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北海道山地渓流における魚類増殖と河畔林整備

に関する研究成果と今後の課題

1. はじめに

柳 井清治

永田光博

積丹川共同調査グループ

目次

1. はじめに

2. 調査地の概要

3. サクラマス幼魚の成長と分布の季節変化

4. 河畔林がサクラマス幼魚に及ぼす多様な効果

5. 河川におけるサク ラマス生息産卵環境改善の試み

6. 魚類増殖のための河畔林管理の方向性

北海道内の河畔林は，主にヤナギ類，ケヤマハンノキ類などの落葉広葉樹か

ら構成されている（長坂ほか， 1994；長坂ほか， 1996b）。木材としての経済的

な価値が低いこともあって，これまではその存在は省みられることはなかった

が，最近水生生物の生息環境，ひいては水産資源にとって極めて重要な意味を

持っていることが理解され，大いに脚光を浴びるようになった。しかしこの林

が具体的に魚にどのような影響を及ぼすかについては， 1970年代から数多くの

研究が行われてきた北米地域に比べ，わが国では科学的な知見が極めて乏しい

（中村， 1992）。

こうした現状から，北海道立林業試験場では北海道立水産鮮化場と共同で平

成 6年からサクラマス（写真 1）を対象として，河畔林がその生息環境に及ぼ

す影響について共同研究を始めた。サクラマスを選定した理由は他のサケ科魚
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写真 1 サクラマス o＋幼魚

