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1.  はじめに

　平成６年７月に豊田市矢作川研究所が産声をあげ，12年が過ぎようとしています．十年一昔といいます，が，10年否12年
という歳月は，中々いろいろのものが凝縮された年月であり，成長と変化が窺える月日であると思います．12年の経緯と足跡を
反省も踏まえ辿り，目的に向かって歩いているのかを自ら確認し，また，市民をはじめ多くの人々にその歩みについて確認をし
ていただくよい機会と考え，「研究所の12年の歩み」を今までの研究テーマごとに整理しまとめ研究所と研究員の総括とし，今
後に生かしていきたいと願うものです．
　古来より矢作川のきれいで豊かな水は流域の人々の生活を支え潤してきた，と同時に，流域の自然生態系の豊かさや健全性
を示す指標になってきました．
　昭和30年代後半の経済の高度成長期の急激な工業化・都市化により矢作川水系では水質汚濁が進み，農業，漁業（沿岸・
内水面）や上水道へ影響を及ぼしました．この水質汚濁の問題に取り組んだのが，流域の農業・漁業団体と市・町の行政から
なる「矢作川沿岸水質保全対策協議会」（昭和44年９月設立）であり，川のパトロールや工場・宅地開発への監視体制を築き（後
に「矢作川方式」と称されている）川の環境改善を図ってきました．が，川の環境は水質だけの問題ではなく，川の自然環境
と生態系に変化が起きていたのです．矢作川のシンボル・アユがそれを物語ってくれます．昭和の終わりまでよく釣れたのに，
平成になってからアユが釣れなくなった．人々がいろいろと疑問を持ち始めました．
　河床の固化，カワシオグサ（糸状藻類，平成元年頃より）の異常発生，オオカナダモ（水草の一種，平成６年頃より）の大繁茂，
アユのハミ跡の減少といった著しい川の変化が生じ始めたのです．ダムや洪水の影響の中で，いつの間にか本来の川のダイナ
ミズムが失われつつある，というのが大方の一致した見解です．
　私たちはこれまで，川の恵みを効率よく使うことばかりに気をとられ，川を乱暴に扱い，川を傷めてきてしまった，という反省と，
天然アユが遡上する自然豊かな矢作川をいつまでも守りたい，という人々の熱い想いが募り，議論・検討（豊田市矢作川環境
整備計画検討委員会）を重ねました．川の恵みを与えられ続けるためには，川の自然を蘇らせることが必要不可欠であるという
委員会の提言を受け，矢作川漁業協同組合・枝下用水土地改良区（現豊田土地改良区）・豊田市の三者により豊田市矢作川
研究所が誕生しました．
　矢作川の生態について調査・研究し科学的に問題を明らかにし，矢作川に棲んでいるたくさんの生物をとおして川の有様や
変化を 具 に人々に伝え，市民の皆さんと矢作川の自然環境について一緒に考え歩いていきたいという想いがあります．そして
蓄積したデータの科学的知見を提供し河川整備・管理にフィードバックさせ，また，豊田市の「水と緑を生かしたまちづくり」
の推進に貢献することが肝要と考えています．
　矢作川のアユの生態調査を初めて10年，生活史の解明，天然アユの遡上調査，孵化後の流下仔魚の調査，三河湾での分布と
生育状況についての調査，アユの飼育実験等を繰り返してきました．アユの調査には地元の「矢作川天然アユ調査会」の皆さん
のサポートなくしては存在しません．会員の皆さんは矢作川で育った「矢作川っ子」であり，自然への強い関心と高い観察力が幾
多の情報をもたらし，こうした観察者と研究者の繋がりが的確な問題把握と判断を呼び効果的な調査研究に結ばれているわけです．
　カワシオグサの大量発生は川の健康を脅かし，アユの生息にも関わってきます．水質と底生動物のモニタリングにより川の環
境の経年変化を観察し原因の究明を目指しています．川辺の生物と河畔林も川の自然の大切な要素です．自然で起きている変
化はさまざまな要因が複雑に絡み合っています．その絡みをひとつひとつ解くことが糸口のように思われます．大分，分かって
きたこともありますが，未だ全容解明とはいきません．12年の歩みを糧に，気持ちを新たにし，川への感謝の念と科学的まなざ
しを深め，矢作川のきれいで豊かな水の回復に貢献してまいりたいと思います．
　豊田市の研究機関として，その特性を生かし，限りなく可能性に挑戦し創設理念の達成に向け邁進する所存ですので，今ま
で以上に，市民の皆さんをはじめ多くのサポーターや多彩な共同研究者の皆様の限りないご支援，ご協力をお願いいたします．

 ほど

 つぶさ
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2.  研究所組織の沿革と充実化

図1　豊田市矢作川研究所の活動の内訳．

　矢作川中流に位置する豊田市には元々，農業と工業活
動による取水に伴う河川流量の減少，山砂利・窯業原料
の採取・精製過程から排出されていた強度の汚濁水，さ
らに矢作ダムの建設（昭和46年）以降の慢性的な濁りな
どに官民一体で対応してきた歴史があった．これらの困
難な事情に直面した流域住民は様々な河川愛護活動を展
開し，それを行政が支援する中で独特の水の文化が育ま
れていった．そのような環境改善に向けた活動が盛り上
がる中，豊田市は平成２年に建設省（当時）の強い要
請を受けて，矢作川の水辺空間の将来像と適正な河川管
理の方策を検討するために豊田市矢作川環境整備計画
検討委員会を設置した．建設省，愛知県，豊田市，農
業団体，漁業団体，自然保護団体，河川愛護団体，電
力会社，河川の研究者が参加し，４年間の検討を経て，
平成６年に矢作川の川づくりのために今後の課題を含む
具体的な提案をおこなった．また，当時の建設省からの
多自然型川づくりの通達を受けて，この委員会は平成３
年９月にスイス・ドイツへ多自然型川づくりの視察団を派
遣した．その派遣団がドイツのバイエルン州ローゼンハ
イム市にあるイン川博物館を訪れた際，地域の川の情報
が集約された博物館を目の当たりにし「一つの川に一つ
の研究所を」を合言葉にした河川の研究所設立の要望が
出された．これらの意見を受けて検討の結果，平成６年
７月に「良く利用されなお美しい矢作川の創造」を目指
して豊田市矢作川研究所が設立された．当初は，事務局
が豊田市役所の土木部河川課（現建設部河川課）に置
かれ，組織上は，豊田市，矢作川漁業協同組合，枝下
用水土地改良区（現豊田土地改良区）からなる第３セク
ター方式で発足した．豊田市には以前より，仮称「水と
緑の科学館」という名の矢作川博物館，淡水水族館，研
究所をつくる構想があり，「矢作川研究所」は，その研
究所機能が先発したものである．
　この発足当時の調査は主任研究員が中心となり共同
研究員として参画した多くの専門家と連携して進められ
た．調査の対象は河川の底生生物や水質をはじめ，ヤ
ナをめぐる社会やアユの生態に及んだ．それらの中で
特筆すべき点に，矢作川に砂利を投入して河床の生物
群集の変化を追跡する野外実験を国内で先進的に実
施したことがあげられる．また豊田市都心部の矢作川
の河畔林調査では，地域在住の専門家からなる外部研

究者に共同研究員として調査が依頼された．この体制
は，多くの生物群を網羅的に調査することを可能とした
のに加え，地域の生物研究者のネットワークを強化する
ことに繋がった．一方，アユの生態調査は地元のアユ
釣りや淡水魚の愛好家より組織される矢作川天然アユ
調査会が実働部隊となり精力的に進められた．このよう
に共同研究員と地元の人的ネットワークを活かし，矢作
川研究所では設立当初より多面的な調査が展開された．
　その後，平成10年から13年にかけて魚類の研究員が
増員され，事業の規模も拡大した．また，創立後初めて，
他機関も含め生物学・工学・人文社会学の研究者からな
るプロジェクト型の共同研究「古鼡プロジェクト」が平成
11年より実施された．平成12年の９月におそった「東海
豪雨」では，矢作川は500年に１度の確率ともいわれる
大規模な出水にみまわれ，豊田市中心部でも一部の場所
で堤防を越水するほど水位が上昇した．この大出水が河
川の生物相に及ぼした影響と回復過程に関する調査も実
施し，生物相がすみやかに回復することを明らかにした．
　発足当初，アユ関連調査を始め河川関連調査を主体
としてきた研究は，データベース作成事業，河畔林整
備基礎調査などをも新たに加え，継続して行われてい
る．これらと並行して，より具体的に課題を設定して取り
組む「川を生かしたまちづくりのための調査事業」，「川
を中心とする人と暮らしに関する調査」など，活動範囲
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て，人為が自然生態系にもたらす大きな脅威である外
来生物の問題に関する調査も行っている．一方，地域
の森林ボランティアの呼びかけにより始まった市民参加
型の人工林一斉調査「矢作川 森の健康診断」にも貢
献するようになった．設立当初と比較すると，研究の展

はさらに広くなると同時に市の整備事業に提言する調査
も実施している．その他，他の研究機関との共同研究
も，個々のテーマに応じ，それぞれの専門分野を活か
す形で行われている．さらに，数年前より侵入し一部で
大発生した特定外来生物のカワヒバリガイをはじめとし

図2　豊田市矢作川研究所の活動年表．

「豊田市インフォメーションプラザ」展示および発表
・研究紹介
・矢作川流域の昆虫展

1994年度
(平成６) ７月 豊田市と矢作川漁業協同組合，枝下用水土地改良区の民間

２団体との第３セクター方式（任意の協議会）で設立
研究員（昆虫生態ほか）１名

３月 第１回シンポジウム開催（以降毎年開催）
1995年度 
(平成７)

1996年度 
(平成８)

９月 矢作川天然アユ調査会発足

３月 「矢作川研究 No.1」発行（以降毎年発行）
1997年度 
(平成９)

1998年度 ４月 研究員（植物・水生生物）増員　３名体制となる
(平成10) ５月 月報Rio（リオ）創刊（以降毎年発行）

1999年度 ４月 研究員（魚類）増員　４名体制となる
(平成11)

11月 天然アユ保全対策専門委員会発足

2000年度 ４月 研究員（藻類）増員　５名体制となる
(平成12)

2001年度 ４月 研究員（社会学）増員　６名体制となる
(平成13) ５月 第1回矢作川川会議開催（以降毎年発行）

８月 第1回水生生物親子観察会開催
１月 所長職設置
２月 「矢作川100年誌資料研究　第1集」発行

2002年度
(平成14) ５月 矢作川学校 開校　出前講座・自主講座開始

６月 「東海豪雨 矢作川流域・記憶と記録」発行

2003年度 ４月 豊田市の行政組織（建設部河川課）に編入
(平成15) 副所長職設置

川と暮らしの記録展開催
８月 利きアユ会開催（以降毎年発行）

３月 矢作川学校ミニシンポジウム開催（以降毎年発行）

2004年度
(平成16)

2005年度
(平成17)

2006年度 ５月

５月

矢作川天然アユ調査会　創立10周年記念シンポジウム開催(平成18)
８月 カワヒバリガイ展開催
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文　献

新見幾男（1997）良く利用されなお美しい矢作川の創造を目

指して－矢作川の現況・課題・豊田市矢作川研究所の設立－

矢作川研究，1:1 ‒ 6．

豊田市河川課（1996）豊田市矢作川環境整備計画 概要版．

豊田市．

開とともにテーマの細分化が進み，地域のニーズに応
じた具体的なテーマの設定がなされ，有識者とのネッ
トワークもより強化された体制で研究が進められている．
　環境保全の風潮の高まりは地域住民にも及び，河川
管理面においてもいくつかの愛護団体が創設されていっ
た．それらを含めた川に関わる団体の相互の連携と健全
な水循環を目指す共通認識の定着を図る目的で，矢作川
「川会議」実行委員会が組織され，平成13年に第１回の
「川会議」が開催された．この実行委員
会は，翌年に河川の自然や文化を守り継
承する子供などを育成するための「矢作
川学校」を開設し，出前講座を行うよう
になった．矢作川研究所はこの「川会議」
と「矢作川学校」の事務局としてその活
性化に貢献している．
　これらの活動を広報する場として研究
所の研究成果の発表を目的にシンポジウ
ムを開催している．また，その成果をと
りまとめた年報「矢作川研究」を発刊し
ている．同時に矢作川研究所の取り組み
をリアルタイムに紹介し，流域の自然と文
化・環境保全に関する話題を提供する月
報「Rio」も発刊された．
　流域の自然生態系の構造を解きほぐ
し，現代の人間活動が自然に及ぼす作
用とそれに対する反作用を明らかにして，
今後の保全を考える研究所の取り組みは
いずれも短期間で成果を出すのは困難な
課題である．スタッフはお互いの連携を
密に研究を繰り広げ，全国的にも他に例
をみないひとつの流域を対象に深く研究
を行うという独自性と強みを最大限に発揮
し，10年単位で振り返ったときに目に見
えた成果を地域に還元できるよう取り組ん
でいる．

図3　矢作川流域図．
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　図3-1に当研究所が矢作川流域の問題として認識して
きた事柄（推測される原因と引き起こされた現象）と，こ
れまで行ってきた主要な研究テーマを示した．図中のカッ
コ内の数字は本章の節である．
　矢作川流域の多くの問題は，流域住民の暮らしぶりの
変化に起因すると考えられてきた．古くからの農業用水の
利用に加え明治期からの水力発電開発，紡績・自動車産
業等の発展，高度経済成長期以降の人口増加などにより，
矢作川流域の水需要は増え続けた．1971年には多目的
ダムである矢作ダムが建造され，河川水がより高度に利
用されるようになった．その結果，矢作川の流量は安定し，
氾濫と掃流土砂が減少し，以前は砂に覆われていて柔ら
かかった河床が“はまり石”だけになって固くなるとともに，
流路が固定され，洗掘を受けて低下してきたと考えられ
る．このことはカワシオグサやカワヒバリガイといった特
定の生物群の大発生につながった可能性が高い．一方，
氾濫が減ったことで河川敷では土砂が堆積しやすくなり，

河道との高低差が大きくなって，樹林化や竹林の拡大が
進んだと考えられる．またダム構造物によるアユなどの回
遊生物の往来の阻害，堪水区間における水質悪化も指摘
されている．
　水利用率の高さに加え，矢作川流域の森林のおよそ半
分を占めるヒノキやスギの人工林で，材価の低迷により
間伐が行われなくなり，細い植栽木が密生して下層植生
が少ない，緑のダム機能や土砂災害抑制機能が低下した
状態になっていることが危惧されている．さらに，高度経
済成長期以降に生業の主体が農業から工業に移行したこ
とで，生活に密着した存在だった矢作川に対する住民の
関心が薄れ，河辺の生物生息空間としての質の低下，景
観や水質の悪化につながっていることも懸念されている．
　当研究所ではこれらの問題の構造を解明し，解決のた
めの方策を提言することをめざして研究を進めてきた．本
章では各研究テーマの流れを概観し，これまでに分かっ
たことと今後の課題についてまとめた．

３．調査・研究事業

図3-1　矢作川流域の問題として認識されてきた事柄と主要な研究テーマ．カッコ内の数字は本章の節を示す．



矢作川研究 No.12：12～15，2008

12

はじめに

　矢作川は愛知県内でも有数のアユ釣りができる河川と
して知られ，毎年シーズンになると川は多くの釣り人で賑
わう．この川で獲れたアユは美味であることから，かつて
は高級品として出荷もされていた．しかしながら，高度経
済成長期にかけて矢作第一および第二ダムの建設，人口
増加にともなう富栄養化等により，アユをとりまく河川環
境や内水面漁業は様々な影響を受け，その保護がさけば
れてきた．
　矢作川研究所ではこの貴重な水産資源であるアユを対
象に，1996年（平成８年）より矢作川天然アユ調査会
と共同して，その生育上の問題点を具体的に探る調査を
開始した．矢作川天然アユ調査会は1996年９月に設立
され，地元のアユ釣りが好きな方や魚に興味のある人，
それに矢作川漁業協同組合の組合員からなる総勢60名
程度の組織である．現在はメンバーのうち会の運営にも

関わる正会員の方が約半分，補助的に調査に参加する
準会員が残り半分を占めている．ここではその共同態勢
でのアユの生態調査を中心とした取り組みを紹介したい．

アユの生息上の問題点を探る調査

　まず，1996年から1997年にかけて河川におけるアユ
の生活史調査を，2000年から2004年にかけては海域に
おける生活史調査を網羅的に実施し，生息上の問題点を
明らかにした．いずれの調査も，高知県でアユの生態調
査に長年にわたり携わってこられた高橋勇夫博士の指導
を受けて行った．その結果を受けて取り組むべき項目を
抽出し，前者では16項目に，後者では10項目の課題に
とりまとめた（表3-1-1，表3-1-2）．この中には河川管理
上の事業として取り組む課題に加え，アユ生息上の問題
点の究明のためにさらなる調査が必要な項目も含まれて
いる．現在，これらの中で河川における16項目の課題は，

対策の進捗状況
1. 明治用水水路への親アユの迷入防止 水路の上流端にある沈砂池に迷入した親アユを土砂吐けゲート経由で戻している
2. 産卵の保護 矢作川漁協と巴川漁協が自主規制として一部の地域で「産卵保護禁漁区」を設定
3. 産卵場の造成 ３箇所で造成を実施し，効果を把握するためのモニタリング調査を実施中
4. 産卵親魚の放流 使われなくなったダムの魚道を活用し，産卵・孵化の管理を実施
5. 流下仔魚の温排水対策 初期の流下仔魚の減耗はみられたが，水温との関係は不明であり継続調査中
6. 発電所温排水への稚アユの蝟集対策 蝟集するアユの滞在期間は短期であり，影響は軽微との結論に至る
7. 遡上稚アユの保護 愛知県に禁漁規制を要望しているが効果は出ていない
8. 魚道の改善 放流ゲートの変更，ダム直下での遡上アユの通過経路を確保する改善を実施した
9. 夏季における生態の解明 大型糸状緑藻の繁茂，アユの冷水病の影響を焦点に解明を目指した調査を継続中
10. 流域住民への啓蒙 出張講師の派遣，シンポジウムの開催，マスコミを通じた広報活動などを随時実施

対策の進捗状況
11. 流量の確保 アユの遡上期と降河期に流量を増加する弾力的運用を実施
12. 水質の保全 下水道の整備で徐々に改善
13. 上流からの砂礫の供給の確保 平成12年に漁協と砂利業界で３箇所のダムでの砂利採取中止が合意され，河川内からの持ち出しは減少
14. 水位日変動の軽減 発電計画の是正で，平成初期以前のような流量の日夜較差は解消
15. ダムの選択取水 矢作ダムの選択取水装置（中電）の下段取水を４～５月まで使う方法で，春後半～初夏の低水温化を防いでいる
16. カワシオグサ・水草の異常繁殖の制御 調査を継続しているものの異常繁殖の制御までは至っていない

表3-1-2　海域における10項目の課題（2005年）．
対策の進捗状況

1. 上流からの砂利の供給の確保 矢作ダムの砂をダム下流に輸送する事業を試験的に実施中
2. ヘドロの生成機構の解明 確立された方法論がなく，完全に究明することは困難
3. ヘドロがアユへおよぼす影響の解明 調査を継続中
4. 流域住民への啓蒙 出張講師の派遣，シンポジウムの開催，マスコミを通じた広報活動などを随時実施

