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サケ科魚類の生息に及ぼす倒木の効果
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は じめに

河川内の倒木は，治水上の問題や舟運の阻害要因と なる ことから，世界中の

河川で管理上の障害物とみなされ，排除の対象となってきた。しかし 1970年

代以降，北米太平洋岸地域を中心とした多くの研究により ，倒木が河川生態系

に果たす重要な役割が強く認識されるよ うにな った （Gregory2003）。そして

現在では，アメリカ，ヨーロッパ諸国，オースト ラリア等において，河川内へ

の倒木の投入が水生生物の生息場を改善する手法として有効であると広く 認め
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られ，実践されている （Bissonet al. 2003）。

一方，日本では，治水上の問題や沿岸域の漁業被害問題から，河川内の倒木

は依然として排除の対象としてのみ認識されている。そのため，倒木が持つ生

態的な意義に関する認識は極めて薄く，研究事例も非常に少ない。さらに，海

外では数多く実践されている倒木を用いた河川環境の改善事例も， 北海道にお

いていくつか報告されているのみであり，あまり着目されないまま現在に至っ

ている。良好な河川生態系の保全と再生が河川管理に求められている現在，河

川内における倒木がどのような役割を担っているのかを知ることは，河畔林お

よび倒木に関する今後の管理方針を決定していく上で有益であると考えられ

る。

本論では，河川生態系に及ぼす倒木の役割を概観した後，これまで多くの研

究が行われてきたサケ科魚類と倒木の関係に焦点をあて，倒木の役割および倒

木を使った生息環境改善について，海外と日本における研究事例をそれぞれ紹

介する。ここで，海外の研究事例については既存の代表的な知見をまとめたの

に対し日本の研究事例については，海外で得られた知見と比較し日本にお

いて重要となるであろう論点を整理した。また，北海道標津川下流部において

圏内で初めて実施された大規模な倒木投入実験におけるサクラマス （Oncorhyn-

chus masou）の応答についても紹介する。

Il. 河川内における倒木の役割

倒木は，斜面崩壊や河岸侵食などの撹乱作用や風倒により森林から河川へと

写真1 河岸侵食により発生した倒木
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供給される （写真 1）。 河川に供給された倒木は，移動と停滞を繰り返しなが

ら徐々に海へと運ばれていくが，海へ到達する前に腐朽や破砕によって小片化

するものもある。こうした河川内への供給から河川外への流出もしくは小片化

までの過程で，倒木は物理的にも生態的にも河川に様々な作用を及ぼすことが

知られている。

例えば，河川上流部の小渓流では， 倒木は土砂を貯留し， 2次流路や瀬淵構

造を発達させ，倒木がない場所より もより多様な河川地形を創出する（Naka-

mura and Swanson 1993）。こうした河川地形の多様化は多様な流れを形成する

とともに，倒木それ自体が障害物となることもあって，速やかに下流へ流出し

てしまいやすい落葉や落枝を河道内に貯留する （Bilby2003）。さらに，サケ

科魚類の産卵後の死骸も倒木によって多く貯留される （写真 2)(Cederholm et 

al. 1989）。 貯留された落葉や落枝は水生昆虫の重要な餌となり（Benkeand 

写真2 倒木に捕捉されている産卵
後のシロザケの死骸 （撮影
2006年11月8日， 北海道の標

津川にて）

Wall ace 2003），サケ科魚類の死骸は水生昆虫だけでなく陸上の晴乳類や鳥類

の餌となり （Cederholmet al. 1989），それらの養分は様々な食物連鎖系へと組

み込まれてし、く。また，倒木による河川地形の多様化と倒木それ自体は，多様

な水生生物の様 な々生活段階において欠かせない生息場を創出し，例えば水生

昆虫 （Benkeand Wallace 2003）や魚類（Dolloffand Warren 2003）の生態に

大きな影響を及ぼしている。

河幅の大きな河川下流部て、は，倒木単体による地形への影響力は小渓流に比

べて相対的に小さい。しかしたくさん集積した倒木の塊（Jogjam）が河川

の地形や流れに影響し，樹木が生育できる安定した立地を創出，維持すること

!I<利科学 No.299 2008 
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写真3 倒木が集積して形成された
log jam. （写真提供：徐正一氏）

