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オオセッカ（スズメ目センニュウ科）
全長約 13 cm。中国、ロシア北東部及び日本のごく限られた地域に分布し、国内での生息数は 2,500 個
体程度といわれる 1)。河川敷、湿地、休耕田の湿った草地でスゲ、ヨシ等の高茎草本が疎らに生育する
環境を選好し、ヨシが密生すると生息・営巣しなくなるため、植生遷移や河川環境の維持管理によって
生息有無が左右されやすい。種の保存法による国内希少野生動植物種 2)、環境省レッドリストの絶滅危
惧 IB 類に指定されている 3)。春先、オスは「チョチリ、チョチリ…」と聞こえる大きな声で鳴きなが
ら草地を出入りする独特のディスプレイを行うが、草地に入ると姿は目立たない。
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河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備・保全の
配慮点
第２章

第2章では、鳥類が河川内の環境をどのように利用しているか整理するため、水域、砂礫地、草
地、河畔林、干潟の5つの河川環境で行った鳥類現地調査をもとに、鳥類相の把握や主要鳥類の生
息を左右する要因に関する分析を行った結果を紹介する。さらに、それらを踏まえた河川環境の
整備・保全を行う際の配慮方法について、環境ごとに提示する。
【⿃類現地調査の概要】
本章の記述にあたり、本州の関東〜中部地方の4河川（多摩川、矢作川、鈴鹿川、雲出川）にお
いて、平成30年から令和元年に鳥類現地調査を行った。調査方法の詳細は資料3に譲り、ここでは
概要を記す。
今回の鳥類現地調査の目的は、鳥類が河川内の異なる環境をその環境の量や質の違いに応じて
どのように利用しているか定量的に明らかにすることである。
河川における既往の鳥類調査としては、1.3で参照した河川水辺の国勢調査（鳥類調査）がある
が、この調査の4巡目以降では、河口から上流まで等間隔に配置した各定点において一定時間の調
査を行う手法を用いる。そのため、対象河川全域の鳥類相の把握には向いている一方、特定の環
境に焦点を当てた鳥類の環境利用や行動については記録されていない。今回は、代表的な河川環
境として水域、砂礫地、草地(ヨシ原を含む)、河畔林、干潟の5つに着目し、環境ごとに、それら
河川環境での鳥類の利用形態を把握するために適した手法（定点センサス又はルートセンサス）
と時期を設定して現地調査を行った（図2.1）。

図2.1 河川水辺の国勢調査（鳥類調査）と今回実施した鳥類現地調査の違い

31

2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点

【対象とする河川環境】
対象とする河川環境は、水域、砂礫地、草地、河畔林、干潟の5つとした。対象とする範囲は、

第２章

ダム湖・湖沼を除く河川の中流域（セグメント１）～河口域（セグメント３）とした。

図2.2 鳥類現地調査の対象とした河川環境
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【河川環境ごとの解説の構成】
河川環境ごとに、現地調査結果の整理・分析を行い、鳥類の環境利用とそれを踏まえた河川環

第２章

境の整備・保全を行う際の配慮方法を整理した。2.1〜2.5では次のような構成で解説する。
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第２章
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.1 水域

水域
第２章

鳥類の生息場としての水域の特徴
本書では、基本的に堤外地の開放水面を水域として扱う。水域の形態として、瀬、淵、トロ、ワン
ド、たまり、湛水域、細流、湧水、用排水路、汽水域（干潮域）などがあり、それらの流速や水深は
様々である。それぞれの水域の形態に適応するように、異なる鳥類が生息している。水際の移行帯（エ
コトーン）や浅場には、沈水植物、浮葉植物、抽水植物が生育することで、それらの植物自体が鳥類
の餌となるとともに、餌となる魚類の生息場となったり、鳥類の繁殖場となったりすることもある。
他の水域（湖沼、海）と比較し、河川の水域の特徴を挙げると、比較的浅いこと、多様な流れがあ
ること、降雨や干満によって変化することが挙げられる。浅いことにより、光合成が可能となり藻類
の生産量が多くなることで、水域は豊富な底生動物や魚類を育んでいる。また、多様な流れがあるこ
とによって、河床の地形や堆積物の多様性が生まれ、種の多様性が確保される。降雨による増水があ
るため、水域は不安定な生息環境であると言えるが、一方で増水による撹乱は、藻類や底生動物など
鳥類の餌生物の基盤となる資源を育む原動力となる。
なお、抽水植物が生育する水域は景観的には草地であるが、現地調査時に抽水植物群落内の水域で
泳いでいる鳥類を確認した場合は、水域における確認個体として扱った。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.1 水域

水域の鳥類相
第２章

水域は流水域から止水域、水深の深い場所から浅い場所まで多様な環境を持つ。そうした微細な環
境に応じて、水面を利用するカモ類やカイツブリ類、浅瀬を利用するサギ類やオオバン等が見られる。
冬季は、岸辺に近い水深が浅い場所では、淡水ガモ類（オカヨシガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、マ
ガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、コガモ、カルガモ等）、オオバン、サギ類（アオサギ、ダイサギ、
コサギ等）が採餌や休息に利用している。水深の深い場所では、潜水ガモ類（ホシハジロ、キンクロ
ハジロ、スズガモ等）、カイツブリ類（カンムリカイツブリ、カイツブリ）、カワウ、カモメ類（ユリ
カモメ、ウミネコ、カモメ、セグロカモメ等）が採餌や休息に利用している。
初夏から夏季にかけては、カイツブリが浮巣を作って営巣するほか、周辺環境で繁殖しているカル
ガモが採餌場として利用する。ツバメが水面の上空を飛びながら飛翔性昆虫を採餌することもある。
このほか、カワセミは一年を通して水域を採餌場として利用する。また、クサシギ、セグロセキレ
イ等も水際で採餌する。
水域の鳥類が見られる時期を表 2.1.1 に示す。また、代表的な景観と主な鳥類のイメージを図 2.1.1
に示す。
表 2.1.1 水域の鳥類が見られる時期
No.

種

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

オカヨシガモ
ヨシガモ
ヒドリガモ
マガモ
ハシビロガモ
オナガガモ
トモエガモ
コガモ
オオバン
クサシギ
シマアジ*
ホシハジロ
キンクロハジロ
スズガモ
ホオジロガモ*
ミコアイサ*
カワアイサ
カンムリカイツブリ
ユリカモメ
ウミネコ
カモメ
セグロカモメ
カルガモ
ゴイサギ
ササゴイ
アオサギ
ダイサギ
コサギ
カワセミ
ヤマセミ*
セグロセキレイ
カイツブリ
カワウ
ミサゴ
コアジサシ
ツバメ

グループ

1月

2月

3月

4月

河川における生息時期
5月 6月 7月 8月 9月

越冬場所として、浅場
を利用する

渡りの中継地に利用

越冬場所として、水域
全体を利用する

周年生息するものが多
く、浅場を利用する

周年生息し、水域全体
を利用する
繁殖期に水域又は上空
を利用する

*：現地調査では確認されなかったが、当該環境に出現する可能性のあるもの
として本編に登場する種。
注意：この時期は、今回現地調査を行った関東〜中部地方の太平洋側の河川を
対象に作成しており、地域によっては若干異なる可能性がある。
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10月 11月 12月

凡

例
繁 殖
非繁殖
渡 り
越 冬
この時期は生息しない

ミサゴ

第２章

カワセミ

カワウ

キンクロハジロ
カイツブリ

ホシハジロ
アオサギ

マガモ
ダイサギ

カルガモ

コサギ
図 2.1.1 水域の景観とそこで見られる主な鳥類のイメージ
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2.1 水域

代表的な鳥類の生息環境と河川環境の整備・保全における配慮点
第２章

ここでは、水域を利用する代表的な鳥類として、淡水ガモ類、潜水ガモ類、サギ類、カイツブリに
関する調査結果を提示し、河川環境の整備・保全における配慮点を説明する。

オカヨシガモ
コガモ

ヨ シ ガモ

ヒドリガモ

マガモ

カルガモ

ハシビロガモ

オ ナ ガガ モ

コガモ

ここでは、カモ科に属する種のうち、主として淡水域で生活する種を淡水ガモ類として扱う。
淡水ガモ類の特徴は、多くの種は潜水せずに水面や陸上で採餌を行うことである。日本の河川を
主な生息地とする淡水ガモ類は、オカヨシガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシ
ビロガモ、オナガガモ、シマアジ、トモエガモ、コガモ等であり、本州の平地においては、河川の
水面を利用する淡水ガモ類の多くが冬鳥である。シマアジ、トモエガモは飛来数の少ない種であり
現地調査では確認できなかった。現地調査で確認個体数が比較的多かった種は、コガモ、オカヨシ
ガモ、マガモ、カルガモであった。淡水ガモ類の越冬環境については以下の特徴がある。
水 域の利 用の仕 方（既 往知見 ）
①多くの種が狩猟鳥に指定されているため、越冬地では昼間は開けた安全な水域に群れて休ん
でいることが多く、夜間に岸辺や地上に出現して採餌する 4)。
②冬季の日中には、流れの淀んだ場所を好む傾向があり、横断構造物の上流側の湛水域、ワン
ド、河跡湖などで休息する。
③カモ類が安心して利用できる水域の条件として、人間や捕食者から適正な距離を保つことが
できることや視覚的な遮蔽物によって隔離されることが重要である 5,6,7）。遮蔽物がない条
件下でのカモ類の安全距離は約 30 m5）、カルガモでは人間の接近により警戒行動を起した時
点での人間との距離は平均で 112 m との報告がある 8）。
④水面で採餌するカモ類は、通常は採餌による消費エネルギーが小さい浅所を採餌場として好
む 9)。多くの研究事例で、ユスリカ科幼虫と草本の種子が主要な餌であるとされている。
⑤暖冬の年は東北の飛来数が多くなり、関東以西の飛来数が減少することがある（平成 30 年
度は暖冬であり、平成 29 年度と比較して関東の飛来数が減少していた）10)。
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2.1 水域

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。

第２章

調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴
冬の淡水ガモ類（左ページの写真に挙げた 8 種）の出現の有無について、どのような環境要因
が影響したか分析したが、有意な要因を見出すことはできなかった（図 2.1.2）。

図 2.1.2 淡水ガモ類の出現に影響する環境要因

日本に生息する淡水ガモ類の中に国際的に希少な種や環境省レッドリスト種は少ないものの、冬
鳥として日本に飛来する淡水ガモ類にとって、日本の河川は重要な越冬場所となっている。したが
って、毎年冬季に淡水ガモ類が飛来するような場所は、生息環境を極力保全することが望ましい。
淡 水ガモ 類の越 冬に配 慮した 水域の 整備・ 保全に 関する ポイン ト
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 群れで生活することが多いため、休息のための広い静水域や採餌のための草地及び水生植
物が多い環境を保全することが望ましい 4）。
 鳥獣保護区や特定猟具使用禁止区域となっている区域が、休息や睡眠に安全な場所として
生息密度が高くなることに留意する 4）。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 越冬場所の近傍で工事を実施する場合は、重機の発生する騒音を抑制する対策を講じるこ
とが望ましい。
 工事で船舶を使用する場合は、船舶の通行によって発生する波や船舶のエンジン音を抑制
する対策を講じることが望ましい。
◆ 河川の 維持管 理や利 用制限 に関す る配慮 ポイン ト
 堰の上流側の湛水域では、船舶やジェットスキーによる一般利用について、立入の自粛、
速度の抑制等を促すことも有用と考えられる。
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2.1 水域

第２章
ホシハジロ

ホオジロガモ

スズガモ

キンクロハジロ

ミ コ アイ サ

カワアイサ

ここでは、カモ目カモ科に属する種のうち、主として潜水採食を行うカモ類を潜水ガモ類として
扱う。一部淡水を好む種を含む。
日本の河川を主な生息地とする潜水ガモ類は、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、ホオジ
ロガモ、ミコアイサ、カワアイサ等であり、これらの種は本州に冬鳥として飛来する。現地調査で
は、ホオジロガモ、ミコアイサを確認することはできなかったが、ホオジロガモは本州中部以南で
は飛来数が少ない種であり、ミコアイサは越冬地が限定的であり飛来数が少ない種である。日本の
河川を主な生息地とする潜水ガモ類 6 種の越冬環境については以下の特徴がある。
水 域の利 用の仕 方（既 往知見 ）
ホ シハジ ロ