対策の進捗状況
5. ヘドロがアユ以外の生物へおよぼす影響の解明 ヘドロの堆積した海域と堆積していない海域で生物相の比較を検討中
6. 砂浜海岸の回復 将来的には矢作ダムに排砂トンネルを整備する構想がある
7. 早生まれのアユが消失している原因の解明 矢作川で流下と遡上との対応を継続して調査中
8. 温排水口を活用したアユの調査 遡上直前の稚アユを簡便に採捕できる場所として，毎年モニタリング調査を実施
9. 冬期の低水温を温排水が緩和する効果の解明 未実施
10. 水質の保全 下水道の整備で徐々に改善

短期的課題

長期的課題

短期的課題

長期的課題

表3-1-1　河川における16項目の課題（1999年）．

3-1．  天然アユの棲みよい川を目指した研究の展開
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張っただけの区画を複数用意して飼育を試みたが，すぐ
に網が目詰まりを起こして流速が失われ，アユの成長が
ほとんど確認できなかった．そこで次に，目詰まりによる
流速の低下を防ぐために，建具屋を営む調査員の方の協
力で木製の水路（長さ約10m，幅1.5m，高さ0.6m）を
作製し，上流端に目の細かい金網を張ったろ過槽を設置
した．この飼育装置では出水で極端に多くの葉片や枝が
入らない限り，流速は毎秒30～40cm，水深は35cm前
後を保てるようになっている．アユの飼育の経験がない
ために飼育環境の整備に時間を要したが，2005年度よ
り実際に付着藻類を与えたアユとカワシオグサを与えたア
ユの成長量を比較する実験を開始した．

課題２：矢作川河口沖合におけるアユ仔魚の分布と底
　　　　質との関係
　次に，矢作川河口周辺の海域におけるアユ仔魚の偏っ
た分布について紹介する．矢作川を流下したアユ仔魚の
海域での分布を調べるため，河口より沖合約４kmまでの
８地点において，2002年の秋から2004年の春にかけて
11～３月の間に月に１度の頻度で集魚灯による採集を
行った．各地点では集魚灯（200W）を水面直下に垂下し，
30分間点灯して集まる仔魚を採集した．
　その結果，両年ともアユ仔魚は海岸より１km沖合まで
の範囲で主に採集され，さらに遡上直前の２月下旬から
３月上旬を除き河口の東側の１～２地点でのみ多く採集
された．そして，地点ごとのアユ仔魚の採集数と塩分お
よび底質の有機物量との間の関係を調べたところ，底質
の有機物量との間に有意な相関がみられ（スピアマン順

そのほとんどが改善にむけての事業化が始まっている．
次にそれらの中から調査が必要な課題を抜粋して紹介す
る．

課題１：アユが夏季に釣れない問題（夏季における生
　　　　態の解明）
　矢作川は東海地方においてアユ釣りでは知られた河川
であるが，今から18年前の1990年頃より釣り人の間で「ア
ユが釣れない」との声が聞こえるようになった．釣れな
い年が続くにつれ，訪れる釣り人の数も減少した．アユ
の漁業面での一つの大きな課題となったこの問題に対し，
より実態を詳しく調べるために，まずある釣り人が1979
年から1999年まで記録したアユ釣りの釣果をたどった．
その結果，1980年代と1990年代とを比較すると単位時
間あたりの釣果が３分の２になっていることが判明した
（図3-1-1）．また，この日記では，釣りの際に川の中に
立ち込んでいると，以前は足元がどんどん掘れていった
が，アユが釣れなくなる５年ほど前より年々掘れなくなっ
たと記されている．これは，1972年に河口から79km上
流に建設された矢作ダムが土砂の流下を遮断したため
に，河床の砂礫の粒径が増加するアーマー化が生じたこ
とを示唆する．そして，河床のアーマー化に続き，石の
上に大型糸状緑藻のカワシオグサが顕著に見られるように
なったと記載がある．カワシオグサの異常繁茂の主要因
として，攪乱の減少による河床の長期安定化が指摘され
ている．つまり，ダムの建造や砂防堰堤の整備によって
供給土砂量が減少し，流量が安定したため，河床攪乱頻
度が低下し，付着藻類群落の種類相の時間的な変化の
最後に定着する糸状緑藻が優占したと考えられる．
　カワシオグサの初夏の繁茂はアユのなわばり形成時期
と重なるため，アユが釣れなくなったのはアユが摂餌す
る河床の環境変化が原因，つまり，河床に糸状緑藻が繁
茂することにより，珪藻や藍藻を主食とするアユの成長を
妨げ，アユのなわばり行動に変化が生じている可能性が
示唆された．事実，友釣りで得たアユの胃と後腸の内容
物の消化状態を分析した結果，藍藻や珪藻は消化され排
出されていたが，カワシオグサはほとんど消化されずに排
出されており，アユの栄養に貢献しないとみられる（３
－２参照）．
　この問題にさらに踏み込むため，カワシオグサと珪藻や
藍藻などの付着藻類をエサとした場合に，成長量に差が
生じるかどうか実験的環境で調べる試みを開始した（図
3-1-2）．実験の施設は河口から45kmに位置する越戸ダ
ムの魚道に設置した．当初はアユが逃げないように網を

1980年代 1990年代
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図3-1-1 1980年代と1990年代の釣果の比較．
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矢作川河口の右岸側に位置する火力発電所の温排水口
での遡上前の稚魚の採集，４）河口から35km上流に位
置する明治用水頭首工での稚魚の採集，を実施した．そ
して，卵黄仔魚以外のアユについて日齢査定をおこなっ
た．
　調査の結果，2003年の秋生まれのアユについては，
仔魚の流下，すなわち孵化日のピークは10月にみられた
一方で，それ以外の調査で採集されたアユの孵化のピー
クは11月となっていた．10月生まれを中心とする早期群
が消失した原因に，2003年の調査の開始時期が遅かっ
た可能性が考えられたため，2004年は２）から４）の
調査の開始を10日から14日早めて実施した．その結果，
流下仔魚のピークは10月に，明治用水頭首工での孵化
日のピークは11月中にあり，2003年と同じ傾向となって
いた．また，海域において，小型曳き網の調査（11月
上旬～12月中旬実施）で採集されたアユ仔魚は10月生
まれが主体であったものの，集魚灯による調査では2003
年と同様に11月生まれが引き続き中心となっていた（図
3-1-3）．
　以上の結果，矢作川において，アユの産卵のピークに
あたる10月生まれを主体とする早期群が，翌年の遡上に
はほとんど加入していない可能性が強まった．早生まれ

位相関係数，両年ともP＜0.01），微細な粒子状の有機
物が多く含まれた底質，つまり海底がヘドロ状の場所で
はアユはほとんど採集されず，採集されたのは底質が砂
質の場所にほぼ限られていた（図3-1-2）．また，香川大
学農学部との共同研究によって炭素・窒素安定同位体比
を活用した底質の化学的分析を行った結果，この微細な
粒子状の有機物は河川に由来していると推測できた．有
機物が堆積することにより，底質近くの水質は酸素が消
費され還元的な環境となる可能性がある．
　これらのことから，河口近くの有機物が堆積した場所で
はアユ仔魚の生息が制限されている可能性が指摘できる．

課題３：矢作川を遡上するアユにおける早期群の消失
　最後に，産卵から遡上までのアユの日齢を広範に調べ
た結果明らかとなった，遡上するアユ稚魚から早生まれ
の個体が消えていることについて紹介したい．
　2003年９月から2005年５月にかけて，１）河口より
10km上流において流下仔魚の採集，２）小型曳き網（砂
浜海岸）を用いた魚の採集および河口から沖合10kmま
での海域における集魚灯（沖合）での仔稚魚の採集，３）

図3-1-2 アユ仔稚魚の採集数と底質の有機物量との関係．
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わたって継続することにより，様々な生活史段階における
アユの動向をより深くとらえることができる．ただ，長期
的に継続するには労力も相当にかかるため，データの蓄
積が実際に役立っているかどうかを定期的に点検しつつ，
今後も継続していきたい．

今後の課題と展望

　これまで解説したように，現在はアユの保全のための
網羅的な調査は終わった段階で，過去10年余の調査で
浮き彫りとなった問題に対し，課題解決のための研究の
実施に重点をおいている．そして，一連の調査の多くの
場面で矢作川研究所が単独で行うのではなく，地域住民
（矢作川天然アユ調査会），河川管理者，漁協，行政と
緊密に協力して調査が進められている．
　今後は，ヘドロの影響の有無の解明といった課題解決
型の調査を中心に据え，遡上調査等のモニタリング調査
とのバランスをとり，効率的に成果を発信し社会へ還元
していくことが重要である．前者は天然アユ調査会との連
携，後者はテーマに応じて専門的技術と設備を備えた研
究機関との連携を進め，さらなる発展を目指したい．
　矢作川での地域密着型の研究の強みは，研究機関と
天然アユ調査会のような市民グループと連携することによ
り幅広い項目にわたってモニタリング調査が実施できるこ
とである．アユ釣りを通じて日常的に川に親しんでいる方
も多く，フィールドでの作業も比較的効率よくこなすこと
ができ，研究を進める上での有益なデータが重層的に蓄
積されつつある．
　また，地域の方と協力して調査をすることで環境意識
が高まる効果も期待できる．アユがいれば釣り人が集ま
り，内水面漁業も興隆し，川を見つめる人の目が増える．
人が多く出入りする川は，たとえ予期せぬ環境の変化が
生じた場合にも早期に発見できる可能性は高くなるだろ
う．さらにもし，研究成果を活かして天然アユが増えるこ
とに繋がれば，川に近づく人もさらに増えるに違いない．
市民と共に歩むアユの生態調査を単に環境の改善に活か
すだけでなく，「人と川とをとりもつパイプ」として，地域
の環境意識の高揚につながる可能性を期待したい．

のアユが翌年の資源に加入していない事例は四万十川を
始め複数の河川で報告されており，四万十川では秋の高
い海水温が影響している可能性が指摘されているが，そ
の原因は推測の部分を含め河川によってまちまちのようで
ある．現在，矢作川での消失の原因について，海水温に
加え前述の河口沖に堆積したヘドロを中心とした矢作川
周辺海域の環境が及ぼす影響，産卵の早い琵琶湖産ア
ユの遺伝子が残存している可能性，早期に生まれたアユ
のみ他の河川へ遡上した可能性も考慮に入れて原因の究
明を進めている．

継続した観測調査

　調査員の方と矢作川研究所とが連携することにより，
現在はアユの全生活史を対象にそのモニタリング調査
を進めている（表3-1-3）．まず，遡上期には河口から
35km上流の明治用水頭首工，45km上流の越戸ダム，
55km上流の阿摺ダムにおいて，遡上するアユ稚魚の計
数調査を調査員が交代で毎年行っている．夏には河口か
ら33～60km上流の範囲において，定期的に友釣りによ
る採集を，秋には河口から10.6km上流の米津橋付近に
て，夜間に流下する仔魚の採集を行っている．また，海
域での生活期には11～12月にかけて砂浜海岸での調査，
２～４月にかけては矢作川河口近くの発電所温排水口に
集まる遡上直前のアユをサビキ釣りによって採集してい
る．これらの調査で得られたサンプルも，計測や日齢査
定のための耳石の取り出し等の作業は，調査員が分担し
て取り組んでいる．
　モニタリング調査によって得られるデータは，短期間だ
と考察できる内容は限定されるが，10年単位の長期間に

表3-1-3　アユのモニタリング調査一覧．

調査項目 調査場所 調査時期

遡上調査 明治用水頭首工，越戸ダム，阿摺ダム 3月下旬～７月上旬

成長調査 川口～葵大橋上流にかけての5地点 6月～9月上旬

流下仔魚調査 米津橋上流 10月～12月

小型曳き網調査 三河湾西部の砂浜海岸 11月～12月

発電所放水口調査 碧南火力発電所温排水口 2月～4月

（山本）
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緑の川底

　豊田市矢作川研究所が設立された当時，地元の釣り
人たちはいくつかの「川の変化」を問題視していた．最
大の問題はアユの不漁であったが，それと同時期に川
底で異常繁茂した大型糸状緑藻カワシオグサ（学名：

Cladophora glomerata）も注目されていた．
　カワシオグサは1980年代の後半，矢作川の中流域を
中心に繁茂し，アユの友釣りの仕掛けに巻き込まれるこ
とが多くなった．時期によっては瀬の川底全体を覆い，
釣りにならない程に発達することもあった．このカワシオ
グサの異常繁茂は矢作川の不健全さの象徴ととらえられ，
カワシオグサ異常繁茂の原因解明が設立当初の研究所の
主要課題として挙げられた．
　本研究は，カワシオグサの実態を把握し，よりよい水
辺環境の創造を行うための基礎資料とする目的で実施さ
れた．本章では，矢作川におけるカワシオグサの実態調
査とカワシオグサの抑制対策として取り組んだ砂利投入実
験，アユの餌としての評価およびカワシオグサの生活的
特性に関する基礎研究について述べる．

１．カワシオグサの繁茂実態

１）既存文献からみた川底の変化
　1994年10月，矢作川の中流域（旧豊田市）におい
てカワシオグサを対象とした付着藻類調査を始めた．現
地調査と平行し，矢作川でカワシオグサの異常繁茂が観
察される背景を探るため既存文献調査も行った．既存文
献から得られた造網性トビケラ類の経年変化を基にして，
1960年代から1980年代にかけての矢作川の中流域（富
田町）の川底の変化（図３-２-１）をとらえた．優占種
は1960年代には造網性トビケラのチャバネヒゲナガカ
ワトビケラであったが，1980年にはコガタシマトビケラ，
1980年代後半にはオオシマトビケラへと変遷しているこ
とがわかった．この３種の造網性トビケラの生態的特性
から，各年代における川底の状態を推察すると，1960
年代には動きやすい礫底であったが，1970年代には砂
泥の流下が多くなり，1980年代後半にはきわめて安定し
た礫底へと変化したものと考えられた．
２）カワシオグサの繁茂状況

　1997年には，旧豊田市の矢作川を対象に富田町から
家下川合流点までの範囲，さらに2000年５月以降は調
査の対象範囲を拡大し，矢作川本川の上流（現，豊田
市大野瀬町）から下流（岡崎市・矢作橋）までを調査し
た（図３-２-２）．
　2000年５月以降の調査では，調査地点の瀬を対象に
大型糸状緑藻が川底の礫を覆う度合い（被度）を記録し

3-2．  カワシオグサの繁茂実態調査と抑制対策に向けた研究

図3-2-1　既存文献からみた矢作川中流域の河床の変化．
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固化する現象），あるいは水質の富栄養化などが推定さ
れている．矢作川で大型糸状緑藻の繁茂実態を把握する
傍ら，推定される原因のどれが重要であるかを解明する
ために，矢作川の繁茂状況を近傍の他河川と比較した．
　調査はダム下流の環境変化がカワシオグサなどの大型
糸状緑藻の繁茂に影響していると示唆されていることに
着目し，上中流域にダムが多い矢作川，少数のダムが
ある豊川，上中流域にダムがない長良川を対象とした．
2002年５月から2003年11月にかけて大型糸状緑藻の
被度を各河川で調査した．ダムのない上流域では３河川
ともほとんど発生していなかった．中流域では，ダムの
多い矢作川で大型糸状緑藻が顕著に発生していたのに対
し，豊川，長良川では目立った発生は確認されなかった．
これよりダム下流の環境変化がカワシオグサなどの大型糸
状緑藻の繁茂に影響していると考えられた．

２．カワシオグサの剥離に向けた実験

１）矢作川における砂利投入実験
　矢作川研究所の発足当初の研究課題にカワシオグサの
異常繁茂の抑制があげられていた．
　釣師の足の感覚に違和感が生じた時期は，カワシオグ
サが異常繁茂し始めた時期と同じであった．以前は，ア
ユ釣りをする足下にくぼみができたぐらい川底は柔らかだ
ったが，足裏が痛くなるほどに堅くなっていた．砂利投入
実験は，釣り人が感じたその川底の変化，アーマー化お
よびカワシオグサの異常繁茂といった現象を改善する目
的で実施された．期待される効果として，次の2点があげ
られた．
・砂利の量の回復による川底環境の改善により，魚類
　や底生動物の生息環境を提供する．
・投入砂利がカワシオグサを物理的に剥削する．
　砂利投入実験は，故田中蕃（当時，研究所総括研究員）
が主体となって1995年春から1999年冬の約５年間に渡
り，矢作川本川の大河原，藤沢，扶桑の３カ所で実施さ
れた（表３-２-１参照）．河川における実験は全国に先
駆けた例であった．しかし，投入はカワシオグサの繁茂
時期にあわせられなかったことから，目的としたカワシオ
グサの剥離効果については検証できなかった．川底環境
の改善に関しても，砂利投入前のデータ不足により十分
な検証に至っていない．
　矢作川における砂利投入実験は効果の検証に至らなか
ったが，次の課題を残した．
・効果的な投入砂利の粒度について検討する

た．
　矢作川の上流から下流にかけて顕著に繁茂する代表的
な大型糸状緑藻はカワシオグサ，カワヒビミドロ，アオミ
ドロ，トゲナシツルギの４種あることが判明した．種類に
よって繁茂する場所や時期が異なっており，カワシオグサ
は古鼡から葵大橋付近を中心に初夏と秋，アオミドロは
池島や広瀬で初夏と秋，カワヒビミドロは早春に上流から
下流まで全域に繁茂する傾向にあった．トゲナシツルギ
は繁茂の規則性はなく，東海豪雨の直後に全域で一時的
に繁茂が確認された（図３-２-３）．
　これら大型糸状緑藻の発生分布状況からみると，カワ
シオグサの初夏の繁茂はアユのなわばり形成時期と重な
るため，珪藻や藍藻を主食とするアユの成長を妨げてい
る可能性がある．
３）繁茂状況の近傍河川との比較
　カワシオグサなどの大型糸状緑藻が異常繁茂する原因
として，ダムによる出水流量の減少，流下土砂量の減少，
それらによる川底のアーマー化（川底の表層が粗粒化し

図3-2-2　調査位置．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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・投入砂利による底質改善を確認する指標となる生物
　の調査
２）河川工学研究者による室内実験
　故田中が取り組んだ砂利投入実験の試みは，河川工
学の研究にも影響を与えた．名古屋大学工学部の北村ら
（2001）は，矢作川の砂利投入実験の効果を評価する
ために室内実験を実施した．礫上に繁茂したカワシオグ
サは，砂礫が河床上を移動することにより剥離するという
物理的過程に着目し，これを実験室に設置した水路で再
現し，カワシオグサ剥離特性の定量評価を行った．矢作
川で実際に砂利投入（表３-２-１参照）を行った場所の
河川横断地形測量結果をもとに流量ごとの掃流力を推定
し，実験の結果と合わせて，砂利投入によるカワシオグ
サ剥離除去の可能性を検討した．
　河川工学の室内実験では，矢作川の藤沢や扶桑で実
際に投入された1500㎥の砂利が一気に流れきるとすれ
ば，繁茂していたカワシオグサをほぼ一掃できる量であろ

・カワシオグサを剥離するためのエネルギー（投入砂
　利の鑢効果のでる粒度や流速）の把握
・投入時期（釣りに支障のない時期），場所の選択，
　投入方法
・投入砂利の追跡手法

