ

けているようなことも多々あるのが現状である。このように予算消化としか思

えないような工事もあり，そのためにで‘きるだけ l箇所で大規模な工事を行う

傾向にある。また，構造物はコンクリ ートで作っているように，半永久的な強

度をもったものが要求されてきた。これらの工事は，自然の生態系のつながり
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を幾重にも断ち切り，山から海までつながっていた流れを不連続なものとして

しまっfこ。

本来，土木工事というのは字の通り「土」と「木」でおこなうものであった。

まさに，自然、の素材をうまく利用した工事が伝統的におこなわれてきた。その

ため，工事が行われでも，それほど周辺と違和感がなく景観的にも自然、に調和

していた。これからの事業は，特に上流域の治山事業では，植林や育林を主体

とした山づくりを強化し，土木工事にも積極的に木材資源を活用した伝統的手

法を取り入れていくことが必要である。たとえば，渓畔林を再生することによっ

て渓流域の多面的機能を強化することがあげられる。渓畔林は，ある程度は防

災的機能を保持しており，水質や渓流の環境を改善する上で大きな効果を発揮

する。山腹斜面から流失する砂磯もかなりの部分補足し渓流水の汚j奇を防止

している。このように渓畔林は総合的な治山効果を発揮する。

また，大きなコンクリートタムを作るのではなく，間伐材を利用して低タム

群や土留めを作ることである。木質のダムは確かに強度はコンクリートには及

ばないが，耐久性はかなりあると思われるので，数十年に一度の土石流の強度

を低減することができればよい。上流域のように直接，住民に被害を及ぼさな

いような場所では，構造物は一度の土石流の抑止力となればよいという考えに

切り替えることも必要である。

(4) 砂防事業における日本型近自然工法（多自然型川づくり ）の見直し

自然環境とか景観に配慮した砂防事業の一環と称して，砂防公園，親水公園

の造成が進められているが，その実態は，今日，砂防事業で問題とされている

「自然環境の保全」とは全く無縁のものであり，砂防事業における環境問題の

解決にはならない。それはかりか，自然の力による水辺林の再生を妨げ，周辺

の自然環境に悪影響を及ぼし人間と河川との関係まで歪めてし、く。砂防公園，

親水公園の造成事業を見直し水辺の環境の再生，とりわけ水辺環境にとって

の不可欠の渓畔林・河畔林の再生に努力すべきである。

(5) 水辺林の再生復元

現在残されている比較的自然、度の高い水辺林を厳正保全しこれを核，モデ

ルとして，質の低下した水辺林を修復・復元し，源流部から河口に至る水辺林

の連続性を回復する。特に小流域を結び動植物の移動・ 分散を図る生態的回廊
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の回復が重要である。水辺林の再生については，その地域，立地環境に成立す

る植物群集の組成と構造を持ち，しかもそれが生態的に機能できるような水辺

林を再生させていかなければならない （武内， 1994）。

二次林化し質的に低下してしまった水辺林については，種組成が天然の水

辺林に近いものであれば，そのまま放置することによって，時間の経過ととも

に本来の林分構造や大径木の存在する森林をとりもどすことができる。しかし

種組成が全く異なってしまった場合は，隣接の林分からの種子の散布を期待し，

天然更新を図るか，植栽により本来の姿を取り戻さざるをえない。

水辺林が完全に失われている場合は，自然に放置して，本来の姿を取り戻せ

るのであれば手を加える必要はないが，多くの場合は播種や植栽によらねばな

らなし、。この際に注意すべきことは，植栽木の種類はもとより ，植栽された苗

木の出所である。 遺伝的な地域的同一性を確保するために，できる限り隣接の

林分から種子を採取して育苗し，植栽すべきである。そして，導入した樹木が

種子生産を行うまで生長できるためにも，植栽場所はできるだけ立地的に安定

した場所を選定することが重要である。

このような水辺林を再生する上で重要なこ とは，その成立する「場」の扱い

である。 水辺林は，河川による自然、撹乱や，それに結び着く生理生態的環境の

下で成立する群集である。したがって水辺林の成立する環境が存在しなければ，

自立的に更新を続ける水辺林は存続することはできないし，生態的な機能を果

たすこともできない。

1997年の河川法一部改正は， i畔林を「樹林帯」として河川管理施設に組み

込み，整備または保全の対象とした。しかしここでいう「樹林帯」とは，堤

内，すなわち，堤防によ って河川氾濫から守られている場所に設定された樹林

帯のことをさし水辺林と呼べるものではない。水辺の自然環境の保全や再生

を図る上で水辺林を考えるならば，堤外における森林群集のあり方を考えねば

ならない。

(6) アセスメン卜とモニタリング

砂防・治山施設の建設は，周辺の自然環境に大きな影響を長期にわたって及

ぼすにもかかわらず，これまで事前の詳しい環境アセスメントが行われてこな

かった。 1997年，環境アセスメント法が制定され，鉄道・ダム・港湾・発電所

など大規模事業における環境影響評価が義務づけられることになった。しかし
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この環境アセスメント制度自体が，事業実行を前提とした事業アセスメントの

性格が強い上に，河川環境の改変につながる砂防施設については，その規模か

ら法的拘束を受けることはない。また，砂防施設の建設が河川や森林など自然

環境に及ぼす影響の評価については，手法的にも技術的にも確立しておらず，

早急にその実施体制！の確立が求められる。また，実施された事業の影響評価を

把握し，問題が生じた場合に適切な処置がとられるよう環境モニタリングの重

要性を指摘しておきたL、。

(7) 水辺域生態系解明のための総合研究の推進

これまで河川行政に携わってきた人は，河川を防災および水資源の対象とし

てしか扱ってこなかった。そのために河川およびその周辺の環境が一体となっ

ている水辺の生態系に対する理解が深まっていない。また，水辺環境に対する

研究も遅れており，未解明の部分が多い水辺の生態系の総合研究がぜ、ひとも必

要である。水辺林についても，その保全と再生を図るためには，群集組成や林

分構造を含めた森林動態を明らかにする とともに，河川環境の形成にはたす森

林の役割を解明することが重要である。そして，河川の氾濫などの自然撹乱の

影響や水辺域の生理的環境などを解析する必要がある。

8. おわりに（研究の方向性）

これまで、河川は防災や水資源の対象と してしか扱われてこなかったために，

土木工学の対象分野であった。そのために河川およびその周辺の水辺の生態系

に対する研究も遅れている。日本において水辺林の構造・更新・機能について

本格的に研究が始まったのは1990年代に入ってからであった。しかし近年，

水辺環境に対する要求が市民のなかにも高まり，河川法が改正されるにおよん

で，河川の環境保全や水辺林の再生に関する事業が先行し手探りの状態で行

われているのが現状である。

水辺林の保全と再生を図るためには，ょうやく始まった水辺林の動態研究を

すすめるとともに，河川環境の形成に果たす水辺林の役割を解明することも重

要である。特に，これからは，河川の上流から下流までを総合的にとらえた流

域規模での研究が求められるとともに，水域と陸域を結んだ境界領域での研究

の進展が期待される。
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なお，本論は「水辺の森林植生 （渓畔林－河畔林）の現状・ ；構造・機能およ

び砂防工事による影響」（崎尾・鈴木， 1997）と，「水辺林（渓畔林）の現在，

過去，未来」（崎尾， 2000）に加筆したものである。
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