：越冬期は主に浅い湖沼に生息し、水生植物の生えた広い水域を好むが、川の淀み
や市街地の公園の池にも飛来する 4）。
同じ属のキンクロハジロと混群を作ることが多いが、水深と時間、餌の種類や採
食時間帯を違えて棲み分けている。平均 2.5 m の深さに平均 20 秒潜るとされ、
植物性の餌を中心に、主に夜間に採食する 11）。

キンクロハジロ：越冬期には湖沼、広い川、公園の池、入江等に群れて生息する 4）。平均 3 m の深
さに 15 秒ほど潜るとされ、主に日中に採食する 11）。
ス ズガモ

：越冬期には波の静かな内湾や河口に大群でいることが多い 4）。3～4 m の深さに
15～30 秒ほど潜り、砂や泥の中から底生の貝類を採る 11）。

ホ オジロ ガモ

：越冬地では広い湖沼、大きな川、内湾等で見られる 12）。

ミ コアイ サ

：越冬地では湖沼や広い川で生活し、時に海に出ることもある 12）。定期的な越冬地
は全国的に限られており、渡来数も少なく、減少傾向にある 13）。

カ ワアイ サ

：越冬地では広い湖沼や大きな川で海に出ることは少ない 12）。

冬鳥であるカモ類全般：暖冬の年は東北の飛来数が多くなり、関東以西の飛来数が減少することが
ある（平成 30 年度は暖冬であり、平成 29 年度と比較して関東以西の飛来数が減
少していた）10）。
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2.1 水域

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。

第２章

調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴
① 多摩川の冬の潜水ガモ類（左ページの写真上段に挙げた 3 種）の出現有無について、どのよ
うな環境要因が影響していたか分析した結果、水深が深すぎるよりも比較的浅い水域で出現
しやすい傾向が見られた（図 2.1.3）
。ただし出現確率は小さく、例えばホシハジロの潜水時
の平均水深とされる 2.5 m11）の場所での出現確率は 0.006 と 1％に満たない（図 2.1.4）。
②スズガモの確認地点は河口のみであった。一方、ホシハジロやキンクロハジロは、河口のみで
なく、河口より上流側でも確認することがあった。

図 2.1.3 多摩川の潜水ガモ類の出現に影響する環境要因

図 2.1.4 水深と多摩川の冬の潜水
ガモ類の出現確率の関係

日本に生息する潜水ガモ類の中に国際的に希少な種や環境省レッドリスト種は少ないものの、冬
鳥として渡来する潜水ガモ類にとって、日本の河川は重要な越冬場所となっている。したがって、
毎年冬季に潜水ガモ類が飛来するような場所は、生息環境を極力保全することが望ましい。
潜 水ガモ 類の越 冬に配 慮した 水域の 整備・ 保全に 関する ポイン ト
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 休息のための広い静水域や、採餌のための水生植物や草地が多い環境の保全が望ましい 4）。
 餌となる底生動物、水生植物、草地等が豊富な水域環境が必要となるため、浚渫工事や水
質の悪化により底生動物や水生植物の減少 4）を招かないよう注意が必要である。
 潜水ガモ類は水深 2～3 m まで潜水することができるが、水深が深すぎても利用しにくい
と予想される。餌の採りやすい水深が比較的浅い水域を好むことを考慮すると、浅場や移
行帯（エコトーン）の保全も重要と考えられる。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 越冬場所の近傍で工事を実施する場合は重機から発生する騒音を抑制する対策を講じる
ことが望ましい。
 工事で船舶を使用する場合は、船舶の通行によって発生する波や船舶のエンジン音を抑制
する対策を講じることが望ましい。
◆ 河川の 維持管 理や利 用制限 に関す る配慮 ポイン ト
 船舶やジェットスキーによる一般利用について、立入の自粛、速度の抑制等を促すことも
有用と考えられる。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.1 水域

第２章
ゴ イ サギ

サ サ ゴイ

ダ イ サギ

アオサギ

コサギ

日本に生息するサギ類のうち、採餌のために河川の水域を利用する種は、ゴイサギ、ササゴイ、
アオサギ、ダイサギ、コサギ等であり、本調査では 5 種全てを確認できた。水域の調査で確認でき
たのはアオサギ、ダイサギ、コサギの 3 種で、確認個体数が最も多かったのはアオサギであった。
これらのサギ類は河川環境を幅広く利用する鳥類であり、水域とともに、干潟、砂礫地、河畔林も
利用していた。河川の水域を利用するサギ類の採餌環境については以下の特徴がある。
水 域の利 用の仕 方（既 往知見 ）
ゴイサギ：浅瀬をゆっくり歩きながら、あるいは岸辺にじっと佇みながら魚類が近づいてくるの
を待つ 4）。主に夜行性だが、繁殖期は日中も採餌する。
ササゴイ：浅瀬をゆっくり歩きながら、あるいは岸辺にじっと佇みながら魚類が近づいてくるの
を待つ 4）。0.5～1.5 m くらいの高さの枝上から水面をうかがい、魚類が近づいてくる
と飛び降りて捕らえることもある 11）。
アオサギ：水の中をゆっくり歩いたり、じっと立ち止まって待ち伏せしたりしながら魚類を捕ら
える 4）。日本で繁殖するサギ類の中で最も大きく、脚が長いため、より深い場所を採
餌に利用することができる。
ダイサギ：水田、湿地、河口、干潟等の浅い水中を静かに歩きながらカエル類、ザリガニ等を捕
らえたり、浅水中にじっと立ち止まって近づいた魚類を素早く捕らえたりする 4）。コ
サギ等より脚が長いため、より深い場所を採餌に利用することができる 12）。
コサギ ：川、湖沼、干潟、水田、湿地、ハス田等の浅水域を歩いて、カエル類、ザリガニ等を
探す。発見するとすばやく追いかけて捕る場合と、片足を水中で動かして土塊、草の
陰等から獲物を追い出して捕る場合がある。餌場を中心に小規模のなわばりを形成す
ることもある 4）。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.1 水域

第２章

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。なお、出現に影響する環境要因に
ついては、十分な出現個体数を得られなかったため分析を実施しなかった。
調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴
① アオサギ、ダイサギ、コサギが利用していた水域
の平均水深は、0.2 m、0.3 m、0.2 m であり、他
の魚食性の鳥類と比較して浅い場所を利用して
いた（図 2.1.5）。
② 多摩川の取水堰の直下には魚類が集まってお
り、採餌のために集まるサギ類の群れが見られ
た（写真 2.1.1）。

写真 2.1.1 堰の周囲に群れるサギ類やカワウ
（平成 30 年 12 月 21 日 多摩川の二ヶ領宿河原堰）

図 2.1.5 魚食性鳥類の確認地点の平均水深
（カッコ内の数値は観察個体数）

河川の水域を利用するサギ類の中に、国際的に希少な種や環境省レッドリスト種は見当たらない
が、ゴイサギ、ササゴイ、ダイサギ、コサギは一部の都道府県のレッドリストに掲載されている。
したがって、工事エリア周辺で都道府県レッドリストの指定種が確認された場合は、生息環境の保
全の必要性を検討することが望ましい。
確認したサギ類がレッドリスト種に該当しない場合であっても、サギ類は河川生態系の上位種で
あることから、サギ類の保全を意識した自然の豊かな川づくりが望まれる。
サ ギ類の 採餌に 配慮し た水域 の整備 ・保全 に関す るポイ ント
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 サギ類が採餌を行う浅場を保全するためには、交互砂州や複列砂州が形成されるような河
床環境を維持することが重要である。そのような環境を維持することで、サギ類が採餌し
やすい浅瀬、ワンド・たまり、干潟が形成されると考えられる。
 水際部が急激に落ち込んでいるような河川は、サギ類をはじめとする水辺性鳥類の生息に
とっては適さない。水際部の傾斜を緩くすることが必要である 14）。
 サギ類の餌を豊富に保つためには、魚類の棲みやすい川づくりが必要である。
 河川や水田の水質や底質を保全するほか、農薬等が餌生物を通じて濃縮されないように配
慮することが必要である 4）。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 濁水はサギ類の採餌の支障となることから、できる限り抑制するよう努める。
 工事中に澪筋の付け替えを行った場合は、工事後に浅瀬を復元する。
◆ 他の生 物との 関わり につい て配慮 すべき こと
 堰や床固めに設置された魚道では、遡上する魚類をサギ類が捕獲することがある。魚道で
は、サギ類による魚類の捕食を防ぐ対策を必要に応じて検討する。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.1 水域

第２章
浮巣と雛

水 面 を移 動中

日本では北海道、本州、四国、九州に生息し、現地調査においても 4 河川全てで確認された。
本州に生息するカイツブリの多くが留鳥であり、淡水域で繁殖する。カイツブリの生息環境につ
いては以下の特徴がある。
水 域の利 用の仕 方（既 往知見 ）
①湖沼や大小の池、ダム湖、ため池、河川の中・下流域、汽水域の潟湖等に生息する 4）。夜間は
水生のヨシ原等をねぐらとして利用する 11）。
②巧みに水中に潜って、魚類、甲殻類、水生昆虫、貝類等の動物質の餌を採るほか、水生植物も
食べる 4）。
③ヨシの茂みの中や、水中に繁茂する水生植物の上に営巣する 4）。巣は浮巣状で、大部分は水中
にあり、水上部は 3～5 ㎝である 4）。ヨシ原の特性と営巣鳥類の関係を調べた調査によれば、
ヨシ原の前面が水に浸かっていれば、ヨシ原が小規模でも営巣地として利用されることがあ
る 3）。垂れ下がった樹木の枝先やヒメガマに造巣したという報告もある 15）。
④カイツブリが安心して利用できる水域の条件として、人間や捕食者から適正な距離を保つこ
とができることや視覚的な遮蔽物によって隔離されることが重要と考えられる。カイツブリ
が人間の接近により警戒行動を起した時点での人間との距離は、平均で 70 m との報告がある
8）
。

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。出現に影響する環境要因につい
ては、十分な出現個体数を得られなかったため分析を実施しなかった。
調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴
① カイツブリの確認地点周辺（50 m 圏内）で見られた植生は、
夏季は樹林が 61％を占めたのに対し、冬季は草地が 75％を
しめた（図 2.1.6）。夏季は繁殖期であるため、人間や外敵
から見つかりにくい場所で営巣している可能性がある。
②夏季にカイツブリが確認された場所は緩流域が多かった（写
真 2.1.2）。浮巣を造るため、繁殖期は流速の早い場所を避け
ていると考えられる。
③汽水域では夏季はカイツブリが確認されなかった。潮位の変
化があり、水面での造巣がしにくいことが一因と考えられる。
一方、非繁殖期である冬季は汽水域でもカイツブリが確認さ
れた。
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写真 2.1.2 夏季にカイツブリが
確認された緩流域
（令和元年 6 月 12 日
多摩川中流域）

2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.1 水域

第２章

図 2.1.6 カイツブリ確認地点周辺（50 ｍ圏内）に見られる植生

カイツブリは国際的に希少な種や環境省レッドリスト種ではないが、一部の都道府県のレッドリ
ストに掲載されている。したがって、それらの都道府県内の工事エリア周辺でカイツブリを確認し
た場合には、保全対策の必要性を検討することが望ましい。
カ イツブ リの生 息に配 慮した 水域の 整備・ 保全に 関する ポイン ト
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 本種の保全のためには、水際のヨシ群落や水生植物が密に生育する環境が特に重要である
4）
。
 繁殖期は河畔林周辺の水域を好んで利用することについても考慮するとよい。
 浮巣を造ることから、繁殖期は水位変動の小さい場所や流れの緩い場所を好むことを考慮
して保全計画を検討する。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 ヨシ群落や水生植物が密に生育する環境で工事を実施する際には、事前の生息調査を行う
とともに、非繁殖期となる冬季に工期を設定することが望ましい 4）。
 濁水はカイツブリの採餌の支障となることから、できる限り抑制するよう努める。
 繁殖場所の近傍で工事を実施する場合は、重機から発生する騒音を抑制する対策を講じる
ことが望ましい。
 工事で船舶を使用する場合は、船舶の通行によって発生する波や船舶のエンジン音を抑制
する対策を講じることが望ましい。
◆ 河川の 維持管 理や利 用制限 に関す る配慮 ポイン ト
 船舶やジェットスキーによる一般利用について、立入の自粛、速度の抑制等を促すことも
有用と考えられる。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.1 水域