図3-2-3　矢作川における大型糸状緑藻の発生状況．

表3-2-1　砂利投入状況．
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藻は活性が衰えていたのに対して，緑藻類は胃で確認さ
れた状態と同様に細胞質は詰まっていた．このことから，
アユにとって藍藻や珪藻は栄養となっているが，緑藻は
セルロースの細胞壁によって消化酵素の浸透が起こりにく
いため，栄養となりにくい藻類であることがわかった（図
３-２-４）．
　カワシオグサの栄養価について，鰺坂（2004）は矢
作川産カワシオグサの栄養分析を行った．その結果，カ
ワシオグサはタンパク質含量や脂質含量が高いことがわ
かった．その栄養価は私たち日本人の食品となっている
アマノリ（味付け海苔）やカワノリなどについで優れたも
のであることがわかった．

４．カワシオグサの生態的特性

１）生活史解明の取り組み
　カワシオグサの抑制を図る具体的な対策として砂利投
入実験が実施され，河川工学の立場から効果の検証が
なされたものの，再実験には踏み出せていない．
　カワシオグサの繁茂実態は2000年の東海豪雨以降に
おいて川底一面を覆うまでの繁茂は少なくなり，釣り人の

うと結論づけ，投入砂利によってカワシオグサが剥離でき
ることを検証した．

３．アユの餌としての評価

　矢作川の遡上アユの胃内には，カワシオグサが含まれ
ていると報告されていた（高橋・新見，1999）が，カワ
シオグサの消化について言及していなかった．そこで，カ
ワシオグサがアユの栄養になっているかどうかを明らかに
するため，友釣りで得たアユの消化管内容物の分析を行っ
た．消化管内容物の分析には矢作川本川の豊田大橋（河
口から40.0km付近），古鼡（同44.0km付近），広瀬（同
50.0km付近）で2000年７月７日から９月１日にかけて
採補されたアユ，全45個体を用いた．豊田大橋と古鼡の
標本にはカワシオグサが確認されることが多かったので，
豊田大橋２個体，古鼡１個体について藻類の消化がほと
んど進行していない胃と消化液が分泌された後の後腸の
内容物を顕微鏡下で比較した．
　胃内容物はアユを採補した瀬の付着藻類相と同等のも
のであったことから，なわばりアユは瀬の付着藻類群落
を摂餌しているといえた．アユの後腸内容物は藍藻と珪
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図3-2-4　アユの胃と後腸における消化管内容物の比較（図中①，②は個体番号を示す）．
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規模やタイミングを算定するための基礎資料と位置づけら
れよう．
２）生理特性
　野崎ら（2003）はカワシオグサの生理特性を明らかに
しようと，矢作川に生育するカワシオグサを用い，室内で
光合成活性を調べた．カワシオグサの増加に結びつく純
光合成速度は，４月～５月と９月に高いことから，この
時期の成長速度が速いことを予測した．さらに，光合成
活性と水温との関係を調べた実験では，光合成活性が最
も高くなる水温は15℃付近であった（野崎，2004）．カ
ワシオグサは矢作川中流域で，初夏と秋によく繁茂するこ
とが知られているが，この時期の水温が15℃付近にある
ことと一致していた．
３）人工基盤を用いたモニタリング調査－矢作川中流に

おけるカワシオグサの消長とその環境要因－
　矢作川中流においてカワシオグサはいつ，どんな環境
で増えるのかを明らかにするためモニタリングを行った．
モニタリングは，豊田市扶桑町地内の矢作川で1999年
８ 月31日 から１ 年 間，水 深 が 似 通った 場 所 に
30×30×4.5 cmの人工基盤（コンクリートブロック上に
裏返したタイルを貼り付け，タイル裏面に藻類が生育す
るように製作した基盤）を30個，川底に設置して行った．
２週間毎に人工基盤上に付着した藻類の調査を行った結

苦情も減少していた．しかし，近年，異常繁茂が復活す
る年もあり，アユ釣りの仕掛けに巻きつくなどの苦情が寄
せられている．
　カワシオグサの抑制を図るにあたり，砂利投入実験が
本当に効果的な手法であるかどうか，また，実施時期の
検討も必要である．矢作川におけるカワシオグサの観測
調査結果からは，その生活史や増殖様式など詳細な生態
についてわからないことが多い．生活史の解明を図る目
的で2004年11月から室内培養に取り組んだ．
　矢作川中流域で採取したカワシオグサの藻体を用い，
研究所内の培養庫で室内培養を行い，発生初期の様子，
遊走細胞の特性を把握した．
　室内培養におけるカワシオグサの初期発生では，遊走
細胞から発芽し，天然藻体に成長するのに，約50～ 60日
を要することがわかった（図３-２-５）．このことは，カワ
シオグサの異常繁茂に河床攪乱頻度の減少が関与してい
るとすれば，藻体の成長を妨げる規模の河床攪乱が２ヶ
月間に一度も起きていないことを示唆している．また，カ
ワシオグサの１細胞から放出される遊走細胞は，数十か
ら数百個であることから，著しい繁殖の拡大には遊走細
胞の貢献が大きいことが推察された．この初期発生過程
や繁殖様式に関する知見は，カワシオグサの繁茂抑制を
目的とした人工的な河床攪乱などを講じる際，その頻度，

図3-2-5　カワシオグサの生活史．
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の繁茂と流速との関係をモニタリングした結果，基盤
上の流速が約25 ～ 75cm ／秒の範囲内では，カワシ
オグサは流れのより遅い場所でよく増殖することがわ
かった．
⑧カワシオグサは遊走細胞から発芽し，２cm程度の長さ
に成長するには約２ヵ月ほどかかることがわかった．
⑨カワシオグサの１細胞から放出される遊走細胞は数十
から数百個であることから，著しい繁殖の拡大は遊走
細胞によるところが大きいと考えられた．

６．カワシオグサが異常繁茂しない川底
の環境を目指して

　これまでのところ，カワシオグサの異常繁茂の抑制に焦
点をあてた調査研究に取り組んできた．矢作川では2004
年以降，カワシオグサだけでなくカワヒバリガイの異常繁
殖も顕在化している．カワシオグサとカワヒバリガイはとも
に川底の礫に付着し生息することから矢作川中流域の川
底がきわめて安定し，攪乱がほとんど起きていないため，
特定の種の大発生を引き起こしていると考えられる．
　今後は，複数のダムの影響を受けている矢作川中流域
において，カワシオグサ（大型糸状緑藻）が異常繁茂し
ない，カワヒバリガイのような外来生物に侵略されない川
に戻すためには，どのようなことができるか，その保全策
を提言するための調査・研究に取り組む予定である．本
川では上流からの土砂供給はダムによって遮断されてい
るので，支川の土砂供給に着目し，支川が合流する前後
で水生生物の生息環境の実態を詳細に把握し，矢作川の
川底の改善に向けた提言を目指す．

果，目視によるカワシオグサの植被率は，10月末から急
激に上昇し12月初頭にピークを迎えた．２度目のピーク
は2000年６月末から７月初旬にかけて訪れたが，その
植被率は1度目のピークに比べ高く，藻長も長くなった．
カワシオグサの植被率は水温11 ～ 21℃の間で増加し，
この温度範囲の上下においては減少した．また，各基盤
上の平均流速は25.8 ～ 75.2 cm ／秒であった．この流
速の範囲では流速が遅い場所に置いた人工基盤ほどカワ
シオグサがよく生育し，植被率が高くなる傾向が顕著に
見られた．

５．これまでの調査・研究でわかったこと

①矢作川では1980年後半からカワシオグサの異常繁茂
　が始まった．
②カワシオグサは矢作川の中流域を中心に分布し，初夏
　と秋に繁茂のピークがある．
③河川工学の室内実験では，矢作川の野外実験で実際
　に投入された1500㎥の砂利が一気に流れきるとすれ
　ば，繁茂しているカワシオグサをほぼ一掃できる量であ
　ろうと結論づけられた．
④友釣りで得られたなわばりアユの消化管内容物を分析
　した結果，カワシオグサはアユの餌として価値が低いと
　推測できた．
⑥カワシオグサの生理特性を実験した結果，カワシオグサ
の潜在的な成長速度は４月から５月と９月に早くなる
ことが予測された．また，カワシオグサの成長に最適な
水温は15℃付近であることがわかった．
　⑦矢作川中流の川底に人工基盤を設置し，カワシオグサ
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“良好な水質と豊富な水量の回復” をめざして

　矢作川の中下流域は自動車産業や繊維工業を中心と
する工業地帯，稲作・野菜・果樹などの生産が盛んな農
業地帯が広がっている．これらの工業・農業用水の確保，
そして流域住民に飲料水を供給するため、矢作川には本
流に７つのダムが、流域内には30程のダムが設置され，
河川水の利用率が極めて高い．裏を返せば川の恩恵を
余すところなく受けている流域とも言える．このような状
況下で設立された矢作川研究所ではダムと共存しながら
“良好な水質と豊富な水量の回復” をめざして，水質，付
着藻類，水生昆虫を中心とした底生生物の調査研究が進
められることとなった．

中流における水質の現況

　当時，カワシオグサの大発生やアユの不漁など様々な
問題が顕在化していた矢作川中流において，基礎となる
水質の詳細データが欠落していた．そこで，中流におけ
る水質の季節変化，流下に伴う変化，ダムによる変化を
調査した．加えて調査期間中に未曾有の大水害となった
東海豪雨が発生したため，出水による水質の変化も記録
した．
　調査は1999年８月から2000年３月までほぼ２週間に
１度の間隔で，河口から約50 kmの大曲を最上流地点と
して，越戸ダム表層，越戸ダム底層，豊田市民芸館前，
波岩，古鼡水辺公園下流（以下古鼡，河口から約44 
km）の６地点で行い，古鼡については引き続き2002年
３月まで行った．水温および水質を測定・分析し，越戸
ダムからの放流量データを収集した．
　溶存態窒素（水に溶けている窒素）は４，５月から７，
８月にかけては低濃度で推移し，その後，早春にかけて
上昇するという季節変化が見られた．リン酸態リンについ
ては明確な季節変化は見られなかった．また，流下にと
もなう水質の悪化が認められ，ダム底層においてダム表
層および他地点と比較し，時折，高濃度の水質項目が
観測された．さらに，2000年９月の東海豪雨直後には
有機物由来の窒素，リン，CODの濃度が著しく増加した
ことから，大雨により地表から相当量の有機物が流出し，
特に矢作ダムではかなりの量がトラップされたと推察され

た（写真）．濁度は豪雨後３ヶ月にわたり高い値のまま推
移した．

　濁度を除いては平常時，問題とされる富栄養化などを
もたらす値はほとんど検出されなかった．従って，矢作川
中流域の表面水は比較的良好な水質であることが示唆さ
れた．しかし，まとまった降雨後の高濁度の長期化，東
海豪雨による有機物の矢作ダム湖底への堆積などが懸念
されたため，適切なダム操作による濁度の速やかな低下，
過剰な栄養塩（付着藻類や植物プランクトンが生育する
のに必要な塩類）の溶出が危惧される堆積有機物の除去
が望まれた．

中流の水質および水温の経年変化

　現在の矢作川中流の水質は濁度を除き，平常時は環
境基準等に照らし合わせても富栄養化を招く水質でない
ことが明らかとなった．しかし近年，河川環境の悪化が
報告されていることから，その要因として過去から現在に
かけての水質の悪化や水温の変化などが推測された．そ
こで，矢作川中流における水質と水温の変化を把握する
ため，水質について過去約50年間，水温については過
去約40年間の変化を調べた．
　過去50年間の水質変化を概観すると，平均値で溶存
態窒素は1952-53年に比べ，1980年前後に約２倍，
2000年代には約３倍の濃度に増加した（図3-3-1）．一

3-3.  水質と底生生物のモニタリング

写真　東海豪雨直後の矢作ダム湖の様子．植林地の斜面
崩壊により著しい数の倒木が湖面を覆い尽くした．
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ことが推測された．

河川内の環境要因が水生昆虫相に与える影響

　河川の水生昆虫は河川内の物理的・化学的な環境変
化に対応し，その群集構造を変化させるため，これらの
変化を把握するための指標種として非常に役立つ．そこ
で豊田市内の矢作川の瀬において様々な環境要因を取り
上げ，水生昆虫相（ある地域に生息している水生昆虫全
体）への影響を調べた．
　調査は旧豊田市内の矢作川本流の10地点において，
1995年の夏から1999年冬まで四季毎（春，夏，秋，冬）
に各地点の瀬で，底生動物の定量採集（一定面積内の
底生動物を採集する方法）を行った．
　1997年夏までの結果から，10地点中の８地点でβ-中
腐水性（やや汚れた水）の代表種である造網型トビケラ
の一種オオシマトビケラが最優占種となった．瀬における
水生昆虫相の移り変わり（遷移）についての仮説（津田，
1959；津田・御勢，1964）では，網を張り流れてくる
有機物を捉えて餌とする造網型トビケラ類が，利用可能
な場所を最大限占める時，そのような群集は遷移の最終
段階である安定した状態（極相）を示すと考えられている．
そこで造網型トビケラ類が占める割合の上流から下流へ
の分布をみると，全体に高い値を示しており，その傾向
はダムと連動して増減し，各ダムを頂点に上流ほど割合
は高く，下流ほど低くなった．
　各調査地点間の水生昆虫相の重複度を比べると，いず
れの隣接調査地点間においても高い値を示したが，ダム
を挟んだ地点間では比較的低い値を示した．工事による
河床改変の影響としては，工事中・直後には個体数の減
少はあるものの，工事が単に河床を掘り起こす程度であ
れば速やかに個体数は回復した．さらに，河床を浮き石
状態に変えるため，水生昆虫の生息場所が拡大し，個体
数，多様性ともに増大すると推測された．ダム直下流の
地点で放流量と水生昆虫の個体数を比較したところ，放
流量が多い時期ほど採集個体数が増加するという正の相
関が見られた．
　旧豊田市内の矢作川では最大支流である巴川が合流す
る地点より上流の瀬は極相に近い状態，すなわち河床が
安定した状態であることが示唆され，ダム直下ほどその
傾向が顕著であった．またダム前後で水生昆虫相が変化
し，ダムからの放流量が多い時期ほど水生昆虫の個体数
が増加していたことからも，ダムからの放流量を適切にコ
ントロールし，ダム上流に近い河川流量をはかることが

方，リン酸態リンの濃度は平均値で1952-53年に確認で
きないほど低濃度であったが，1970年代から1980年代
初頭には急激に上昇し，2000年代にはピーク時の約2/3
の濃度に減少した．従って，近年の河川環境の変化には
溶存態窒素の上昇が寄与している可能性があるため，溶
存態窒素の濃度をコントロールすることが重要であると推
測された．

　矢作川中流の水温は1970年代半ば以降，徐々に上昇
する傾向が見られ，特に1980年代半ば以降は顕著に上
昇した．1961年からの43年間に約1.6℃の水温上昇が
確認された．特に夏の水温の上昇が顕著であり，かつ高
水温の時期が長くなる傾向が見られた．一方，冬季の水
温は1960年代が他年代と比較し顕著に低かったが，そ
の後は同程度の水温で推移した．このような水温の経年
変化の要因として，流域の気温の上昇が大きく関与して
いることが示された．また，流域最大の矢作ダムが1971
年に完成したが，ダムの建設前に比べ，建設後に水温の
年変動幅が小さくなったことも明らかになった．矢作ダム
の建設によりダム下流の流量が人為的に操作されるよう
になったこと，また大量の水を溜めるようになったことに
より，一日の間や季節による水温の変動幅が小さくなった

図3-3-1　矢作川中流における a) 溶存態窒素（NO3--N + NH4+-N），
　b），リン酸態リンの経年変化（1952-53年　小林，1960；
　1977-79年　茶谷ら，1981；1980-2001年　愛知県環
　境部，1981-2002）
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流と略称する）．その後，調査地点を６地点として（森上，
上川口を除く），年２～４回の頻度で，現在も継続して
調査を行っている．採集方法は東海豪雨前に行った上記
調査と比較するために，同様の方法で行った．
　東海豪雨１ヶ月後の2000年10月には底生動物の現存
量が１㎡あたり５gを超える地点はなかったが，同年11
月以後は中流で５gを越すことが多く，とくに広瀬，古鼡
ではほとんどが10 gを越えていた（図3-3-2）．一方，上
流の大野瀬と下流の葵大橋，矢作橋では，同年11月以
後もほぼ１㎡あたり５g未満の値が続いた．東海豪雨前
から調査を行っている中流と下流の現存量のデータを比
較すると，中流の広瀬では豪雨前後で似た範囲で増減し
た．古鼡では豪雨前は増減が激しく，豪雨後は増減が小
さくなったが，葵大橋では豪雨前後ともに現存量が少なく
目立った違いはなかった．
　各地点に占める造網型トビケラ類の割合は中流でほと
んどの場合20％を超えており，現存量も多いことから，
すでに2000年11月には極相に近い状態であったと考え
られる．出水後の底生動物群集の遷移について他河川で
行われた調査では，回復に要した時間は伊勢湾台風後の

水生昆虫の多様性および個体数を維持するために重要で
あると考えられた．

東海豪雨後の底生動物相の変化

　2000年９月11-12日に東海豪雨が発生し，矢作川の
源流域では最大時間雨量80 mm，累計雨量595 mmを
記録する集中豪雨となった．このような激しい災害の際
は河川に生息する水生昆虫などの底生動物が，壊滅的な
打撃を受けるとされている．しかし矢作川のように中流に
ダムが連続し，河床の石が動きにくい安定した状態であ
る河川では底生動物群集がどのような影響を受けるのか
よく分かっていない．そこで，矢作川において東海豪雨
により水生昆虫を中心とした底生動物がどのような影響を
受けたかについて，愛知工業大学内田臣一准教授の研
究室と共同で調査を行った．
　東海豪雨後1ヶ月の2000年10月から2001年12月まで
の毎月，愛知県内と一部岐阜県との県境の８地点で調査
を行った（矢作ダムより上流の大野瀬・森上を上流，池
嶋・上川口・広瀬・古鼡を中流，葵大橋・矢作橋を下

図3-3-2　矢作川における東海豪雨前後の底生動物の現存量変化（矢印は現存量が極めて少）．
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（内田・白金，2002）
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拡大が懸念されたた，め，2004年12月より愛知工業大
学内田臣一准教授の研究室との共同で調査を行った．
　矢作川本流および最大支流の巴川の41地点において，
一定時間内に何個体採集できるかを調査し，各地点のカ
ワヒバリガイの個体数密度を調べた．また豊田市扶桑町
の古鼡水辺公園付近の矢作川本流左岸の３地点におい
て定量採集を行った．
　カワヒバリガイは2002年にはすでに生息していたと
推測され，2004年末には中流域に広く定着していた．
2005年には前年に定着した稚貝が大きく成長し大量発
生となり，2006年の夏まで非常に高い生息密度が続い
た（図3-3-3）．分布は矢作第二ダム直下（河口から約
71 km）から藤井床固（河口から約13 km）までの約58 
kmと広範囲に拡大しており，特に越戸ダム下流（河口か
ら約44 km）から豊田大橋（河口から約40 km）までの
生息密度は顕著に高かった．しかし，2006年８月下旬
より一転してカワヒバリガイは大量に死に始めた．その後，
中流域では越戸ダムより上流で個体数が増え，下流で個
体数が減るという対照的な傾向が見られた．死んだ貝の
殻長は20 mm前後のものが多かったが，小さな貝も含ま
れていたため，寿命を迎えて一斉に死んだとは考えにく
い．

　カワヒバリガイの主な繁殖地は止水域，もしくはそれに
近い流れが滞留する水域であると想定される．現在まで
の本種の分布から矢作川水系における繁殖地，すなわち
浮遊幼生の発生源は，上流は矢作ダムあるいは矢作第