類と異なり河川生活が 1年から 2年

以上と極めて長いため（真山，

1992），その生残は河川環境と くに

河畔林の状態によって大きく影響を

受ける。このため，森林流域の健全

さを指し示す環境指標としての意義

が大きい。同時に森林内でのレクリ

エーションのための，フィッシング

魚種としても重要である。また海に

下り再び生まれた川に遡上してくることから，海からのエネルギーの還流（室

田， 1995）の担い手としても重要である。今後流域全体としての資源管理が求

められ，魚類など水生生物の保全のみならず適正な土地利用を図る上でも河畔

林の意義はますます増大すると考えられる。この 3年間では十分に解明できな

かったことは多いが，本稿ではこの共同研究で得られた事実を中心にまとめ，

今後取り組むべき課題を提示したい。

2. 調査地の概要

共同調査の主たる調査対象地である積丹川は北海道南西部の積丹半島北部に

位置し積丹岳（標高1,255m）を源とする流路長15.4km，流域75.6km2の河

川である（図 1）。このうち中流部の 2km程の河道は1969～1975年に北海道開

発局により河川改修が行われ，両岸と河床の一部にコ ンクリー トブロックが張

られた。現在は植生もかなり復活し，護岸ブロックはオオイタドリ等の大型高

茎草本やササ，先駆性樹林により覆われ，大部分が破覆されているが，河床は

平坦な直線流路であり地形の変化にやや乏しい。

調査対象にした区間は， 1994年には本流中流部の標高80～100m付近に 4ヵ

所，および支流の鳥居の沢に 1ヵ所の計5ヵ所である。このうち上流の 3ヵ所

(St. 1～St. 3）が河川改修区間に入る。 1995年以降は， St.1の上流部に St.0 

を設けた。各調査地点、の概要を表 1に示す。

St. 0 標高100m付近の農耕地帯にあり，河川改修が行われた区間で、あ

る。高さ約 3mの堤防内を流れる直線河道部であり，川幅 5m，水

深約20cmの平瀬の区間となっている。両岸は樹高 Sm程度のケヤ



柳井ー永田積丹川共同調査グループ 北海道山地渓流における魚類増殖と河畔林整備ー 3 

パ
刈よ－

J

一一

尺

／

の

川
野

ツ

焼

ベ

4
｜
｜
J

ス

、
＼

U
F

ノ
／
、
、
、
エク／

附伊
岳

川

川

丹

企

滝

積

大

ウ

図 1 調査流域の位置

マハンノキに覆われている。林床はイタドリ・アキタブキなど高茎

草本類で占められている。

St. 1：標高100m 付近の農耕地帯にあり，河川改修が行われた区間であ

る。高さ約3mの堤防内を流れる直線河道部であり， Jll幅 7m，水

深約20cmの平瀬の区間となっている。岸に沿って高茎草本類による

被陰が河岸から幅 1～2mの範囲で認められ，右岸側には樹高 8mの

ケヤマハンノキから伸びた枝が河岸から 2～3mの範囲で広く覆って

いる（写真 2）。

St. 2 : St. 1のおよそ 1km下流で St.1同様に両岸は直線堤防である。川

幅は 8m，水深約20cmで，河床は部分的に人為的な大磯（20cm前

後）のはめ込みが露出したままの平瀬となっている。草本のみによ

る被覆のため，全体的に開放面積が極めて大きい。調査区の上流側

にはツルヨシが島状の群生地を形成する。左岸側にはササやオオイ

タドリなど大型の革本類が張り出している（写真 3）。

St. 3 : St. 2から 1kin下流にあり，川幅は 9m，水深は約20cmであるが，

St. 1や St.2と比較すると，河床は瀬淵の変化がある。ケヤマハ ン

ノキ，ナガバヤナギから伸びる校が河道の50%近くを覆っている。

またヤナギ類は水面への倒伏が多く見られる。



俳令

表 1 調査定点の植生被覆率

｜調書里積 ｝~~幅） 平均（m水）深 平（m均／流sec速） 河川改無修
植生カパー （%）

地点 の有 高さ0.5m以上 高さ0.5m未満 水中

St. 0 156 3.5～5.0 0.22 0.43 有り 60 7.5 2.1 

St. 1 280 5.9～7.0 0.17 0.37 有り 36 17.2 7.5 

St. 2 360 7.5 0.30 0.25 有り 。 14.3 5.4 

St. 3 405 5.6～8.9 0.19 0.47 有り 43 21. 7 2.9 

St. 4 177 3.6～5.4 0.17 0.37 無し 85 5.7 3.1 

St. 5 131 2.5～5.5 0.13 0.34 無し 100 29.7 未測定
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写真2 積丹川調査河川（St.1）の

植生現況（河畔林あり）

写真3 積丹川調査定点（St.2）の

植生現況（河畔林なし）

St. 4 : St. 3のおよび300m下流の屈曲部にあり，河床は瀬，淵等の変化

がある．自然流路であるため渓流の形態が不規則で，砂喋堆積地や

流木などが存在し，瀬，淵などの多様な河川形態を呈している。全

体の80%以上が水面より 5m以上離れた枝によって被覆されている。

しかし，水面近くに生育する草本が乏しく，ササによる倒伏が部分

的に観察されたのみである。

St. 5：支流の鳥居の沢の標高30m付近にあり，積丹川本流との合流点か

らおよそ300m上流の自然河川区間である。川幅約 3mで，直径30

cm大の大撲も多く渓流状を呈している。河道は樹高10m以上の高木

によって完全にうっぺいされており，日中においても薄暗い状況に

あったが，水面近くを覆う植生は乏しい。

植生が水生生物に与える影響は，植生と水面の距離によって大きく異なるこ

とから，被度（カバー率）を 3つのカテゴリーに分けて測定した。各調査地点

の値生カパー率は，高さ0.5m以上が St.2くSt.1 <St. 3<St. O<St. 4<St. 5 

の順で，高さ0.5mより低いものは St.4<Sι0 <St. 2 <St. 1 <St. 3 <St. 5で

あった（表 1）。また水中カパーは， St.1～St. 4で2～7%と大きな違いは見

られなかった。

また美唄市にある林業試験場光珠内実験林では，渓流地形の改善とサクラマ

ス幼魚の放流試験を行った。この渓流は主流路長が6.7km，下流部での川幅が

3m前後，渓床勾配5%，石狩平野までの流域面積が229haであり，この地域
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で一般的に見られる小規模な自然渓流となっている。この川には明治時代はサ