が報告されている（写真 3) (Abbe and Montgomery 1996）。沖積低地河川な

どで多く見られる磯径の小さな河川では，倒木は礁に代わる水生昆虫の重要な

生息場基質となっている（Benkeand Wall ace 2003）。さらに，全体的に流れが

一様で速い河川下流部では，倒木周辺の低流速域が様々な魚種の生息場として

重要であることも知られている （Zalewskiet al. 2003）。

このように，河川内の倒木は，上流から下流を含む水系全体において，河川

地形，物質循環，生物生態に強く影響を及ぼしている。それゆえ，河川内から

の倒木の除去や供給源である河畔林の伐採といった人間活動が，河川内の倒木

量を減少させ，間接的に河川生態系の劣化を招いているのではないかと世界中

で‘懸念されている。実際， 河川内から倒木を除去した実験からは， 土砂や枝葉

などの有機物の流出（Bilby2003），魚類の生息量低下（Dolloff1986；阿部－

中村 1999）といった現象が顕著に現れることが明らかにされている。

Ill. 倒木がサケ科魚類の生息に与える影響

1. 海外における研究事例

1970年代以降，北米太平洋岸地域を中心として，河川生態系における倒木の

重要性を実証する研究が行われてきた。特に， 北半球の多く の国にとって重要

な水産資源であるサケ科魚類への倒木の影響ついては，数多くの研究が行われ

てきた。

例えば，小渓流で樹木が川を横断するように倒れた場合，その上流側には夕、

水利科学 No.299 2008 
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写真 4 流路を横断した倒木による淵
の形成

ム型の淵が，下流側には落ち込み型の淵が形成され，サケ科魚類の重要な生息

場となる（写真 4) (Fausch and Northcote 1992）。その淵の中あるいは淵以外

の場所においても，倒木は外敵から身を隠したり，速い流れを避けたりするた

めのカパー （避難場）として，サケ科魚類に利用されている （写真 5)(Zika 

and Peter 2002）。一方，低水温になる冬季には，水温の高い時期とは異な り，

サケ科魚類はカバ のすぐ近くやカバー内部の低流速域を利用している

(Bustard and Narver 1975）。倒木は，このよ うなサケ科魚類の冬季生息場とし

ても有効であ り，越冬による個体の死亡率を低下させ， 翌春までの生残率を高

めることが報告されている （Giannicoand Hinch 2003）。 こうした間木の直接

的あるいは間接的な効果により，小渓流では，倒木量がより 多い河道において

サケ科魚類の生息量も多くなる ことが知られている （Flebbeand Dolloff 1995）。

Jj(利科学 No.299 2008 

写真 5 倒木付近に形成されたカバー
（速いimれや外敵からの避難場）
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河川内の倒木は，流れを遮断したり流況を多様にしたりすることで，その周