奈良県吉野川で６～10年（御勢，1968，1972），新
潟県関川および姫川本流では復旧工事の影響などで数年
後でも，出水前の現存量まで回復しなかった（帆苅・富
樫，2000）．従って，矢作川中流では東海豪雨のような
激しい豪雨災害が起こっても，河床の撹乱が弱く，一時
的な影響はあったが，豪雨前後で底生動物群集は極相に
近い状態を保っている可能性が高いことが示された．

付着藻類

　川底の石には，水生昆虫や魚類の餌となる付着藻類が
付着している．一般的に，付着藻類といえば，顕微鏡を
使ってはじめてその存在がわかる微細な藻類をいう場合
が多い．矢作川では，付着藻類の中でも，肉眼でわかる
サイズの大型糸状緑藻（特に，カワシオグサ３-２参照）
に注目した調査に取り組む傍ら，一定面積内の付着藻類
を把握する調査も行ってきた．
　付着藻類の調査は矢作川の上流（矢作ダムの上流に
位置する大野瀬）から下流（矢作橋）までを対象に行っ
た（「東海豪雨後の底生動物相の変化」の調査地点と同
じ）．分析は付着藻類の量の把握と出現する種類につい
て行った．付着藻類の量は有機物成分量の指標となる強
熱減量と全ての藻類が持っている光合成色素であるクロ
ロフィル a の量を指標とした．
　強熱減量およびクロロフィル a 量は，上流の大野瀬や
下流の矢作橋では常に小さい値であった．これは，大野
瀬は水質も良好であることに加え，出水による攪乱が自
然に生じる場所，矢作橋は底質が砂であり，藻類が安定
して付着しにくい環境にあることによると推察される．一
方，中流域のダム直下に位置する池島や古鼡では，付着
藻類量が大きな値を示すことが多かった．特に，大きな
値を示した場所・時期に着目すると，カワシオグサやカワ
ヒビミドロなどの大型糸状緑藻の著しい繁茂と一致してい
た（３-２参照）．
　付着藻類群落の代表種は，上流の大野瀬では，季節
を通して珪藻であることが多かった．中流域では春から
秋にかけてビロード藍藻Homoeothrix janthina，冬期に
は珪藻類がそれぞれ多く出現する傾向にあった．

カワヒバリガイの侵入と分布

　2006年２月に特定外来生物に指定されたカワヒバリガ
イLimnoperna fortuneiが，2004年に全国で３例目とし
て矢作川で確認された．その後の個体数および分布域の

図3-3-3　2006年６，７月のカワヒバリガイ稚貝・成貝の個体数密度．
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様々な角度から捉えることができた．
　ダムが矢作川の水温および水質に及ぼした影響として，
矢作ダム建設後の水温変動幅の減少，ダム湖底層での水
質の悪化が認められた．ダムが底生動物に与える影響を
河床の安定化の指標となる造網型トビケラ類の占める割
合で見ると，旧豊田市内の矢作川では各ダムを頂点に上
流ほど高く，下流ほど低くなった．また，東海豪雨のよう
な激しい豪雨災害が起こっても，ダム群では河床の撹乱
が弱く，豪雨後，水生昆虫相は速やかに回復した．さら
に，ダムを間に挟む調査地点間ではダムを間に挟まない
地点間に比べ，水生昆虫相の重複度が低くなる傾向が見
られ，ダム下流の地点ではダムからの放流量が多い時期
ほど，水生昆虫の個体数が増加した．
　特定外来生物カワヒバリガイはダム群およびその下流
で確認され，特にダム群の越戸ダムより下流で生息密度
が非常に高くなった．従って，カワヒバリガイは矢作川の
ダム湖において繁殖し，幼生が発生していると推測され
た．
　矢作川は中流に連続するダムを抱えることで，上に示
した様々な問題が生じている．これらのダムと共存しなが
らも，矢作川の河川生態系を回復するには様々な取り組
みが必要とされるが，第一の課題として自然河川に近い
流れの回復をめざすダム運用が挙げられる．今後はどの
ようなダム運用をすることで，生態系がどう回復するかを
明らかにするための調査・研究を行うことが必要不可欠
である．

二ダム（もしくはその両方）のダム湖，下流は明治用水
頭首工の湛水域に至る多数のダム湖であると推測された．
また，カワヒバリガイの現存量が増加すると，造網型トビ
ケラ類の現存量が減少したことから，カワヒバリガイは造
網型トビケラ類の生息場所を脅かしている可能性が示さ
れた．
　カワヒバリガイの生息に関しては河川内のみならず，農
業用水，発電用水，浄水施設などの利水施設においても
多大な影響，さらには被害を及ぼしており，生息状況に
関しては非常に注目されている．このため，カワヒバリガ
イについて既存文献の調査を行うとともに，専門家を招
聘しての勉強会，ポスター展示，パンフレットの作成など
様々な形式での情報提供を行った．さらに，関係機関が
大きな被害を受けないための，各施設におけるモニタリ
ングの推奨，情報交換の場を設けるなどの取り組みを行っ
ている．

今後の課題と展望

　矢作川中流において水質，付着藻類，底生動物の調
査を継続してきたが，その間，東海豪雨や外来種の侵
入など異常事態が発生し，モニタリングの必要性を再認
識させられた．今後も調査回数，調査方法の見直しをし
ながら，簡便かつ有効なモニタリングを継続する必要が
ある．また，今回の結果から矢作川中流においてダムま
たはダム群が河川の水質および底生動物に与える影響を
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矢作川が抱える問題を総合的に考える

　本流に７つのダムがある矢作川は流量の減少，氾濫の
減少とその規模の縮小，土砂の流下が阻げられているこ
とによる河床の低下や固化といったさまざまな問題を抱え
ている．これらの現象は，アユをはじめとする魚類の生
息環境の悪化や大型糸状藻カワシオグサのような特定の
生物の大発生といった，河川生態系のバランス悪化につ
ながっていると考えられている．
　そこでこれらの現象が注目を受けてきた中流，河口か
ら44.2km付近の左岸にある古鼡水辺公園周辺を主な調
査地として，河川環境の復元をめざして総合的に調査・
研究を行う通称 “古鼡プロジェクト” が1999～2001年

度に実施された．このプロジェクトの目的は，ダム直下に
おける河川生態系のバランス悪化のメカニズムを解明す
るとともに，よりよい人と川の関係を考えることだったが，
その概念は “「ながれ」の回復” と表現された．「ながれ」
とは川の流れ，川に棲むアユなどの生物の豊かさ，川に
まつわる流域住民の暮らしのすべてを包括する概念で，
矢作川の「ながれ」を回復するための「矢作川モデル」
を提起することをめざした（図３-４-１）．このプロジェク
トには生物学のほか河川工学，社会学といった異なる分
野の研究者が参画して，水中と河辺の物理的環境（河川
工学班，生物・工学班が担当）と動植物の生息状況（生
物班が担当），流域住民の河川利用史（人文・環境班が
担当）の調査・研究を行った（図３-４-２）．

3-4.  古鼡プロジェクト ─ 河川環境の復元をめざした総合調査

図3-4-1　古鼡プロジェクトの概要．
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-４-３）．このことが，河道の洗掘と中州・高水敷の堆積
を進めてきた可能性がある．
　また，近年，百月ダム（河口から約60.4 km）から明
治用水頭首工（河口から約34.8 km）で河床表層の粗
粒固化（アーマ化）が進んでいることが指摘されている．
内田ほか（2002）はこの区間でアーマ化の指標となる
特徴が河床砂礫に認められるかどうかを調べるため，ア
ーマ化が顕著でない上流と下流を含む６地点の早瀬，平
瀬，淵で最表層の１層とその下の２層とに分けて砂礫を
採取し，粒径を測定した．すると早瀬，平瀬ともに上流

動かない河道，固くなった川底
（河川工学班，生物・工学班）

　砂利採取が本格化した1960年代以降，矢作川の下
流，鵜の首橋（河口から37 km）から河口までの区間
では河床が著しく下がったことが横断測量データから分
かっている．しかし対照的に，平戸橋付近（河口から
44.8 km）から鵜の首橋までの中流では，平均河床高で
見る限り河床の低下はほとんど見られない．そこで大嶋
ほか（2002）は平戸橋付近（44.8 km）から平成記念
橋（42.0 km）の範囲で，横断測量データに加え，空中
写真，地元住民からの聞き取りのデータから河床と水位
の変化を詳しく調べた．1920年代から水位が下がり続け，
現在までに約３m下がっていた．1960年代以降は低水
路の底が掘れる一方，中州と高水敷の一部で堆積が進ん
だ．したがって1960年代以降は，川の横断面の形が変
わったため，平均河床高はほぼ変わらないにも関わらず
水位が下がったと考えられた．また，河口から42kmの地
点で流量，河床材料，横断面の変化をもとに河床が攪乱
を受ける頻度が毎年どう変化してきたかシミュレーション
したところ，1971年の矢作ダム建造以前は１年に50日
近く川底の石が動いた年もあったが，ダム建造後は攪乱
頻度が大きく下がり，1990年代になると特に河床が動き
にくくなったことがわかった（田代・辻本，2003；図３ 図3-4-3　河床攪乱頻度の経年変化．

図3-4-2　古鼡プロジェクトの組織．
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コヤナギ，ツルヨシの群落があった．土壌動物ではダニ目，
コウチュウ目ハネカクシ科，ハチ目アリ科，トビムシ目が
確認されたが，土壌動物相は森林と比較すると著しく貧
相だった．これはマダケ林に堆積するリター（落葉落枝）
の量に限界があること，タケ・ササ類はケイ素分が多く腐
植に富む土壌になりにくいためと考えられた．クモ相を概
観すると，マダケ林内には植物上のわずかな空隙を利用
して小型の巣を造るサラグモ・タナグモ・ヒメグモ科など
が優占し，林縁部には地表性のコモリグモ科とヒメグモ科
が混在し，水際ではコモリグモ科が優占するなど，汀線
からマダケ林にかけてのクモ類相の環境傾度が明瞭であ
ることがわかった．陸上昆虫は環境移行帯である林縁部
で豊富だった．マダケ林の昆虫相は単純だったが，林縁
から汀線にかけての草地斜面は低茎・高茎草本が豊富で
あり，蔓性植物や木本類の幼木も混ざっていて，吸蜜に
適した花も多く，植食性昆虫にとって好適な環境であっ
た．両生・は虫類で確認された種は少なくトノサマガエル，
イシガメ，アカミミガメ，カナヘビ，トカゲのみであった．
鳥類で確認されたのは平地と丘陵地にごく普通にみられ
る種だったが，河川の空中，林と林縁部，水際，水中，
中州といった環境のそれぞれに適応した鳥類が生息して
おり，10月から３月の冬期に休息や採餌により利用が増
えることがわかった．鳥による竹林の利用率は極めて低
いが，広葉樹林は採餌環境として利用率が高いこと，中

から下流へ次第に細粒になるとともに，１層より２層が
細粒になる傾向が見られたが，アーマ化が顕著な中流
３地点にのみ特有の傾向は認められなかった．そこでア
ーマ化によって失われると考えられる細粒成分に着目し，
その割合を比較したところ，中流域３地点の早瀬の２層
目では１mmより細かい砂が２%未満と極めて少ないのに
対し，上流，下流の地点では常に２%以上だった．また，
平瀬の１層目では32 mmより細かい礫と砂が中流域で４
%未満と極めて少ないのに対し，上・下流域では常に４
%以上だった．こうしたことからこの区間ではアーマ化が
進んでいるために，自然状態では早瀬の１層目に限られ
る砂や細かい礫の流失が平瀬の１層目や早瀬の２層にま
で及んでいるのだと推測された．

陸上～水中の生物（生物班）

　古鼡水辺公園下流の，矢作川中流域の代表的な河辺
景観であるマダケ林が堤外1に広がる地点で，左岸堤防
から中州にかけて矢作川を横断する幅10mの調査ベルト
を設置し，陸上と水中の生物調査を行った（図３-４-４）．
　陸上の主な植生であるマダケ林の中には林冠から突出
しているエノキと，多数のムクノキの低木が確認された．
草本層にはエノキ，ムクノキ，ノイバラなどの落葉木本や
アラカシ，ヤブツバキなどの常緑木本が多かったが，こ
れは立地が安定しているためと考えられた．水際にはネ

図3-4-4　古鼡地区の河川横断面の動植物．

1 堤防と堤防の間の水がながれている土地．



特集：豊田市矢作川研究所12年のあゆみ

30

さまざまな異常が顕在化した．川の慢性的な濁りや大型
糸状藻カワシオグサの繁茂，アユの不漁などである．稚
アユ放流量を増加してもアユの漁獲量が増えなくなるとい
う事態に直面し，矢作川漁協はこれまでの河川開発者に
「寄り切られ」続けてきた歴史と増殖＝放流主義への反省
をこめ，アユの棲める川の環境づくりに取り組みはじめた
のである．
　二つめは川辺の暮らしと環境利用である（小川，
2003a）．文書史料では明らかになりにくい女性と川との
関わりに着目し，現在扶桑町に暮らす人びとへの聞き取
り調査から，古鼡地区の生業を中心とした生活変遷を浮
かび上がらせた．1959年のトヨタ自動車元町工場の操
業までこの地区の主要な稼ぎ口のひとつは養蚕業であり，
洗濯や洗い物といった日常の台所仕事にくわえて蚕用具
の洗浄などでも川が重要な生活舞台となっていた．養蚕
業の斜陽化と会社勤めの増加により，1960年代中頃か
ら川辺が住民にとって遠景化し，かわって外来者が足繁
く訪れるようになった．このような変化を概観すると，外
来者と地元住民がともにアクセスできる川辺にするため
に，かつての古鼡の川と川辺の使い方を手がかりにしな
がら，ルールがその場で自由に成立するような，いくつ
かのきっかけを矢作川に用意する必要があると考えられ
る．
　三つめは写真でみる川辺の変化である（小川，2003b）．
古鼡地区の住民が所持していた1950年代から70年代ま
での写真資料を用いて，その被写体と同じ場所，同じ角
度からの撮影をおこなうという時間差重ね取りの手法をと
った（図３-４-５）．この資料提示型調査は，『私とあな
たの琵琶湖アルバム』（滋賀県立琵琶湖博物館，1997）
でとられた調査方法であったが，この調査においても，
たとえば昭和30年代まで主婦が洗い場として利用してい
た川端の写真を提示することによって，水や川底の様子
や他の利用者との共同利用の感覚など，多くの語りを引
き出した．

他の研究事業との関連

　あるアユ釣り師の古鼡地区での釣果日誌を解析したと
ころ，1981～1998年にかけてのアユの漁獲高の減少と
ともにカワシオグサの増加が起こっていた（本特集の３-
１参照）．また室内実験により，川底のカワシオグサを剥
離するのに必要な土砂の掃流量（一気に流れきるとすれ
ば1500㎥）が明らかになった（北村ほか，2000；本特
集の３-２参照）．空中写真を用いた解析から，古鼡地

州は外部と隔離され，幼鳥にとって安全な環境であるた
めにコチドリやホオジロの繁殖地となっていると考えられ
た．哺乳類については，モグラの一種・イタチ・タヌキ
の３種が確認された．水生生物相については，付着藻類
は季節によって，底生動物は岸辺か流心かといった場所
の違いによって優占種が変化した．付着藻類相，底生動
物相ともに，瀬環境では類似する傾向があったが，流速
が最も小さい左岸側の地点では異なる傾向が認められ，
流速が付着藻類と底生動物の生息に大きな影響を与えて
いるといえた．
　陸上生物の生息状況の特徴を概観すると，マダケ林は
光環境が悪く，林床の植物がまばらなため，陸上昆虫の
多様性が低く，腐植の堆積が薄いため土壌動物も貧弱だ
った．鳥類の利用も少なかった．しかし立地が安定し，
植生が発達していることで，中型ほ乳類の生息に適した
環境になっていると考えられた．一方林縁では草本植物
の多様性が高いため昆虫相が豊かで，捕食者のクモ類も
多様だった．は虫類のカナヘビによる昆虫類の捕食も確
認された．水際のネコナヤギやツルヨシ群落は羽化した
水生昆虫（カワゲラ・カゲロウ・トンボ類など）の隠れ
場となっており，セグロセキレイやツバメの餌場として利
用されていた．しかし生物相の豊かな林縁，岸辺といっ
た環境移行帯（エコトーン）は，低水路と高水敷の高低
差があるため幅が狭かった．

漁業者と住民の川離れ（人文・環境班）

　川と人との関わりに関する調査は，主に３つのアプロ
ーチから行われた．ひとつは矢作川の変化とアユ漁の移
り変わりである（芝村，2003）．1901年に竣工した明
治用水頭首工には魚道がなかったため主な漁獲対象だっ
たアユが遡上できなくなり，危機感を持った上流の漁業
者たちが矢作川漁協の前身となる矢作川漁業保護組合を
結成した．この組合の要望により魚道が設置された．そ
の後大正～昭和初期にかけて５つの発電用ダムが建造
され，その都度水力発電会社とアユ釣りの入漁料が主な
収入源である漁協の対立が表面化した．ダムが建造さ
れる度に発電会社が金銭的補償を行い，その金銭が稚
アユの移植放流にあてられるということが繰り返されてき
たが，これは河川環境を悪化するにまかせる結果となっ
た．1971年には増え続ける水需要への対応と治水，発
電を目的とした矢作ダムが建造された．矢作川の水質は
1960年代に最も悪化し，その後改善に向かっていたが，
矢作ダムの建造後10余年が経過した1980年代に，川の
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提起には至らなかった．しかし望ましい矢作川のモデル
になる，一つのゴールイメージは得られた．それは，鮎
釣りが生業の一部として成立していた1950年代頃まで
の，矢作川が白濁する高度経済成長期以前の姿である（図
３-４-６）． 1950年代の河辺には，カワラヨモギ，カワラ
ケツメイ，カワラナデシコやカワラハンミョウといった不安
定で苛酷な河原の環境に適応した生物が生息していたと
考えられる．これに対し現在の矢作川にはムクノキやエノ
キなどの広葉樹をまじえたマダケ林や，河辺のヤナギ林
を利用する多くの動物の生息が確認されている．
　50年間のうちに川も，川の内外にすむ生物も，人と川
との関係も大きく変わった．過去50年の間に失われたも
ののうち何を，どう取り戻すことをめざすのか，そしてそ
の復元作業と，現在川にすむ生物の保全は両立が可能
なのか．これらのことを見きわめ，川づくりを考えていく
ことが今後の課題である．
【補遺】本稿の「漁業者と住民の川離れ」執筆にあたっ
ては，中京大学の川田牧人教授に多大なご尽力を賜った．
記して厚く御礼申し上げる．

区を含む中流域の河川敷では1950～2000年にかけて，
竹林や広葉樹林が広がるなど植生の発達が進んだことが
分かった（本特集の３-５参照）．古鼡地区では発達した
河畔林がタヌキの移動経路やねぐら，休息，採餌，出産，
育児の場となっていた（千々岩ほか，2004；本特集の
３-５参照）．

「ながれ」の回復に向けて

　古鼡プロジェクトでは，矢作川中流域の川の形の変化
や生物の生息状況，川と人との関わりの変化を調べた結
果を重ね合わせたことで，矢作川の「ながれ」が失われ
てきた過程をたどることができた．1971年，増え続ける
水需要をまかなうために矢作ダムが建造されたが，その
後生活様式の変化や河川敷の樹林化（主に竹林）によっ
て，矢作川は河辺の人々から精神的にも物理的にも遠ざ
かってきたといえる．
　このプロジェクトでは残念ながら，当初めざしていた矢
作川の「ながれ」を回復するための「矢作川モデル」の

