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洪水撹乱に伴う植生の変化
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1. 河川における変動要因

現在の日本の河川は堤防や河岸防御施設により流路や低水路がある程度固定

されているが，古来の河川や諸外国の河川は変動の繰り返しであった。変動形

態はその規模が大きい順に流路変動（蛇行），側方侵食，河床変動，河床波な

どがある。

く変動形態の一例〉

・流路変動：ブラマプトラ｝｜｜→1830年洪水を契機として，最大で50km西

進した。

カンジス川支川ジャムナ川→約50m／年西進し，川幅も拡大

傾向にある0

・側方侵食：全国的に見て，急流河川では 1洪水により平均で約20m, 

最大で約40m侵食される。 中流域の河川では河岸高の 5倍

程度，下流域の河川では河岸高の 3倍程度侵食される。

一般的には側方侵食速度が河床侵食速度より大きいが，中

流域の砂河川では河床侵食速度（河床変動）の方が大きい0

・河床変動：富士JI！→1982年 8月の洪水により河床が洗掘され，国界橋下

流1.8km区間に深さ 7～15mのミニ ・グラン ドキャニオ

ンが形成された。これは構造線の影響，砂利採取により侵

食されやすい軟岩が河床に露出したためで、ある 1）。

大場川（静岡）→1998年8月洪水で河岸・河床が洗掘され，

家屋が流失。 1990年洪水後，洪水疎通能力を増大させるた
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めに河床を約 2m掘削。河床材料が礁から砂になったた

め，洪水により一気に洗掘が進んだ九

－河床波：中規模河床形態→交互砂リー｜、｜，複列砂州，うろこ状砂州

( 10～20）豆川幅／水深豆70で、交互砂州，）｜｜幅／水深詮140

で複列砂州（砂利河川では70～100）が発生する。

小規模河床形態→砂漣，砂堆，平坦河床，反砂堆

2. 大きな変動要因によって，何が起きるか

建設省の技術研究会（2000年）3）において，全国22河川を対象に河川管理に

関する課題を調査した結果，もっとも多かったのは「淡深・ 構造物が河床変動

にどのような影響を与えるか」であった。すなわち，様々な河川の変動要因の

うち，現在河川管理上もっとも課題となっているのは河床変動である。河床変

動に影響をおよぼすインパクトには，自然的要因と人為的要因がある。

く自然、的要因〉

・気候変動：河川地形は主に下流部は（気候変動に伴う）海水準変化，

上流部は気候変化の影響を強く受ける。温暖化により海

水準が上昇すると，塩水が侵入してくるし，温暖化は中

緯度帯においては，河川流量の増大を招く。

－小雨の長期化：半乾燥帯では温暖化に伴う蒸発量の増加により下層大気

の湿度が減少し，少雨傾向となる。

－大 洪 水：日本で短中期的にもっとも大きなインパクトであり，河

床変動に大きな影響をおよぼす。

く人為的要因 1令）

．低水路の拡幅： J11内川で、は拡幅及ひ、シヨ一トカツ卜に対して，河道の機

能により復元。

低水路幅： 40m→90 m→50 m 

庁 縮小：石狩川では川幅の縮小及びショートカットに対して，河

道の機能により復元。

低水路幅： 130m→70 m→165 m 

・ショートカット．河床の急勾配化により，掃流力が増大し，河道形状を

変化させる。
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く人為的要因 2)