辺に様々な大きさの礁を貯留する。例えば，倒木が多い河道ではサケ科魚類の

産卵床形成に適したサイズの醗が多く捕捉され，倒木が間接的にサケ科魚類の

再生産に貢献していることが報告されている（Houseand Boehne 1986）。また，

礁によ って形成される間隙は冬季生息場としてサケ科魚類に利用される し

(Bustard and Narver 1975），水中の礁による個体聞の視覚的な隔離は，同所的

に生息できる個体数を増加させる ことが示唆されている（Dolinseket al. 2007）。

このように，倒木は礁の捕捉を介して，間接的にサケ科魚類生息場の量や質に

も影響を与えている。

河川内の倒木量や倒木の個々の大きさは，供給源となる森林（河畔林）に影

響される。それゆえ，河畔の森林のタイフ。によって，サケ科魚類の生息量が影

響されることも知られている。例えば，大径の樹木が優占する原生林（old

growth forest）を流れる河川では， 二次林（secondgrowth forest）を流れる河

川よりも，大きな倒木や倒木に関連した淵の個数が多く，それに伴いサケ科魚

類の生息量も大きいことが報告されている（Flebbeand Dolloff 1995）。

河川中下流部など河幅や流量の大きな河川における倒木と魚類生息場に関す

る研究はいくつか存在し， 倒木が多様な魚類の生息場として重要であることが

示されている（Lehtinenet al. 1997）。しかしサケ 科魚類に対象を絞ると，

流量の大きな河川で倒木との関係を調査し学術雑誌に掲載されている研究は

極めて少ない。これまでのところ，倒木を含む河岸際のエリアが，複数のサケ

科魚類幼魚にとってほぼ 1年を通して重要な生息場となっていることが報告さ

れているくらいである（Beechieet al. 2005）。

2. 日本における研究事例

日本におけるサケ科魚類と倒木の関係を扱った研究のすべては北海道の小渓

流で行われており，その数は非常に限られている。しかし海外における研究

と同様，サケ科魚類の生息に対する倒木の重要性が示されている。阿部・ 中村

(1999）は，河道から倒木を除去したとき，サクラマスの生息量が減少するこ

とを明らかにし春季および秋季のサクラマスの生息にとって倒木が重要な要

素であることを示した。 Inoueand Nakano ( 1998）は，草地に閤まれた河川よ

り森林に覆われた河川において河川内の倒木量が多いことを明らかにするとと

もに，夏季のサクラマスの生息にと って， 倒木によって形成されたカバー（強

水利科学 No.299 20~8 
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い流れや外敵からの避難場）が重要であることを明らかにした。多くの先行研

究が行われてきた北米太平洋岸地域では，倒木による淵の形成がサケ科魚類の

生息量に影響することを示している。 Inoueand Nakano (!998）は，それらの

地域に比べて，彼らの調査河川で観測された倒木の直径や体積が小さく，相対

的に河l隔や河床の礁が大きかったことから，倒木による淵の形成が起こりにく

く，結果としてサクラマスの生息量に対する淵の影響が小さかったと結論付け

ている。一方， Urabeand Nakano (1998）は，夏季，倒木による淵の形成がニ

ジマス（Oncorhynchus mykiss）の生息量を高めることを明らかにした。 Urabe

and Nakano (1998）が調査した河川の河床材料は小型で比重の軽い火山軽石

であったことから，彼らは，小さい倒木で創出される小さな段差でも淵が形成

され，ニジマスの生息量に強い影響を与えたと結論付けている。 北米太平洋岸

地域の一つであるワシントン州を流れる Queets川での倒木の調査によれば，

倒木 （直径： ＞30cm）の42%を占めるべイトウヒ（英名： Sitkaspruce，学名．

Picea sitchensis）の平均直径は121.3cmであ り，全 7樹種の平均直径も85.4cm 

であった（Hyattand Naiman 2001）。 それに比べて，北海道の原生的な森林を

流れる河川を含む研究では，直径40cmを超える倒木は稀であった （Inoueand 

Nakano 1998）。それゆえ， 直径や樹高が相対的に小さい森林に覆われる日本

では，火山軽石のような洗掘を受けやすい河床材料が優占する河川以外では，

一般に，倒木による淵形成よりもカバー形成がサケ科魚類の生息量に強く影響

するのかもしれない。

冬季における倒木とサケ科魚類に関する研究も，国内においてわずかに行わ

れている。阿部 （2007）は，草地化された河Jllより森林に覆われた河川の方が

倒木によるカパーが多いことを示すとと もに，水温が 0℃前後にまで低下する

冬季において，夏季よりも，倒木によるカパーがサグラマスの生息場として重

要であることを明らかにした。冬季において，サクラマスが倒木に関連したカ

バーを利用することは Miyakoshiet al. (2002）および柳井ら（2001）において

も報告されている。サクラマスの冬季生息場として，大きな礁で形成される間

隙や雪の重みで水中に没した草本植生によって形成される極めて流速の緩やか

な生息場が重要であることが指摘されている （Nagayamaand Nakamura 

2007）。倒木も，このような微環境を形成することにより，サクラマスの冬季

生息場として機能すると考えられる。

海で大型に成長したサクラマス親魚は，シロザケ（Oncorhynchus keta）やカラ

水利科学 No.299 2008 
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フト マス （0. gorbuscha）とは違い，春に河Jllに戻ってきて，秋の産卵まで河）｜｜