《ＣOLUMＮ》ダイビングして魚類をとらえる鳥類
第２章

河川を利用する鳥類の中には、水面にダイビングして魚類をとらえる鳥がいる。代表的な
種として、ミサゴ、ヤマセミ、カワセミ、コアジサシが挙げられる。これらの種は河川を主
な採餌場のひとつとしており、河川工事などの際、配慮が必要となる場合がある。
ミサゴ（タカ科）：
主に魚類を餌とする。河川内に営巣することは稀であり、人里から離れた海岸の岩の上や
岩棚に営巣することが多い。採餌場は海、河川、ダム湖等の水面であり、飛翔しながら魚
類を探す。最近では、巣の近傍のダム湖で主にオオクチバスを採餌する個体の観察例など
が報告されている。
ヤマセミ（カワセミ科）：
渓流域に生息するハト大の鳥。水面の上空に張り出した樹木の枝で待ち伏せ、水面に飛び
込んで採餌する。渓流近傍の土壁からなる崖地に巣穴を掘る。護岸工事等によって土壁が
減少していることから個体数が減り、絶滅危惧種に指定する都道府県が多い。
カワセミ（カワセミ科）：
ヤマセミよりひと回りサイズが小さい。またヤマセミより下流側に分布し、河川の上流域
から中流域、湖沼などに生息する。ヤマセミと同じく水面の上空に張り出した樹木の枝で
待ち伏せ、水面に飛び込むが、ホバリングしながら魚類を狙うこともある。川沿いの崖地
に巣穴を掘る。
コアジサシ（アジサシ科）：
国際的に希少な鳥類であり保全の重要度が高い種である。日本には夏鳥として飛来する。
河川の砂礫地や河口の砂州にコロニーを形成して繁殖するが、安定的な繁殖地は全国的に
見ても限られている。水面の上空でホバリングして狙いを定め、水面にダイビングして小
魚類を捕らえる。

ミサゴ

カワセミ
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ヤマセミ

コアジサシ

2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.2 砂礫地

砂礫地
第２章

鳥類の生息場としての砂礫地の特徴
本書では、低水路内の砂礫の堆積した自然裸地を砂礫地としている。自然裸地であっても、露岩部
や土丹部分は対象外としている。また高水敷に造成された人工裸地も対象外である。
本書で対象としている河川のセグメント 2 からセグメント 3 については、上流から流下した砂礫が
堆積し、単列砂州や複列砂州が形成される。増水の度に砂礫が動くことで、堆積した砂礫が移動し、
植生の定着が抑制され、自然裸地が形成される。
増水の頻度が高い河川では、裸地の持続期間が長く、それらの面積も広い。一方で増水の頻度が低
い河川では砂礫地に植生が定着し、植生遷移が進んでいく。
堆積する砂礫の粒径は、セグメントの違いによって異なっており、セグメント 2-1 では礫が中心と
なり、セグメント 2-2 では砂が中心となる。セグメント 3 では、シルトや泥が堆積している。
植生が少なく餌となる生物が少ないこと、晴天時には地表面の温度が上昇すること、増水の度に撹
乱を受けることなど、鳥類にとって良好な生息条件が持続しているとは限らない環境だが、砂礫地へ
の依存性の高い一部の鳥類にとっては、営巣や採餌のために欠かせない生息場となっている。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.2 砂礫地

砂礫地の鳥類相
第２章

砂礫地では、一年を通してイカルチドリやコチドリをはじめ、シロチドリ、キアシシギ、イソシギ、
コアジサシ、セキレイ類（キセキレイ、セグロセキレイ、ハクセキレイ）等が採餌や休息の場として
利用する。特に水際は餌資源も多く、採餌場として利用する鳥類も多い。
春先から夏季にかけては、イカルチドリやコチドリが繁殖する。人が立ち入らない広い砂礫地では、
初夏から夏季にかけてコアジサシが飛来し、コロニーを形成する場合もある。
砂地の水際には、渡りのため移動途中のキアシシギが飛来する。イソシギは、一年を通して砂礫地
の水際を移動しながら餌を探す姿が確認できる。
シロチドリは、下流域の砂地を好み、河口付近や海岸で繁殖・越冬する。
砂礫地の鳥類が見られる時期を表 2.2.1 にに示す。また、代表的な景観と主な鳥類のイメージを図
2.2.1 に示す。

表 2.2.1 砂礫地の鳥類が見られる時期
No.

種

グループ

1月

2月

3月

4月

河川における生息時期
5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

1 イカルチドリ
2 シロチドリ

周年生息し、繁殖
期は主な営巣場所
として利用する

3 イソシギ
4 コチドリ
5 コアジサシ
6 キアシシギ
7 キセキレイ
8 ハクセキレイ

夏に渡来して繁殖
する
渡りの中継地とし
て利用する
周年生息し、繁殖
期にも利用する
（営巣場所は河川
外のこともある）

9 セグロセキレイ
凡

注意：この時期は、今回現地調査を行った関東〜中部地方の太平洋側の河川を
対象に作成しており、地域によっては若干異なる可能性がある。
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例
繁 殖
非繁殖
渡 り
越 冬
この時期は生息しない

コアジサシ

第２章

コチドリ

イソシギ

イカルチドリ

セグロセキレイ

図 2.2.1 砂礫地の景観とそこで見られる主な鳥類のイメージ

49

2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.2 砂礫地

代表的な鳥類の生息環境と河川環境の整備・保全における配慮点
第２章

ここでは、砂礫地を利用する代表的な鳥類として、イカルチドリ、コチドリに関する調査結果を提
示し、河川環境の整備・保全における配慮点を説明する。

巣の中の雛

水際で採餌

日本では北海道、本州、四国、九州に生息し、現地調査においても 4 河川全てで確認された。
本州のイカルチドリの多くが留鳥であり、砂礫地で繁殖する。イカルチドリの生息環境について
は以下の特徴がある。
砂 礫地の 利用の 仕方（ 既往知 見）
①繁殖期にはつがいで、非繁殖期には数羽～十数羽の小群で、中州、河原、湖岸、水田等に生息
する 4）。
②中流より上流の河原に生息し、海浜や干潟にはほとんど出ない 4）。
③栗石と砂利の多い河原で繁殖し、特に中流域の氾濫原の礫の多いところを好む 4）。コチドリよ
りも大きな礫を選好する傾向がある 16)。
④繁殖地への四輪駆動車やモーターバイクの進入により繁殖が撹乱されるため、近年個体数が
減少している 11）。

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。
調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴
①春のイカルチドリの出現の有無について、ど
のような環境要因が影響していたか分析し
たが、有意な要因を見出すことはできなかっ
た（図 2.2.2）。
②春にイカルチドリが確認された砂礫地の粒
径を見ると、出現割合が比較的高いのは小礫
～中礫(直径 1～10 ㎝)であった（図 2.2.3）。
③矢作川について、車両がする砂礫地（写真
2.2.1）と進入しない砂礫地を比較したとこ
ろ、後者において確認個体数が多かったこと
から、車両の進入が生息を妨げていた可能性
が示唆された（図 2.2.4）
。
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図 2.2.2 イカルチドリの出現に影響する環境要因
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2.2 砂礫地

2.00

1.0
0.0

0
砂

細礫 小礫 中礫

図 2.2.3 イカルチドリの繁殖期
の出現割合（各カテゴリーで 18
回調査を実施）

なし
あり
車両侵入なし
車両侵入あり
車両進入

写真 2.2.1 四輪駆動車が進入し
図 2.2.4 車両の進入の有無による
イカルチドリの個体数の比較（矢作川） た砂礫地（令和元年 10 月 6 日
矢作川中流域）
（各カテゴリーで 6 回調査を実施）

イカルチドリは国際的に希少な種や環境省レッドリスト種ではないが、多くの都道府県のレッド
リスト種に掲載されている。したがって、それらの都道府県内の工事エリア周辺でイカルチドリを
確認した場合には保全対策の必要性を検討することが望ましい。
イ カルチ ドリの 生息に 配慮し た砂礫 地の整 備・保 全に関 するポ イント
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 河川に砂礫地や中州が保全されるような河川環境の維持管理が必要である 4）。
 繁殖地の保全・再生を目指す場合には、できる限り礫の粒径にも配慮する必要がある。イカ
ルチドリは比較的幅広い粒径に営巣するが、礫径 1～10 ㎝程度の小礫〜中礫がひとつの目
安となる。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 工事を行う場合は、事前に生息調査を行うとともに、繁殖期（4～5 月）を避けることが望ま
しい 18）。ただし、繁殖期間は短く年によって変動するため、工期や調査時期の設定は注意深
く行う必要がある。
 河道掘削等を行う場合は、併せて砂礫地の再生を行うことで、副次効果としてイカルチドリ
の生息場の整備・保全が期待できる。千曲川の砂礫河原再生の取組（資料 2.5）では、砂礫
が動きにくい箇所について、定量的な指標を設定し（冠水頻度年 1 回未満かつ約 10 年に 1
回発生する洪水規模での無次元掃流力 0.06 未満の箇所）、それらを対象として、河道掘削を
実施している（無次元掃流力の設定値に関しては同地域での先行研究の成果を活用してい
る）17）。
 イカルチドリの営巣環境としては、工事後も資材置き場などの仮設ヤードを緑化せずに裸地
のままとしておいたほうが良い場合がある。
◆ 河川の 維持管 理や利 用制限 に関す る配慮 ポイン ト
 河原や海岸への車やバイクの進入は、砂礫地の維持（植生の抑制）には効果的である反面、
地面に営巣するイカルチドリの卵や雛を踏みつぶす恐れがあり、繁殖成功の低下につなが
る。繁殖期には砂礫地へ車両が進入しないよう配慮が必要である 4）。
◆ 他の生 物との 関わり につい て配慮 すべき こと
 中洲にある砂礫地では、卵や雛の天敵となる動物が近づきにくく、イカルチドリの繁殖が成
功しやすい可能性がある 4）。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.2 砂礫地

第２章
採餌

抱卵

巣と卵

全国に生息し、現地調査においても 4 河川全てで確認された。
夏鳥として日本に飛来し、砂礫地で繁殖する。またコチドリの生息環境については以下の特徴が
ある。
砂 礫地の 利用の 仕方（ 既往知 見）
①河川の中流から下流の砂礫地を主な生息場所とし、イカルチドリより下流、シロチドリより上
流に棲み分ける傾向がある 4）。
②砂礫河原、中州、海岸の砂丘や埋め立て地等に営巣する 4）。営巣場所は一時的に形成された裸
地や荒れ地が多く、年による変動が大きい 11）。
③砂地や砂礫地の地面に長径 8～9 ㎝、深さ 2 ㎝あまりの巣を造る 4）。イカルチドリよりも細か
い礫を選好する傾向がある 16)。
④河川敷、砂浜海岸、埋め立て地等へ進入する四輪駆動車やモーターバイクにより繁殖が撹乱さ
れるため、近年個体数が減少している 11）。

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。
調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴
①春のコチドリの出現の有無について、どのよ
うな環境要因が影響していたか分析したが、
有意な要因を見出すことはできなかった（図
2.2.5）。
②春にコチドリが確認された砂礫地の粒径を
見ると、出現割合が最も高いのは小礫(直径 1
～5 ㎝）であった（図 2.2.6、写真 2.2.2）
。
イカルチドリよりも小さい粒径を好むと考
えられる。
③矢作川について、車両が進入する砂礫地と進
入しない砂礫地を比較した場合、後者のほう
が確認個体数が多かったことから、車両の進
入が生息を妨げていた可能性が示唆された
（図 2.2.7）
。
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図 2.2.5 コチドリの出現に影響する環境要因
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図 2.2.6 コチドリの繁殖期の
出現割合（各カテゴリーで 18
回調査実施）