図3-4-6　1950年代と2000年代の矢作川の景観．

（小川，2003b）
図3-4-5　古鼡地区の河辺の風景の変化．
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ヤナギ林（低木林・高木林），ムクノキ ─ エノキ林，コ
ナラ林，短茎草原，高茎草原，岩上植生，クズ群落，芝
生（シバ草地）だった（図３-５-１）．全域に渡って，本
来水害防備林（伝統的な護岸の手法で洪水流の減勢と
緩和，　堤防保護，土壌浸食防止，水流の固定などの機
能をもつ）として植えられたマダケ林が広がっていること
と，都市ブロックの中心部から下流側にはグラウンドなど
の運動施設が多いため，それらに付随する芝生の面積が
大きいことが分かった．
　都市ブロックでは1950年以降，耕作地と堆砂地の面
積が減少した一方，芝生，広葉樹林，竹林の面積が拡

はじめに

　河辺の植物群落は水中・陸上のさまざまな動物の生息
環境として重要であるとともに，川の水質保全に貢献し，
護岸などの役割を果たしている．こうした植物群落は開
発や整備に伴い全国的に少なくなっており，その傾向は
とりわけ川の中～下流域で顕著である．しかし矢作川の
中流は自然護岸の区間が多いため，比較的河辺の植生
が豊かである．河辺の植物群落を維持するためには，そ
の成立過程や遷移の機構を明らかにし，適切な管理計画
を立てる必要があるが，矢作川に限らず，周辺の開発が
進んだ中流域の河辺の植物群落についての研究は少な
かった．そこで，植物を基盤とする河辺の生物生息状況
を明らかにし，今後の管理・保全のあり方を考えるため，
豊田市中心部の河辺の生物調査と矢作川に多い河辺の
竹林の管理手法を考える調査を行った．

豊田市中心部の河辺の生物

　豊田市は1996年に矢作川の豊かな自然を守り，よりよ
い河辺環境を創ることをめざして「豊田市矢作川環境整
備計画」を定めた．この計画では旧市域の矢作川本流が
４ブロックに分けられ，各ブロックの環境特性に応じて生
態系と景観の保全・再生および河辺の利活用を進めるた
めの整備方針が定められた．市の中心部を流れる河口か
ら約37～45km（竜宮橋～越戸ダム堰堤）の区間は “都
市ブロック” とされ，中心的に整備が行われることになっ
たが，そのためにはここにどんな生物が生息しているの
か明らかにする必要があった．そこで市の河川課が当研
究所に都市ブロックの区間の河辺の植物，昆虫，鳥類，
哺乳類の基礎調査を委託した．この調査は1995年度か
ら1999年度まで５年間かけて行われた．また，一部の
地点で2001年度に哺乳類の生息調査が行われた．

・植物
　維管束植物（シダ植物＋種子植物）については合計
402種が記録された．全植物種に占める帰化植物の割
合（帰化率）は15.7％で，都市を流れる河川としては比
較的低かった．付近の開発が進んでいるものの河畔にま
とまった植生が残されており，主な植物群落はマダケ林，

3-5.  中流域の河辺の生物と河畔植生の管理手法

図3-5-1　都市ブロックの植生．
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大した．この変化を引き起こした原因の一つと考えられ
るのが1970年代の土地利用の変化である．以前河辺
は田畑を作り，竹材や薪材，草を採取する場だったが，
1970年代以降は市街地のレクリエーション空間に移行し
た．このことで芝生が増えるとともに，耕作をやめた田畑
や草が刈られなくなった採草地が樹林になったり，竹材
が伐り出されなくなったため広がった竹林に飲み込まれ
たのである．もう一つは1971年の矢作ダム建造による流
量，氾濫，川を流れる砂利の量の減少である（砂利の減
少には砂利採取も影響していたと考えられる）．これらの
ことから本来頻繁に動き，河畔植生の繁茂を抑えていた
流路が動かなくなり，安定した立地が増えて土砂の堆積
が進んで，樹林や竹林の発達が促されたと考えられる．

・動物
　昆虫は20目349科2640種が確認された．これは
2001～2003年度に旧豊田市内で記録された種の約
45％に相当する．出現種数は植生，地形，増水による
撹乱と砂礫の堆積状況などの環境条件に，大きく影響さ
れることがわかった． 2000年の環境庁レッドデータブッ
クに記載された種（ヨコミゾドロムシ，キイロヤマトンボ，
シロヘリツチカメムシ，コオイムシ，オオムラサキ，ツマ
グロキチョウ）も確認された（写真３-５-１）．都市ブロッ
クの昆虫相の特徴として，過密な竹林や，強度の草刈り
が行われる草地が広範囲に広がっていることによる種組
成の貧化，それにも関わらず多様な生息環境が存在す
ることによる稀少種の多さ，都市に隣接していることによ
るアメリカシロヒトリ等の都市昆虫の侵入などが挙げられ
た．
　鳥類は16目36科136種が確認された（真野・横山，

2002）．これは1971～1994年の23年間に旧豊田市内
で確認された鳥類の71.2％にあたる．調査範囲内に山が
含まれないことを考えあわせると，これは非常に高い数
値である．環境別に主な出現種を見ると，林地ではヒヨ
ドリ，キジバト，イカル，スズメ，メジロ，エナガなど，
草地ではホオジロ，スズメ，カシラダカ，アオジ，キジバ
トなど，水辺ではカルガモ，マガモ，コガモ，セグロセ
キレイ，キンクロハジロなど，公園では農耕地に多いス
ズメ，ムクドリ，ドバト，ツグミなどとなっていた．都市
ブロックは個体密度の点からも，多様性の点からも鳥類
相の豊かな地域だと判断されたが，その原因は出現環境
ごとの鳥類出現種の類似度が低く，水辺や草地，森林に
生息する種が幅広く出現したことによるものと考えられた
（図３-５-２）．
　哺乳類は４目５科８種が確認された（平林，2002）．
特徴的な種のひとつはホンドタヌキ（以下，タヌキ：写
真３-５-２）だった．タヌキはもともと日本列島に広く分
布し，奥山よりはむしろ里山の二次林に多くみられる種だ
が，近年では里山の二次林の開発が進み，生息場所が
徐々に狭められてきている．このような状況にありながら
も矢作川の河川敷で生息していることは特筆すべき事項
といえよう．景生保全研究所（当時）の千々岩哲氏らが
2001年度に平戸橋から高橋間の右左岸堤外地（堤防の
川側）を対象としてタヌキの生活痕（足跡や糞など）調

写真3-5-1　オオムラサキ．

図3-5-2　鳥類の多様度指数．矢作川中流域（都市ブロック）
　　　　 の鳥類の多様度は，旧豊田市の東部丘陵地や旧
　　　　 豊田市全域と比較して高い．
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査と電波発信器を用いた行動調査を行ったところ，堤外
地の樹林がタヌキの移動経路，ねぐらや休息，採餌，出
産，育児の場として機能していることがわかった．またタ
ヌキは魚類や貝類などの水生動物などを採食するために，
水辺を好んで利用すると考えられた．タヌキの他には近
年減少しつつあるカヤネズミ，樹林に多いヒミズ，ハツカ
ネズミなどの小型哺乳類の生息が特徴的だった．甲南高
校の恩地実氏らは2001年度に古鼡水辺公園，お釣り土
場水辺公園，竜宮橋の上流右岸で小型哺乳類（特にア
カネズミ）を対象とした生息調査を行った．すると古鼡水
辺公園やお釣り土場水辺公園は人の利用が生息の障害に
なっていると考えられたが，人の利用がほとんどない竜
宮橋付近ではアカネズミ以外にハタネズミ，ジネズミ，カ
ヤネズミと多種類のネズミの生息が確認され，空中分散
できない小哺乳類の，他の地域への供給源となりうる場
所であることが分かった．

・望ましい整備のあり方
　以上の結果を踏まえ，現在河辺に生息する植物と昆虫
をはじめとした動物の生息環境をまもり，その多様性を
更に高め，良好な景観を創出するための９つの整備方針
を提案した（① 昆虫の食草となるブナ科植物の導入， ② 
多様な植物を伴うムクノキ ─ エノキ林の育成， ③ 竹林の
適度な間伐， ④ 礫や砂を利用する昆虫の生息地となる砂
礫堆積地の確保， ⑤ 運動公園の裸地の縮小， ⑥ 草刈り
のトラ刈り方式の導入， ⑦ 水際に近いヤナギ林とツルヨ
シ群落の維持と再生， ⑧ 水際・草地・林地等の多様な
環境の確保， ⑨ 自生種でつなぐ上～下流，川～市街地
のコリドー）．その内容については（表３-５-１）に示し
た．

河辺の竹林の管理手法

　矢作川では本来水害防備林として植えられた竹林が至
る所に見られる．こうした竹林では，以前は竹材やタケノ
コの生産のために頻繁に伐採が行われていたが，現在は
輸入品との競争や労働力不足のため生産意欲が失われ，
管理放棄されて，林内が暗くなったことによる生物の質的・
量的減少と河川景観の悪化が問題となっている．そこで，
このような竹林の大半を占めるマダケ林で豊かな植物相
と良好な景観を維持・創出するためには，今後どのよう
な管理を行えばいいか検討した．また，竹の伐採により
広葉樹の成長を促進できるかどうか，皆伐実験区を設け
て調査した．これらの調査は1996～1997年度に都市ブ
ロック内で行われた．
　マダケ林の管理方法を検討するために，竹の本数密度
が148～396本/100㎡と異なるマダケ林６ヶ所と，調査
開始直前（1997年３月）に間伐が行われた林（本数密
度は56本/100㎡）でマダケの本数と胸高直径 ，林内の

写真3-5-2　タヌキ．

表3-5-1　望ましい河川整備のあり方についての提言．

提　言

昆虫の食草となる
ブナ科植物の導入

多様な植物を伴う
ムクノキ ─ エノ
キ林の育成

竹林の適度な間伐

礫や砂を利用する
昆虫の生息地とな
る砂礫堆積地の確
保

運動公園の裸地の
縮小

草刈りのトラ刈り
方式の導入

水際に近いヤナギ
林とツルヨシ群落
の維持と再生

水際，草地，林地
等の多様な環境の
確保

自生種でつなぐ上
～下流，川～市街
地のコリドー

具体的な内容

日本には落葉性のブナ科植物を幼生期の食物とする昆虫が
多い．その樹液を成虫期の食物とする昆虫も多く，現存す
るコナラ，アベマキ等のブナ科の落葉樹を増やすことで昆
虫相を豊かにすることが期待できる．

この地域の河畔林として代表的な植生で，林内に常緑樹や
草本類など，多種の植物が生育できる．ブナ科の落葉樹林
とあわせ，多様なコリドー（生物の往来できる回廊）を形
作る存在として位置づけられる．

管理されていない竹林では林内が暗く，他の動植物が極端
に少ない．しかし竹林を皆伐すると護岸機能の低下が懸念
されるとともに，乾燥に弱い昆虫の減少を招くので，100
～150本/100㎡程度の本数密度で維持することが望ましい．

本来矢作川中流域に多かった植生のない砂利堆積地には，
コガネムシ類やバッタ類，ジガバチ類など特有の昆虫類が
みられる．こうした種の生息環境を確保する．

踏み固められた裸地が広がり，その周辺にシバなどがわず
かに生えているにすぎない運動公園は照り返しがきつく，
飛ぶ昆虫にとって過酷な環境である．面積の縮小が不可能
なら，樹木等の植栽によるグリーンベルトの導入を検討す
べきである．

破堤や漏水を見つけるため，堤防で定期的に行われる草刈
りは，キリギリスなど草地性昆虫の生息場所を奪ってきた．
一斉に全て草を刈るのでなく，一部を刈り残すトラ刈り方
式などを検討する必要がある．

水際のヤナギ林とツルヨシ群落は多くの昆虫の生息環境と
なっているが，その立地から親水整備などによって破壊さ
れやすいことが懸念される．川から陸地への移行帯の群落
であるため，必要以上の刈取りは避ける．

堤防や河川敷，水際といった立地に，草地や竹林，広葉樹
林などの群落が成立し，多様な生物生息環境を形作ってい
る．こうした環境の多様さを維持する．

河辺の多様な生物生息環境を維持するとともに，都市部で
街路樹だけでなく社寺林や民家の庭のような厚みのある緑
化を進めるとともに，水路を増やして川と都市が渾然一体
となった環境都市をめざす．

1
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認するため，1996年５月，河口から約43kmの左岸に
ある平井公園付近のマダケ林内に25×12mの皆伐区が
設けられた（室山ほか，1998）．枠内の全ての竹を地
際20cm以内で伐採し，皆伐区内に２ヶ所，皆伐区から
10mはなれたマダケ林内（非伐採区）に１ヶ所，２m四
方の小方形区内で，1996年６～10月に木本稚樹（若い
樹木）の生死と樹高を，死んでいたら可能な範囲で死亡
要因を推定し，記録した．翌1997年８月に，前年に発
生し生残している実生の個体数と成長量を皆伐区で調べ
た．３つの小方形区内ではツルウメモドキ，エノキ，ム
クノキ，アカメガシワなど11種の木本植物が確認された．
1996年に発生した当年生実生の種数と個体数はいずれ
も非伐採区より皆伐区で多かった（図３-５-４）．皆伐区
における当年生実生の主な死亡要因は乾燥によるものと
考えられた．また，１年生実生の死亡率はいずれの小方
形区でも低かったが，非伐採区の個体がほとんど成長し
ていなかったのに比べ，皆伐区ではほとんどの個体が成
長していた．皆伐区で1996年に確認された１年生以上
の実生のほぼ100％が1997年まで生き残っていた．当
年生実生，１年生実生ともほとんどの個体で1996年より
1997年のほうが成長量が大きかった．特にエノキ，アカ
メガシワではその傾向が顕著だった．
　これらのことから，マダケ林が現状のまま維持される
限り，林内に木本椎樹が侵入するのはきわめて困難であ

植生，光環境を調べた．すると竹稈の太さに関わらず，
本数密度が増えると林内が暗くなることがわかった．そし
て，林内が暗くなるほど林床の植物種が減ることがわかっ
た（図３-５-３）．間伐区は光環境の割に出現種数が多
かったが，これは先駆性の木本や明るい場所を好む草本
（外来種を含む）が多数出現したためだった．

　竹林内は一般に種組成が貧弱だと言われている．し
かし本調査を行った林のうち，間伐区の次に本数の少な
かった調査区では25㎡当り23種の植物が確認され，ウ
ラシマソウやホウチャクソウの開花も認められた．つま
り，マダケ林でも本数密度が適切に保たれていれば，林
床に多様な植物が生育できることが示された．また，各
調査区の出現種を比較すると，明るい調査区のみに見ら
れた種と，暗い調査区にも出現していた種があった．前
者の例としてはウラシマソウやホウチャクソウなど（落葉
植物），後者の例としてはヤブツバキやキヅタなど（落葉
＋常緑植物）が挙げられる．また，４つの調査区を設置
したお釣土場水辺公園では調査区外にニリンソウが多く，
開花個体も多数見られた．ここでは落葉樹のエノキ，ムク
ノキの樹高がマダケよりも高いため，マダケ林が陰になっ
て竹稈の増加が抑えられ，林内に多くの種が生育できる
環境が保たれたと考えられる．しかし，このように竹の本
数密度を抑制する要因が存在しない場合，林内に多様な
植物の生育をはかるためには，人為的に間伐などの管理
を行わなければならない．その場合の密度は本調査の結
果から，２本/㎡程度が適切だと考えられた．
　竹の伐採により広葉樹の成長を促進できるかどうか確

図3-5-3　竹稈の密度と林内の植物種数．

図3-5-4　皆伐区（プロットA）と非伐採区（プロットB・C）で
　　　　 実験を行った年に発生した木本稚樹（実生）の累
　　　　  積発生数および累積死亡数．
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空間が拡大した一方で，植物が少なく明るい河川敷に生
育していたカワラナデシコ，カワラケツメイなどの植物や，
こうした種を食草とする昆虫（カワラケツメイを食べるツ
マグロキチョウなど）が姿を消したことも指摘されている．
裸地や芝生と竹林の広がる河辺景観は「砂漠かジャング
ルか」とも表現された．芝生は強度の刈り取りを受ける
ため，また竹林は林内が暗いため，いずれも人為的な影
響により植物相が単純化している点で問題がある．また，
小型～中型の哺乳類の多く生息する場所では，人の利用
を制限するといったゾーニングも検討する必要がある．
　一連の調査で得られた知見の一部は，河川課による都
市ブロックの整備に生かされつつある．矢作川中流域の
代表的な河畔林（ムクノキとエノキの高木林）の景観を
もつ越戸町のお釣土場水辺公園をはじめ，複数の過密な
竹林で，２本/㎡の本数密度を目安として間伐が進められ
ている．市の中心部に近い千石公園の堤防斜面では，昆
虫類を一掃しないためのトラ刈り方式の草刈りが実施され
ている．また千石公園の河川敷では，舗装面をはがして
現場の土を覆土する手法（蒔き出し）で植物群落の再生
が図られ，その結果ヤナギ林やオギ等の高茎草原が再生
した．そして，都市ブロック内でゴミ拾いや竹の伐採，草
刈り等の活動を行っている水辺愛護会６団体に，生物の
生息環境を確保する管理のあり方を提言している．

ることがわかった．一方，単にマダケ林を皆伐するだけ
では，乾燥により当年生実生の生育条件が悪化する可能
性があることも明らかになった．ただし伐採処理以前に
生育していた１年生以上の実生は，樹種間でかなりばら
つきがあるもののおおむね良好な成長を示したことから，
伐採により生残率と成長量が高められると推測された．
当年生実生の生残率を高めるためには，実生の発生・定
着の初期段階である５～６月までは伐採により良好な日
照条件を保ち，その後はある程度マダケの伸長を放置し
て過度の水分条件悪化を防ぐことが効果的である可能性
が示された．

中流域の河辺をどう管理していくか

　矢作川都市ブロックには市街地の河川敷としては多種
の生物が存在しているが，その生息環境は強い人為的影
響下にあることがわかった．その影響のひとつが，河川
敷を運動公園として利用するためのグラウンド等の裸地
や芝生の維持である．一方で，竹材が利用されなくなっ
たために管理放棄され，竹の密生したマダケ林が拡大し
てきていることも人為的影響と言える．マダケ林や広葉
樹林の広がりには，矢作ダム建造の影響で流路が固定さ
れ，低水路と高水敷の比高が大きくなったことも関与して
いる．竹林や樹林の発達により，タヌキなどの活動できる
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はじめに

　市街地の川や自然緑地は街の環境を緩和し，野生生
物とのふれあいを通じて保健休養や環境教育の場として
も機能する．豊田市の中心部を流れる矢作川には河辺に
多くの野生生物が生息する自然緑地が広がっており，市
街地の環境改善をはかるためには都市部で街路樹だけ
でなく社寺林や民家の庭のような厚みのある緑化を進め，
水路を増やして矢作川の自然を街中に導入することが望
ましいと考えられる（３-５参照）．豊田市も都市計画の
中でたびたび「矢作川を生かしたまちづくり」を目標とし
て掲げてきた．しかし川の自然を街に導入するためには，
市街地の自然とその成り立ちについての知識に基づき，
実現可能な計画を立てることが必要不可欠である．　
　そこで当研究所では2002（平成14）～2005（平成
17）年度の４ヶ年にかけて，「川を生かしたまちづくりプ
ロジェクト」として豊田市中心部の自然環境と歴史，市民
意識の調査を行い，街並みの景観および生き物の生息環
境の双方の点で良好な，川を生かしたまちづくりのため
の提案を行った．