洪水疎通能力増大：メリット

・1可道掘削「 ｜ ク堤防の侵食 －→破 堤

・砂利採取→ 中 防法覆工・橋梁基礎の浸食－→被 災

・横断工作物ー十〉河床低下一十予取水困難 一一予利水問題

・洪水流量減少」 ｜ ヲ（下流域）塩水侵入 ーク取水困難
（流砂量減少） ｜ 海岸線後退 ｜、

｜ 守生態系変化

複断面化ーー〉高水敷の樹林化

図1 河床低下を引き起こす要因とその影響

低水路の拡幅・縮小のようなインパクトに対しては，河道の復元機能により

自ら調整して，元の状態に戻るが，復元能力を超える河道掘削や砂利採取など

のような持続的インパクトには河道が十分対応できない（応答が遅し、）場合が

ある。

河道掘削や砂利採取等が行われると，河床が低下（河道断面積が増大）し，

洪水疎通能力が増大するというメリットがある一方，堤防や橋梁の基礎が洗掘

されるといった直接的な悪影響の他に，低水路が明確になる複断面化が生じる。

複断面になった結果，ある条件下では高水敷に特に木本植物が繁茂するように

なる。同様な樹林化の事例は多摩川，渡良瀬川，千曲）｜｜，手取川などの国内河

川はもとより，海外の河川においても見ることができる。

3. 千曲川ねずみ橋地点における樹林化5)

現在，研究フィールドとしているのは，千曲川のねずみ橋地点（95.25～

98. 75の3.5km区間）であり，河川生態学術研究会＊のメンバーにより共同研

究が実施されている。空中写真による河川敷植生の変化を図 2に示す。当該地

点は 2 で記述したように，河道掘削により河床低下しそこへ一定規模以上

の洪水インパグトが発生し，樹林の流失及び樹林化が生じた。当該地点におけ

る樹林化及び樹林流失の経緯は以下の通りであり，樹林化を引き起こした洪水

としては， 1982年洪水が代表的な洪水である。なお，以下に示した番号①など

は図 2の番号に対応している。 1999年洪水に伴う樹林化も，洪水により樹林は
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図2 ねずみ橋地区における河川敷植生の変化（空中写真）

（国土交通省千曲川工事事務所及び国土地理院提供）
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流失されたが，今後10年程度経過すると，再び元のように樹林化していくもの

と予想される。

① ～1959年：川幅L、っぱいを流路が移動し，植生はなく，ほとんど裸

地（疎河原）。

②1960～ 80年：河道掘削（25万m3）に伴って，高水敷と低水路に比高

差生じる。

草が一面を覆うが，樹木は若干しかない。

③1981～ 85年：一連の洪水により，比高差拡大（複断面化）。

→高水敷上に厚い細粒土層が形成される。

1985年 ：ハリエンジュ（ニセアカシア）が侵入しその後，ハリ

エンジュ群落に遷移した。

④1986～ 97年：高水敷はほぼ全面樹林化。低水路は主に草本群落で一部

樹林化。

⑤1998～ 99年：一連の洪水により，植生流失。低水路ではほぼ全面で流

失したが，高水敷での流失範囲は小さい。

＊平成 7年より河川工学，河川生態学，物質循環学などの専門家（国土交通省，大

学， NGO他）が集まって結成された研究会で，千曲川ねずみ橋地区の他に，多

摩川永田地区，木津川京田辺地区，北川の河口～熊田地区を対象に調査を行って

いる。

4. 千曲川流域の河道・洪水特性

樹林化のメカニズムの話に入る前に，先ず千曲川の河道・洪水特性について

整理しておく。

千曲川流域は谷底平野と盆地が連続し河岸段丘が発達した地形で、あり，盆

地部では洪水時に河川沿いに遊水する箇所が多く見られる。千曲川下流には 3

箇所の狭窄部（戸狩，替佐，立ケ花）が存在する。年間降水量は長野市等が位

置する中流部は特に少なく， 1OOOmm前後の小雨地域であり，比流量（流量

／流域面積）は小さい。調査対象のねずみ橋地点の河道特性は河床勾配が約1/

200，代表粒径である60%粒径が100～150mmの礁床河川である。

生田地点（ねずみ橋地区より約10km上流）における洪水特性は，流量の大

きな支川犀川が合流する地点より上流であるため，計画高水流量は5,500m3/s, 
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平均年最大流量は1,250m3/sと立ヶ花地点における流量に比べると小さいが，

流量変動は大きい。そして，概ね1,000m3/sが高水敷にのる流量である。流域

は西側が急峻な山地で，内陸に位置するため，洪水は 8, 9月の台風に伴うも

のが多く， 1958年洪水（4,900m3/s）が既往最大である。樹林化に大きく影響

した洪水は流量3,000m3/s以上の洪水で， 1958年以降 5回発生している（表 1,

1980年頃まで、に実施された河道掘削に伴い，河床が低下し，従来の単断面河

道が複断面河道となった。この期間の河床変動量は概ね河道掘削量に比例して

おり，上流からの供給量が減少した訳で、はない。河床低下の結果，明確な低水

路が形成されるとともに，低水路内には複列砂州が見られるようになった。

表 1 千曲川流域の概要

源流

流域面積

幹線流路延長

年間降水量

長野県南佐久郡 甲武信ケ岳（2,475m)