写真 2.2.2 コチドリが多く確認
された小礫の砂礫地
（令和元年 10 月 5 日 多摩川
中流域）

なし
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車両侵入なし
車両侵入あり
車両進入

図 2.2.7 車両の進入の有無による
コチドリの個体数の比較（矢作川）
（各カテゴリーで 6 回調査を実施）

コチドリは国際的に希少な種や環境省レッドリスト種ではないが、多くの都道府県のレッドリス
トに掲載されている。したがって、それらの都道府県内の工事エリア周辺でコチドリが確認された
場合には保全対策の必要性を検討することが望ましい。
コ チドリ の生息 に配慮 した砂 礫地の 整備・ 保全に 関する ポイン ト
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 河川に砂礫地や中州が保全されるような河川環境の維持管理が必要である 4）。
 繁殖地の保全・再生を目指す場合には、できる限り礫の粒径にも配慮する必要がある。コチ
ドリは比較的幅広い粒径に営巣するが、細かな礫を選好するため 16)、礫径 1～5 cm 程度の小
礫がひとつの目安となる。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 工事を行う場合は、事前に生息調査を行うとともに、繁殖期（4～5 月）を避けることが望ま
しい 18）。ただし、繁殖期間は短く、年によって変動することから、工期や調査時期の設定は
注意深く行う必要がある。
 河道掘削等を行う場合は、併せて砂礫地の再生を行うことで、副次効果としてコチドリの生
息場の整備・保全が期待できる。千曲川の砂礫河原再生の取組（資料 2.5）では、砂礫が動
きにくい箇所について、定量的な指標を設定し（冠水頻度年 1 回未満かつ約 10 年に 1 回発
生する洪水規模での無次元掃流力 0.06 未満の箇所）
、それらを対象として、河道掘削を実施
している（無次元掃流力の設定値に関しては同地域での先行研究の成果を活用している）17）。
 コチドリの営巣環境としては、工事後も資材置き場などの仮設ヤードを緑化せずに裸地のま
まとしておいたほうが良い場合がある。
◆ 河川の 維持管 理や利 用制限 に関す る配慮 ポイン ト
 河原や海岸への車やバイクの進入は、砂礫地の維持（植生の抑制）には効果的である反面、
地面に営巣するコチドリの卵や雛を踏みつぶす恐れがあり、繁殖成功の低下につながる。繁
殖期には砂礫地へ車両が進入しないよう配慮が必要である 4）。
◆ 他の生 物との 関わり につい て配慮 すべき こと
 中洲にある砂礫地では、卵や雛の天敵となる動物が近づきにくく、コチドリの繁殖が成功し
やすい可能性がある 4）。
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《ＣOLUMＮ》砂礫地再生の取組とその課題
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かつて、河川の景観として砂礫地は普通のものであり、日本の大
河川の中流域には広大な砂礫地が見られた。このような広大な砂礫
地は、静岡県の天竜川、大井川などで今でも見ることができる。こ
れらの河川では土砂生産の多い山岳地（南アルプス）の存在によっ
て砂礫地が維持されていると言える。
砂礫地はほぼ裸地であるが、砂礫地の環境条件に適応した生物も
いる。本項で紹介した鳥類のイカルチドリやコチドリの他、植物で
カワラノギク
はカワラノギク、カワラニガナ、カワラナデシコ、カワラサイコ、
昆虫ではカワラバッタ、カワラハンミョウ等である。このように特
定の種に棲み場所を提供していることから、特殊立地として砂礫地
は重要度が高い。
一方、砂礫地は昭和以降、減少の一途をたどっている。昭和の高
度成長期には、コンクリートの材料として砂利採取が盛んに行われ
ており、これが砂礫地減少の要因のひとつと考えられている。他の
要因として、ダムの洪水調整によるピークカット、都市の保水力低
カ ワ ラサ イコ
下によるハイドロピークの短時間化、砂防の進展やダムへの堆砂に
よる流下土砂量の減少、外来植物の繁茂等も挙げられる。これらの
要因が複合的に影響している河川も少なくない。
河川法改正により、河川管理の目的のひとつとして河川環境の整
備と保全が掲げられるようになると、河積確保と砂礫地再生の両立
を目指した河道掘削が全国各地で実施されるようになった（下
表）。初期の砂礫地再生では、河川生態学術研究の一環で行われた
多摩川永田地区の事例が有名である。多摩川で再生された砂礫地は
カ ワ ラバ ッタ
小規模ではあったものの、イカルチドリやカワラバッタ、カワラノ
ギクの増加が確認され、砂礫地再生の有効性が証明された。このことをきっかけとして取組
が全国に拡大することとなった。
河道掘削によって砂礫地を一時的に再生することは比較的容易である。しかしその後の植
生の定着を抑制するためには出水時に表層の砂礫が移動する必要がある。したがって、土砂
供給の減少した河川や流量がコントロールされた河川においては、砂礫地を維持することが
難しい。再生工事では砂礫地の寿命を延ばす工夫が必要となる。一方で、昨今温暖化に伴う
気候変動によって、想定を越えた洪水が起きる可能性が指摘されている。今後は掘削せずと
も、出水の頻度や規模が増し砂礫地が拡大するケースがあると考えられる。高いコストをか
けて掘削するよりも、将来的には河川の営力を活用して、砂礫地が形成・維持されるような
取組も選択肢のひとつになるかもしれない。
砂礫地再生の代表的な事例
河川
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地区名

施工時期

多摩川

永田地区

平成 13 年～14 年

千曲川

粟佐地区、鼠地区等 5 地区

平成 16 年～継続中

天竜川支川三峰川

青島地区

平成 18 年

鬼怒川

（地区名なし）

平成 19 年

九頭竜川

森田地区、渡新田地区、松岡末政地区

平成 21 年～継続中

資料 2 での掲載

資料 2.5

資料 2.11

2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.3 草地

草地
第２章

鳥類の生息場としての草地の特徴
草地は自然由来のものもあれば、植栽起源のものもある。
自然由来のものは、裸地から自然に発生した草地であり、経過時間によって、一年生草本から多年
生草本へ、また低茎草本から高茎草本へ遷移していく。河川は、増水などの撹乱によって樹木の定着
が抑制され草地が維持されやすい環境であると言える。
植栽起源の草地では、堤防法面のシバ地やチガヤ草地が代表的なものとなるが、ゴルフ場や公園の
芝生のようなものもある。水田や畑も草地の一種である。
草地の形態は、水の中に生える抽水植物群落、低茎草本群落、高茎草本群落、つる植物群落などの
タイプがあり、それぞれの形態に異なる鳥類が適応している。また河川敷にはまばらな草地や密生し
た草地など様々な密度の草地が見られるが、このような違いによって、生息する鳥類が異なることも
ある。
草地の特徴のひとつとして冬季には地上部が消失するということが挙げられる。したがって、一年
中、同じ草地に生息する鳥類は少ない。
増水や除草、野焼きなどの撹乱がなければ、低茎草地は高茎草地や樹林へと遷移することから、治
水が進み、安定した河道では低茎草地は貴重な環境となっている。したがって、草地を利用する鳥類
を保全するためには除草や火入れなどの人間活動が必要となる場面もある。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.3 草地

草地の鳥類相
第２章

草地は、抽水植物が茂る水際から、ヨシ・オギが茂る高茎草地、一年生草本やシバの生育する低茎
草地など多様であり、それぞれの環境を横断的に利用する種から特定の環境を好む種など鳥類相も多
様性に富んでいる。
ヨシが一定面積生育する場所では、夏季にはオオヨシキリが繁殖する。また、秋季のヨシ原はツバ
メのねぐらとして利用されることもある。冬季はヨシ原でオオジュリンが越冬する。
ヨシ原に限らず、河川域内の高茎草地や低茎草地は、キジ、セッカ、ヒバリ、ホオジロ等、多くの
種が繁殖のために利用する。オオタカ等の猛禽類は、草地を狩場として利用しており、モズ、ツバメ
も草地やその上空を採餌場として利用している。
冬季には、シジュウカラ、アオジ、カシラダカ、セッカ、ホオジロ、スズメ等が、草地を休息や採
餌のために利用するほか、カワラバト、ムクドリも採餌場所として利用する。ベニマシコは越冬場所
として草地を利用する。
草地の鳥類が見られる時期を表 2.3.1 に示す。また、代表的な景観と主な鳥類のイメージを図 2.3.1
に示す。
表 2.3.1 草地の鳥類が見られる時期

No.

種

グループ

1月

2月

3月

4月

河川における生息時期
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1 キジ
2 ヒバリ
3 オオセッカ*
4 オオヨシキリ
5 セッカ

周年生息し、
繁殖期にも営
巣場所として
利用する

6 ホオジロ
7 コジュリン*
8 オオタカ
9 モズ
10 シジュウカラ
11 ツバメ
12 ムクドリ

周年生息し、
繁殖期には主
に行動圏の一
部として利用
する

13 スズメ
14 カワラバト
15 ベニマシコ
16 カシラダカ
17 アオジ

越冬場所とし
て利用する

18 オオジュリン
*：現地調査では確認されなかったが、当該環境に出現する可能性のあるもの
として本編に登場する種。
注意：この時期は、今回現地調査を行った関東〜中部地方の太平洋側の河川を
対象に作成しており、地域によっては若干異なる可能性がある。
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凡

例
繁 殖
非繁殖
渡 り
越 冬
この時期は生息しない

セッカ

第２章

ヒバリ

カシラダカ

オオジュリン

オオセッカ
オオヨシキリ

アオジ

コジュリン

図 2.3.1 草地の景観とそこで見られる主な鳥類のイメージ
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.3 草地

代表的な鳥類の生息環境と河川環境の整備・保全における配慮点
第２章

ここでは、草地を利用する代表的な鳥類として、オオヨシキリ、セッカ、ヒバリに関する調査結果
を提示し、河川環境の整備・保全における配慮点を説明する。

採 餌 ( 昆 虫)

さ え ずり ( 求 愛行 動 )

ヨ シ 原の 中の巣

日本では北海道、本州、四国、九州までの全国に生息し、現地調査においても 4 河川全てで確認
された。夏鳥として日本に飛来し、ヨシ原等で繁殖する。オオヨシキリの生息環境については以下
の特徴がある。
草 地の利 用の仕 方（既 往知見 ）
①主に河岸、湖沼の岸、休耕田等のヨシ原に生息する。水中からヨシが生えているような所を特
に好み、ヨシが高く密集した場所で生育密度が高い 4）。
②巣はヨシ原の中央部よりは、水際や水路、道路等に近い場所に作られることが多い 4）。
③1 つの巣を形成するために必要となるヨシ原の面積は 856 m2 という研究結果がある 18）。また、
オオヨシキリの健全な個体群が永続するには、20～30 の巣に相当するまとまったなわばり面
積が必要という研究結果もある 18）。
④ヨシ原やその周辺の草原の中を茎から茎に飛び移りながら餌を探す 4）。
⑤オオヨシキリが安心して利用できる草地の条件として、人間から適正な距離を保つことがで
きることが重要と考えられる。オオヨシキリが人間の接近により警戒行動を起した時点での
人間との距離は、平均で 26 m との報告がある 8）。

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。
調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴
夏のオオヨシキリの出現の有無について、どの
ような環境要因が影響していたか分析した結果、
以下の傾向が見られた（図 2.3.2）。
1）水面からの比高が低い場所で出現しやすい（水
面からの比高が 0 m の場所での出現確率は 35％
となる）（図 2.3.3）。
2）人の利用環境から遠いほど出現しやすい（人の
利用環境からの距離が 100 m 以上で出現確率が
50％を越える）（図 2.3.4）
。
3）ヨシ・オギ群落が多い場所で出現しやすい（100
ｍ圏内のヨシ・オギ群落の面積が 2.1 ha 以上
で出現確率が 50％を越える）
（図 2.3.5）。
図 2.3.2 オオヨシキリの出現に影響する環境要因
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2.3 草地

