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特集 境界で起こるプロセスに注目して河川生態系を理解する

河壇墾ター

経担

森林-河川ト沿岸海域のつながり

粗粒有機物や栄養塩の移動と水生生物との関係

河内香織*

埼玉大学大学院理工学研究科

Continuity of forest-river-coasta1 sea area: re1ationship between movement of coarse particu1ate organic matter or 

nutrients and aquatic organism 

Kaori Kochi* 

Graduate Schoo1 of Science and Engineering， Saitama University 

要旨.本論文は、特集号のテーマである“生態系の境界"における現象について、河川に焦点を当てつつ理解を深める

ことを目的として執筆した。様々な現象が相互作用する渓畔林と渓流、河川上流域と沿岸海域における有機物と生物の

つながりに着目して、筆者が行った北海道での研究を中心として既発表論文の解説に他文献のレヴ、ユーを加えた形で展

開した。最初に、河川上流において渓畔林から渓流への粗粒有機物の流入について概説した。温帯における河川上流域

は渓流の周囲が渓畔林に覆れているため、渓畔林と渓流とが密接に相互作用する場所である。渓畔林で生産された有機

物の一部は渓流に流入することにより、水生動物の食物資源、生息場所、あるいは巣材として渓流生態系に組み込まれ

る。 流入量やタイミングは様々な要因によって規定される。次に、上流から沿岸海域に流出した粗粒有機物の海洋生物

による利用について紹介した。国内で、は陸上起源の有機物が沿岸に生息する海洋動物に利用されている事例、されてい

ない事例の両方が発表されている。最後に、沿岸海域から上流に遡上したサケの上流域生態系への影響について述べた。

サケマス類の生活史は、海洋由来の栄養分を河川上流部の水域および陸域生態系に還元するという特徴を持っている。

1990年代以降、窒素安定同位体比による分析手法が確立したのを契機として、サケの産卵後の死骸について水域・陸域

双方における食物網に関する研究が北米西海岸やアラスカを中心に進んで、きた。これに対し囲内の事例は非常に少ない

が、筆者らが行った研究を中心に概説した。隣接した生態系聞の有機物の移動は有機物の栄養補償として認識されつつ

あり、森林 河川ト沿岸海域における粗粒有機物の流れもそれぞ、れの生態系において重要な役割を果たしていると考え

られる。したがって、日本の山地河川を含む流域管理を考えるうえで、上流域から沿岸海域までを大きなひとつのまと

まりとして考え、その中における粗粒有機物の移動という視点を持つことが必要である。

はじめに

温帯における河川上流域は渓流の周囲が渓畔林に覆わ

れていることにより、渓畔林と渓流とが密接に相互作用

する場所である (Cumminset al. 1989)。渓畔林で生産さ
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れた有機物の一部は渓流に流入することにより、水生動

物の食物資源、生息場所、あるいは巣材として渓流生態

系に組み込まれる。秋に渓畔林から渓流に流入する落葉

は、渓流に生息している水生動物のなかで、直接的に葉

を利用する破砕食者(シュレッダー:shredder ; Cummins 

1973) の重要な食物資源となっている (Cumminset al. 

1989 ; Richardson 1991)。ただし、渓畔林から流入したす

べての落葉が渓流内で消費されるわけで、はない。たとえ

ば、台風によって大量の有機物が河川を伝って沿岸海域

に運ばれたことが台湾では報告されている (Westet al. 
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2011)。