豊田市中心部の自然

　豊田市中心部の地形は矢作川の氾濫により形成された
低地と，それを囲む台地によって形成されている．低地
の中央よりやや東寄りを矢作川が流下し，台地と低地の
境界を枝下用水と，枝下用水から分岐する根川用水が流
れている．全域で市街化が進んでいるが，小規模な自然
林をともなう緑地が点在しており，その多くが矢作川と，
枝下用水・根川用水沿いに分布していた（図３-６-１）．
　都心部の林のある緑地12地点，樹木の少ない小面積
の社寺２地点，都心部のやや南に位置する矢作川沿い
の林３地点の合計17地点を陸上生物の調査地とした．
　植物については290種が確認された．小面積の社寺を
除く15地点のうち12地点には，里山に多いコナラ，アベ
マキ，シラカシなどを主体とした広葉樹林があった．同
じく15地点中12地点は社寺林であるか，社寺に隣接し
ていた．また，７地点でアカマツが，６地点でモウソウ
チクが混交していた．空中写真から植生の変化を概観
すると，1960年代以降の急速な市街化により都心部で

は農地が激減したが，枝下用水・根川用水周辺に散在
していた林の面積はやや拡大した．その多くが農地が
耕作放棄されたり，薪炭林として利用されていたアカマ
ツ林が管理放棄やマツ枯れによって衰退した後に自然に
成立したコナラ林だと考えられ，社寺林としての位置付
けから開発を免れたことが推測された．また，薪炭林と
しての管理が放棄されたために複数の林でモウソウチク
が侵入したと考えられた．現在見られるコナラ林は，こ
のまま放置すればカシ類やヤブツバキなどの常緑広葉
樹の成長や，モウソウチク林の侵入・拡大によって光環
境が悪化し，植物の多様性が減少していくと考えられた
　昆虫は420種が確認され，特に枝下用水沿いの林で多
くの昆虫が生息していることが分かった．開発の進んだ
都心部でも，落ち葉の厚く積もった暗い森林には樹林に
適応した森林性の昆虫や地表性の昆虫が，花の多い草

3-6.  川を生かしたまちづくり

図3-6-1　豊田市中心部の植生と土地利用．
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地等にはチョウなどのような明るい環境に適した昆虫が多
いなど，環境に応じて多数の種が生息していることが確
認された．特にコナラ林では，カブトムシやコカブトムシ，
ノコギリクワガタ（写真３-６-１）やチビクワガタなどのク
ワガタ類，ゼフィルス類といわれるシジミチョウの仲間な
ど，里山に見られる昆虫も生息していることが分かった．
鳥類は44種が確認され，昆虫同様に枝下用水沿いの林
で多くの種が確認された．鳥類の種数はまとまった面積
の林に加え，開放空間や水場，実のなる木がある場所で
増えることが推測された．特筆すべき種としては矢作川
に近い社寺林で確認されたササゴイ（魚を餌とする）と，
近自然工法で再生された児ノ口公園の猛禽アオバズクが
挙げられた．また，矢作川から浄化用水が取水されてい
る支流の安永川で水質を調べたところ，取水口のBODは
0.5未満～1.4だったのに対し，下流の矢作川合流地点で
は2.1～7.6と悪化していた．安永川の上流では魚類が全
く確認できず，中下流でドジョウ，メダカ，タモロコ（写
真３-６-２）など６種を確認したが，水質の割に魚類相
は貧弱だった．これは都心部の安永川が３面張りである
ために増水時の避難場所がないことと，上流の矢作川取
水口と下流の合流部が魚の入り込めない構造であること

が原因と考えられた．ただ，メダカやタモロコは元々氾濫
原に適応した種類であるため，かつて氾濫原であった環
境に生息していた魚種が遺存的に残っていることのあら
われかもしれない．また，河道には砂や砂利などの堆積
がほとんどなく，植物がほぼ生育出来ない状態であるこ
とから，底生動物相は単純で，水質が悪くても生息でき
る種（アメリカザリガニ，ミズムシなど）が多かった．

豊田市中心部の歴史

　江戸時代，矢作川沿いの低地に広がる市街地である挙
母下町は，各街道の陸上交通と矢作川の水上交通とが交
錯する水陸交通の要衝地だった．矢作川を遡ってくる酒，
土管など下流の物資と西加茂奥地の磨き砂や木材などが
交易される｢土場｣によって発展した．江戸期から明治初
年まで挙母町は城下町として栄え，綿・漆などの集散地
としても知られた．1877（明治10）年頃から養蚕が盛
んとなり，三河地方のまゆ取引の中心地として大きく発展
した．1897（明治30）年頃には製糸工場も10工場ほど
あり（ほとんどが挙母町内），人の行き来する賑やかな商
業地区となった．
　昭和に入って自動車の量産工場が誘致され，1937
（昭和12）年には豊田自動織機からトヨタ自動車が独立
して誕生した．その後に自動車産業が盛んになっていく
にしたがい，市民生活への対応として商業施設の充実が
求められるようになり，現在のような街並みへと変わって
いった．また，戦後しばらくまで挙母町を囲んでいた広大
な田園地帯は，その後急速に市街化が進んだ．

写真3-6-1　ノコギリクワガタ．

写真3-6-2　タモロコ．
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る緑化（景観の連続性と野生動物の往来するコリドーとし
ての質を高める），水質の浄化（新たな浄化用水の導入
も視野に入れる），自然水路の拡大，本流との合流部の
段差解消（いずれも魚類を含む水生生物の生息環境の
確保につながる）を進める必要がある．
　今回調査が行われたコナラ林は，このまま手入れされ
なければカシ類などの常緑樹の林に移行していくと考え
られる．林内の明るさや植物の多様さ，市街地における
林としての快適性といった側面を考えると，落葉樹林とし
て維持する方がいいケースが多いと考えられる．そのた
めには林内の常緑樹や竹の択伐を行う必要があるだろう．
これらの林は地域の歴史を語る存在でもある．適切な保
全・管理（枯死した木や竹，ゴミの撤去など）が行われ，
近隣の社寺や公園，歴史的建造物などと一体化した景観
づくりが実現されれば，かけがえのない地域の財産にな
るだろう．
　今回の調査結果に基づき，水と緑を生かしたまちづく
りに関して５つの提言を行った（表３-６-１）．また，豊
田市中心部の水と緑をつなぐプランの一例を図３-６-３
に示した．豊田市の2006（平成18）年の「緑の基本計

水と緑に関する市民意識

　豊田市都心部に緑を増やすことに関して，住民がどの
ように考えているかを調べるため，旧豊田市内の居住地
域，性別，年齢のさまざまに異なる住民307人に11項目
のアンケート調査を行った．その結果，項目によって差
は見られたたが，多くの住民が街の中の緑を増やすこと
に対し，肯定的な評価をしていることがわかった（図３-
６-２）．特に賛成意見が多かったのが，散歩道，公園内
の樹木，並木とその下の草花や低木を増やす，という４
項目だった．居住地域別に回答をみると，緑の少ない旧
豊田市の西～南部の住民の方が，緑の多い旧豊田市の
北～東部の住民より，緑への要求がやや多い傾向があっ
た．

街に川の自然をよびこむ

　豊田市中心部には矢作川や農業用水に沿って，コナラ
など里山の樹種で構成された小面積の自然林が分布して
いたが，その面積はきわめて小さかった．そして，矢作
川支流の安永川水系を水生生物の棲みやすい環境にす
るためには，川の形状や本流との合流部の構造，水質な
どの上で多くの課題があることがわかった．
　矢作川の水面や川辺と市街地の緑は，ヒートアイランド
現象による急激な気温の上昇を気化熱によって抑えてい
る．緑はさらに，大気汚染物質を吸着して空気を浄化す
る．大きな樹木であればアスファルトの路面に木陰を落と
すことによっても，気温の上昇を抑制する．こうしたこと
から，豊田の中心部では緑と水の量的な増加が大きな課
題である．具体的には街路，オープンスペース，屋上，
壁面などの緑化（特に公共施設）や，暗渠となっている
小河川の掘り起こしがあげられる．また，緑と水を生物
生息空間として質的に向上させるためには，自生種によ

図3-6-2　水と緑に関する市民意識．

提言のカテゴリー

川と用水の位置付け

緑の量的増加

緑の質的向上

水の量的増加・水
の質的向上

街並み景観の改善

　　　　　　具体的な内容

1.矢作川と，西側の台地と市街地の平地境界の斜面
に連なる枝下緑道は対等に保全をすべき自然で
す．継続的な動植物の供給地に位置づけます．

  2. 緑，とりわけ広葉樹が，市街地の温度上昇をお
さえ，大気を浄化する役割を果たしていることを
もっと評価する必要があります．
3.公園，社寺，ビオトープなど緑地の役割を，生
きもの移動の中継地として見直します．これらを
結び，散策に快適な水と緑に包まれた道路網を
整備するといいでしょう．

4.民家の庭園樹や花壇なども，生きものの通り道
として評価します．

  5. 河川沿いのヤナギとエノキ，里山のコナラ，ア
ベマキ，シラカシ，そして明るい林床の草本や
低木群落．市内にはこれらの在来植物の導入が
望まれます．

6.鳥を呼ぶ実のなる植物，そして昆虫の繁殖しや
すい広葉樹を主体に，まちのあちこちに適正に
配置させます．花の多い草地も大切です．

  7. 水質悪化をもたらす生活排水の流れない、生き
ものの豊かな小川は，親水空間としても活用で
きます．水質改善と，本流と支流の段差がなく，
砂礫や水草による隠れ場所がある川づくりが，
水中の生き物を育みます．

8.豊田市の昔を偲ばせ，歴史的役割を担った街並
みが引き立つように，水と緑の配置にこだわり
たいと思います．

                                                                               あん きょ                                                                                       

表3-6-1　水と緑を生かしたまちづくりに関する提言．
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水と緑を増やしてつなげる整備計画の推進と自然の豊か
な市街地の景観づくりに役立つものとなるよう尽力してい
きたい．

画」では「水と緑につつまれたものづくり・環境先進都
市」を市の目標像としており，その重点プロジェクトの一
つ「緑の環境都市軸の形成」で都心部の緑化推進をめ
ざしている．本調査の結果が，地域の自然特性を生かし，

図3-6-3　豊田市中心部の水と緑をつなぐプランの一例．A. 水と緑のプロムナードエリア　B. 道路緑化エリア　C. 壁面緑化・屋上緑化
　　　　   エリア　D. 水と緑のネットワークエリア　E. 環境共生住宅エリア．



矢作川研究 No.12：41～42，2008

41

はじめに

　源流域の森林，水源林は，土壌に雨水を一時貯留して
ゆっくり流出させることで川の流量をならし，大雨の後に
鉄砲水や濁水が発生するのを抑える機能を持つ．また，
はりめぐらされた植物の根で土砂の流出を抑える機能も
持っている．先行研究によりこうした機能は，地質や地形
等の条件に加え，樹種や林齢などにより変化することが
知られている．たとえば一般に常緑針葉樹林では土壌が
水を蓄える機能（保水能）が低く，若齢林では土砂流出
抑制機能が低い傾向がある．そこで，矢作川流域ではど
のような要因が水源林の機能に影響を及ぼしているかを
明らかにするため，以下の調査を行った．

森林のタイプと表層土壌の保水力

　豊田市猿投地区，猿投山麓にある矢作川二次支流の
広沢川で，1998～1999年度に渓畔林の樹種構成や構
造と表層土壌の保水能の関係を調べた．調査は標高約
150～250mの，斜面方位と傾斜角が比較的類似したス
ギ林３地点，広葉樹林３地点（針葉樹との混交林も含
む），モウソウチク林１地点の計７地点で行った．
　各調査区で樹高1.3m以上の全ての樹木の樹種と胸
高直径1，竹の本数を記録した（草本層2はいずれの地点
でも被覆率が低かったため調査対象としなかった）．モ
ウソウチク林には樹木が混交しており，モウソウチク林以
外６調査区中４調査区にモウソウチクないしマダケが侵
入していた．スギ林ではいずれの方形区でもスギの胸高
断面積3値が最も高かったが，広葉樹林３地点中２地点
ではヒノキが，残る１地点ではコナラの値が最も高かっ
た．いずれの地点もアラカシ，スギ，アセビ，ヤブツバ
キなどの常緑樹の小径木の密度がきわめて高かった．胸
高断面積合計4は広葉樹林・モウソウチク林よりスギ林で
高い傾向にあったが，本数密度は逆に広葉樹林・モウ
ソウチク林でやや高かった．針葉樹の胸高断面積が高い
林ほど，広葉樹の密度は低くなった．表層土壌の保水能
を調べるために内径10cmの塩ビ管を有機物層5の下部ま
で埋設して終期浸透能6を測定し，樹木の密度や胸高断
面積と比較した．すると広葉樹の樹木の密度と胸高断面
積の比率が上がり，針葉樹の密度と胸高断面積の比率

が下がるほど終期浸透能が高くなる，すなわち表層土壌
に水がしみこみやすくなることが分かった（図３-７-１）．

人工林の植栽木と草本層

　矢作川流域の森林のおよそ半分はスギやヒノキなどの
常緑針葉樹の人工林だが，その多くは経済的価値を失っ
たために間伐などの管理が行われなくなり，林内が暗い
状態で放置されている．有機物層の発達しにくい常緑針
葉樹林では草本層の植物が雨滴の衝撃を和らげ，表層土
壌の流出を抑える重要な役割を果たしているが，林内が
暗いと植物の生育が妨げられ，土砂流出が起きやすくな
る危険性がある．そこで2000～2001年度にかけて，愛
知県旭町（現・豊田市旭地区）の築羽地区（矢作川支

3-7.  水源林調査

図3-7-1　終期浸透能と (a) 広葉樹の密度, (b) 広葉樹胸高断
　　　　  面積,  (c) 針葉樹の密度および (d) 針葉樹胸高断
　　　　  面積の関係．いずれの図でも統計的に有意な相関
　　　　  が確認された．

1 地上1.3mの高さの幹直径．
2 林内の草と1.3m未満の樹木からなる層．
3 樹木の胸高直径から計算する．
4 胸高断面積を算出して林ごとに合計した値で，林の成長段階の指標になる．
5 土壌表層の落葉落枝などの有機物が堆積した層．
6 しばらく降雨が続くと，水が土壌にしみこむ単位時間あたりの量が一定値になる．
  その値が終期浸透能で，単位はmm/hである．



特集：豊田市矢作川研究所12年のあゆみ

42

かるには間伐を行う必要があることが示された．
　土壌の保水能や土砂流出抑制機能を含む森林の公益
的機能は数値化することが難しい．土壌の水質浄化機能
についても同様である．植生や管理状況の違いが川への
水流出や河川水の水質に長い時間スケールでどう影響す
るか確認することは困難で，川の流量や水質の長期モニ
タリングが必要である．矢作川流域の水源林のもつ機能
について，何が最も期待されているかを見きわめ，今後
どんなアプローチからの調査・研究が可能なのか，検討
を進めたい．

流の介木川および坪崎川流域）の人工林（標高430～
730m）で調査を行った．スギとヒノキの人工林11地点
（斜面中～下部）に調査区を設置し，林の樹種と構造，
管理状況と林齢，草本層の種組成と植被率7，表層土壌
の終期浸透能を調べ，水源林育成という視点から人工林
で今後どのような管理を進めていくことが望ましいか検討
した．
　胸高断面積合計に占める植栽木の割合は11地点中10
地点で85％を超えていた．植栽木の樹種や管理の有無
にかかわらず，林齢が高い林ほど，植栽木の占める割合
が高い高木～亜高木層（胸高直径５cm以上，樹高およ
そ７m以上）の樹木の平均胸高直径と胸高断面積値が高
くなり，本数密度が低くなる傾向がある，すなわち林齢
が高く，樹木の成長した林ほど本数が減る傾向があった．
草本層の積算植被率8と出現種数は調査区により大きなば
らつきがあった．スギ林とヒノキ林をあわせてみると，間
伐などの管理が行われている林の草本層の出現種数は平
均47種だったのに対し，管理が行われていない林では平
均29種と少なく，明瞭な差があった．また，高木～亜高
木層の樹木の密度が高いほど草本層の植被率が下がり，
種数も減る傾向があった（図３-７-２）．表層土壌の終
期浸透能の平均値は22.9～84.8mm/hと全体的にきわめ
て低く，立地や樹木との関係は認められなかった．

水源林における望ましい植生管理

　上記の２調査から，矢作川の源流域では常緑針葉樹と
広葉樹の混交林では広葉樹の比率が高くなるほど表層土
壌の浸透能が高くなることと，常緑針葉樹の比率がきわ
めて高い人工林では，他種の樹木の混交率に関わらず表
層土壌の浸透能は低いことが示唆された．また人工林で
は，高木～亜高木層の樹木の密度が高い林で，表層土
壌を保護する草本層の植被率と種数が下がる傾向がある
ことがわかった．すなわち，人工林で草本層の育成をは

図3-7-2　高木～亜高木の樹木の密度と草本層の種数およ
び積算植被率．

7 被覆率．
8 全出現種の植被率の積算値．

コラム：森の健康診断

　矢作川流域では行政主導型の森林ボランティア活動

の行き詰まりや2000年の東海豪雨災害後の市民の森

林に対する関心の高まりを受け，2000年代に入って

複数の民間による森林ボランティア団体が設立された．

2004年，流域の5つのボランティア団体が共同して

「矢作川水系森林ボランティア委員会（矢森協）」を設

立した．矢森協の主な活動目的は山に関心の薄れた山

主たちと一緒に山仕事を進めることだったが，このメイ

ン事業とは別に，発足当初から市民参加型の放置人工

林実態調査の構想があった．それが「矢作川　森の健

康診断」である．

　一般参加者が楽しく行うことができ，しかも科学的な

データが得られる市民参加型調査の趣旨に賛同して、

当研究所では2004年より調査項目や調査方法の設定，

マニュアルや調査票の作成といった部分で「森の健康

診断」に参画している．調査項目の設定にあたっては

本章（3-7）「人工林の植栽木と草本層」に記した調査

結果に基づき，草本層の種数や植被率を調べ，植栽木

の本数と比較することを提案した．

　2005年6月4日に第1回「矢作川 森の健康診断」が

実施された．2006年，2007年の6月第1土曜日に第

2回，第3回が実施され，3年間で延べ790人が参加し

て，流域内の人工林224地点が調査された．結果の詳

細については本誌p.103～110を参照されたい．
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ひとつの流域に，一つの博物館

　高度経済成長期，矢作川沿岸水質保全対策協議会（矢
水協）をはじめとする流域の環境運動によって水質保全
をなしとげてきた矢作川を，さらに美しい川へとその姿を
取り戻すために設置された「豊田市矢作川環境整備検討
委員会」は，1991年ヨーロッパの河川管理を視察した．
視察団の役員たちが驚いたことのひとつに，ある流域に
「流域博物館」が存在したことがあった．そこでは，その
流域の生態学的な資料はいうにおよばず，歴史的，文化
的資料も豊富にあり，丁寧に整理されていたという．さま
ざまな質問に対し，すぐさま資料が提示されるのを見て，
役員たちは，矢作川にもこのような博物館が必要ではな
いかと思い至った．これを受けて，矢作川研究所の設置
にあたっては，歴史的・文化的資料の収集・整理機能も
求められたのである．