2,000 knl (11,900 kn1) 

118 km (367 km) 

中流部は 1,000mm前後・少雨地域

上流部は 1.000～1,400mm 

計画高水流量 I 5,500 mis （立ケ花： 9,000m'/s) 

平均年最大流量 I 1,250 m'!s 

主要な洪水 ①1958年 (4,900 m'!s) 

②1959年8月（3,900m'!s) 

③1982年8,9月（3,600m'!s) 

1999年8月（3.600m'!s) 

注） 生団地点 (1C8k）における諸元，（ ）内は信濃川流域全体の諸元を表している。

表2 近年の洪水被害の概要

1959年8月 台風 7号 死者・行方不明 65名

1982年9月 台風 18号 全壊2棟、浸水6,019棟’支川樽川決壊

1983年6月 台風6号 全半壊流失 44棟、浸水4β57棟

1983年9月 台風 10号 全半壊流失 15棟、浸水6,584棟：本堤破堤

1999年8月 熱帯低気圧 半壊流失3棟、浸水848棟

注） 1959年8月洪水を契機として，計画高水流量（生田）は3,250rr//s→ 4,000 rr//s 
に変更された。
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5. 樹林化→流失→再樹林化

ねずみ橋地区の高水敷上での樹林形成プロセスは図 3のように示される。樹

林化に関係する要因としては， 2で記述した複断面化を含めて，以下に示し

た5つの要因が関係している。なお，これらの要因は単独で関与するものでは

なく，①と③，②と③，②と④及び⑤などは相互関係にある。

①河床低下に伴う複断面化

②洪水の発生

③比高（高水敷高一低水位）

④細粒土の堆積

⑤栄養塩類（窒素，リン）

①河床低下に伴う複断面化

かつての河道は平坦な磯床河川で，流路の変動が激しく，かつ砂州｜上であっ

ても絶えず洪水のインパク卜を受けて，植生は流失することが多かった。しか

し 1980年頃までのお万 m3におよぶ河道掘削に伴い，河床が低下し，河道が

複断面河道となった。その後の洪水に伴う河床変動によって，低水路内でも比

高差が生じ，更に低い低水路と平均年最大流量程度で冠水する比高の磯洲（中

水敷）が形成された。

低水路との比高差が大きくなった高水敷では，洪水時の掃流力が減少して礁

が移動しにくくなり，低水路際の側方侵食でしか大規模な河床変動が生じてい

ない。側方侵食幅は1999年 8月洪水でも最大で20m 程度（96.0k, 97.5 k）と

それほど大きなものではなかった。一方，低水路では1999年8月洪水時にも大

規模な流路変動が生じ，平均河床高がほとんど変わらなかったにもかかわらず，

局所的には 4mも河床変動した箇所があった。

河道内はダイナミックな河床変動が生じる低水路，平均年最大流量程度で冠

水するが，大洪水時には河床変動が生じる中水敷，大洪水時にも河床変動が非

常に小さい高水敷とし、う土砂動態が全く異なる環境に分割されたと言える。

②洪水の発生

過去20年間で見ると，大きく樹林形態が変化したのは1982年 8, 9月洪水

(3,600 m3/s）の前後であり， 1999年 8月洪水（3,600m3/s）後も植生形態に大
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①～1959年
主な出水
個高水敷冠水
ね高水敷非冠水

．圃（1958年4900m3/s)

＠圃 1959年3,900m3/s)、
②1960～1980年 、 ノ①高水敷と低水路の 1、／比高差拡大 I ｜樹林化のきっかけ

l .. ! z流路変動中豆長縮小J

宇田 1981年2,200m3/s

... 1982年研工600m3/s・・ 1982年9月3,600m3/s
修習 1983年2,600m3/s

傘認 1985年1,900m3/s

1、出水時に
表層土鰭形成

李登 1998年2,200m3/s
... 1999年3,600m3/s

図3 97.0km横断の地形・地被状態の変遷横断図
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きな変化が生じることが予想される。これは， 3,000m3/s以上の洪水時にのみ