河川生態学(中村 2013)序文の中では、河川が持つ特

徴のーっとして“開放系"であることと述べられている。

流程に沿った上下流のつながりは有機物や栄養塩の流れ、

生息する生物種などに多様性を与えている。

河川に存在する有機物はサイズ別では、倒流木、粗粒

有機物 (coarseparticulate organic matter ;倒流木に区分さ

れない、大きさが Imm以上の粒状有機物を指す)、細粒

有機物 (fineparticulate organic matter;大きさが 0.45μm以

上 (Hauerand Lamberti 1996) もしくは 0.5μm以上

(Suberkropp 1998) lmm以下の粒状有機物)、溶存有機物

(dissolved organic matter ;大きさが 0.45μmもしくは 0.5

μm未満の粒状有機物もしくは孔径 lμm程度のろ紙を通

過する有機物(吉村2013))に区分することができる(吉

村ほか 2006)。これらの中で、大型の生物種による粗粒

有機物の直接的な利用、水中での移動や堆積については

河川生態学のなかでも重要なテーマの一つである。日本

では、渓畔林から流入した有機物、とくに粗粒有機物の

沿岸海域までの流出過程について研究された例はわず、か

である。北海道で行われた Kishiet al. (1999)の研究によ

ると、落葉期河川へ流入し、河川内に滞留した有機物の

大部分は、翌春にかけて流入場所から流出することが示

されている。また、同じく北海道内において、長坂らも

渓流から沿岸海域への流出について同様の結果を見出し

ている(長坂ほか 2003)0 Seo et al. (2008) は、日本を含

めた 131の河川で大型の木質 (Largewoody debris)の流

出要因について調べており、最も重要な要因として流域

面積の大きさ、次いで年間降雨量を挙げている。

Sakamaki and Richardson (2011) は、河川の一次生産や粗

粒有機物などの起源より特徴付けられた細粒有機物が、

森林河川のリーチスケールでの環境変化を評価する指標

になると述べている。隣接した生態系間の有機物の移動

は、有機物の栄養補償 (subsidy) として認識されつつあ

り (Richardson et al. 2却010ω)、森林一斗河可

る粗粒有機物の流れもそれぞぞ、れの生態態、系における有機物

の栄養補償として重要な役割を果たしている。

日本では川村多実二を淡水生物研究の礎として、 1920

年から 40年代に、今西錦司、可児藤吉、津田松苗などに

よって淡水魚や水生昆虫の分類、分布、生態の研究がす

すめられた(柴谷・谷田 1995)。中でも水生昆虫と河川

形態、を扱った論文(可児 1944) は後世に大きな影響を及

ぼしている。 1962年に「水生見虫学Jが出版されたこと

と同時期に河川の汚染の問題が出てきたことから、その

後水質汚濁の指標という観点から河川における生態学的

120 

研究が進んで、きた。 1997年に河川法が改正され、河川環

境の整備と保全が目的に加えられた。この前後から“河

川環境"という視点を持つ研究が多数行われるようにな

った。このような中で、ネットワーク構造を持つ開放系

としての河川管理を流域全体として管理すべきであると

いう考え方が強くなってきた(森・中村 2013)。粗粒有

機物に関しでも、上流域から沿岸海域までを大きなひと

つのまとまりとして考え、その中における移動という視

点でとらえることが必要である。

流域における有機物の移動には、先に述べたような上

流域から沿岸海域への流れと逆方向、すなわち沿岸海域

から上流域への有機物移動も存在する。これは落葉など

の重力や流水に従った受動的な移動ではなく、生物によ

る能動的な移動によるものである。北海道においては代

表的な生物としてシロザ、ケ (Oncorhynchusketa)が挙げ

られる。また、カワヤツメ (Lethenteronjaponicum) もか

つて北海道内において重要な漁業資源であり、現在では

個体数が減少している回遊型の生物である(白川ほか

2009)。国外では最近になって太平洋サケ類の回帰が見ら

れない北米東海岸を中心に、サケマス以外の趨河性魚類

(おもにニシン科の回遊魚、 ;Alosa spp.) による有機物や栄

養塩運搬の評価も試みられている (MacAvoyet al. 2009 ; 

Post and Walters 2009)。
本論文は、特集号のテーマである“生態系の境界"に

おける現象の中で、有機物の動態に関する理解を深める

ことを目的とした。様々な現象が相互作用する渓畔林、

渓流、沿岸海域において生態系を構成する有機物と生物

のつながりに着目し、筆者が行った北海道での研究を主

として既発表論文の解説に他文献のレヴューを加えた形

で論文を展開する。まず、上流において渓畔林から渓流

への粗粒有機物の流入について概説する。次に、上流か

ら沿岸海域に流出した粗粒有機物の海洋生物による利用

について紹介する。最後に、沿岸海域から上流に遡上し

たサケの上流域生態系への影響について述べる。北海道

で行われた、上流域において渓畔林から渓流に流入した

有機物の挙動と沿岸海域への流出や沿岸生物による利用

についての研究は、今から 10年前の平成 12年度から 14

年度にかけて北海道の重点領域特別研究という形で、北

海道立林業試験場、北海道立中央水産試験場、北海道立

水産鮮化場の 3機関が共同研究として立ち上げたプロジ

ェクトの一環として行われたのが端緒である。
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渓畔林から渓流への有機物流入

北アメリカやヨーロッノTを中心とした渓畔林から渓流

に流入する有機物の量や種類、に関するデータは、 Cushing

etal. (1995)にまとめられている。伐採の影響で元の植

生が破壊されている地域や気候によっては、渓四半林から

流入する有機物に関する情報は乏しい。北アメリカにお

ける日本と同緯度の東海岸ではカエデやクルミ、 トチ、

ブナなどの落葉広葉樹が見られるため日本のデータと比

較しやすい側面がある。ただし、これまでに記載されて

いるデータは全有機物に関するものが圧倒的に多く、有

機物の内訳があったとしても落葉や木質(幹や校)など

大まかに分かれているだけであった。シュレッダーは落

葉期に合わせた生活史を送っているものが多いが

(Anderson and Cummins 1979)、春先から夏場に成長期を

迎えるタイプも少なくはない。筆者らは、渓UI・F林から渓

流に流入する有機物について細かく種類を分け、炭素や

窒素などの栄養素としての観点から種類ごと・季節ごと

に評価することを目的として調査を行った。

調査は、濃昼川(ゴキビルJlI)の流域で行った (図 1)。

濃昼川は北海道石狩市に位置する、落葉広葉樹で覆われ

た沿岸山地小渓流で、ある。標高 621mの濃昼一岳ーから日本

海に注ぎ込む濃昼川の支流である山地渓流、右股沢 (141
0

23' E， 430
23' N)およびその支流は、河川次数と側方斜面

の傾斜が異なる渓流である。右股沢の調査地は河口か ら

約 3km上流地点に位置し、調査地の流域面積は 2.9km' 