ケ類の遡上が記録されているが，現在では山地から平野部への変換点には高さ

5mの堰と農業用のため池（2,000m2）がつくられ，下流部には多くの落差工

がつくられてサケ科魚類の遡上を凹んでおり，中流域も平瀬が連続する単調な

地形で魚の生息数が乏ししサ｜｜となっている。

3. サクラマス幼魚の成長と分布の季節変化

サクラマスは春に浮上後河JIIで翌年春まで生活し，雌と雄の一部がスモルト

（銀毛）となって海に下り， 1年間海で生活し河川に遡上して産卵，弊死する

とし、う生活史を持つI）。しかし，浮上後の移動行動やスモルトになるメカニズ

ムに関して不明な点が多かった。この点に関して1995年 6月から 1年間，積丹

川で個体識別法によってサクラマス幼魚の成長と生活史の分岐を調べた。個体

識別法とは，幼魚にアグリル塗料と鰭切除による標識を施し個体ごとの移動距

離と成長を調べる方法である。この結果，調査期聞を通して o＋識別個体数（約

2,000尾）の約70%は20m以下しか移動せず， 100mを越えたものは全体の

15%以下であった（図2；青山， 1996）。また月ごとの移動傾向もほぼ一定で

あり，定着した場所から50m以内の範囲にとどまっていた。 1+（約400尾）は

これより移動範囲が大きく， 100m以上移動するものもみられ，特に産卵期に

上流に移動することが確認された。最大移動距離は1,120mである。上流側に

移動した個体は移動しなかった個体，あるいは下流に移動した個体に比べて体

長が大きい傾向がみられたが，成長量が移動を引き起こす要因とは断定できな

かった（青山， 1996）。

また成長パターンとして， o＋魚の体長頻度分布は 6月には単峰形であった

が， 10月には大型群と小型群からなる二峰形を示した。これら 2群の生活史分

岐を翌年の春まで追跡したところ， o＋早熟雄（ヤマメ，残留型）は大型群

(UMG）から， 1+未分化パーは小型群（LMG）から， 1＋スモルトは両群か

1) サクラマスは9月中旬に流水中の河床礁中に産卵し，水温8℃で約60日間で鮮化す

る。解化した幼魚は河床の磯間で卵黄を吸収しi終わるまで過ごし，その後河床表面に泳

ぎでる。これを浮上とし、う。浮上した幼魚は翌年春（5月くらし、）まで河川にとどまる

が，体長約10cm前後の全ての維と雌は銀毛（スモノレト）化して海に下り，体長約12

cm以上の維は河川に残留してヤマメとなる。浮上後1年以下の幼魚はo＋幼魚， 1年以

上の幼魚は 1＋幼魚と呼ばれている。
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標識放流によるサクラマスo＋幼魚の移動距離（青山， 1996)図2

ら出現した（図3。鷹見， 1997）。 1＋スモルトが小型群（LMG）からも出現

したのは，小型群のサイズがo＋の秋で8～9cmtこ達していたことが原因と考

えられた。大型群と小型群の聞のサイズや成長速度の差が6月からみられるこ

と， 6月のo＋魚の体サイズや10月での大型群（UMG）の出現割合は 6月の

o＋魚の密度と負の相闘があることなどからみて，サクラマス幼魚の二峰型へ

の定着は6月以前の稚魚の定着終了後から始まっているものと考えられる。浮

上後の幼魚の分散に関しては後述するように永田（1997）が詳しい解析を行

い，その定着に水中に生育する植生が大きく影響している可能性が示された。

この様に幼魚の移動分散範囲はこれまで考えられてきたより狭い範囲であ
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り，河川環境が生残・定着に決定的な影響を持つものといえよう。さらにこれ