比高の高い高水敷部分も冠水し，部分的な植生の流失と同時に土砂堆積が生じ

るためである。 3,000m3/s未満の洪水では，中水敷もしくは低水路内の砂州上

にのみ表層土層が形成され，中水敷や低水路内の樹林繁茂を促すとし、う傾向が

窺える。

③比高（高水敷高低水位）

比高が高くなった高水敷で、は，洪水による植生流失の外力及び頻度が減少す

るとともに，一旦堆積した土砂は掃流されにくくなり，また植生による流速低

減に伴う土砂堆積が進むため，表層に細粒土層が形成される。これは大洪水が

発生しでも流失せず，樹林化の進行を促進させる要因となる。

これまでの他河川における調査結果では，高水敷高が平均年最大流量相当の

比高程度になることが樹林化の一つの条件であると考えられていた。しかし

千曲川の場合は3,000m3/s以上の洪水により樹林化しており，平均年最大流量

が1,250m3/sであることを考えると，これまで考えられていたより洪水位に対

して相対的に低い水理環境で樹林化している。

④細粒土の堆積

洪水に伴って，高水敷に細粒土が堆積することが樹林化の一つの条件となる。

1999年 8月洪水前後で見ると， 98k付近にある中水敷や高水敷化した中洲て、は

平均で15cm，最大で50cmの土砂堆積が見られた。土砂堆積厚は高水敷上の

冠水深が大きいほど，粗砂～中砂が厚く堆積し冠水深が小さい（冠水時聞が

短い）と細砂が薄く堆積する傾向がある。特にねずみ橋上流河岸沿いの中水敷

上に約50cmの堆積が見られた。土砂堆積厚はデータのノミラツキがあるものの，

概ね冠水深が大きくなるほど，厚くなっている。

樹林化プロセスにおける細粒土の役割の一つは，土粒子の間隙に水分が保持

されることである。 1999年 8月洪水前後で調査した結果，水分については厚さ

3cm以上の表層土層が形成されているか，地表面に礁が露出している透磯層

状態でも，地表面付近の磯空隙にシルト以下が 5%以上（それ以下でもオオイ

ヌタデ，ツルヨシは生える）含有された土砂が充填されている場合には，細粒

土の間隙に水分が保持されて，裸地面に植生が生える。

土砂堆積厚と比高より，繁茂した植生の種類を分類すれば，以下の 3タイプ

となる。

・タイプ I：土砂堆積なし，比高によらない→カワラヨモギ
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表3 栄養塩類の堆積状況