である。河川次数は 2に相当する (Strah1er1957)。河11伴

域は主にイタヤカエデ (Acermono)、ケヤマハンノキ

(Alnus h川 lIta)、ヤチダモ (Flaxinusmandshurica)、オニ

グルミ (Juglansa伽 nlhφlia)などの樹種から構成される

針広混交林で、覆われている。流路平均勾配は 6.096であり 、

河川形態はステッププールに相当する (Montogomeryand 

Buffington 1999)。水面幅は 3.0mであ り、河床は小磯

(7.796)、大磯 (48.796)、巨際 (4196) などから構成され

ている。一方、支流の調査地の流域面積は 0.1km'で、河川

次数は l、渓畔林の構成樹種は右股沢と類似している。

i走路平均勾配は約 30.596で河川形態はカスケードに相当

する。水面幅は 0.5~ 1.0 mであり、右股沢と異なり側方

斜面が発達しており側方斜面勾配は約 4696である。各調

査区間内において、 j長畔林から渓流への直接的な有機物

流入量を調べるために円形トラップ(開口部。 0.5m') を

右股沢には 10基、支流には 5基設置した。渓間半林から渓

流への有機物流入は、直接的なものだけではなく、一旦

側方斜面に落下した有機物が、再び移動して斜面から渓
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図 l 調査地の泌昼川。

流に流入することがある。そこで、側方方向から河川へ

の有機物流入量と土砂量を調べるために、河岸斜面に方

形トラップ(底辺 0.4m、高さ 0.3m)を右股j尺と支流に

5基ずつ設置した。右股沢では方形トラップ設置個所の

側方斜面勾配は 1096未満である。直接流入量は、 g/m'で

表し、 ifilJ方流入量は流路 1mあたり片側からの流入量と

して g/mで表す。両トラップとも毎週回収して落葉、落枚、

陸生動物、陸生動物の糞、植物の繁殖器官(花や種)に

分類し乾燥後計量した。方形トラップは土砂も分類した。

分類群ごとに粉砕し、 CHNコーダーにて窒素、炭素含有

量を測定した。

i長田半林から渓流への直接的な年間有機物総流入量は、

右股沢において 444g/m'であ り、支流において 472g/m' 

であった(図 2; Kochi et al. 2004および Kochiet al. 2010 

を参照)。これらの有機物量はそれぞれ窒素換算で 6.8

g/m'、5.8g/m'、炭素換算で 201.8g/m'、192.0g/m'であった。

年間に占める月ごとの割合をみると、両調査地ともに落

葉期の 10月に最大流入量を示し、全体の 7096程度を占

めていた。渓畔林から渓流に直接的に流入する有機物の

量は、渓/11半林組成によ って異なるが (Gregoryet al. 1991 : 

Minshall et al. 1992)、落葉広葉樹で覆われた渓畔林からの

落下量は同緯度の北アメリカにおいて 202-963g/m'とか

なり広範囲にわたり報告されており (Smock1990 : 

Webster et al. 1995 : Webster and Meyer 1997)、筆者らの結
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図2 右又沢とその支流において渓l畔林から直接流入した有機物の総量と月ごとの内訳を

パーセンテージで示している。

右股沢 58 g/m 

A 

人?

1 
B 

69 

支流 353g/m

.6月

ロ7月

図8月

図9月

ロ10月

図 11月

図3 右又沢とその支流において渓畔林斜面から側方流入した有機物量。月ごとの内訳をパーセンテージ

で示している。12月から 5月までは支流にて積雪のためサンプリングできずデータはない。この期間

の側方流入はゼロと仮定している。右股沢 A と支流は総有機物量の違いを示している。

果もこの範囲に収まっていた。

側方流入した有機物量は、直接流入と異な り、右股沢

と支流で大きな違いが見られた(図 3)。年間総量は右股

沢では 58g/mであったが、支流では 353g/mであった。

支流では流路内面積ベースに換算すると 941g/m2の有機

物が流入したことになる。支流では総炭素量で 107.5g、

総窒素量で 3.3gであった (右股沢では未計測)。月ごと
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の内訳については、右股沢では 10月が 68%を占めてい