生活をおくる生活史を持っている。 Edoand Suzuki (2003）は，夏季において，

この大型のサクラマス親魚が大きな倒木を有する淵を利用したと報告している

(Edo and Suzuki 2003）。海から河川に戻ったサクラマスは秋の産卵まで採餌

を行わないため，エネルギーの節約をしなければならない（田子 2000）。おそ

らく，大きな倒木は，エネルギーを節約できる生息場として，大型のサクラマ

ス親魚でも利用可能な大きな低流速域を形成すると考えられる。

N. 倒木を用いたサケ科魚類生息場の改善

I. 海外における研究事例

アメリカをはじめ諸外国では，入手の容易さ，低コスト ，そして自然河川に

おいて重要な魚類生息場であるとの認識から，倒木を用いた魚類生息場の修復

（リハビリテーション）が多数行われてきた（中村 1993; Bisson et al. 2003）。

小渓流では，丸太を川に横断させ河岸と河床に固定する手法（ログダムと呼

ぶことにする）が頻繁に用いられてきた（写真 6）。この手法は， 丸太の上を

写真6 流路を斜めに横断させたログ
ダム

越流した流れによって，丸太の直下に落ち込み型の淵を形成させ，サケ科魚類

の生息場の増加を図るものである。 Rileyand Fausch ( 1995）は，河道区間

250 m内に流路を直角に横断させたログダ、ムを複数設置したところ，河道区間

内におけるサケ科魚類の生息量が増加したことを明らかにした。 川を横断させ

る構造物としては，他に，両岸から丸太を斜めに突き出 し， 流路の中央で丸太

水利科学 No.299 2008 
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同土を結合させたV字状のウ エッジダムもよく用いられている （写真 7）。こ

の方法においても，丸太直下に淵が形成され，サケ科魚類の生息量が高まるこ

とが明らかにされている （Houseand Boehne 1986）。

一般に，サケ科魚類の生息場は， 3次元的に複雑な構造であるほど，生息量

が大きくなるこ とが知られている（McMahonand Hartman 1989 ; Fausch 

1993）。そこで Shirvell( 1990）は，単体で複雑な生息場を創出できる根株を河

幅15m 程度の河川に投入して，岸際だけではなく流路中央部でもサケ科魚類

の好適な生息場を創出できることを示した。さ らに，枝が付いたままの様々 な

写真7 V字状に丸太を組み，流路を
横断させたウエ ッジダム。上は
下流に凸，下は上流に凸 （写真
提供：柳井清治氏）

長さの木を投入する ことで， 様々 な体サイズのサケ科魚類に利用される冬季生

息場の創出に成功した事例もある（Zikaand Peter 2002）。このよ うに，近年

では，複雑な生息場の創出を目的として，枝や根株など木が持つ複雑な構造を

そのまま利用するといった，自然に発生する倒木の姿を模倣した手法も多く実

践されている。

供給される倒木の長さ （樹高）よりも大きな河幅を持つ河JIIでは，当然、個々

の倒木は不安定であり下流へと流されやすい。しかし 自然に倒木が集積して

水利科学 No.299 2008 
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形成された塊 （logjam）は，流況を変化させて森林の立地を形成するほど，