第２章

図 2.3.3 水面からの比高と
オオヨシキリの出現確率の関係

図 2.3.4 人の利用環境までの距離
とオオヨシキリの出現確率の関係

図 2.3.5 ヨシ・オギ群落の面積（100 m
圏内）とオオヨシキリの出現確率の関係

オオヨシキリは国際的に希少な種や環境省レッドリスト種ではないが、一部の都道府県のレッド
リストに掲載されている。したがって、それらの都道府県内の工事エリア周辺でオオヨシキリを確
認した場合には保全対策の必要性を検討することが望ましい。
オ オヨシ キリの 生息に 配慮し た草地 の整備 ・保全 に関す るポイ ント
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 オオヨシキリは、ある程度規模の大きい密集したヨシ原でなければ営巣しないため、ヨシ原
の残存に努める 4）。既往知見 18）によれば、オオヨシキリの個体群が存続するために、最低で
も 1.7 ha 程度（［1 巣の必要面積：852 m2］×［個体群に必要な巣の数：20 巣］）のヨシ原が
必要される。今回の現地調査でも、出現確率が 50％に達するには 2.1 ha のヨシ・オギ群落
が必要との結果が得られた。
 ヨシ原の保全のためには、ヨシの生育環境を整える必要があり、特に土壌水分量や冠水頻度
を規定する地盤高の設定に留意が必要である。矢作川自然再生事業（資料 2.8）では、独自
の調査をもとに、河口域のヨシ原の成長に必要な冠水頻度を 1 日 4 時間としている 19）。
 ヨシが生育できる環境の範囲は、水中から陸上まで幅広い。ただし既往知見では、オオヨシ
キリは抽水性のヨシ原を好むとされており、現地調査の結果でも、オオヨシキリは水面から
の比高が低い方が出現しやすい傾向があった。陸上のヨシ原はオオヨシキリの生息に適さな
い場合があることに留意する必要がある。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 工事を行う場合は、事前に生息調査を行うとともに、繁殖期（4～7 月）を避けることが望ま
しい。
 ヨシの刈り取りを行う場合は、オオヨシキリの繁殖期に重複しないよう、時期を慎重に選ぶ
必要がある 4）。
 既存のヨシ原の改変等を行う場合は、近傍に代替ヨシ原の造成を検討することも必要である
4）
。
◆ 河川の 維持管 理や利 用制限 に関す る配慮 ポイン ト
 矢作川自然再生事業（資料 2.8）では、地域住民との協働によるヨシ植えがヨシの早期活着
に寄与している。また、市民にとって、ヨシ植え体験は身近な自然に触れ合う機会となって
いる 20）。
 ヨシ原の再生箇所では、波浪による導入基盤の流出やヤナギ類の侵入等が問題となることが
ある 21）。
 オオヨシキリは、グラウンドや道路等の人の利用環境を避ける傾向が強いため、それらと生
息地との離隔距離を一定程度（目安として 100 m 以上）確保する。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.3 草地

第２章
巣 材 運び

草 の 茎に とまり さ えず ってい る

日本では本州以南に生息し、現地調査においても 4 河川全てで確認された。
本州のセッカの多くが留鳥であり、草地で繁殖する。セッカの生息環境については以下の特徴が
ある。
草 地の利 用の仕 方（既 往知見 ）
①草地性の鳥であり、樹木は全く必要としない 4）。
②丈の低いイネ科植物が生えた草原的な環境を好み、麦畑、サトウキビ畑、河原の草原、埋立地
等、わずかな空き地にも生息する 11）。
③オスは生育中のチガヤ、麦等の葉を寄せ集め、巣を造る 4）。
④茂った草の中で生活し、草の茎に器用に止まりながら渡り歩いて昆虫等を採餌する 4）。

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。
調 査結果 から見 いださ れた
生 息環境 の特徴
①夏のセッカの出現の有無について、どの
ような環境要因が影響していたか分析
したが、有意な要因を見出すことはでき
なかった（図 2.3.6）。
②オギ原を選好する傾向が見られた（オギ
群落は調査ルートの周囲では 14％だっ
たが、セッカ確認地点の周囲では 46％を
占めた）（図 2.3.7）。
③ 外来植物であるセイタカアワダチソウ
をあまり好まないことが示唆された（セ
イタカアワダチソウ群落は調査ルート
の周囲では 17％を占めたが、セッカ確認
地点の周囲では 8％だった）
（図 2.3.7）。
図 2.3.6 セッカの出現に影響する環境要因
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調査ルートの周囲
（25 ｍ圏内）における
植生の全体像

そのうち、セッカ
確認地点（夏）周囲
（25 ｍ圏内）の植生
（Ｎ＝62）

（数値は％）

図 2.3.7 調査ルートとセッカ確認地点の周囲の植生の違い

セッカは国際的に希少な種や環境省レッドリスト種ではないが、一部の都道府県のレッドリスト
に掲載されている。したがって、それらの都道府県内の工事エリア周辺でセッカを確認した場合に
は保全対策の必要性を検討することが望ましい。

セ ッ カ の生息 環 境 に配慮 し た 草地の 整 備 ・保全 に 関 するポ イ ン ト
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 開発による生息適地の減少が目立っており、河川敷や山地の草原、平地の水田、麦畑等の開
けた環境を維持することが望ましい 4）。河川ではオギ原も好むことを考慮して保全に取り組
むことが望ましい。また、セイタカアワダチソウ群落はあまり好まないと予想されるため、
それらの除去もあわせて行うと保全効果が高まると考えられる。
 低茎草原は、植生遷移により高茎草原や樹林に変化していく途中段階にあるため、増水等の
撹乱がなければ草原を継続的に維持することは難しい。防災上問題のない範囲で増水等をコ
ントロールし、適度な撹乱が生じる川づくりが求められる。必要に応じて、除草や火入れな
どによって人為的に植生遷移を抑制する方法もある。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 河川敷の改変等を行う場合は、事前に生息調査を行い、繁殖場所を保全することが望ましい
4）
。
◆ 河川の 維持管 理や利 用制限 に関す る配慮 ポイン ト
 繁殖期（5～9 月）に草刈りを行わない等の配慮が必要である 4）。特に、チガヤが密生した堤
防法面やその近辺の河川敷ではセッカが繁殖していることがあるため、可能であれば当該地
域における繁殖時期を踏まえて堤防の除草時期を調整することが望ましい。
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2. 河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.3 草地

第２章
採 餌 ( 昆 虫)

地 面 で休 息

巣と卵

日本では北海道、本州、四国、九州に生息し、現地調査においても 4 河川全てで確認された。
北日本以外では留鳥であり、草地で繁殖する。ヒバリの生息環境については以下の特徴がある。
草 地の利 用の仕 方（既 往知見 ）
①平地から高原の草地、農耕地、河原等の開けた場所で、背の低い草がまばらに生えた環境に生
息する。木や草に止まることはめったにない 11）。地面が多く露出した所を好み、礫質を中心
に、砂質の土壌も利用する 12）。
②草の根元等の地上に浅い穴を掘り、枯れ草や細い根などを敷いて皿形の巣を造る 4）。
③地上を歩きながら、昆虫や草の種子を採餌する 4）。

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。
調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴
①夏のヒバリの出現の有無について、どのような環境要因が影響していたか分析した結果、以下
の傾向が見られた（図 2.3.8）。
1）水面からの比高が高い場所で出現しやすい（例えば水面からの比高が 12 m の場所で、出
現確率は 36％となる）
（図 2.3.9）。
2）周辺に低茎の草本が生育する場所で出現しやすい（例えば 300 m 圏内の低茎草地・耕作
地の面積が 24 ha の場所で、出現確率は 15％となる）（図 2.3.10）。
② オギ原、イネ科低茎草本群落（メヒシバ－エノコログサ群落、シナダレスズメガヤ群落）を選
好する傾向がうかがえた（これらの群落の面積割合は、調査ルートの周囲と比較して、ヒバリ
確認地点の周囲の方が高かった）（図 2.3.11）。ヒバリが多く確認された草地を写真 2.3.1 に
示す。
③ 外来植物であるセイタカアワダチソウをあまり好まないことが示唆された（セイタカアワダ
チソウ群落は調査ルートの周囲では 17％を占めたが、ヒバリ確認地点の周囲では 8％だった）
（図 2.3.11）
。

図 2.3.8 ヒバリの出現に影響する環境要因
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図 2.3.9 水面からの比高と
ヒバリの出現確率の関係
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図 2.3.10 周辺の低茎草地・耕作地の面積
（300 m 圏内）とヒバリの出現確率の関係

写真 2.3.1 ヒバリが比較的多かった雲出川水系
中村川の草地（令和元年 6 月 3 日）

調査ルートの周囲
（25 ｍ圏内）における
植生の全体像

そのうち、ヒバリ
確認地点（夏）周囲
（25 ｍ圏内）の植生
（N=49）

（数値は％）

図 2.3.11 調査ルートとヒバリ確認地点の周囲の植生の違い

ヒバリは国際的に希少な種や環境省レッドリスト種ではないが、一部の都道府県のレッドリストに掲
載されている。したがって、それらの都道府県内の工事エリア周辺でヒバリを確認した場合には保全対
策の必要性を検討することが望ましい。

ヒ バ リ の生息 に 配 慮した 草 地 の整備 ・ 保 全に関 す る ポイン ト
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 高水敷の芝生や荒れた丈の低い草地を繁殖・生息場所とするため、浜辺・河川敷等に、この
ような環境を維持・保存することが大切であり 4）、数十 ha 程度のまとまった低茎草地や耕
作地を保全することが望ましい。河川ではオギ原やイネ科低茎草本群落を好むことを考慮し
て保全に取り組むことが望ましい。また、セイタカアワダチソウ群落はあまり好まないと予
想されるため、それらの除去もあわせて行うと保全効果が高まると考えられる。
 低茎草原は、植生遷移により高茎草原や樹林に変化していく途中段階にあるため、増水等の
撹乱がなければ草原を継続的に維持することは難しい。防災上問題のない範囲で増水等をコ
ントロールし、適度な撹乱が生じる川づくりが求められる。必要に応じて、除草や火入れな
どによって人為的に植生遷移を抑制する方法もある。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 河川敷の改変等の場合は、事前に生息調査を行い、繁殖場所を保全することが望ましい 4)。
◆ 河川の 維持管 理や利 用制限 に関す る配慮 ポイン ト
 繁殖期には、人や車等の進入を制限する必要がある 4）。
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《ＣOLUMＮ》草地生態系の危機と河川に成立する草地の重要性
第２章

日本の気候は温暖・多雨で植物の生育に適しており、植生遷移の極相段階では森林植生が
成立する。極相として草地が成立するのは、高山帯、湿原、海浜、火山、風衝地等、環境条
件が厳しく、樹木の生育できない場所に限られる。
ススキ、シバ、チガヤ等の草地は、厳しい環境条件下に成立する草地とは異なり、除草や
火入れ、放牧等によって、植生遷移の進行が抑えられ（樹木の侵入が抑えられ）
、成立する植
生である。このような草地は、かつては農業や畜産業にとって不可欠であり、採草地や放牧
地として維持されてきた。昭和前半以前は、採草地は肥料や飼料の生産の場所として、また
屋根を葺く材料を採取する場所として利用され、放牧地は家畜の餌場として利用されてき
た。しかし昭和後半以降は高度経済成長によって、これらの草地の需要がなくなっていっ
た。多くの草地が住宅地、工場、耕作地等に置き換えられ、過疎地等では放置された草地が
森林に遷移した。1991 年からの牛肉輸入自由化によって、畜産業が衰退したことも草地減少
の大きな要因となっている。
ススキやシバと違い、湿った場所ではヨシが生育する。近代化以前、ヨシの生育するよう
な湿地は水田にされる以外は、利用しづらいため手つかずとされていた。しかし明治以降、
開発が進むに従い、都市開発、住宅整備、農耕地の拡大によってヨシ原は激減した。ヨシ原
は塩水への耐性を持つことから干潟にも生育するが、海岸の埋め立てや海岸護岸の整備に伴
い縮小した。湿地面積は、明治・大正時代で全国 2,111 ㎞２であったものが現在では 821 ㎞２
まで減少しており 22）、ヨシ原を中心とした湿地生態系は劣化の一途をたどっている。
ススキ・シバ草地やヨシ原は、在来の植物を多く含んでおり、多くの草地性生物の生育・
生息地となる独自の生態系として、生物多様性の保全上、重要な役割を果たしてきたと考え
られる。これら草地の減少によって、鳥類をはじめとする草地性の生物の多くが絶滅に瀕す
るようになっている。日本の草地性鳥類で絶滅の危機に瀕している種として、オオヨシゴ
イ、サンカノゴイ、チュウヒ、オオセッカ、ウズラ、コジュリン等（絶滅危惧Ⅱ類以上）が
挙げられる（下表）
。
平地部の草地の減少が進む中で、増水や除草によって維持される河川内の草地の重要度が
増しており、多くの草地性鳥類に欠かせない環境となっている。このような草地の重要性も
意識しながら河川内の植生を管理することが求められる。
絶滅の危機に瀕している草地性鳥類
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種名