たが、支流では 10月が43%と右股沢より 20%以上少なく、

一方で、 8月と 9月を合わせて 37%であった。

支流では、側方斜面から流入した土砂の量は 809g/m 

でこのうち土砂に含まれる有機物が 124g/mであった。

支流では、側方斜面か ら流入する全有機物の約 1/3が土

砂由来であることが示された。土砂のi走路への流入に影
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図4 フトヒゲカクツツトピケラ。

響を与える要因には、土壌タイプ、植被、流入経路、地

~I~などが挙げられる (Wood and Armitage 1997)。支流の

土嬢タ イプや植被は、側方流入量の少ない右股沢と同じ

であるため、絶対量の違いは、側方斜面の傾斜角度の違

い (つ まり地形の違い)が大きな要因となっていると考

えられる。支流では、調査期間における月ごとの土砂流

入量と月ごとの総降雨量との間には有意な相関が認め ら

れたため (r=0.92，Pく0.05，N=6)、降雨も土砂の流入を規

定する要因であることが確認された。倶1)方からの流入を

規定する要因には、その他にも、植生タイプや霜、土壌

を掘る動物の活動などが挙げられる (Gordonet aL 2004)。

Shibata et aL (2001)は、 春には乾燥 した林床から風によ

ってリターが供給されることを報告しており、降雪の有

無や降雪量、融雪時期なども重要な要因になると考えら

れる。

筆者らが行った飼育実験では、乾燥重量で 1mgの落葉

食水生見虫のフ トヒゲカクツツトピケラ (Lepidostoma

cOll1plicatum) (図4)が、一日に必要とする葉の量は約 l

Illgであった (Kochiand Kagaya 2005) 0 4齢後期から踊に

なるまでの期間は平均 43日であった。4齢未満の消費速

度は不明で、あるが、 1Illgのフトヒゲカクツツトピケラが

踊になるまでに必要な枯葉の量から計算すると、フトヒ

ゲカクツツトピケラ一個体が踊になるまでに少なくとも

283.8 Illgの枯葉が必要である。直接落下した有機物は年

間444glm2とすると、 l年間に I111
2あたり 1564個体のト

ビケラを賄うことが出来る。側方からの流入量の違いが

トビケラに与える影響は顕著で、支流では 1111
2あたり

3315個体のトビケラを賄える計算になる。実際にはフト

ヒゲカクツツトピケラの他にも、落葉などの有機物を餌
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とする水生動物が多数生息しており、成長期と有機物供

給時期のずれや成長速度の違いなどから上記の計算がそ

のまま当てはまることはない。例えば右股沢と同系列河

川左股沢の河口より 1.5km上流付近ではカクツツトピケ

ラ属 (Lepidostoma) は 10月に最大で、 1m2
あたり 362

個体出現していた(中島 2003)。この値は算出した許容

個体数よりずいぶん少ない。また、流入した有機物は流

れとともに下流に移動する。水面を漂う時間は樹種や葉

のタイプによっても異なり (Kochiet aL 2009)、流入した

量がすべてそのままの場所で滞留することはない。しか

し、このよ うな数値計算を行うことで、餌資源としての

有機物の生態学的重要性を定量的に検討することができ

る。

上流から沿岸海域に流出した有機物の海洋生物

による利用

上流と下流のつながりに関する研究に関して、人為影

響による リンや窒素、炭素などに関しては国際的に多数

行われてきた(例えば、 Alongiand McKinnon 2004 ; 

Lehtoranta巴taL 2004)。しかし、マングロープ林を除いて

は、森林から沿岸海域にもたらされた落葉や枝などの粗

粒有機物に焦点を当てた研究はそれほどなされてこなか

った (Lee1998 ; Skov and Hartnoll 2002)。日本には山地

から直接沿岸海域に流出する河川も多く、森林の影響を

直接受けやすいと考えられる。そのため森林と沿岸海域

とのつながりを評価する研究が必要で、ある。

前出した濃畳川は、沿岸海域に至るまでほとんど森林

に覆われており、上流から沿岸海域まで短距離であると

いう特徴を持つ。このような山地河川では、落葉期には

沿岸部に大量の枯葉が流出するため、砂浜には大量の落

ち葉や海藻が混合した堆積物(落ち葉だまり)が見られ

る(図 5)。この堆積物面積の増減は桜井 ・柳井 (2008)

によって調査されており、堆積物面積は融雪期や台風時

期に増大することが明らかにされている。このような落

ち葉の堆積には特徴的な生物相が見られ、 トンガリキタ

ヨコエビ (Anisogammaruspugettensis)やニッポンモパヨ

コエビ (Ampithoe lacertosa) など、落葉を利用する生物

が年聞を通して生息している。とりわけトンガリキタヨ

コエピは安定同位体を用いた研究により落葉に強く依存

していることが推測されている(楼井・柳井 2008)。さ

らに、 トンガリキタヨコエピは生息密度が高く、クロガ

シラガレイ (Pleuronectesschrenki) の幼魚、によって多く

摂食されており、落ち葉だまりを起点としてヨコエピか
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図5 i農昼川の河口部に見られる落ち葉だまり。