しばしば長期にわたって安定する （写真 3) (Abbe and Montgomery 1996）。

この自然、の logjamを模倣して人工的に構築された倒木による構造物はen-

gineered log jams (ELJ s）と呼ばれており， 護岸および床止めと水生生物の生

息場改善を目的とした総合的なプロ ジェク 卜に応用されている。 例えば，米国

ワシントンリ十｜の ElwhaJllでは， 2km以上にわたる流路区間において，1999年

から2004年の間に合計753本 （体積2009m 3）の倒木を用いた21基の ELJsが投

入され，物理的，生物的なモニタリンク、調査が行われた（McHenryet al. 2007）。

その結果，ELJs付近で河床の洗掘が生じるものの，f可道全体では砂州（河原）

の形成などに伴い土砂貯留量は増加し， 水衝部における河岸侵食が弱ま るとい

った物理的な応答が明らかにされた。さらに，ELJs付近の河床洗掘により形

成された淵，ELJsによって流水が安定的に供給される よう になった二次流路，

ELJsに関連して形成されたワ ンドなどの河岸際の環境が，様々な生活段階の

サケ科魚類に利用されることを明らかにした。

2. 日本における研究事例

日本における樹木を用いた魚類生息場改善の試みは，北海道の小渓流におけ

る2つの事例が報告されているのみであり，そのどちら も， 枝や根株などを排

除した丸太を河床に固定する手法で行われている（豊島ら 1996；柳井ら

2004）。豊島ら （1996）は，コンクリート製の連節ブロックで河岸と河床が固

められた河道において，流路中央付近の連節ブロックを縦断方向に500m tこわ

7こって除去しそこに流水が集中するようにしたうえ， 流路を直角に横断する

ログ夕、ムを複数設置した。その結果，ログ夕、ムの上下流に形成された淵がサク

ラマスによく 利用され，サク ラマスの生息量が大幅に増加したこ とを明らかに

した。 柳井ら（2004）は，単調な早瀬が続いていた河道区間200m に，ログダ

ム，ウエッジダムおよび河岸から流心に向かつて張り 出したデフ レクタ ー（水

制工）を複数設置した。その結果，春季（6月）の小型のサク ラマスは丸太の

設置に伴い多様になった河岸際を，夏季（7' 8月）のサクラマスは新たに形

成された淵をよく利用したことを報告している。

日本における以上の2つの事例は，根株や枝が排除されている丸太を整然、と

組み，床固め工，水制工を構築したものである。そのため，“淵”を形成する

効果は高いと しても，複雑な“カノミー”を形成する効果は低いと考えられる。
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カバーは強い流れや外敵からの避難場になるとともに，その複雑な構造は多く

の個体が同所的に生息することを可能にするため， 1年を通してサケ科魚類の

生息にとって極めて重要な要素である（McMahonand Hartman 1989 ; Inoue 

and Nakano 1998）。 Nickelsonet al. (1992）は，ログダ、ムやウエッジダムのよ

うな横断構造物で形成された淵は，サケ科魚類の夏の生息場としては機能する

ものの，カバーへの選択性が強まる冬の生息場としては適切で、ないことを明ら

かにした。さらに， Nickelsonet al. ( 1992）は，その淵の中にカパーと して束

ねた枝を投入すると， 冬でも多くの個体に利用される適切な生息場となる こと

も示した。それゆえ，倒木が持つ魚類生息場としての効果を最大限に引き出す

ためには，枝や根株，倒木同士の重なりなど，複雑さを創出する要素を極力除

去しないことが重要である。今後，日本において倒木を用いた魚類生息場改善

を行う際には，自然の河川内で観察されるような倒木構造を模倣し，枝や根株

を保持した倒木， あるいは樹木の各部位を組み合わせた複雑な倒木構造の採用

を期待したい。

V. 北海道標津川における倒木投入実験 ーサクラ マスの応答

1 標津Jllと調査地の概要

戦前までの標津川下流部は， 大規模な未開拓の湿地帯をめぐる蛇行河川であ

ったが， 1970年代後半までには下流部の蛇行流路のほとんどが短絡され，現在

の直線流路が完成している。これら一連の工事によって治水安全度は向上し，

周辺の湿地は牧草地として利用可能になったものの，それまで広く分布してい

たハルニ レ （Ulmus davidiana var. japonica），ヤチダモ （Fraxinusmand.政urzcavar 

japonica）の大径湿地林は姿を消し，かつて生息していたイトウ （Huchopeηi) 

も確認できなく なっている。 このような背景のもと，失われた標津川！の河川生

態系を取り戻したいとL、う地域の要望を踏まえ，引き堤と流路の再蛇行化を手

段とした再生事業が検討されることとなった（平井 空間 2005）。対象河道は

下流部の約3.5km区間であるが，その大規模な蛇行流路と氾濫原の復元に着

手する前段階として，直線化により分断されていた 1つの旧川を本川堰上げに

よって再連結した蛇行試験が実施されている （写真 8）。標津川における倒木

投入実験は，この再蛇行河道において，さらなる水生生物の生息場改善とその
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写真8 旧川連結前後の蛇行試験区の