一一一一一一一一一一一一一一一 有機態リン 窒素

細粒土堆積 （8,550ni）に伴う 124 kg 1.928 kg 

細粒土流失（830ni）に伴う ム 6.7kg ム 107kg 

差し引き 117 kg 1,821 kg 

・タイプE ：土砂堆積なしで比高が30cm以下，土砂堆積10cm以上で比

高が50～100cm以上→ツルヨシ，タチヤナギ，ヨモギ

・タイプE ：土砂堆積数 cm以上で比高が50cm以上，土砂堆積10cm前

後で比高が150cm以上→オギ，ハリエンジュ

⑤栄養塩類（窒素，リン）

樹林化プロセスにおける細粒土のもう一つの役割は，細粒土層に栄養塩類が

含まれることである。 97.25～98.25kの中洲において，調査した結果，洪水に

伴う細粒土堆積及び流失に対して，差し引き1,821kgの窒素， 117kgの有機態

リンが高水敷に堆積したことが分かった（表3）。なお，窒素は溶存態で運搬

されるのに対して， リンは粒子態で運搬される。すなわち， リンは濁度に比例

して，高濁度の時ほど大量のリンが運搬されていると言える。土砂の堆積によっ

て，まばらに生える草本群落（カワラノギク，オオアレチノギクなど）が生育

する程度しか地表面に栄養塩類が存在しなかった地点に，密生する植物（ヨシ，

ツルヨシ）や樹木（ハリエンジムタチヤナギ）が生育可能な量の栄養塩類が

供給されたことが明らかになった。

6. 洪水による樹林の流失

1998～99年洪水により，ねずみ橋地区では広範囲な植生流失が生じた。洪水

前の群落面積と比較して，草本群落の59%，木本群落の21%が流失して，裸地

化した （図 4）。流失形態としては倒伏又は土砂に埋没したものが多かった。

洪水による流失は草本群落が多く，特に草本植物（ヨモギ類，タデ類）が多く

流失した。木本植物であるハリエンジュの流失は少なかった（流失率13%）。

なお，比高が高い箇所の樹木は洪水により一旦倒伏したが，倒伏した樹木から

発芽し， 1～ 2年で群落が復活したものもあった。

また，比高が高い中洲における木本群落の流失率は出水前範囲の16%であっ
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図5 ねずみ橋地区における出水前後の樹林面積の変化

たが，比高が低い中洲では63%が流失した（図 5）。流失は洪水による側方侵

食に伴うもの（土層とともに木本が流失）と，洪水の流体力に加えて，樹木に

流木や草が絡まって，抗力を受ける面積が増大したために流失したものがあっ

Tこ。

樹木の引き倒し試験と洪水流の再現計算の結果，ねずみ橋地区の樹木の流

失・倒伏には，洪水時に特に樹林群の上流側又は河岸沿いで流下する植物片や

流木が，樹木に集積することが大きな影響をおよぼすことが明らかになった。

これらの影響を見込むと，洪水流の計算結果と実績値との相闘がかなり高くな

る。また，集積物が洪水流を減速させて，下流域の樹木の流失－倒伏を妨げる

場合があることも確認された。更に，同地区に計画高水流量規模の洪水 （5,500

m3/s）が発生した場合を想定した数値計算を行った結果，高水敷上の樹木の
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図6 樹林化のサイクル・スキーム

多くは流失せずに残存することが分かった。

7. 樹林化及び流失のスキーム

樹林化及び流失は上記した要因が単独で、はなく，組み合わさって生じたもの

である。まだ完全にはメカニズムは分かっていないものの，考えられるスキー

ムを示せば，図 6の通りである。洪水の発生に伴って，一旦樹林の流失が生じ

た後，細粒土・栄養塩類・水分により再度樹林化を生じるものである。すなわ

ち，①樹林の流失，②樹林化，という 2つの植生変化のプロセスが見られる。

なお，図中では細粒土層に含まれる水分に関係している部分は割愛している。

8. 今後の河道植生環境

樹林化は，生態系の生息環境（鳥の営巣・隠れ場・餌の供給）を創造したり，

堤防 ・河岸沿いの樹林は洪水に対する保護に貢献する。そうしたメリットを有

する一方で，樹林抵抗（死水域，粗度）により洪水の疎通が悪くなったり，河

川敷本来の植生環境が変化してしまう場合もある。

環境面にかぎって見ると，洪水撹乱に伴って撹乱に強い，または早期に占有

する外来種などが河川敷本来の群落（特に草本群落）を駆逐し，その河川が本

来有していた生態環境とは全く異なった環境を形成する恐れがある。このこと

は植生にかぎらず，植生に関連する生態系についてもあてはまることである。

すなわち，河道内の植生が豊かになったからと言って，必ずしもその河川にふ

さわしい河川環境が形成されたとは言えないのである。

従って，本来の生態系を維持するには，高水敷上の表層土壌を剥ぎ取ったり，

高水敷を掘削して中水敷を造成することなどによって，河川本来の生態環境を
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形成できるような河道特性を維持していくとしづ方法がある。高水敷の比高を