らカ レイに至る食物連鎖が成り立っている ことが証明さ

れている (Sakuraiand Yanai 2006)。

桜井 ・柳井 (2008)の実験によると 、 トンガリキタヨ

コエピに海藻のホソメコンブ (Laminariareligiosσ)とア

ナアオサ (Ulvapertusa)、森林に多く見られる木本のケ

ヤマハンノキとイタヤカエデを摂食させた場合、アナア

オサとケヤマハンノキが最も速く摂食された。この実験

とは別に筆者らは餌資源の混合効果を明らかにするため

に摂食実験を行った (Kochiet al. 2007)。 トンガリキタヨ

コエビに対 し、ホソメコンブのみ、 ミズナラ枯葉のみ、

両方を与えた結果、ミズナラ枯葉のみを与えたヨコエピ

は成長する ことができなかったが、コンブもしくは枯葉

とコンブの両方を与えた場合には成長がみられた (図 6)。
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この結果は実験を行った 6月と 10月のいずれも同じであ

った。これらの実験では使用したヨコエピの初期重量と

飼育水温が異なる。この実験からは、 ミズナラの枯葉は

餌資源としては価値が無いように見えるが、面白いこと

に トンガリキタヨコエピは単独では成長できないミズナ

ラの葉を まったく利用しないというわけではなく、海藻

とミズナラ の混合においてミズナラの枯葉もわず、かに摂

食していた。

国内では陸上起源の有機物が沿岸に生息する海洋動物

に利用されている事例があるが、食物資源としての貢献

度は大きくはないという見解が多い。九州最大の湾であ

る有明海では、河川経由で雨季に流出した陸上植物が底

泥の同{立体比を低下させていることが示唆され、 二枚貝

バカガイ科の一種シオフキ (Mactraveneriformσ)の幼生

は陸上植物 も利用している可能性があるが群集全体では

陸域 起源の有機 物 の 貢 献度は 小 さ い と 考 えられ

(Yokoyama et al. 2005)、その後も同様の結果が示された

(Yokoyama et al. 2009)。また、十!肉類スナモグリ 2種に

ついても 、陸域起源の有機物が利用されていないという

結果が示されている (Shimodaet al. 2006)。それに対し、

面積が有明海と 同程度の約 1.700km2を持つ伊勢湾では、

シオフキとアサリ (Ruditapesphilippinarum)の成体が陸

上由来の有機物を利用しているという結果がでている

(Kasai et al. 2004)。仙台の七北田川では多毛類について

も同様の報告がある (Kikuchiand Wada 1996)。若狭湾に

流れ込む由良川の研究結果では、汽水域で、採取されたオ

オタニシ (Cipangopaludinajaponica)、 イシマキガイ

(Clithon retropictus)、ヤマ トシジミ (Corbiculajaponica) 

a 
ミズナラ枯葉 混 合 b

図 6.ホソメコンブ、ミズナラ枯葉、その両方を摂食したトンガリキタヨコエピの成長速度。凡例の右肩に付

したアルフ ァベッ トa，bとc，dは処理ごと、 実験を行った月ごとに有意な差が認められたことを示す。

124 



森林一河川ト 沿岸海域のつながり

12 

10 

8 

6 

4 

2 

制
制
M

写
回
干
猷
川
明

。
>50 mm 
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凡例の右肩に付したアルファベ y卜a，b， c は量ごとの生残個体数に有意な差が認められたことを示す。
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いてはさらに知見が必要である。