矢作川の人文・歴史調査のはじまり
～「ヤナ調査」

　研究所発足当初は，人文・歴史部門の専門家がおら
ず，中京大学社会学部古川研究室へと委託するかたちと
なった．これを受けて古川研究室は，川に昔から今日ま

で足をつけて生きてきた漁労民にスポットを当てることに
し，その手始めとして，1994年から３年間，矢作川の
「ヤナ」に関する調査をおこなった．これは，矢作川の集
水域と放水域の結節点にあたる（古川，1996）豊田市
広瀬地区住民の川との暮らしに着目したからである．
　愛知県内でアユ釣りが出来る有数の河川として知られ
ている矢作川には，落ちアユを採る「ヤナ」が現存する．
かつて，矢作川本流には下流から馬場瀬・広瀬・富田・
藤沢・川口・池島・笹戸・有間・小渡などでヤナが作ら
れたが，現存するのは広瀬，川口，小渡の三つだけであ
る．ヤナの運営に関わっているメンバーの高齢化が進み，
早急にヤナの記述を進める必要があり，調査事業が進め
られた．調査は，1994年当時豊田市内で唯一現存して
いた広瀬ヤナ（組合）を中心に実施された．
　このヤナ調査の報告は，以下のようになされている．

１）矢作川の伝統漁業と河川の変遷
２）矢作川変遷史
３）ヤナの基本構造と歴史
４）広瀬ヤナと矢作川
５）広瀬ヤナの築造から撤去まで
６）矢作川の人と暮らし
７）矢作川環境運動史

　調査結果により，「広瀬ヤナ」の歴史，ヤナの全体構
造（平面構造と垂直構造），棚簀の構造（簀の材料，編
み方の差異）が得られ，広瀬と近隣のヤナとの比較が試
みられた．結果として，矢作川本流の川口・小渡のヤナ
と，巴川水系の白鷺・一の谷のヤナが，それぞれ同系で
あることが確認され，本章のテーマである広瀬ヤナにつ
いては，系譜が不明確で，他のヤナとの関係づけが容易
でない（日比野,1996）ことがわかった．更に，築造工
程とタイムスケジュールおよび各工程の内容も記録した．
写真やイラスト，ビデオなどを用い，各工程を詳述した
記録は他に類を見ないものとなっている（写真３-８-１，
３-８-２）．
　また，ヤナ調査は単なるヤナの調査にはとどまらず，矢
作川研究所の発足理念に即した，幅の広いものとなって
いった．河川の変遷と人の暮らし，そして環境運動の歴
史を概観することになったのである．このようにして，矢

3-8.  矢作川データベースの構築

図3-8-1　データ収集の空間分布図．
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のかを明らかにしようとしたのである（川田，2003）．
　たとえば，「アユが釣れなくなった」という表現は，「将
来はふたたびアユが釣れる川を回復したい」という「な
がれ」への抱負と読むことができる．「古鼡プロジェクト
によって報告された事項と，それぞれの調査にともなって
収集された資料の一部を以下に紹介する．詳細について
は，別途「古鼡プロジェクト」の項を参照されたい．
　
矢作川の変化とアユ漁の移り変わり
　本調査では，河川漁業従事者にとっての川の歴史を
描き出すために，ダム建設とそれによる環境の変化の中
で，アユがどのような語られ方をされているかを調査し，
1970年代以降の清流回復の努力を大規模な河川開発か
らの「寄り切られ」型歴史からの転換である，と結論した
（芝村，2003）（写真３-８-３，３-８-４）．

作川研究所の流域博物館としての役割がスタートすること
になった．一方，ヤナ調査に限定すれば，広瀬ヤナの系
譜や，人びとを取り囲む陸域の植生などの調査が，今後
の課題として残された．

（本項目は，調査にかかわった藤原久道氏にご執筆いた
だきました．藤原氏のご尽力に深謝します．）

川辺の人びとの記憶の「ながれ」

　越戸ダム直下では，ダムの影響によって生態系が単純
化，後退している．この実態を解明し，生態系の復元を
めざして，「古鼡プロジェクト」がはじまった．古鼡プロ
ジェクトでは，生態系の実態調査ばかりでなく，矢作川
の変化を，流域住民の生活知識，記憶，感情の変化を，
「ながれ」という概念によって明らかにしようとした．この
「ながれ」を丁寧に書き留めていくことによって，生活者
としての流域住民が，自分たちの生活環境をどのようにと
らえ，社会全体の価値観の変化を受け入れながら，どの
ように「よりよい暮らし」へのビジョンをつくりあげていく

写真3-8-1　広瀬ヤナ　設営風景．

写真3-8-2　広瀬ヤナ　営業風景．
写真3-8-3　舟上で釣り（築山フサエ氏所蔵）．

写真3-8-4　舟上でガリ漁（築山フサエ氏所蔵）．
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写真でみる川辺の変化
　古鼡に住まう人びとは，川辺の写真を多く所持してい
た．これらを，お願いして借り受け，写真と同じ場所を同
じ角度から撮影し，それを改めて地域住民に比較して見
てもらうことで，さまざまな記憶を聞き取りから聞き出すこ
とに成功した．たとえば昭和30年代まで主婦が洗い場と
して利用していた川端の写真を提示することによって，水
や川底の様子や他の利用者との共同利用の感覚など，多
くの語りを引き出している（小川，2003）（写真３-８-
６，３-８-７）．

矢作川の変化と環境運動
　矢作川流域では，1970年代から環境運動が盛んで
あった．その中核となったのは，矢作川沿岸水質保全対
策協議会，通称「矢水協」の活躍であった．矢水協は，
汚濁源に対する監視や抗議，関係省庁への水質基準設
定の陳情や監督強化の要請などを展開し，矢作川浄化を

川辺の暮らしと環境利用
　古鼡での聞き取り調査は，文書史料では明らかになり
にくい，女性と河川との関わりを明らかにしていった．小
川（2003）によると，1960年頃まで，この地区の主要
な稼ぎ口のひとつは養蚕業であった．そのため，洗濯や
洗い物といった日常の台所仕事にくわえて，蚕用具の洗
浄などでも川が重要な生活舞台となっていた．養蚕業が
衰退する中で，住民は川辺から離れていくことになり，そ
れにかわって外から訪れる人びとが増えるようになった
（写真３-８-５，図３-８-２）．
　更に小川は，古鼡プロジェクトにおいて，このような変
化を描き出した上で，外来者と地域住民が，「ともにアク
セスできる川辺にするために，かつての古鼡の川と川辺
の使い方を手がかりにしながら，ルールがその場で自由
に成立するような，いくつかのきっかけを矢作川に用意す
る必要があるだろう」と提言した（小川，2003）．

写真3-8-5　現古鼡水辺公園辺りから上流を見る
（築山フサエ氏所蔵）．

図3-8-2　水辺の洗濯風景（小川都氏著作）．

写真3-8-6　現古鼡水辺公園辺りから上流を見る
　平戸橋（築山フサエ氏所蔵）．

写真3-8-7　古鼡水辺公園辺りから上流を見る
平戸橋（小川都氏撮影）．
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ざまなものがある．これらを，設立当初の目的どおり，外
来者が望んだ際にいつでも閲覧できるよう，整理・公開
することが求められた．すなわち，矢作川データベース
の構築である．
　小川（2004）によれば，データベースの内容は，大
きくは３つのカテゴリーに分けられる．「矢作川資料デー
タベース」「矢作川文献データベース」「矢作川新聞デー
タベース」である．「矢作川資料データベース」は，社
会学や民俗学分野を中心とした調査資料のデータベース
である．また，研究所の調査自体も矢作川とひとの関わ
りに関する資料の一つという考えから，聞き取り調査テー
プ，調査写真，研究所内でまとめた年度調査報告も登録
した．これらの資料に加えて，通常業務内で入手すること
のできた参加会議の会議録やイベント配布レジュメも，今
後の調査研究での活用を想定し資料として登録した．「矢
作川文献データベース」は，矢作川に関する内容が掲載
された文献（単行本，定期刊行物，博物館・美術館資
料，行政刊行資料・郷土資料，論文）のデータベースで
ある．「矢作川新聞データベース」は，矢作川関連記事
が掲載された新聞資料のデータベースである．
　矢作川に関する資料は，研究所発足以前からさまざま
な形で収集され，成果報告や論文にまとめられている．
1960年代に入り矢作川に関する調査研究報告が増え，
1970年代には流域の市町村史，県史の編纂がすすめら
れた．本研究所では，これらの編纂事業で収集された矢
作川に関連する資料を把握することよりも，未収集の資
料に接する機会を多く設けたいと考えている．民間に保
管された資料は，世代交代に伴う改築・増築工事等で古
い蔵や天井裏等から出され，処分される場合が少なくな
いからである．流域の暮らしにより近いそのような資料を
保存するためにも，ここでは網羅的収集を選択せず，調
査プロジェクトのテーマに即応した資料を中心に記録する
ことを方針としている．長期的には，さまざまな調査の積
み重ねによって，全流域の資料を記録することが望まし
いと考えられる．

矢作川流域博物館をめざして

　これまでに，2400点ほどのデータがカード化され，デ
ジタル登録された．そのうち1000点程度が，所有者や
管理者の許諾を得て，web上に検索システムを伴って公
開されている．流域住民からの問い合わせもあり，資料
の閲覧，貸し出しサービスがおこなわれている．資料の
概要については表３-８-１を，資料の分布については図

果たしていく．こうした活動に触発され，流域ではさまざ
まな環境運動がひろがった．代表的なものは，1977年
から1985年まで，流域住民の手によって発行された，同
人誌「月刊矢作川」である（写真３-８-８）．「月刊矢作
川」は，流域文化の発掘や紹介，川を汚さない生活の
あり方の追求をおこなった（芝村，2003）．
　このような環境運動の歴史が続いていく中，古鼡の住
民の一人が，昔からのアユの釣果を日誌として残してい
た．古鼡プロジェクトでは，この日誌をもとに，漁獲高の
変化（減少）の実態をとらえた（詳細はp13）．そして，
人びとの語るカワシオグサと漁獲との因果関係を，矢作
川における河川環境保護運動の歴史と重ね合わせて記述
していくことで，ローカルな知恵が展開していくさまを明
らかにした（古川，2003）．

（本項目の執筆に当たっては，調査に携わった中京大学
川田牧人先生にご協力いただきました．川田先生のご尽
力に深謝します．）

矢作川データベース起動

　流域の広範囲にわたるヤナの調査，中流域に地域を限
定した古鼡プロジェクトを経て，研究所には膨大なデータ
が集められた．文書や写真から，漁具にいたるまでさま

写真3-8-8　「月刊矢作川」1985年２月号表紙．
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３-８-１を参照されたい．
　収集された資料は，データベースとしてばかりではな
く，さまざまな形態で活用されてきた．ヤナ調査以降精力
的におこなわれてきた漁業に関する調査・資料収集の中
で，漁民の生活史を綴った「百年誌ニューズレター」の
発行に協力した（2001年４月～ 11月，全７号，写真３
-８-９）．これを受けて2002年２月には研究所によって
「矢作川100年誌資料研究」の第１集が刊行された（写
真３-８-10）．2003年４月には，「川と暮らしの記録展」
を開催した．その後，矢作川漁協100年史編集委員会に
協力し，「環境漁協宣言」の発行に全面協力した（2003
年12月）．
　2004年以降，地域住民による歴史資料調査会と協力
し，資料を収集し，散策路上に古写真や古地図の案内看
板を設置した（写真３-８-11）．

　現在，さまざまな調査プロジェクトや日常業務上から更
に資料が収集されており，順次整理および公開を待つ状
態である．既に2006年度以降は，越戸ダムから矢作ダ
ムまでの上流の数地点を選定し，調査プロジェクトの中で
聞き取りおよび資料の収集をおこなっている．また近年
は，関係諸団体の協力もあって，矢作川から取水する農
業のデータも集められつつあり，データの整理ばかりでは
なく，調査分析が望まれるところである．

カテゴリ別
環境 948点
経済・産業 765点
社会 281点
政治・行政 140点

作成年別
1800年代 90点
1900年代 1952点
～1910 47点
～1920 64点
～1930 182点
～1940 91点
～1950 70点
～1960 103点
～1970 125点
～1980 264点
～1990 376点
～2000 553点

2000年代 238点

公開可否
公開可 1050点

写真3-8-11　案内看板「流れ橋」．

写真3-8-9　百年誌ニューズレター　第１号
（矢作川漁業協同組合発行）．

写真3-8-10　矢作川100年誌資料研究　第1集．

表3-8-1　資料概要．
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多自然型川づくりの導入

　1990年，建設省（当時）が生き物にやさしい川づくり
をめざした「多自然型川づくり」をパイロット的なモデル
事業として全国的に展開することを決めた．日本の河川
行政が環境重視へ大きな転換を見せようとしていたこの
時期，豊田市でも官民合同の「ヨーロッパ近自然河川工
法調査団」を1991年９月にスイス・ドイツの視察に派遣
した．当時，人々の川への関心は薄れ，治水一辺倒の
河川改修であったため，漁業関係者，河川管理者，利水
関係者，自然愛護運動に携わる人達は，ヨーロッパの新
しい河川環境思想や技術に期待を寄せていた．そして，
豊田市の河川行政は，ヨーロッパの近自然河川工法の現
場視察をきっかけに全国でも先駆的に市内の加納川，五
六川，太田川などの河川整備において多自然型川づくり
を取り入れた（図３-９-１）．

　多自然型川づくりは工事が終わってからが始まりと一般
的に言われる様に，工事後，川本来の自然がいかに回
復し，多様な生物の生息空間を創造できたかを見極める
までが一連の河川整備事業となる．このため，工事前お
よび工事後，中長期的に生物の生息状況を調査し把握す
ることで，多自然型川づくりによる河川整備の効果を検証
することが必要不可欠となる．そこで豊田市内を流れる

矢作川支流の３つの小河川において，豊田市河川課が
行った多自然型川づくりによる河川改修工事の前・後に
生物の生息状況，流域の人々への聞き取り調査を行い，
整備の評価を行った．

豊田市内における多自然型川づくり検証調査

事例１．住宅地の川̶樫尾川
　旧豊田市内の南東部を流れる準用河川樫尾川（河川
延長3.15 km）において，1996年度から2002年度まで
多自然型川づくりによる改修工事が実施された．研究所
ではすでに施工された場所を対象に，1999年度に工事
後の生物の生息状況を把握するため調査を行った．また，
施工区間となった下流部に加え，上流部，中流部にも調
査地点を設け，比較対照地点とするとともに樫尾川全域
の生物相の概要を把握した．調査は工事期間の中間点で
あったため，その後の工事に活かすための提言も行った．
主な調査対象項目は植物，水生動物（魚類・底生動物），
陸生昆虫類，水質であったが，哺乳類，両生・爬虫類，
鳥類についても補足的に調査を行った．
　調査からは樫尾川の根本的な問題として，中・下流部
での水質の悪化が指摘された．中・下流部の三面張りの
河床や護床ブロック上にカワシオグサやサヤミドロなどの
大型の糸状緑藻が大繁殖しており，その長さは数十 cm
から数 mに達していた．また，上流ではブラックバス，ド
ジョウ，ホトケドジョウの３種が確認され，圧倒的にド
ジョウが優占していたが，中流では全く魚類は採集でき
ず，多自然型川づくりを施した下流でもほとんど採集でき
なかった．樫尾川流域には住宅地が広がり，汚水処理施
設からの排水が樫尾川へ流れ込むことから，排水地点よ
り下流部での水質汚濁や処理施設からの温排水が水生生
物の生息に深刻な被害をもたらしていると考えられた．こ
のため，多自然型川づくりを行うと同時に水質の改善が
なされなければ，水生生物を原点とした広がりをもったビ
オトープの創造にはつながらず，特に樫尾川の源流から
矢作川本流との合流点に至るコリドーの形成は困難であ
ることが指摘された．
　多自然型川づくりを行った下流部では多少河道が蛇行
し，工事によって置かれた岩の間に細長く土砂が堆積し
て，上・中流部に比べ多くの植物種が河道内に見られ

3-9．  多自然型川づくりモニタリング

図3-9-1　多自然型川づくり工事前（上），
 　　　　 工事後（下）のイメージ図.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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修工事を1990年度から1999年度にかけて実施した．研
究所では2000年度から2002年度の３年間，水生動物
（魚類・底生動物），水際および法面の植物の生息実態
調査を行うと共に，地元住民への聞き取りも行った．
　工事前，太田川の岸辺は竹林などで覆われ，垂直な
コンクリート護岸が施されるなど人が近づける場所は少
なかった．工事後は，開放的な空間が広がり，子供でも
容易に水際へ近づける傾斜が確保され親水性が高まった
（写真３-９-２，図３-９-２）．地元住民への聞き取り調
査では，「整備後は川がよく見え，散策スペースができた．
川に目が向くようになった」という声が聞かれた．多自然
型川づくりを用いた効果として，ふるさと的な景観が創造
され，日常に「小川」という自然が取り戻せたと評価で
きた．
　整備前に外部機関が行った調査と比較すると，魚類相

た（写真３-９-１）．しかし，川底に変化が無く，河道内
の水深は一様で，堆砂地は植物の定着場所として非常に
狭く，不安定であった．今後は川幅を広げ，堤防法面か
ら水際，そして河床にかけての勾配を緩くし，河道内に
瀬・淵構造を作り出す河床材料を調達・配置することに
よって，土砂の堆積，植物の生長や分布の拡大，多様な
水生動物の生息が期待できる．加えて，ある程度まとまっ
た面積の草地や林が隣接している場所では河川の周辺環
境との連続性が保たれ，かつ親水性を高める改修が望ま
れる．

事例２．里山の川－太田川
　旧豊田市南東部，徳川・松平氏発祥の地を流れる準
用河川太田川（河川延長2.19 km）では，ほ場整備事
業に伴って谷あいの小川が姿を変えつつあった．里山に
自然を回復させようと「多自然型川づくり」による河川改

写真3-9-1　樫尾川の工事後の様子．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図3-9-2　太田川の工事完成予想図．

写真3-9-2　太田川の工事前（左），工事後（右）の様子．
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5.48 km）において，2005年度から着手予定の治水工
事に関わる河川整備に多自然型川づくりを取り入れること
となり，それに伴う工事前の調査を2002年度から2003
年度に実施した．主な調査対象項目は植物，水生動物（魚
類・底生動物），陸上昆虫，水質とし，地元住民への聞
き取り調査も行った．
　改修予定区間の下流部はコンクリート二面張りである
が，竹林に覆われていない明るい場所では河道内の堆砂
地などに，ある程度草地～湿地性の植物が見られた（写
真３-９-３左）．河川内には渓流性のカワゲラ類，カゲロ
ウ類が多く確認され，渓流的な環境が残されていること
が示唆された．しかし，陸上昆虫や魚類の種組成は単純
で，個体数も少なかった．広沢川の上・中流は河床勾配
がきつく，風化花崗岩基盤のために大量の土砂が流れ，
底質は砂の部分が多く非常に不安定な河床であった（写
真３-９-３右）．このことが河川内の生物相を貧弱にして
いる一因であると推測された．旧豊田市内で渓流的な環
境が残されている河川はごく限られているため，このよう
な川の特性が損なわれない工事を行うことが望ましい．
一方，下流は周辺に民家や畑地などが点在しており，親
水空間としての利用が期待されている．川幅を広げ，勾
配を緩くすることで，土砂の堆積を促し，植物を繁茂さ
せることが可能であろう．植物は水中部では魚類の隠れ
場となり，地上部では畑地や放棄した果樹園などから飛
来する陸上昆虫や水生昆虫などの休息場となることが期
待される．
　広沢川の調査から水量の少なさ，特に夏季の農業用水
需要期の流量減少は，魚類の生息数を大幅に制限してい
る可能性が高い．また，いくつもの砂防堰堤や落差工が
存在するため，魚類や底生動物の往来・生息に支障をき