はスモルト化する割合と関係があることが示唆され，海でのサクラマス資源量

の増大を図る上で内陸河川での環境整備は極めて重要な課題となることがわか

った。

河畔林がサクラマス幼魚に及ぼす多様な効果

河畔林はマクロ，あるいはミクロなスケールでサクラマス幼魚の生息環境に

影響する。そのスケールに沿って以下の 3段階に分けて述べてゆく。

4. 
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1) 樹冠による被陰と水温環境に及ぼす影響

1994年夏期に積丹川において o＋幼魚生息密度調査を実施した。河畔林の林

相はヤナギ・ケヤマハンノキから構成される若齢林で，樹高が Sm程度であ

る。河畔林から伸びた枝は水面を覆うが，その被覆の程度により 5調査区（表

1）を設定し，単位面積当たりの生息数を調査した（図 4，佐藤ほか， 1995）。

サクラマス o＋幼魚の生息密度は 6月にもっとも高く 7～8月にかけて減少

し秋になって再び上昇するとし、う季節変化がみられた。生息密度は St.lが

最も高く（1尾／m2),8月に半減するが秋になると元のレベルにまで回復した

(1.1尾／m2).St. 2では，春には半閉鎖河畔林区と同程度の密度であった（0.9

尾／m2）が，夏にかけて激減し，秋になっても密度は回復せず0.1尾／m2という

極めて低い密度になってしまった。 St.5では，最初の密度は0.4尾／m2であ

り，夏にかけて減少するが，秋になると再び上昇し元に近い状態になった。

上記の調査の結果， St.2で夏期に急激に生息密度が減少した要因に関して，

まず夏の高水温の影響が考えられる。冷温性であるサケ科魚類は，夏期の高水

温に極めて弱し、ことが知られており，今回の調査からも温度と生息密度には明

瞭な負の相関関係がみられた。とくに水温25℃を越えた場合，生息密度は O

に近くなる（図 5。佐藤， 1995a）。この河川水温に及ぼす河畔林の影響に関し

て，河畔林のない区間での温度勾配が秋には0.35℃／100m 前後であったのに

対して，河畔林がある区間では0.1℃／100m となり， 3倍近い違いがみられた

（佐藤， 1996).St. 2では水温が25°Cを越える場合が頻繁に発生し，生息の限界

環境であったことが推定された。致死水温に関しては水槽による飼育実験か

ら，サクラマス幼魚は24。Cで摂食活動が停滞， 26～28。Cで死亡することが

1.2 

N 

ぞ0.9

町
並~0.6
釦
偲·~ 0.3 

州 。 。
6月 7月 8月 9月

1994 

図4 林相の異なる定点でのo＋幼魚生息密度（1994年夏期）（佐藤， 1995)
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明らかにされ（佐藤， 1997b), 25℃が生

息限界温度となることが証明された。

河畔林は夏期日最高水温を抑えるだけで

なく日水温較差も抑えている（佐藤，

1994）。このような水温変動を抑制する効

果を持つ河畔林は，サクラマスの摂食行動

停滞・致死を阻止するために重要で、ある。

同時に夏期の高水温は幼魚の成長にも大き

図5 河川水温とサクラマス幼魚 く影響していた。 1994,1995年におけるサ

の生息密度の相関（佐藤， 1995a) クラマス幼魚の成長と被陰との関係を比較

すると，猛暑であった1994年には水温の低

い春から夏にかけては成長率が比較的良好

であったが， 8月になると St.2では成長率が急激に減少した。 St.1は夏には

やや低下したものの，成長の停滞はなく ，秋になると再び増加した（永田，

1995）。 一方，平年並みの気温であった1995年には成長の落ち込みはなかった

が， St.1に比べて St.2は低い成長量にと どまっていた（図 6；永田， 1996;

佐藤， 1996）。またその他の定点（St.0, St. 3）についても， 1995年がより良

好な成長量を示した。このことから，河畔林がない場所では太陽光が直接水面

を照らすため夏期水温が著しく上昇し，サクラマス幼魚の成長や生息密度に大

きく影響を与え，河畔林の樹冠による水面の被陰は夏期水温の上昇を抑制する

ことに大きく役立っている。

2) カバーとしての機能

ミクロな生息環境をつくる上でも，河畔林は極めて重要な働きを果たしてい

る。この共同研究でも，春・夏－ 冬を通じて植生がどのようにサクラマス幼魚

に影響しているかを調査した。

まず春期に天然産卵床から浮上した稚魚が生息する場所に関して， lmの方

形区を設定し生息環境を解析した。 4月及び5月には採集された稚魚の平均体

長は3.5cmと小型で，これらの稚魚の生息場所は植生が繁茂し流速の遅い川

岸に集中した。その後， 6月から 7月にかけて稚魚の平均体長は急速に増加

しそれにともなって稚魚の分布も流れの弱L、河岸側から，水中カパーが少な

く流速の早い流心側へと拡大した（図 7。永田，1997）。 つまり融雪増水で河
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図6 1994, 1995年におけるサクラマス幼魚の生長量の比較

(1994年St.0は欠測）（佐藤， 1997a)