落ち葉だまりはトンガリキタヨコエピの食物として利

用されるだけでなく、捕食者からの避難場所としての役

割も果たしている。筆者らは、落ち葉だまりにおける堆

積物を粒径 10lllm未満、10mmから 50mm、50111111以上

に区分し、それぞれの区分で量を0，5， 50 g投入した実験

区内に、 トンガリキタヨコエピ 20個体とクロガシラガレ

イ幼魚、を一個体放し、 24時間後のトンガリキタヨコエピ

の生残個体数を調べた (Kochiand Yanai 2006)。その結果、

トンガリキタヨコエピの生残個体数は、粒径別では差が

認められなかったが、堆積物の量が多いほど高くなると

いう結果であった(図 7)。つまり 、落ち葉だまりが避難

場所として重要であり、多く堆積するほど避難場所とし

ての効果が高いことが示唆された。

筆者らは上流域から沿岸海域へと流入した落葉の分解

実験も行った。実験に用いたのはミズナラで、1.上流の

林床に落下したものをそのまま海水に移動させた場合、

2. 河川水によって沿岸域に運ばれることを想定し、河川

水に 21日間浸した場合の二通りを作製し、ホソメコンブ

も実験に用いた。その結果、河川水に浸した落葉と浸し

ていない落葉の分解速度は大きく異なり、河川水に浸し

た場合の方が海域での分解が速いことが明らかとなった

(図 8)。このことは、落葉分解から見た物質循環に「河川IJ

におけるコンデイショニングが大きな役割を果たしてい

ることを示している。一定の時間をかけて流水中でコン

デイショニングされた落葉は、海域に流出してから生物

に利用されやすくな っており、生物による利用と物理的

な破砕のどちらも受けやすくなっているのではないかと

考えられる。Cortiet al. (20 11)は、落葉分解における微

などは陸上値物を消化するセルラーゼ活性が認められた

ことから、 |笠上植物由来の有機物が彼らの主な食物資源

の一端を担っていると考えられる (Antonioet al. 2010a)。

ただし、汽水域上流部に生息する限られた底生動物しか

陸域起源の有機物を利用していなかった (Antonioet al 

2010b)。マングロープ林に生息するベンケイガニ亜科の

カニ (Sesa川ninae)は落葉を主に利用している。しかし、

少量であっても時折手に入る動物組織が、窒素j原として

重要で、はないかと考えられている (Kristensenet al. 2010)。

このように、いずれの研究でも、沿岸海域に生息する一

部の種にとっては陸域起源の有機物は食物資源として利

用されているがその重要性の程度についてはさらに研究

が必要で、あろう 。筆者 らの研究では、

エビは海藻があれば海藻を中心として利用するが、窒素

含有量の観点から質の低い落葉も摂食していることから、

今後それぞれの役割について明らかにしたいと考えてい

トンガリキタヨコ
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る。

粒状有機物の流出過程についての研究では、 Akamatuet 

al. (2011)は、愛知県にある豊川にて河川の上流から下

流にかけて粒状有機物を採集し、サイズ別に三分画に分

けて分析した結果、粒状有機物を構成しているのは細か

い分画が主体で、炭素安定同位体比からどの分画も主に

陸上植物由来の物質で構成されていることを示した。ま

た、同じ河川における研究で、 Kobayashiet al. (20 11)は

瀬に生息している底生動物のうち、j慮過食者にと っての

付着珪藻の重要性が上流から下流にかけて変化している

ことを示し、輸送される粒状有機物に含まれる陸域起源

の有機物の有用性や質が変化 しているためではないかと

考察している。粒状有機物の流出過程での質の変化につ
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図8. ホソメコンブ、ミズナラ枯葉、ミズナラ枯葉(コンデイショニング;河川水に 21日間浸した処理)の実験開始から 14日

および28日後の残存率を示す。凡例の右肩に付したアルファベット a，b，c は3処理問で分解量が有意に異なることを示す。

2005)。同じく十勝では、沿岸海域における陸域起源の有

機物や土砂の移動堆積プロセスを、放射性同位体を用い

て明らかにする試みがなされており、浮遊粒状有機物の

サイズ分画に伴う拡散や堆積プロセス変化の多様性、土

砂の再浮遊、海洋起源の有機物がどの程度加わるかなど

が計測値に影響を与えているだろうと述べられている

(Nagao et al. 2005)。

沿岸海域から遡上したサケの

上流域生態系への影響

河川生態系におけるエネルギーインプットの経路のひ

とつとして、遡河性魚類の遡上による養分運搬は重要で、

ある。とくに北半球を中心に分布、生息するサケマス類

(Oncorhynchus spp.)のほとんどは川で生まれ、稚魚期の

0-1年を川で過ごしたのち降海し、海で成長する。繁

殖期に達すると生まれた川に帰って来て産卵し、産卵後

の親魚はオスもメスも全て産卵床近くで死亡する(図的。

そのため、このような生活史を持つサケマス類は、海洋

由来の栄養分を河川上流部の水域および陸域生態系に還

元するベクターとして重要な役割を果たしている。 1990

年代以降、窒素安定同位体比(以降、 δ15N)をトレーサ

ーとして追跡する手法が確立したのを契機として、サケ

の産卵後の死骸が水域・陸域双方の生態系に与える研究

が北米西海岸、アラスカ等を中心に進んできた(例えば、
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生物活性の相対的な重要性は水中から出ていた期間に依

存すると考察しており、河川水に浸らない環境下では落

葉は溶脱や日光による劣化を中心として分解が進行する

と述べている。海外では、陸域起源の溶存態有機物や粒

状有機物が、海域で素早く再無機化されている可能性が

挙げられており (Hedgeset al. 1997)、近年では河口に流

下した有機物の質や量、サイズや、それを利用する生物

の選択性などに応じて河川由来有機物の二次生産に対す

る重要性が変化することがわかってきた (Sakamakiet al. 