環境省
レッドリスト
カテゴリー3)

オオヨシゴイ

絶滅危惧 IA 類

サンカノゴイ

絶滅危惧 IB 類

チュウヒ

絶滅危惧 IB 類

オオセッカ

絶滅危惧 IB 類

ウズラ

絶滅危惧Ⅱ類

コジュリン

絶滅危惧Ⅱ類

生息する草地環境の詳細 23)

低層湿原（ヨシ原や湿性草原）に生息。湿性草原は各種の開発、
河川改修等で消失しつつある。
湖、池沼、ため池等の止水、沼沢、砂礫質の河川敷、その他の
湿原等の湿地に生息する。
ヨシ原の広がる湖、河川（下流）
、干潟、埋立地等に生息する。
海岸から遠くない湖沼周辺や河川沿いの、ヨシやススキ等のイ
ネ科やイグサ科の生育する湿った草原で、主に草の中で生活を
する。
主に低地の草原、農耕地、放棄農耕地に生息する。主要な生息
環境である草原の状況が悪化しており、河川敷の樹林化により
生息地の草原が減少傾向にある。
河川敷のスゲ類やカモノハシの茂る草原、干拓地の湿性草原、
草丈の低い休耕田等に生息する。

2.河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.4 河畔林

河畔林
第２章

鳥類の生息場としての河畔林の特徴
河畔林は自然由来のものもあれば、植栽起源のものもある。
自然由来のもので圧倒的に多いのはヤナギ林である。ヤナギは増水後に形成された裸地に種子を散
布して河川で分布を拡大する特性を持つほか、冠水への耐性、埋没への耐性があるという点でも河川
に適応していると言える。また、ヤナギは種類が多く、低木林を形成する種と高木林を形成する種に
分類できる。その他、オニグルミ林、エノキ林等が多いが、近年は外来樹木のハリエンジュ、ニワウ
ルシ（別名：シンジュ）、イタチハギが河川内に繁茂することがある。
植栽起源の河畔林では、河岸防護のために植えられた竹林や公園の植栽等がある。ただし、河積阻
害となるため河川内に植樹することは稀である。
そもそも河川は、増水やそれに伴う河床変動があるため、ヤナギ類以外の樹木は生育しにくい環境
である。北海道のように河道が極めて広い場合を除いて、かつては河川敷一面に樹林が広がるという
ことはなかった。近年では、治水の進展に伴って河川内が安定していることから、樹木が優占する河
川が増えている。それと同時に、かつては河川では見られなかった森林性の鳥類が河畔林に生息し、
繁殖するケースも増えてきている。
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2.河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.4 河畔林

河畔林の鳥類相
第２章

河畔林は、樹冠を休息場として利用する種のほか、林内の中間層以上を利用する種、林床を利用す
る種、林縁を利用する種など多様な種が利用する。
春先から夏季にかけては、コゲラやアカゲラ等のキツツキ類、樹洞を利用するシジュウカラ、樹上
に巣をかけるキジバト、エナガ、カラス類等の多くの種が繁殖のために利用する。
林縁は、キジバト、モズ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ等の森林を好む種のほか、ムクドリ、
コジュケイ等、草地を好む種も利用する。また、冬季にはシロハラ、アカハラ、ジョウビタキ、カシ
ラダカ、アオジ、クロジ、ベニマシコ、シメ等が越冬場所として利用する。林縁は餌資源も多く、外
敵が来た場合に林内に逃げ込むこともできるため、鳥類にとって好まれる環境となっている。
カワウやサギ類（ゴイサギ、アオサギ、ダイサギ、コサギ等）は、河畔林でねぐらやコロニーを形
成する。これらのねぐらやコロニーについては、堤内地の住宅に隣接する樹林に形成された際には人
との軋轢が生じ排除されることもあるため、堤外地に位置する場合は貴重な生息環境と考えられる。
オオタカ、ノスリ等の猛禽類も、河畔林を狩場、休息場として利用する。
河畔林の鳥類が見られる時期を表 2.4.1 に示す。また、代表的な景観と主な鳥類のイメージを図
2.4.1 に示す。
表 2.4.1 河畔林の鳥類が見られる時期
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

種

グループ

オオタカ
ノスリ
カワウ
ゴイサギ
アオサギ
ダイサギ
コサギ
ササゴイ*
アマサギ*
チュウサギ
コゲラ
アカゲラ
エナガ
キジバト
モズ
ハシボソガラス
ハシブトガラス
シジュウカラ
メジロ
ムクドリ
ホオジロ
コジュケイ
シロハラ
アカハラ
ジョウビタキ
ベニマシコ
シメ
カシラダカ
アオジ
クロジ

1月

2月

3月

4月

河川における生息時期
5月 6月 7月 8月 9月

周年生息し、コロニー・
ねぐら場所として利用す
る

繁殖期に、コロニー・ね
ぐら場所として利用する
周年生息し、繁殖場所と
して利用する

周年生息し、繁殖場所と
して利用するが、疎林や
低木林も利用する種

越冬場所として利用する

*：現地調査では確認されなかったが、当該環境に出現する可能性のあるもの
として本編に登場する種。
注意：この時期は、今回現地調査を行った関東〜中部地方の太平洋側の河川を
対象に作成しており、地域によっては若干異なる可能性がある。
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10月 11月 12月

周年生息し、行動圏の一
部として利用する

凡

例
繁 殖
非繁殖
渡 り
越 冬
この時期は生息しない

カワウとサギ類のねぐら

第２章

オオタカ

キジバト
シメ

エナガ

コゲラ

メジロ
シジュウカラ

図 2.4.1 河畔林の景観とそこで見られる主な鳥類のイメージ
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2.河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.4 河畔林

代表的な鳥類の生息環境と河川環境の整備・保全における配慮点
第２章

ここでは、繁殖のために河畔林を利用する鳥類、越冬のために河畔林を利用する鳥類の 2 つのグル
ープを取り上げ、調査結果を提示し、河川環境の整備・保全における配慮点を説明する。

カ ワ ウの コロニ ー

ア オ サギ の巣

サ ギ 類の コロニ ー

オオタカの巣
オ オ タカ

コ ゲ ラの 巣

日本で見られる鳥類のうち、繁殖のために河畔林を利用する代表的な鳥類として、カワウ、サギ
類（ゴイサギ、ササゴイ、アマサギ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ）、オオタカ、コゲ
ラが挙げられる。これらの繁殖環境については以下の特徴がある。
河 畔林の 利用の 仕方（ 既往知 見）
カワウ ：水面に面した林の樹上にねぐらやコロニーを形成し、水辺の餌場に通う。木の枝の上
に小枝や枯れ草を使って皿状の巣を造るが 4）、池の島等の安全な場所であれば地上に
も営巣する。明治から昭和初期にかけて、肥料や農薬の流入、工場や家庭からの雑排
水によって水質汚染が進行し、1960 年代までに内陸部にあった全てのコロニーが消
失した。その後、水質の改善、放流魚の増加、養殖業の大規模化等によりカワウの餌
資源となる魚類が増加すると、カワウの個体数も回復した 11）。本調査で確認したコ
ロニーを写真 2.4.1 に示す。
サ ギ類

：ゴイサギ、アマサギ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギは、平地の雑木林、
松林、竹林等にコロニーを形成して集団で繁殖する。ササゴイは他のサギ類のコロニ
ーに加わることはなく、水辺近くのヤナギ林、マツ林、竹林、市街地の大木等の樹上
に単独又は集団で営巣する。いずれの種も樹上に枯れ枝等で皿状の巣を造る 4）。本調
査で確認したコロニーを写真 2.4.1 に示す。

オオタカ：林内の大木の枝上に枯れ枝を積んで皿状の巣を造る。営巣木はアカマツが圧倒的に多
いが、モミやスギ、カラマツ、ヒノキ等の針葉樹にも営巣し、コナラ等の落葉広葉樹、
タブノキ等の常緑針葉樹に巣をかけることもある 11）。本調査で確認した巣を写真
2.4.2 に示す。
コゲラ ：亜寒帯の針葉樹林から亜熱帯の照葉樹林、奥山から里山、都市緑地まで多様な森林に
生息する 11）。朽ち木に嘴で穴を掘って巣とする。
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2.河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.4 河畔林

写真 2.4.1

コロニーの様子
（令和元年 6 月 4 日）

カワウとサギ類のコロニーが確認された河畔林（雲出川下流域）

巣を確認した河畔林
写真 2.4.2

第２章

コ ロ ニー のある 河 畔林
（平成 30 年 8 月 29 日）

カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサ
ギ、ゴイサギの混合コロニー。ムクノ
キ－エノキ群集及びメダケ群落（平均
樹高 7.3 ｍ）に形成されていた

巣 の 様子

ジャヤナギ－アカメヤナギ群集及び
ムクノキ－エノキ群集（平均樹高 9.1
ｍ）の中に営巣木が確認された。巣
には雛が 4 羽見られた

オオタカの巣が確認された河畔林（オオタカの希少性を考慮し、撮影日と場所は記載していない）

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。なお、コゲラ以外の種について
は、十分な出現個体数を得られなかったため分析を実施しなかった。
調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴
夏のコゲラの出現の有無について、どのよ
うな環境要因が影響していたか分析した結
果、以下の傾向が見られた（図 2.4.2）
。
1）樹高が高い樹林で出現しやすい（平均樹
高 11 m 以上で出現確率が 50％を超える）
（図 2.4.3）。コゲラの確認回数が比較的
多かった河畔林を写真 2.4.3 に示す。
2）周辺に広葉樹林が多い場所で出現しやす
い（1 km 圏内の広葉樹林の面積割合が
10％以上で出現確率が 50％を超える）
（図
2.4.4）。

図 2.4.3 平均樹高とコゲラの
出現確率の関係

図 2.4.2 コゲラの出現に影響する環境要因

図 2.4.4 周辺の広葉樹林の面積
割合（1 km 圏内）とコゲラの出
現確率の関係

写真 2.4.3 コゲラの確認回数が
比較的多かった河畔林（令和元年
6 月 11 日 多摩川中流域）
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2.河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.4 河畔林

a）

カワウ及びサギ類

第２章

チュウサギは環境省レッドリストの準絶滅危惧種であり、多くの都道府県のレッドリストに掲載
されている。
カワウ、及びチュウサギ以外のサギ類で国際的に希少な種や環境省レッドリスト種は見当たらな
いが、カワウ、ゴイサギ、ササゴイ、ダイサギ、コサギは一部の都道府県のレッドリストに掲載さ
れている。したがって、工事エリア周辺で、チュウサギや都道府県レッドリストの指定種を確認し
た場合には生息環境の保全の必要性を検討することが望ましい。
確認した種がレッドリスト種に該当しない場合であっても、カワウやサギ類は河川生態系の上位
種であることから、カワウやサギ類の保全を意識した自然の豊かな川づくりが望まれる。
カ ワウ及 びサギ 類の繁 殖に配 慮した 河畔林 の整備 ・保全 に関す るポイ ント
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 カワウ、サギ類とも、集団で営巣しコロニーと餌場を往復するため、付近にはこれらの集団
を養うに足る魚類等の餌資源のある環境が必要である 4）。
 一度コロニーを形成すると、翌年以降の繁殖期も同じ場所で継続的にコロニーが形成される
ことが多い。主に樹上に営巣するため、繁殖が可能な規模の樹林が必要であるが、特にカワ
ウでは糞によって樹木が衰弱・枯死することもあるため、場合によっては土地所有者との調
整が必要となる 4）。
 堤内地では、コロニーが住宅地に隣接する林に形成された場合、騒音や悪臭等のため人との
軋轢が生じ、営巣林が伐採されることもある。河川内は一般に住宅地からある程度離れるこ
とから、人との軋轢は生じにくいため、河畔林に形成されたコロニーはできる限り保全する
ことが望ましい。
 カワウは、生息域の拡大と個体数の増加により、内水面漁業への食害等が各地で問題化して
いる 4）。生息・分布状況の調査を行うとともに、関係機関と連携して広域での個体数管理に
ついて検討することが望ましい。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 堤外地のヤナギ林や竹林等は、カワウやサギ類のねぐらやコロニーとなっていることがある
ため、樹木の伐採や護岸整備による水際線の改変等の河川工事を行う場合には、事前の生息
調査が必要である 4）。
 ねぐらやコロニーとなっている河畔林は極力保全することが望ましいが、やむを得ず伐採す
る場合は、繁殖期を避ける、代替地となる植生を残すといった配慮が必要である 4）。
 繁殖期に近傍で工事を実施する場合は、重機の発生する騒音を抑制する対策を講じることが
望ましい。
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2.4 河畔林

b）

オオタカ
第２章

オオタカは環境省レッドリストの準絶滅危惧種であり、沖縄県以外の都道府県のレッドリストで
も何らかのカテゴリーに指定されている。したがって、工事エリア周辺で、オオタカの営巣林を確
認した場合には生息環境の保全の必要性を検討する。