川全体が早い流れの環境となっている中で浮上した稚魚の遊泳能力は低く，そ

のため水中カパーにより流速が緩和された岸側の空聞を利用しながら，早い流

れでも生活可能な鰭の骨格形成を完成させる。そして，融雪増水が終了し，河

川全体の流れが安定期に入る 6月以降は，成長に必要な餌料環境が良好である

早い流れを有する流心側へと生活空間を拡大すると考えられた。したがって，

サラクマス稚魚が分散から定着へと移行する中で，安全な生活空間を提供する

水中カパーの存在は極めて重要である。

サクラマス幼魚は夏期に積極的に餌を食べるが，河畔林のカパーは採餌環境

をつくる上で重要な役割を果たしている。（長坂・積丹川調査グループ，

1996）。河川改修により水深や底質が一様になった直線河道内で，サクラマス

幼魚は日中，表面流速30cm/sec以上の流れの速い場所，植生カバーが近くに

ある場所を選択的に利用した。また夜間は流速25cm/sec以下の昼間より遅い

場所を利用し，カバーには依存していなかった（図的。さらにカパーがない

場所に，ヤナギの切り取り枝と寒冷紗でつくった人工カパーを設置したとこ

ろ，何も設置しなかった区と比較してカパー設置区では生息密度が約1.5倍に

増加した（長坂， 1996a）。設置した構造物の中で－は，特に水中に浮かせたヤナ

ギの校を多く 利用しており， 1本の枝下に平均2.7尾の幼魚が観察された（写

真 4，長坂， 1997b）。このことから，幼魚に好ましい生息徴環境は，早い表面

流速部分と植生による水中のカバーのセットが重要と考えられた。水中でのカ

ミーの重要性はサクラマス以外の魚にも共通した傾向であった（長坂・遊磨，

1995）。

また図 9は厳冬期である 2月におけるサクラマス幼魚の生息場所を示したも
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図7 鮮化浮上後のサクラマス幼魚の生息場の推移（永田， 1997)
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のである。冬期は流速が遅い河岸よりの植生下に潜む傾向が強く（佐藤・積丹

川調査ク’ループ， 1996),1 m メッシュで区切ったプロ ット内に 1～2尾の幼魚

の生息が観察された。とくに水中に張り出したヤナギ枝の下には， 9尾／m2と

極めて高い密度が観察された。このほか，ヨシが倒伏した流れが緩いワ ンド地

形や， 雪によって水中に没したササの葉間などにも多くの稚魚が越冬してい

た。水中に張り出したササは有機物をトラップして，水生昆虫にとっても良好

な生息場所であることが明らかになっている（伊藤， 1996）。このことから植

生カバーは越冬期の生息場所としても重要であり，幼魚の多くは植生によって

造られた徴環境の中で、冬を越していることが明らかになった。

3) 食料供給源としての役割

河畔林の餌供給源としての役割を定量的に評価するため，本研究では，積丹

川河畔林から直接落下する陸生昆虫，水中の礁表面上に生息する水生昆虫，お

よびサクラマス胃内容物の構成について計測を行った。

河畔林からの落下見虫を林相の異なる 5地点（表 1）で夏期に月 1回の頻度

で採取したところ， St.3 （ヤナギ林）が最も多く（1.2g/m2／日）, St. 5 （広葉

樹うっ閉林）が最も少なかった（0.8g/m2／日）。河畔林があるところではアリ，

ガの幼虫などが多く，河畔林がないところではハエ類および水生昆虫成虫が多

かった（図10。長坂， 1997）。しかし調査地点聞に統計的に有意差がなく，山

地渓流では河畔林の有無が必ずしも落下昆虫量に大きく影響を与えないことが

わかった。

底生昆虫に関しては季節変動が認められ， 6月に多く 7～8月が少なく，そ

して 9月以降に再び増加するとし、う傾向が認められた。底生見虫で最も多いの

がトピケラ目（ヒゲナガカワトビケラ，シマトビケラ属）幼虫で，ついでカゲ

ロウ目（ヒラタカゲロウ科，マダラカゲロウ科）の幼虫が卓越して多く出現し

た。林相別にみるとヤナギ，ケヤマハンノキの混受林である St.1が最も現存

量が高く，完全にうっ閉された St.4の現存量は最も少なかった。また，水温

が低い自然渓流である St.5はヨコエビが多く，他とは異なる種組成が見られ

た（図11。長坂， 1997）。

サクラマス幼魚の胃内容物の測定結果から，陸生動物と水生動物の平均摂食

割合はそれぞれ36%と64%であり，水生動物の摂食割合が高かった。とくに水

生動物はヒゲナガカワトビケラ，シマトビケラ属，ヒラタカゲロウ科の幼虫が
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図11 各調査定点の瀬における底生昆虫量（長坂， 1997)