2010)。

日本においては、有機汚濁負荷の観点から、湖沼流域

における溶存有機物の研究が行われているが(たとえば

天野ほか 2004)、海域に流出した陸域起源の粗粒有機物

の挙動や、沿岸海域に生息する動物による陸域起源有機

物の利用形態と動物群集への影響についてはまだ解明が

始まったばかりである。河川や湾の規模、河川上流の土

地利用の状態などによって陸域起源有機物と動物群集の

関係性は大きく異なるであろう。さらに陸上由来の有機

物の沿岸海域への輸送には、河川の流況や水理条件が重

要である (Lohet al. 2007)。大陸棚上の水理学的な仕分け

過程によって草本の葉や落葉の砕片は沖合に輸送され、

水理条件がおだやかな場所に堆積する (Schmidtet al. 

2010)。また、その場の気候も重要な要因であり、北海道

を流れる十勝川で、は春の融雪出水が陸上有機物の海域へ

の輸送に重要であることが推測されている (Usuiet al. 
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図9 産卵を終えたサケの死骸。

Bilby et al. 1996 : Ben-David et al. 1998 : Helfi巴Idand 

Nailllan 2001 : Reilllchen et al. 2003 : Hicks et al. 2005 : 

Claeson et al. 2006)。これに対し囲内の事例は非常に少な

く、気象条件、遡上河川の規模や地形、遡上サケマスの

種類や遡上時期などが北米と 異なる日本 (および極東ア

ジア地域)において、研究蓄積が待たれるところである。

そのなかで、筆者らが行った研究を一部紹介する。

サケマスの産卵後の死骸もいわば外来性有機物であり

季節的にもたらされる。このエネルギーインプ y 卜に対

し、河川内の生産性が大きな影響を受けることが予想さ

れる。北海道東部において、 筆者らがシロザケの遡上河

川と同支流域の非遡上河川において水生動物の d
15
N をi!!IJ

定したところ、落葉食のガガンボ科 (Tipulidae)、細粒有

機物食のコカゲロウ属 (Baetisspp.)やトウヨウマダラカ

ゲロウ属 (Cincticostellaspp.)、肉食のアミメカワゲラ科

(Perlodidae)、さらにはサクラマス当歳魚まで、様々な摂

食様式および食物網段階において、シロザケ遡上河川の

d15
Nは非遡上河川より有意に高くなっていた(柳井ほか

2006)。とくにコカゲロウ属とアミメカワゲラ科では、遡

上前後で d15Nが 3%0増加し、遡上サケを介した直接的な

影響が示唆された。 また実験水路において、サケの死骸

と落葉食見虫 (サ卜ウカクツツトピケラ ーGoerodes印刷)

の両方を添加、落葉食昆虫のみを添加、対照 (サケも昆

虫もなし)の処理を施し、それぞれの水路内で無機イオ

ン濃度 (NH/、NO]、NO，、pO}-)、i容存有機炭素 (DOC)、

付着藻類のクロロフィル量 (Chlorophylla)、落葉の分解

速度を調べたところ、サケの死骸を添加した処理で NH/

とChlorophylla量が他の処理と比較して大きくなり 、落

葉の窒素含有量、さらには落葉の分解速度の増加も見ら
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れた (Yanaiand Kochi 2005)。またサケ死骸添加区では、

実験前後でサトウカクツツトピケラの d15Nも3%。程度大

きくなり 、野外で得られた値と同様の傾向を 示した。

NH/や Chlorophylla量などの反応は、サケ死骸添加 2週

間後と比較的早くに見られるものから (Yanaiand Kochi 

2005)、8週間後 (Claesonet al. 2006)とややタイムラグ

をも って顕著に現れるものなど幅があり、サケの添加量、

季節や河川の流量、実験水路か自然河川かなどの違いを

考慮する必要もある。 しかし、サケ由来の栄養分により

河川の生産性が増大することは北米、日本ともに共通の

現象といえるだろう (Wipfliet al. 1998 : Claeson et al. 

2006)。

サケの死骸の存在により、ユスリカ科 (Chironolll idae) 

やコカゲロウ属などで密度増加が認められるものの

(Wipfli et al. 1998 : Minakawa and Gara 2003)、サケの産卵

行動に伴う河床撹乱によって一時的なバイオマス低下が

起こることが報告されている (Minakawaand Gara 2003 ; 