下げれば，木本だけでなく，草本も共生できる環境になるし，陸域が水辺に近

くなる分，水域と陸域間の生態系移動が活発になると考えられる。

同様の河川環境保全対策は平成13年 3月より多摩川において実施されてい

る。多摩川と鬼怒川にしか生息しない貴重種であるカワラノギクを保全するた

め，多摩川の永田地区（河川生態学術研究会の研究フィールド）において，

①高水敷上の表層土壌を剥ぎ取り，磯河原とする：カワラノギク対策

②小作堰上流に堆積した玉石を永田地区上流に置いて，洪水により下流に

供給する （空隙を除いた実供給量は現在1,200d ，将来的には5,000m 3 

／年）：河床低下対策

③低水路を拡幅して，当該区間における水位低下を図る （土砂も堆積しゃ

すくなる）：主にカワラノギク対策＋河床低下対策

というプロセスを経て，永田地区における本来の河川環境を復元しようとする

壮大な環境復元実験が計画され，一部実施されている。この実験の実施にあたっ

ては，国土交通省，大学，民間， NGOの研究者及び関係者が議論して，検討

を行っている。

なお，千曲川等における調査の結果，樹林の流失及び形成には特に高水敷の

比高が大きく影響することが分かったので，今後は河川地形としての徴地形ま

で含めて， GPS等を用いて現状をモニタリング調査するとともに，洪水に伴

う河川地形の動態予測を行う必要がある。こうした結果は植生の生育環境調査

に活用できるし，地下水への影響，ワンド地形の変化など，今後の生態系に与

える様々な影響を予測することにも活用可能となる。

更に，現在国土交通省千曲川工事事務所では河川管理用のカメラ設置が検討

されているが，研究フィールドであるねずみ橋地区にカメラが設置されれば，

洪水時の流況（流速・流向など）が把握され，樹木の流失・倒伏機構ばかりで

なく，樹木による洪水流況の変化，植生の粗度（植生が倒伏する洪水位，ひい

ては植生による洪水位の上昇）などが判明し，河道管理のための計画や植生管

理に役立つことが期待される。
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9. 将来の河川生態系に向けて

河川は生態系にとって欠かせない空間であるとともに，特に都市核において

は人聞にとっても貴重な自然環境空間である。河川空間には植生，魚類，鳥類，

ほ乳類，は虫類，両生類，昆虫類などの生態系が混在し，ある部分では相互に

依存関係にある。本稿では生態系のうち，植生について述べているが，例えば

木本植物によって営巣する鳥類の種類が変わったり，草本植物は昆虫類に大き

な影響をおよぼす。従って，究極的にはこれらの相互依存関係を河道・洪水特

性と絡めて解き明かしてし、く必要がある。

河川生態学術研究会においても各研究者が自分の専門分野に関して調査・研

究を行っているが，これら専門分野の相互関係領域における相互依存関係を解

釈していくためのデータ収集・分析が望まれる。そのために現在はベースマッ

プ（比高，植生，構造物，平面座標）を通して，空間的なデータ整理・分析が

行われているが，今後は各生態の時空間特性（4次元特性）を把握しておき，

お互いの関係を時間軸や空間軸を通して，共通項に乗せられるようにデータ収

集・整理を行っておくことが重要である。すなわち，水理学的に言えば，ラグ

ランジェ的なデータベースの構築を図るということになる。この際，その河川

本来の生態系と外来種とに分けて，それぞれの動態を整理するとともに，河道・

洪水特性と関連づけて，整理しておく必要がある。

最後に，千曲川調査の今後の展開について述べると，千曲川には千曲川特有

の特性があるので，今後は他河川の調査結果も含めて比較河川学的に洪水撹乱

が植生におよぼす影響を吟味していく必要がある。現在河川生態学術研究会で

は千曲川を含めて 4河川をフィールドとして調査しているので，先ずは 4河川

間で比較・検討を行うことが考えられる。

更に千曲川におけるこれまでの調査結果は現在論集「千曲川の総合研究一鼠

橋地区を中心として一」としてとりまとめ中であり，今後第2フェーズとして，

樹林化の 1要因である栄養塩類については，物質循環的に見て流域からどうい

う物質が，どのような過程を経て河川へ流入するのか，平常時と洪水時ではど

れくらい違うのか，またその影響はどうなのかなどについて今後調査・研究を

行っていく必要がある。これらの影響が判明すれば，狭い領域ではあるが，物

質循環のメカニズムが分かると同時に，河川水質の構成要素が分かるので，面

的に水・物質循環を分析するための糸口が得られることが期待される。
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