景観。過去の工事で分断された

旧川Aを本川と再連結した

効果の検証を行うために実施された。なお，標津川自然再生事業についてのよ

り詳細な情報や研究報告は， 2005年の応用生態工学会誌における特集や河口・

中村（2005）の他， リバーフロント整備センターのホームページからも閲覧可

能である。

2. 倒木投入とサクラマスの応答

投入する倒木の構造は，“樹木”そのものの構造をすべて活かすことにより

写真9 倒木を投入したサイト（倒木

区）の写真。上流端に大きな根

株を投入している
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図1 倒木区と対照区におけるサイズクラス別のサクラマスの生息密度

多様な生息場が創出されると考え，枝や葉が付いたままの針葉樹 l本（樹高10-

13 m）と広葉樹 2本（樹高 8 10 m）， さらに大きな根株 1セット（重さ約

0.8 t）を組み合わせたものとした。 水中への投入の際には，それらをワイヤー

とボルトで連結し根株を最上流端に配置させた（写真 9）。投入した倒木は，

河岸や河床へ埋め込むことはせず，河岸の木などにワイヤーでアンカーをとり，

「木流し」の状態にした。

2004年 6月，再蛇行河道内の水衝部に形成された側方洗掘型の淵において，

上記の倒木構造物を投入した。約 1年後の2005年 7月，倒木を投入したサイト

（倒木区）と倒木を投入しなかったサイ ト （対照区）において，潜水によるサ

クラマスの直接観察を行い，個体数と全長を目視で測定した。

その結果，海から戻ってきた大型のサクラマス（ >300 mm）は倒木区にお

水利科学 No.299 2008 
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写真11 倒木脇の速い流れの中で、採餌

を行うサクラマス幼魚

いてのみ観測され，小型（壬90mm）および中型 （100 210 mm）のサクラ

マスも，倒木区では対照区のそれぞれ2.1倍， 5.1倍と高い生息量を示した

（図 1）。このことから，今回投入した倒木は，複数の生活段階のサクラマスが

高い密度で利用できる適切な生息場を創出したと考えられる。また，大型のサ

クラマスは根株の下流側の深場を（写真10），中型のサクラマスは倒木脇の速

い流れを（写真11）主に利用する傾向が潜水時に観察された。

¥I. おわりに

圏内において，倒木は河川管理上の障害物としてのみ認識されており，河川

生態系において倒木が担う重要な役割についての認識は極めて薄い。本論では，

サケ科魚類に焦点をあて，倒木が果たす生態的な役割と倒木による生息場改善

の事例およびその効果を紹介した。良好な生物生息場が河川管理に求められて

いる現在，魚類生息場の保全および改善において倒木に期待できる効果は大き

いと考えられる。

本論で紹介した倒木の投入によるサケ科魚類生息場の改善事例は，投入した

場所，あるいはその周辺における狭い範囲での再生手法，すなわちリハビリテー

ション（rehabilitation）である。さらに，投入された倒木は， それ自体の流出

や埋没，破砕，腐朽などによって，魚類生息場としての機能低下を免れること

はできないため，短期的なリハビリテーションと捉えることができる。

先に，倒木の投入が魚類生息場改善に多用されてきた理由として，入手の容

易さ，低コスト，魚類生息場として重要な要素であるとの認識の 3点を挙げた。

しかし改修された河道に沿って長距離にわたり継続的に倒木を投入し続け，
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魚類生息場を維持することは現実的ではないだろう。第ーに考えるべきことは，

倒木供給プロセスの保全と再生，つま り持続的な供給源となる森林 （河畔林），

倒木を発生させる仕組み （河岸侵食など），倒木が河川に留まり易い場 （氾濫

原や多様な河道形状）の保全と再生であり，それに伴う魚類の生息場および群

集の保全と再生である。こ うした物理的，生態的な自然プロセスの再生はリス

トレー γ ョン （restoration）と呼ばれるが，この実践には長期的な視野と流域

を単位とした取り組みが必要不可欠である。倒木の人工的な投入とL、う短期的

なリハビリテーションは，あくまでこのリストレーションの補完もしくは暫定

的手段として実践されるべきであり，それだけで劣化した魚類生息場の根本的

な解決を約束するものではない。
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