Lessard and Meritt 2006 ; Moore and Schindler 2008)。一方、

サケによる栄養添加により陸封型の淡水魚のバイオマス

が増加することが古くから報告 されており (Wipfliet al 

2003)、Scheuerellet al. (2007)は、ベニザケ (Oncorhynchus 

ηω'ka)の遡上前後でニジマス (。町orhy町hus111ωkiss)と

カワヒメマス (Thyl11alll/sarctics)の利用する餌がそれぞ

れ変化することを示している。ニジマスはおもにサケの

卵と肉片、サケ死体に定着した双遡目幼虫などを、カワ

ヒメマスはサケの産卵床形成に伴って河床が撹乱された

ときに浮上してきた底生動物を餌にするようになり、サ

ケの遡上 ・産卵に伴って両種とも成長が著しく向上 (420-

80%) したことが報告されている。 同様の観点から、

Moore and Schindler (2008)はサケマスの遡上は河川水中

の窒素やリン濃度を高めるだけでなく 、産卵行動に伴う

河床撹乱によって浮遊砂濃度も増加させうると報告して

いる。つまり、サケマスの遡上産卵は、単に上流域へ有

機物を供給するだけでなく、栄養塩や浮遊土砂などを下

流に輸送するソースにもなっている。サケ死骸添加の効

果が何 111下流まで波及するかを実験的に検討した例では、

下流 10111以内で顕著な効果が見られ、 250111下流になる

と効果が判然としないと報告されているが (Claesonet al. 

2006)、産卵行動を伴うか否かでその影響範囲が大きく変

わる可能性がある。サケマスの資源量減少が深刻な北米

西海岸では、河川の生産性向上のためにサケ死骸やサケ

死骸に類似させた養分を投入するなどの措置を講じてい

るが、産卵行動の影響を伴う遡上して生きているサケか

ら排出される養分のほうが、死んだ状態のサケから流出
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する養分よりも多いことがわかっている (Tiegset al 

2011)。

サケ死骸が他の水生生物の繁殖様式に与える影響につ

いてはほとんど報告がない。数少ない事例は北海道でヨ

コエビについてのものであり、 Kusanoand Ito (2005)は、

サケ遡上区間と非遡上区間のオオエゾヨコエビ

(Jesogammarus jesoensis) の繁殖様式を 4年間比較し、サ

ケ遡上区間のヨコエピの雌の体サイズが大きく抱卵数が

多いことを示した。さらに、雌の体サイズが同じだとし

ても 、遡上区間において抱卵数が多くなることを明らか

にした。このオオエゾヨコエビを含む端脚目 (Amphipoda)

は、海水から淡水域まで幅広く分布する目であり、デト

リタス食から腐肉食など食性の幅も広いため、すべての

摂食機能群に記載されている (Merritand Cummins 1984)。

前述の水路実験で行われた研究においても (Yanaiand 

Kochi 2005)、サケ死骸添加区でタキヨコエピ (Sternomoera

rhyaka)の定着が確認されており 、実験初期 (2週間以内)

の落葉分解速度増加に寄与したと考えられている。ヨコ

エピ目と遡上サケの関係についての報告は少なく(Ito

2003 ; Thompson 2007)、上流域から沿岸河口峨までヨコ

エビ目が流域全体に広く分布することを考えると 、ヨコ

エビによるサケ死骸の摂食、逆にサケ稚魚、や陸封サケマ

スによるヨコエピの採餌など、サケの遡上がもたらす様々

な食物網段階への波及効果も興味深い課題である。

おわりに

区110 落葉矧の北海道厚田浜。

のサイズごとの移動や分解のプロセスについても不明な

点が多く、倒木ほどは大きくない校などの木質について

の知見も海外では研究されているが (Spanhoffand Meyer 

2004)、囲内ではほとんど見られない。

図 10は、落葉期の北海道厚田浜である。上流から落葉

が流れ込み、沿岸海域は落葉で、覆われている。この写真

を学生に見せると「汚い」という反応が返ってきた。景

観上、また、取水上、大量の粗粒有機物が下流や海域へ

流出することが現実的なのかという議論も必要であろう 。

また、平水時だけではなく、出水時に流下する粗粒有機

物量や質に関する情報は圏内では極めて少なし、。粗粒有

機物の河川における移動、生息場所や食物資源としての

河川の有機物は、その大きさ、含有成分に応じた分解 評価を行うことにより、適切な河川管理につなげていく

速度、移動のしやすさに応じて河川生物と様々に関連付 ことが望まれる。

けられてきた。倒木は相対的に大きく分解が遅いことか

ら、比較的一定の場所に留まりやすく生物の生息場や生

息場の形成要因として捉えられることが多い。いっぽう

流水とともに移動しやすい細粒有機物や溶存有機物は主

に水生昆虫類や微生物群集の食物資源として捉えられる。

これに対し、粗粒有機物は、滞留や移動しながらそれ自

身が稚魚や水生見虫類のハピタットとしても成り立ち、

かっ食物資源としても利用できるという特徴を持つと言

えよう 。このような粗粒有機物の自然な状態での移動や

滞留、生物による利用について明らかにすることは、上

流から下流を通した河川環境を理解するうえで大切で、あ

る。さらに、地質、地形や植生の違いによって粗粒有機

物の移動がどのように変化するのか興味深い。また、粗

粒有機物の流れは河川の人工構造物によって影響を受け

るが、その程度はどのくらいなのだろうか。粗粒有機物
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