多く食べられていた。陸生動物は，ワラジムシ， ミミズなどトラップされない

動物群を多く摂食しているのが特徴であった。この理由はこの河川が農地に近

いこと，あるいは1994年の夏期の猛暑による摂食の低下が影響しているとみら

れる。その他，秋にはサケの卵を多く食べている個体（St.1），ヨコエビを特

徴的に摂食している定点（St.5）などが見られた（図12）。河畔林ごとに見る

と陸生動物は 6～7月にガの幼虫が河畔林のある St.4で特に多く摂食されて

おり，対照的に河畔林のない St.2ではガガンボ，ユスリカなど水生のハエ目

幼虫を食べる割合が高かった。秋以降にかけてもサクラマスの摂食は旺盛に行

われており，これは道内他河川｜（厚田川，長坂・柳井ほか 1996；道南原木
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図12 サクラマス幼魚の胃内容物（上が陸生動物，下が水生動物）（永田， 1997)

）｜｜，柳井・寺沢ほか 1996）と際だった違いが見られた。厳冬期では全ての定

点で摂食量は著しく低下しており，ユスリカ，ブ、ユなど底生昆虫をわずかに摂

食しているにすぎなかった。

しかし今回のサクラマスの摂食内容は必ずしも河畔林の必要性を強調する

ものではなく，陸生・水生を問わず場の生産性の重要性を示すものであろう。

樹冠による過度の被陰は藻類の光合成能力，ひいてはそれを摂食する水生見虫

の現存量に影響する。積丹川の調査結果では，被陰率85%地点におけるサクラ

マス幼魚の年間成長量は，被陰率30～60%地点に比べ小さい値を示した（図

6）。これは高被陰による日射量の低下とそれにともなう付着藻類量・水生昆虫

量（河川内生産量）の減少が要因であると推察された。そこで河川内生産量を

激減させない適正河畔林の被陰率を求めるため，水槽実験により付着藻類量と

被陰率との関係を調べた。この結果，付着藻類量は相対照度が増すにつれて増

加する傾向はあったが，時期によって大きくばらつき明確な比例関係はみられ

なかった（図13。佐藤， 1997a）。しかし75%以上の被陰（相対照度25%以下）

は一貫して生産性が低く，今後水温と藻類の生産性を考慮した適正な河畔林の

管理の必要性が示唆された。

河畔林には上記のような魚への直接的な餌供給源のほか，落ち葉などが水生
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図13 相対照度と藻類の現存量（灼熱損量で示す）の関係（佐藤， 1997)

昆虫類の餌となる（柳井・寺沢， 1995b）などの働きがあり，これは最終的に

魚につながると考えられている。こうした食物連鎖関係の解明を行う上で，こ

れまでのサンプリング手法では限界があり，今後安定同位体などを用いた新し

い手法による展開が必要である。

5. 河川におけるサクラマス生息・産卵環境改善の試み

1) 倒流木の役割と生息環境の創造

河畔林から生産される多量の倒流木は瀬・淵など変化に富んだ河川地形を造

る上で重要である。淵は滝直下の渓床が洗掘されて形成される場合が多いが，

渓流沿いの森林から樹幹が倒れ込み，これが渓流内に滞留して淵がつくられる

場合も多く観察される。このような河川に滞留した樹木は北米などでは

LWD (Large Woody Debris）と呼ばれ，河川地形の重要な構成要素であり

(Swanson and Lienkaemper, 1978），磯や有機物を貯留し（Bilbyand Likens, 

1980），渓流魚類の生息環境としても重要である（Bissonet al., 1987）。

天然渓流（美唄市林業試験場実験林内）において，水深20cm以上の淵をつ

くる成因について岩盤，巨磯，倒流木，およびこの 3つが複合したタイプの 4

つに区分してその出現数を比較した（図14）。調査区間0.5kmの中で， 19ヵ所

の淵が観察された。そのうち岩盤が滝を形成しその下部に淵が作られる場合が

全体の半分であった。また，倒木が渓流内に滞留して淵を形成する箇所が 4ヵ
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図14 天然渓流における淵をつくる要因の出現頻度