オオタカの繁殖に配慮した河畔林の整備・保全に関するポイント
◆保全のあり方や目標とする生息環境について
 オオタカが営巣している場合は、営巣林をできる限り保全することが望ましい。
 オオタカの行動範囲は広く、河川内外をまたいで利用している可能性が高い。行動範囲や生
息地の地形等の環境を調査し、その結果をもとに、オオタカの主要な飛翔ルート、狩場、止
まり場、営巣林等がどこにあるか把握して、地域に応じた保護方策を検討することが必要と
なる 24）。
◆河川工事の施工方法に関する配慮ポイント
 オオタカが営巣している場合は、繁殖期（2～7 月）は、営巣中心域（営巣木及び古巣周辺
で、営巣に適した林相をもつひとまとまりの区域）における開発や作業、人の立ち入りを避
ける 24）。仮に立ち入り等をすると、オオタカが繁殖を放棄する懸念がある。営巣中心域は、
親鳥が監視のための止まり場所としたり、巣立ち雛が独り立ちするまで過ごしたりする範囲
であり、広義の営巣場所として一体的かつ慎重に取扱われるべき範囲である 5）。
 やむを得ずオオタカの営巣林を開発する場合には、周辺に代替の営巣林となりうる場所があ
るか確認し、必要に応じて代替巣となる人工巣を設置するとともに、オオタカの行動をモニ
タリングし、代替営巣林や人工巣の利用状況を観察する。着工後も必要に応じて保全措置を
追加実施する等、順応的管理を行うことが望ましい 24）。
◆河川の維持管理や利用制限に関する配慮ポイント
 オオタカの生息地、特に営巣場所は原則として公表しない。公表した場合、密猟のほか、カ
メラマン、観察者等の多数の人が営巣林の近辺に集合・出入りを繰り返し、オオタカの繁殖
を阻害する恐れがある 24）。

c）

コゲラ

コゲラは国際的に希少な種や環境省レッドリスト種ではないが、一部の都道府県のレッドリスト
に掲載されている。したがって、それらの都道府県内の工事エリア周辺でコゲラを確認した場合は、
保全対策の必要性を検討することが望ましい。

コゲラの繁殖に配慮した河畔林の整備・保全に関するポイント
◆保全のあり方や目標とする生息環境について
 堤内地に樹林の少ない都市部では、河畔林が重要な生息環境となっていることから、治水上
問題のない範囲で河畔林を保全することが望ましい。
 大規模で高木層の発達した樹林で出現しやすいことから、そのような林分を保全するように
努める。樹高が 11 m 以上であるような河畔林では保全効果が高まると予想される。また、
コゲラが巣穴を掘るのに適した朽ち木も、安全上の問題がなければ一定程度残存させること
が望ましい。
 コゲラは樹林性の鳥類であり林内を移動する。移動経路を確保するため、河川内外で樹林の
ネットワークを保全する。周囲 1 ㎞の範囲で広葉樹林が 10％以上あるような環境では保全
効果が高まると予想される。
◆河川工事の施工方法に関する配慮ポイント
 やむを得ず河畔林を伐採する場合には、繁殖期の施工を避けるとともに、コゲラの移動経路
を意識しながら段階的に伐採を進めることが望ましい。
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シ ロ ハラ

アカハラ

シメ

カ シ ラダ カ

アオジ

クロジ

日本で見られる鳥類のうち、越冬のために河畔林を利用する代表的な鳥類として、シロハラ、アカ
ハラ、シメ、カシラダカ、アオジ、クロジが挙げられる。これらの越冬環境については以下の特徴が
ある。
河 畔林の 利用の 仕方（ 既往知 見）
シロハラ ：積雪の少ない地域の平地から山地の林、樹木や植栽地の多い公園、果樹園等で単独
で行動する。
アカハラ ：関東地方以西の積雪の少ない地域の林で越冬し、樹木や植栽地の多い公園等も利用
する。
シ
メ：平地から低山の雑木林に多いが、河畔林や都市部の公園等も利用する。
カシラダカ：平地の雑木林、林縁、農耕地、河原等に生息し、林と農耕地が接しているところに
多い。
ア オ ジ：湿地の縁や川縁、水田縁の低木や竹藪、低山帯の林縁等の近くの雑草地で採餌し、
警戒すると近くの低木に逃げ込む。小群又はつがいで見られる。
ク ロ ジ：平地から山地の森林の林床部に単独で生活していることが多い。ササや低木の茂る
下層植生が発達した薄暗い林を好む。

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。今回は、越冬のために河畔林を利
用する鳥類の種数と、シメの出現を目的変数として要因分析を行った。シメ以外の種については河畔
林の調査で十分な出現数を得られなかったため対象外とした。

調 査 結 果から 見 い だされ た 生 息環境 の 特 徴
① 越冬のために河畔林を利用する鳥類（写真に挙げた 6 種）の種数について、どのような環境要
因が影響していたか分析した結果、面積が広い河畔林で種数が多い傾向が見られた（図
2.4.5）。例えば河畔林の面積が 6.8 ha の場所で、確認種数は 2 種となる（図 2.4.6）。
② 冬のシメの出現の有無について、どのような環境要因が影響していたか分析した結果、面積が
広い河畔林で出現しやすい傾向が見られた（図 2.4.7）
。河畔林の面積が 1.4 ha 以上で出現確
率が 50％を超える（図 2.4.8）。
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図 2.4.5 越冬のために河畔林を利用する鳥類の
種数に影響する環境要因

図 2.4.7 シメの出現に影響する環境要因

図 2.4.6 確認地点の河畔林の面積と
越冬のために河畔林を利用する鳥類の種数の関係

図 2.4.8 確認地点の河畔林の面積と
シメの出現確率の関係

シロハラ、アカハラ、ジョウビタキ、シメ、カシラダカ、アオジ、クロジの中に、国際的に
希少な種や環境省レッドリスト種は含まれないが、一部の都道府県のレッドリストに掲載され
ている種もある。工事エリア周辺で、これらのレッドリスト種を確認した場合には保全対策の
必要性を検討することが望ましい。
鳥 類 の 越冬に 配 慮 した河 畔 林 の整備 ・ 保 全に関 す る ポイン ト
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 堤内地に樹林の少ない都市部では、越冬場所として河畔林が重要な生息環境となっているこ
とから、治水上問題のない範囲で河畔林を保全することが望ましい。
 林縁を好む鳥類（カシラダカ、アオジ等）の生息場としては、草地と河畔林の接する環境や
樹木がまばらに生える草地等を保全することも有効である。
 暗い林内を好む鳥類（シロハラ、クロジ等）の生息場としては、林内植生の繁茂する河畔林
が必要となる。ササや低木が密生する河畔林を残すよう努める。
 いずれの種も樹林や林縁を主な移動経路としている。移動経路を確保するため、河川内外で
樹林のネットワークを保全することも重要となる。
◆ 河川工 事の施 工方法 に関す る配慮 ポイン ト
 やむを得ず河畔林を伐採する場合には、鳥類の移動経路を意識し段階的に伐採を進めること
が望ましい。
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《ＣOLUMＮ》河川内の樹林拡大とその管理の考え方
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治水に伴う流量のコントロールやダムへの堆砂によって、河川内のダイナミズムが失わ
れ、河川内が樹林化する事例が全国で見られている。河川内の樹林化は、流下能力の低下を
招くとともに、土砂堆積を促進させることから、治水上の問題として扱われる。既に河積が
不足する区間においては、樹林は伐採されることが多い。
河川内に樹林が形成されることによって、本来、河川内には見られなかった森林性の鳥類
が生息することがある。それらの鳥類が、ワシタカ類やフクロウ類のような絶滅危惧種等で
あった場合、いざ樹木伐採を行うというときに関係機関・団体との調整が必要になることが
ある。このような場合は慎重な対応が必要であるが、これらの種が生息しているからといっ
て、必ずしも伐採回避だけが選択肢ではない。それらの樹林が、近年の樹林化進行によって
形成されたものであれば、本来あるべき自然環境ではないということを前提に考える必要も
ある。
樹林化で新たな生息地を獲得する鳥類の中には、外来種も見られる。例えば、カオジロガ
ビチョウは、中国や東南アジアに生息する外来種で、外来生物法で特定外来生物に一次指定
された種である。初記録は 1994 年で、群馬県赤城山の南面で確認され、現在は関東地方で生
息域を拡大している。本種は樹林地を好む傾向があり、北関東の利根川、烏川、神流川の樹
林でも生息が確認されている 25)。河川の樹林が外来種の生息場となることで、周辺の在来生
態系を脅かす恐れもあり、地域によっては、こうした
観点も踏まえて河川内の樹林管理を行っていく必要が
あると考えられる。
その一方、堤内地に樹林の少ない都市部のような地
域では、河川内の樹林は森林性鳥類の貴重な生息場で
あり、都市の生物多様性を向上させる緑地のネットワ
ークとしての役割を担っている場合もある（下図）。
このようなことを踏まえ、有識者の助言や当該地域で
の既往知見を参考としながら、治水とのバランスを考
慮の上、河畔林の保全の必要性を見極める必要があ
カオジロガビチョウ
る。

コゲラの確認地点

メジロの確認地点
（左図の緑枠のエリア）

南北に流れる夙川の列状緑地（クロマツ、アカマ
ツ、ソメイヨシノ等）に沿って、コゲラとメジロが
出現した。列状緑地が分断されている先の地点に
も出現しており、数 100 m 程度の緑地の分断は
これらの種の移動にはそれほど大きな影響を及ぼ
していなかったと考えられた。出典 26)より引用
（左図の緑枠は加筆）
兵庫県西宮市 夙川周辺の緑地の分布図
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干潟
第２章

鳥類の生息場としての干潟の特徴
干潟とは、潮間帯にみられる平坦な砂地または
泥からなるところと定義される。潮間帯とは、海
岸で高潮線（満潮時に水が到達する線）と低潮線
（干潮時に陸が露出する線）の間にあり、潮の干
満により露出と水没を繰り返す場所である（図
2.5.1）。満潮と干潮の間隔はほぼ 6 時間であり、
干潟は１日にほぼ 2 回干出する。満月や新月の際、
また季節的には 5 月の大潮の際に、干潮時の水位
図 2.5.1 潮間帯の範囲 27）
が特に低くなって干潟の干出面積が拡大する。
河床勾配や海岸沿いの流砂によって堆積物の粒径は異なり、一般に増水時の流速が遅い場所ほど粒
径が小さく、粘土・シルト分が増える。撹乱が弱い潮間帯上部は泥質となりやすく、日光がよく届く
ため底生微細藻類やバイオフィルムがよく発達する。水深が深い潮間帯中下部は砂泥質となりやすく、
ゴカイ、カニ等の底生無脊椎動物が生息するが、粒径が粗すぎるとこれらの生息密度は低下する。
潮間帯では、様々な長さの嘴と脚を持つ多様なシギ・チドリ類がそれぞれに適した餌生物を採食す
る。満潮時や、相対的に水深の深い場所は、カモ類やサギ類の採餌・休息場となる。多様な水深が生
じる複雑な汀線形状であるほど、多様な餌資源が育まれ多様な鳥類が生息する。
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干潟の鳥類相
第２章

干出した干潟は、シギ・チドリ類（シロチドリ、メダイチドリ、ミヤコドリ、オオソリハシシギ、
チュウシャクシギ、アオアシシギ、キアシシギ、ソリハシシギ、キョウジョシギ、トウネン、ハマシ
ギ、キリアイ等）、カモ類（ヒドリガモ、オナガガモ、コガモ等）、サギ類（アオサギ、ダイサギ等）、
セキレイ類等が採餌や休息の場として利用する。特に、干潟の水際は餌資源も多く、干潟を利用する
鳥類の主要な採餌場となっている。
春と秋の渡りの時期には、多くのシギ・チドリ類が干潟に立ち寄り、休息場や、渡りに必要な栄養
を補給する採餌場として利用する。一方、ハマシギ、ミヤコドリ等の一部のシギ・チドリ類は、干潟
周辺で越冬するものもいる。
干潟の中でも砂質・泥質の環境はシギ・チドリ類全般が利用するが、貝殻や小石の多い環境は、キ
ョウジョシギが好んで採餌場として利用する。
ヨシ等の抽水植物が干潟に隣接している場所では、植物を主食とするヒドリガモ、オナガガモ、コ
ガモ等の淡水ガモ類が、水際を採餌場や休息場として利用する。
干潟の鳥類が見られる時期を表 2.5.1 に示す。また、代表的な景観と主な鳥類のイメージを図 2.5.2
に示す。
表 2.５.1 干潟の鳥類が見られる時期
No.