所あり，その他樹木と礁の複合タイプも含めて，全体の 1/3が何らかの樹木の

影響を受けて淵が形成されていることがわかった。小渓流の中で流木で形成さ

れた淵においては，幼魚の高レ生息密度が観察された。またサクラマス以外の

生物，特に大型無脊椎動物にたし、しても，倒流木は重要な生息場となることが

明らかにされた（伊藤， 1996）。

この事実に基づき，実験的に樹木を渓流内に設置し，同時にサクラマスを放

流する実験を行った（柳井・長坂ほか， 1996）。試験区間250mを細分しそ

れぞれの地点毎の生息尾数（放流後半年後）を図15に示した。施工区と対照区

は交互に出現するように設定した。この結果，サクラマス幼魚の密度は場所ご

とに0.1～1尾／m2の聞きがあり，特に施工区と対照区の違いが明瞭に見られ

た。対照区で、は0.25～0.37尾／m2であるに対し，施て区では0.81～1.13尾／m2

と大きく異なり， 2～8倍近い差が見られた。施工区での平均生息密度および

バイオマスは対照区の約 3倍あり，有意な差がみられた（P<0.05,Mann Whit-

ney U-test）。

この結果を踏まえ， 1996年には，天然、木やカラマツ間伐材などを活用した木

製ダム工群を道有林内で試験的に施行した（写真 5。山崎ほか， 1997）。これ

らは今後耐久性が検証されなければならないが，少なくとも多様な生息場をつ

くる点では従来のダムにはない機能を備えている。最近，近自然工法が各所で

行われ，その中には魚の生息環境に即さないものも少なくない。基本的な近自

然の工法の方針はいかに自然プロセスを理解しその方向に沿った工法を施工

できるかにかかっている。この点，樹木は渓流の地形環境をつくる上で重要な

要因（Bisasonet al., 1987）であり，倒流木が少ない河川では人工的に樹木を
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図15 樹木設置施行後のサクラマス幼魚の生息密度

使うことは北アメリカでは広く行わ

れている（Reeveset al., 1992）。河

川環境の再生が叫ばれている現在，

新しい工法としての選択肢になりう

ると考えている。

2) サクラマスの産卵環境の特徴

と改善事例

施工no.4

施工no.3

100 150 200 

写真5 樹木を利用した新し＼，、治山ダム

サクラマス資源を持続させる上

で，再生産の場すなわち産卵環境をいかに守るかが大きな課題となる。自然河

川においては地形や穣組成が産卵床の形成条件として重要であり（柳井ほか，

1994），河川改修，人工化された河川では親魚が遡上できなかったり，遡上し

ても礁がなく産卵できずに資源が消滅したものも多い。今回20年前に河川改修

が行われた積丹川で，産卵床の分布と形成条件に及ぼす影響に関する調査を行

った。調査区間は，積丹川中流域改修区間（4.3km）と自然河川13支流である

（計4.4km）。この結果，改修・自然河川とも平均0.5箇所／0.1kmの密度で産卵

床が形成されたことが確認された。しかし改修区間の中で河床面をフトンカ

ゴで固定した区間では密度は少なく（0.3箇所／0.1km），河床固定されず礁が

堆積しやすい区間に集中的に産卵床が形成されていた（1.3箇所／0.1km）。産
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図16 改修河川における磯堆積・浸食量と産卵床の分布

卵床の礁は自然河川に比べて大きく（平均8～10cm），流速も相対的に大きく

(50～60 cm/sec），全体的に自然河川と比べて条件が悪い場所にも産卵が行わ

れていた。地形が単調な改修区間では，比高0.5～lmの落差工の存在が重要

で，その下流に形成された厚さ10～20cmの磯堆積地に最も高い頻度で産卵床

がつくられていた（図16）。サクラマス資源の再生産を図る上で，ある程度の

浸食を許容させ磯堆積を図ることが重要となることがわかった（柳井・永田ほ

か， 1996）。

この成果をふまえ， 1996年度は北海道土木部の協力で産卵・生息環境を改善

する試験を行った。改修内容は，フトン篭を取り外し，産卵礁が堆積できるよ

うに落ち込みと淵を造成するものである。特に落ち込みは，木工沈床を埋没さ

せ低い落差で水流の勢いで淵ができるように設計された。その結果，短いイン

ターパルで、瀬と淵の連続する地形へと変化した（写真 6）。 1996年の秋には改

善の効果が見られ，サクラマス，そしてシロザケの産卵床の形成が確認された

（図17）。こうしたことから，単調な地形を改変するため，特に流れの変化をつ

け，落ち込みと淵をつくり，礁を投入して産卵環境を改善することにより，再

生産の場をつくることが可能となることが明らかになった。
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6. 魚類増殖のための河畔林管理の