種

グループ

1月

2月

3月

4月

河川における生息時期
5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

1 ムナグロ
2 メダイチドリ
3 オオソリハシシギ
4 チュウシャクシギ
5 アオアシシギ
渡りの中継地として利
用する

6 キアシシギ
7 ソリハシシギ
8 キョウジョシギ
9 トウネン
10 キリアイ
11 ミヤコドリ

渡りの中継地として利
用し、一部個体は越冬
場所としても利用する

12 ミユビシギ
13 ハマシギ
14 アオサギ
15 ダイサギ

周年生息し、餌場や休
息場として利用する

16 シロチドリ
17 ハクセキレイ
18 ヒドリガモ
19 オナガガモ

越冬場所として利用す
る

20 コガモ
注意：この時期は、今回現地調査を行った関東〜中部地方の太平洋側の河川を
対象に作成しており、地域によっては若干異なる可能性がある。
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凡

例
繁 殖
非繁殖
渡 り
越 冬
この時期は生息しない

第２章

トウネン
ハマシギ
ミヤコドリ

シロチドリ

チュウシャクシギ

コガモ

キアシシギ

ヒドリガモ

図 2.5.2 干潟の景観とそこで見られる主な鳥類のイメージ
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代表的な鳥類の生息環境と河川環境の整備・保全における配慮点
第２章

ここでは、渡りのために干潟を利用するシギ・チドリ類を取り上げて調査結果を提示し、河川環境
の整備・保全における配慮点を説明する。

メ ダ イチ ドリ

チ ュ ウシ ャクシ ギ

ソ リ ハシ シギ

キ ア シシ ギ

ア オ アシ シギ

ト ウ ネン

ハ マ シギ

日本に渡りで飛来するシギ・チドリ類のうち、河川の干潟を利用する代表的なシギ・チドリ類と
して、メダイチドリ、チュウシャクシギ、アオアシシギ、キアシシギ、ソリハシシギ、トウネン、
ハマシギが挙げられる。これらのシギ・チドリ類の干潟の利用の仕方には、以下の特徴がある。
干 潟の利 用の仕 方（既 往知見 ）
①海岸や河口の干潟、入江、三角州、砂浜、広い川の中州を利用する 4）。
②泥の上や浅い水中を活発に歩き回って採餌する 4）。干潟面とともに汀線付近の水深 1～10 cm
の場所をよく利用し、利用限界水深は干潮時で最大 0.4m 以内である 28）。
③メダイチドリ、チュウシャクシギ、アオアシシギ、キアシシギ、トウネン、ハマシギは、河川
外（堤内地）の水田、池沼、湿地等も利用する。
④キアシシギは、特定の群れが特定の干潟に定期的に渡来することが知られている 4）。千葉県の
小櫃川河口干潟と宮城県の蒲生干潟に定期的に大群が飛来するが、両者は別の群れで互いに
交流することはない。
⑤アオアシシギは、春より秋の個体数が多い。春は秋とは別の渡りコースで大陸沿岸を移動する
と考えられている 11）。
⑥メダイチドリ、トウネン、ハマシギは大群で飛来することが多い。

今回の現地調査では、生息環境に関して以下の結果が得られた。なお、今回は渡りのために干潟を
利用する鳥類の種数、チュウシャクシギの出現およびキアシシギの出現を目的変数として要因分析を
行った。その他の種については干潟の調査で十分な出現数を得られなかったため対象外とした。

78

2.河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.5 干潟

調 査結果 から見 いださ れた生 息環境 の特徴

図 2.5.3 渡りのために干潟を利用するシギ・チドリ類の
種数に影響する環境要因

図 2.5.5 キアシシギの出現に影響する環境要因

図 2.5.7 チュウシャクシギの出現に影響する環境要因

第２章

① 春の渡りのために干潟を利用する鳥類（現地調査で確認された 12 種。左ページの写真に挙
げた 7 種に、ムナグロ、ミヤコドリ、オオソリハシシギ、キョウジョシギ、ミユビシギの 5
種を加えたもの）の種数について、どのような環境要因が影響していたか分析した結果、粒
径が細かい干潟で種数が多い傾向があった（図 2.5.3）。例えば粒径が 0.03 mm の場所では、
種数は 1.8 種となる（図 2.5.4）。粒径の細かい多摩川の泥干潟の写真を写真 2.5.1 に示す。
② 春のキアシシギの出現の有無について、どのような環境要因が影響していたか分析した結
果、粒径が細かい干潟で出現しやすかった（図 2.5.5）。粒径が 0.5 mm 以下となると出現確
率が 50％を越える（図 2.5.6）。
③ 春のチュウシャクシギの出現の有無について、どのような環境要因が影響していたか分析し
たが、有意な要因を見出すことはできなかった（図 2.5.7）。

図 2.5.4 粒径と渡りのために干潟を
利用するシギ・チドリ類の種数の関係

図 2.5.6 粒径とキアシシギの
出現確率の関係

写真 2.5.1 多摩川下流部の泥干潟。
地表はシルトが堆積。シギ・チドリ類
の餌となるカニ、アナジャコが多い
（令和元年 10 月 10 日）

79

2.河川内における鳥類の環境利用を踏まえた河川環境の整備･保全の配慮点
2.5 干潟

第２章

シギ・チドリ類の中には国際的に希少な種や環境省レッドリストに指定されている種が多い。
キアシシギとトウネンは IUCN で準絶滅危惧種に、メダイチドリは種の保存法で国際希少野生動植
物に、ハマシギは環境省レッドリストで準絶滅危惧種に指定されている。
チュウシャクシギ、アオアシシギ、ソリハシシギは国際的に希少な種や環境省レッドリスト種
ではないが、一部の都道府県のレッドリストに掲載されている。
したがって、工事エリア周辺で、以上の国際的に希少な種、環境省レッドリスト種、都道府県
レッドリスト種を確認した場合には生息環境の保全の必要性を検討する。
確認した種がレッドリスト種に該当しない場合であっても、シギ・チドリ類は干潟の生態系の
上位に位置することから、シギ・チドリ類の保全を意識した自然の豊かな川づくりが望まれる。

シ ギ ・ チドリ 類 の 渡りに 配 慮 した干 潟 の 整備・ 保 全 に関す る ポ イント
◆ 保全の あり方 や目標 とする 生息環 境につ いて
 シギ・チドリ類が定期的に渡来する干潟では、生息・採餌環境が維持されるように配慮する
18）
。矢作川自然再生事業（資料 2.8）では、目標としてシギ・チドリ類の餌資源となるコメ
ツキガニ等のカニ類やゴカイ類の生息分布拡大を挙げ、それらの生息条件（地盤高）を事前
に調査している 29）。
 砂干潟では一部のカニ類やアサリ等が生息するが、泥干潟についてもアナジャコ、ゴカイを
はじめとして多くのカニ類が生息し、シギ・チドリ類の種類もより多くなる。干潟を保全す
る際には、砂干潟と泥干潟の両方が存在する多様な環境を目指すことが求められる。
 底生動物を採餌するため、水質や底質の有害物質等による汚濁がないように配慮する必要が
ある 4）。
 メダイチドリ、トウネン、ハマシギ等は大群で飛来するため、これらの群れを受け入れられ
るような湿地や干潟の維持が大切である。
◆ 河川の 維持管 理や利 用制限 に関す る配慮 ポイン ト
 シギ・チドリ類の調査は、地域の団体等が実施している場合があり、それらの団体と連携し
モニタリングを進めるという方法もある。矢作川自然再生事業（資料 2.8）では、愛知県が
実施している愛知県鳥類生息調査のうち「矢作川河口」調査地のデータを活用している 30）。
◆ 他の生 物との 関わり につい て配慮 すべき こと
 カニやゴカイ類の生息を目指す干潟と、アサリ等の貝類の生息を目指す干潟では、標高の設
定が異なる（冠水時間や満潮時の水深が異なる）ため、注意が必要である。豊川総合水系環
境整備事業では、アサリの密度が最大となる干潟の高さを T.P.-1.2 m と設定した（資料
2.6）。
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干潟は、魚介類の生産の場や
潮干狩り等の場所として、古く
から漁業者や一般市民に利用さ
れてきた。一方で、遠浅で平坦
な地形から開発しやすく、河口
部に位置し都市に近い立地から
埋立てや干拓の対象とされ、高
度経済成長期に沿岸の開発が進
むに従って徐々に消失してき
た。全国の干潟面積は、1945
年には 82,621 ha であったが、
1996 年には 49,380 ha と 4 割
減少している（右図）。
干潟は、無数のバクテリアや
藻類、ゴカイ類やカニ類、エビ
類、貝類等の底生動物、魚類
（特に稚魚）等が豊富に生息す
る、生物多様性の豊かな場所で
ある。同時に、水中の有機物を
分解し、栄養塩類や炭酸ガスを
国内の干潟の分布と面積の変化。干潟は潮位差が小さい日本海側や北海
吸収して酸素を供給するなど海
道沿岸ではあまり発達せず、90％以上が千葉県以南の本州の太平洋側、
四国、九州に分布している 31)
水の浄化にも大きな役割を果た
している。かつては、その価値
は沼地や泥炭地等の他の湿地と同様に低く見られていたが、近年、これらの多様な生物相や
水質浄化作用が見直され、渡り鳥のシギ・チドリ類をはじめとする生物の貴重な生息場とし
て「ラムサール条約湿地」に登録される干潟も出てきた。干潟に生息する生物は、干潟とい
う特殊な環境に特化した体の構造を持つ種も多く、干潟がなくなると他の場所では生存でき
ないことから、生息場としての干潟の重要性は高い。
干潟の価値の再認識に伴って、失われた干潟を再生しようとする取組も各地で行われるよ
うになってきた。その一つの手法である人工干潟の造成では、沖側に潜堤を造り、その間に
砂や泥を入れて、干潟となるなだらかな場所を造成する（下図）。主に海浜公園等の親水空
間、漁場・潮干狩り場、埋立てにより消失する干潟の代償措置といった目的で造成され、実
際に様々な生物が生息するようになった例も多いが、地盤沈下による干潟面積の減少や台風
による浸食等の課題も挙げられている。
干潟は、本来、河川による陸域からの土砂の供給と、海流で流失する干潟の土砂とがバラ
ンスを取り合って形成されている。人工的に土砂を投入して造成した干潟においても、砂の
供給と流出のバランスを保ち、地盤沈下を防いで干潟の形状を維持する必要がある。干潟造
成技術の確立を目指した研究も行われており、今後はそれらの成果も活用して、消失した干
潟の効果的な再生を進めることが求められる。
人工干潟造成の模式図。
清浄な砂で海底を覆うこ
とで海底からの栄養塩の
溶出を抑え、酸素供給に
よる水質の浄化、多様な
生物相の回復を促す 32)
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