方向性

これまで上流域の森林は，水源酒

養や土砂流出防止の観点から部分的

に保護されてはきたが，そこに生息

する魚類や生物を含めて流域を管理

して行く考えはこれまでなかったと

言って良い。そこで今後の河畔管理

のあり方に関して図18に示した。河

写真6 積丹川における河川環境改良工事

畔林が存在しない河川では，夏期水温が上昇し，越冬場所がない，地形が単調

となり魚のバイオマスが少なく河川生産性は低く，付加価値が低い状態であ

る。 一方，河畔林が存在する河川では，水温が低く保たれ，隠れ場所が豊富で、

越冬場所が多くあり，瀬・淵に富んだ多様な地形が形成され，このことにより

魚類や有機物が増加し付加価値が増す。又，夏期の潟水時に必要な流量を確

保できる。したがって河畔林を保全，あるいは人工的に創造して地形に変化を

持たせることにより，水をゆっくり流し付加価値を高めることが，水資源の保

全，生物の多様性を目的とするこれからの渓流管理の方向と考えられる（柳

井・長坂ほか， 1996）。現在森林上流践にも多くの砂防・治山施設が築設され

ているが，生物の多様性が考慮されていないものも多い。今後防災の重要性に

応じてより渓流の生態系にマッチした，多様な形態の施設を造って行くことも

施工前

ー施工後 サ玄ス蜘

λJ険~ ）~d／~／／.》？｜腸）＋・
水深口＜30cm口 30～50cmll>socm 

0 10m 
.＿＿ー‘ーーー」

図17 改良i事施行前後の水深の変化と産卵床の分布
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図19 流域保全計画のプロセス

考えて行くべきであろう。

具体的な整備の方針としては図19に示すとおり， 3つのステップに分けられ

る。まず流域の分析は，対象とする河川の現状を知る上で不可欠な作業であ

る。流域の地形，河畔林の現況，河川流量の現状，そこに生息する魚類の密度

と分布を正確に把握し，魚が生息しない場合の制限因子は何かを明らかにする

（例えば水温の上昇，遡上できないダムの存在，水質の汚染など）。そして制限

因子を克服するための具体的な手法を示す必要がある。 2点目は河畔林管理帯

(RMA=Riparian Management Area）の設定が重要である。本研究からも河畔

林は魚類にとって極めて大きな影響を及ぼすことがわかったが，これを十分機

能させるためにも一定の幅を持つ連続的な林帯の設定が重要となろう。この

点，アメリカ，カナダなどの太平洋沿岸諸州では地形，河川幅に基づく保護帯

の設定が法律で義務づけられている（U.S.Forest Service, 1992; B.C. Ministry 

of Forest, 1995）。その考え方，設置方法に関しては極めて興味深い点が多い
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が，詳しい内容に関して別稿にゆずりたい。 3点目は，再生手法の実行が必要

である。地形が単調な河川は倒木の設置やウエッジダムなどの構造物が有効で

ある。また，細流土砂は水質を著しく悪化させること（柳井， 1995b；柳井・

寺沢， 1995a）からその供給源，道路や崩壊地の復旧も重要となろう。さらに

過去に河畔林が伐採されたところではその植栽も必要である。その際多様な樹

種を植栽する必要があり，その植栽法に関しては長坂（1996b,1997）の報告

がある。

また生息環境は流域全体で検討する必要がある。とりわけ，道内河川の中・

下流部は河畔林の伐採が進み，生物相が貧困な単調河川となっているのが現状

である。農業地帯では，樹木の被陰は農作物の生息の妨けYこなるとして積極的

に伐採されており，河川管理においても洪水流の流下の妨げになるとされ，伐

採が行われてきた。こうした河畔林の除去は，河川環境の悪化と水産資源に悪

影響を与え，社会問題となっている。とくに道東・道北の酪農地帯では家畜か

ら生産される糞尿などは下流の水質に深刻な影響を与えている。こうした流域

全体の環境と利用に関する問題の解決のためには各産業の接点となる河川周辺

において，緩衝空間としての河畔林ゾーンを設定することが有効とみられる。

今後，水産業のみならず第一次産業のバランスのとれた発展を進めてゆく上で

も流域全体で河畔林の復元は不可欠であり，このため農・林・水産各産業の

連携が重要と考えており，今後農業関係の試験場とも共同で研究を取り組んで

いこうと考えている。
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