は整備前後でカワムツ，オイカワ，アブラハヤ，カワヨシ
ノボリなどの主要種が共通していたことから，河川改修工
事による水生動物への影響の回避，低減が図られたこと
があげられた．また，施工区に止水的環境であるワンド
が創出したことで，底生動物相はより豊かなものになった．
　一方，植物種中の外来種の割合は改修工事場所の上
流に設けた対照区と比べ，改修場所でやや高い傾向が
見られた．予想に反して多自然型川づくりを用いても自
然度が高まらない要因として，石と石の隙間が狭く，根
を降ろす十分な空間がないため植物が定着しにくいこと，
草刈りの頻度が高いことが挙げられた．
　今後の川づくりに向けての提言として，河川の動植物
の生息空間を多様にするための遊びの工夫を挙げたい．
遊びの工夫とは，護岸の石をコンクリートで固めず，石と
石の間に空隙を作ること，河道や河床の形に変化を持た
せ土砂が堆積しやすいポイントができるようにすること，
出水によって淵がより深く掘れたり，大きな石の下に空間
が形成されたりすることなどである．施工時にそのような
配慮をすることによって自然度の高い植物群落が発達し，
かつて生息していたというアカザやカワヨシノボリの大型
サイズの個体の定着が可能となることを期待したい．
　また，整備後の河川生物の多様性を高めるための維持
管理方法も重要である．植物の帰化率を下げるには，草
刈りの時期や場所を選ぶ，帰化植物を選択的に抜き取る
ことも必要である．外来魚の侵入を未然に防ぐには，魚
類の人為放流を禁止するなど，流域住民と河川管理行政，
研究者との共働が望まれる．

事例３．渓流－広沢川
　旧豊田市北部を流れる準用河川広沢川（河川延長

写真3-9-3　広沢川の工事予定区間の下流部（左），中流部（右）の様子．
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川の個性を生かす川づくりへ

　矢作川研究所では豊田市内の３つの小河川において
多自然型川づくりの効果を検証するための調査を行った
が，樫尾川と太田川では工事後，広沢川では工事前のみ
の調査しかできなかった．多自然型川づくりによる河川整
備がそこに生息する生物にどのような影響を及ぼしたか，
また整備によりどのような環境が復元でき，その環境にど
のような生物が生息可能になったのかを見極めるには工
事前・後を通して方法，精度，頻度など一貫した調査を
行うことが必要である．しかしそのような継続した調査は
時間的にも，予算的にも難しいことが多いため，河川整
備に携わる工事関係者や河川管理者でも可能な検証方法
を模索し，試作した．
　国土交通省は2006年この多自然型川づくり事業の評
価を行い，多自然という「型」はない，川毎の特性を現
場で判断し，川本来が有するダイナミズムを活かすことが
大事であると考え，「多自然川づくり」と名称を変え，河
川整備を行う場合は「多自然川づくり」を行うという方針
を昨年秋に打ち出した．それぞれの川の個性はその土地
の気候，地質に左右されるだけでなく，流域住民の暮ら
しに大きく影響されるため，通り一遍の「型」で工事を
行うのではなく，それぞれの川の個性を踏まえた整備計
画を考えることが望まれる．多自然川づくりが特別な河川
整備の方法で無くなった現在，豊かな動植物相の回復に
寄与し，かつそれぞれの川の個性を生かした整備を行う
ために，整備前後の評価方法の確立と簡便化が一層求め
られる．

たさない水深の確保や魚道を設けるなどの工夫が必要で
ある．

評価方法の確立を目指して

　豊田市内の複数の河川で多自然型川づくりがすすむ一
方，その評価方法が試行錯誤されてきた．この原因とし
て多自然型の河川整備を行ったことによる生物群集およ
び生態系の機能回復に関して，専門家による詳細な調査
が必要であるにもかかわらず，評価のための確立された
方法が無いことなどが挙げられた．そこで，専門家の調
査を経ずに河川整備に携わる工事関係者や河川管理者
でも，ある程度の評価が可能な方法の検討をおこなった．
　既存文献の調査により，多自然型川づくりの工法の種
類をリストアップし，河川環境の評価法に関する先行事
例を調査した．その知見を参考に，豊田市内の多自然型
川づくりを行った河川の規模を考慮し，評価項目の検討
を行った．
　既存文献の調査では多自然型川づくりの工法の種類，
生物指標による河川評価法のレビューを行った．その結
果，工法の種類は植物を材料にした９種類，植物と石
材を用いた20種類，コンクリート等の堅固な材料を用い
た10種類，その他１種類を合わせた合計40種類におよ
ぶことが分かった．また生物指標による河川評価の方法
には，水生無脊椎動物を用いたケースのほとんどが水
質の評価に用いられたが，米国で使用されているRapid 
Bioassessment Protocols（RBP；迅速な生物評価法）
は視覚的に小河川の生物生息環境を評価する手法であっ
た（Barbour et al., 1999）．生物の専門家でなくとも少
しの訓練によって評価が可能になるという点で，本事業
の主旨に沿った手法であることが分かった．
　このRBPが豊田市内における多自然型川づくりの簡便
な評価方法となるか実際に豊田市内の河川で検証したと
ころ，米国の河川に合うように考案された一連の項目では
正しく評価できないことが分かった．そこで，評価の項目
を豊田市内の小河川をターゲットに据えて修正を加えた
「YRI（矢作川研究所）ハビタットアセスメント」として試
作した．評価項目には視覚的な評価以外に水質について
もBOD値を採用した（表）．今後は豊田市内の様々な小
河川においてYRIハビタットアセスメントを実践し，それ
ぞれの河川の特質を捉え，評価できる手法の改良が望ま
れる．

評価基準

二面張・三面張から石積，覆土の割合

急勾配と緩勾配河川に区分し，流速と水深の組
み合わせの数

河床の固定の有無，砂や動く礫の有無

段差の高さ，段差直下の淵の有無，魚が遡上で
きる魚道の有無

流量の多い時と少ない時でBODを測定し，その
平均値

流量の変動の有無，水が涸れる時期の有無

汀線が植物に覆われている割合

両岸より３mの範囲における優占種の高さと植被
率，根の深さ

評価項目

河岸の形状

河道形態

河床材料

下流における
段差の有無

水質

流量の変動

汀線の植生

河畔植生

1

2

3

4

5

6

7

8

表　YRIハビタットアセスメントの評価項目（河道形態
       のみ3段階，あとは全て５段階で評価）．
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農業用水等河川関連団体，教育・研究機関，研究者，
環境保全活動関係者，図書館等に配布されている．
No.5（2000・H12）では「中流域の河辺環境」，No.6
（2001・H13）では「東海豪雨」，No.7（2002・H14）
では「古鼡プロジェクト」，No.8（2003・H15）では「矢
作川中流域の陸上生物」の特集が組まれた．

矢作川研究
　矢作川研究所の調査・研究成果を広く公開するため，
1996（平成８）年から１年に１回，年報「矢作川研究」
を発行している．流域の自然や社会に関する報告や保全
活動の紹介，研究所の調査・研究分野に関わる総説が
掲載されている地域研究誌である．発行部数は600部（当
初は300部）で，流域の自治体と河川行政機関，漁協，

　表4-1-1　研究所シンポジウムのタイトルと基調報告のタイトル及び演者．

回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

年月日

1996（平成８）年３月21日

1997（平成９）年２月27日

1998（平成10）年２月26日

1999（平成11）年２月19日

2000（平成12）年３月２日

2001（平成13）年２月22日

2002（平成14）年２月14日

2003（平成15）年２月13日

2004（平成16）年２月16日

2005（平成17）年２月３日

2006（平成18）年２月22日

2007（平成19）年２月７日

2008（平成20）年１月31日

シンポジウムのタイトル

断裂した生命の環の復元　─苦難の
鮎の道を辿って─

断裂した生命の環の復元　─苦難の
鮎の道を辿って II ─

断裂した生命の環の復元　─森・都
市・海をつなぐ緑のビオトープ回廊を
めざして─

断裂した生命の環の復元　─森・都市・海
をつなぐ緑のビオトープ回廊をめざして─

森から川を考える　─豊田市水道水
源保全基金の活用を記念して─

あたらしい流域の文化を考える

矢作川の自然をまちのなかに

流域住民でつくる水源の森

矢作川のむかし・いま・そしてこれから

断裂した生命の環の再生　─三河湾
でのアユの暮らし─

矢作川流域の人工林を考える

小さな藻の大きな役割

川に生かされ，川を生かすまちづくり

基調報告のタイトル

アユは生き残れるか　─知られざる半生と
自然保護

矢作川におけるアユの生息実態調査

砂利投入実験およびその効果について

矢作川の紹介

矢作川の植生　～その現在・過去・未来～

矢作川中流域の鳥類基礎調査

矢作川におけるアユの生息実態調査

森・川・村の営み　─水源の村から森林
と河川を考える

生活環境を守る森林　…とくに水源の森

水系と地域を考える　─列島の北と南の
事例から

河川は誰のものか？　─地域社会の共有
財としての復権は可能か？─

矢作川中流の河辺の生きもの

山づくり・人づくり 承ります

矢作川水源の森と暮らしを守る

矢作川流域の水源林のいま

川辺から見た矢作川の変化　─ 古鼡プロ
ジェクトの成果から ─

矢作川河口周辺海域におけるアユの生態

東海豪雨が豊田市の森と川に及ぼした影響

健全な森の土が洪水を抑えるしくみ

どんな人工林で下生えが多い？

矢作川の藻（藻類）の現状

藻の働きとおいしい水づくり

川と自然を生かしたまちづくり

豊田のまちの生き物たち

演者

高橋勇夫（西日本科学技術研究所）

高橋勇夫（西日本科学技術研究所）

田中　蕃（豊田市矢作川研究所）

新見幾男（矢作川漁業協同組合）

中坪孝之（広島大学）・
洲崎燈子（早稲田大学）

真野　徹（環境科学）

高橋勇夫（西日本科学技術研究所）

内山　節（哲学者）

只木良也（株式会社プレック研究所）

秋道智彌（国立民族学博物館）

嘉田由紀子（京都精華大学）

洲崎燈子・田中　蕃（豊田市矢作
川研究所）

島崎洋路（島崎山林塾）

丹羽健司（東海農政局）

洲崎燈子（豊田市矢作川研究所）

洲崎燈子・小川都（豊田市矢作川
研究所）

山本敏哉（豊田市矢作川研究所）・
新見克也（矢作川天然アユ調査会）

原田裕保（豊田市森林課）・白金
晶子（豊田市矢作川研究所）

小杉賢一朗（京都大学）

洲崎燈子（豊田市矢作川研究所）

内田朝子（豊田市矢作川研究所）

中本信忠（信州大学）

大和田道雄（愛知教育大学）

間野隆裕・洲崎燈子（豊田市矢作
川研究所）
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マを設けて公開シンポジウムを行っている（表４-１-１）．
講演とパネルディスカッションには研究所の研究員に加
え，外部の研究者・関係者を招き，学術交流・情報交
換を行うとともに研究所の調査・研究に関する助言を頂く
場ともなっており，矢作川の流域環境の改善の一助とな
ることをめざしている．

インターネットメディア
　1999年７月より矢作川流域内の情報交換を目的とし
たメーリングリストの運営を，また2000年１月より矢作川
研究所の活動を紹介するホームページの運営を行ってい
る．

Rio
　矢作川研究所の活動をリアルタイムで紹介する目的で，
1998（平成10）年より１月に１回，月報「Rio」を発
行している．研究所の活動内容をはじめ、矢作川をはじ
め一般的な川や流域の生物、環境、文化、保全活動等
に関する話題を掲載している．当初は白黒印刷だったが
2002年４月よりカラー化した．発行部数は900部で，「矢
作川研究」配布先に加え，多くの市民に矢作川流域の自
然と文化への関心を深めてもらうことをめざして市役所の
支所や出張機関（交流館，コミュニティーセンターなど），
小・中学校，高校，高等専門学校にも配布されている．

公開シンポジウム
　矢作川研究所の調査・研究成果をよりわかりやすい形
で広報するため，1996（平成８）年から１年に１回テー

矢作川「川会議」の結成

「川会議」開催までの経緯
　矢作川流域の中で，特に豊田市においては，早くから
市民の川の自然への意識が高く，行政もまた，市民意識
の啓発やコミュニティづくりに取り組んできた．昭和53年
に制定された「豊田市民の誓い」の最初の一節は「緑を
育み，川を大切にして豊かな自然を愛しましょう！」とさ
れている．また，平成３年には近自然工法により，古鼡
水辺公園の整備が開始され，その公園管理のため地元
有志による水辺愛護会も発足した．
　折りしも21世紀初頭の平成13年（2001年）は，豊田
市制50周年，矢作川漁業協同組合が創立100周年，筏
下り大会が開始から15周年，古鼡水辺公園が10周年を
迎えていた．この関係者が発起人となり，矢作川「川会
議」実行委員会を組織した．現在の実行委員会の構成
団体は以下の通りである．矢作川研究所は，構成団体の
一角を成すとともに，実行委員会の事務局を担っている．

構成団体（15 団体）
　矢作川を筏で下る会※，古鼡水辺公園愛護会※，波岩
水辺公園愛護会※，石倉水辺公園愛護会※，アド清流

愛護会※，梅坪水辺愛護会※，御船せせらぎ広場愛護
会※，西広瀬町矢作川水辺愛護会，百々水辺愛護会，

ちごの口まちづくり協議会，矢作川天然アユ調査会※，
矢作川漁業協同組合※，愛知県豊田加茂建設事務所，
豊田市河川課※，豊田市矢作川研究所※
※は創立時の構成団体

「川会議」の活動
　河川の良好な自然環境を保全する住民活動の定着を
図ることは，環境の時代といわれる21世紀初頭の重要な
課題といえよう．矢作川「川会議」実行委員会は，矢作
川流域の自然環境保全活動を続けている諸団体ならびに
関係機関が協力し，これからの活動のあり方を話し合い
「森～川～海」の健全な水循環を目指して共通認識を図
り，矢作川流域の良好な河川空間の保全，復元に寄与す
ること」を，目的に掲げている．第１回の「川会議」で
は，次の「矢作川宣言」が採択された（資料）．その後
「川会議」は回を重ね，平成19年には第７回を数えてい
る（表４-２-１）．また「川会議」は平成14年，子ども
たちに川を理解してもらうため，小中学校の環境学習や
住民団体への講師派遣，川ガキ養成イベントを担う「矢

4-2． 流域ネットワークのサポート
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　平成13年に，矢作川「川会議」は，「いい川・いい
川づくり」の選考会である「川の日」ワークショップの第
4回大会（平成13年）でその活動を評価され，グランプ
リを受賞した．それを受けて，第８回の「川の日」ワー
クショップ大会は，これまでの開催地であった東京を離れ，
矢作川で行われた．この「第８回「川の日」ワークショッ
プ in 矢作川」の準備・運営も，主に矢作川「川会議」
実行委員会が担当し，当日の参加者は全国から600人を
数えた．

作川学校」を開校した．
　「川会議」は，豊田市外への環境保全活動にも積極的
に参加し，諸団体と交流を深めている．第４回「川会議」
で基調報告をした，「亀の子隊」（田原市西の浜でクリー
ンアップ活動を行っている）に触発され，その後はその
清掃活動に参加するようになった．また，毎年開催され
る「愛知・川の会」の活動発表交流会や平成19年に開
催された「第12回水シンポジウム2007 in あいち」市民
実行委員会の企画・運営，平成15年以降の「矢作川流
域委員会」の委員などに貢献している．

矢　作　川　宣　言

　豊田市制50周年，矢作川漁業協同組合創立100周
年，矢作川筏下り大会開始15周年，近自然型・矢作
川古鼡水辺公園着工10周年の記念すべき年を迎え，
この４団体関係者の呼びかけにより，矢作川愛護諸団
体主催の第１回矢作川「川会議」が開催される運び
になりました．
　川の環境と文化は全国一律ではなく，それぞれ個性
的でローカルな存在です．矢作川の個性を研究し，活
かし，その流域の環境と文化を私たちが享受するため
の道筋として，ここに以下10項目の「矢作川宣言」を
提起します．

■清流の復活・人と川の関わりを考える「矢作川の日」
　の制定
１．毎年５月の第２土曜日を「矢作川の日」と定め，
この日を中心に，矢作川の清流を取り戻す流域市民の
活動を展開し，人は川とどう付き合えば良いかを考え
ます．
２．「矢作川の日」は，子どもたちを川に呼び戻す日
でもあります．小川や支流での川遊び，本流での魚釣
りの復活に努め，そのための環境整備も提案します．
そうした河川網づくりによる水辺環境整備を地域づくり
へ発展させたいと考えます．

■森・川・海一体の流域環境保全活動と研究の推進
３．森・川・海一体の広い視野で矢作川の河川環境
を考え，特に森・川・海を往来するアユ，サツキマス，
ウナギ，カニ等の回遊性の水生生物の生息環境を重
視します．矢作川の水生生物の研究・繁殖保護機能
を兼ねた矢作川水族館の創設を提案します．
４．矢作川の清流の源は「源流の森」にあると認識
し，源流の森の研究をすすめ，都市市民の協力による
森林整備を呼びかけます．

■河川運用への積極的提言と行動の推進
５．市民の水辺利用を無制限に拡大せず，野生生物
の生息空間も確保する方向で，矢作川での「人と自然
との共生」のあり方を調査研究します．流域市民が末
永く誇り得る「質の高い矢作川環境」を創造するため
です．
６．矢作川はダム群による貯水，取水で徹底利用され
ている全国的にも珍しい川です．「良く利用され，なお
美しい矢作川」を実現するために，河川環境に配慮し
たダム運用のあり方について研究し，提言します． 
７．「矢作川学校」を開設します．矢作川の河川環境
や川の文化を守り，継承する人材を養成し，さらに内
水面漁業の未来の担い手である少年釣り師たちも育て
る川の学校です．「矢作川学校」の開設と運営に積極
的に参加します．
８．河川利用の市民モラルの確立や，河川環境の改善，
水生生物の産卵・繁殖保護等のために，豊田市を中
心とした河川関係団体で，総合的な河川の案内・指導・
監視組織「仮称・矢作川レンジャー」を創設するよう
提案します．

■矢作川流域ネットワークにむけて
９．矢作川「川会議」は豊田市内の中流域でスタート
しましたが，豊田加茂広域圏全域での活動をめざし，
矢作川流域をはじめとして全国的な交流活動も行いま
す．
10．矢作川愛護の市民団体は，国・県・市町村の河
川管理，豊田市矢作川研究所の河川環境研究に積極
的に協力します．矢作川流域の緩やかな連携にむけて，
ネットワークの核になる矢作川「川会議」の事務局を
豊田市矢作川研究所内に置きます．

平成13年５月12日
矢作川「川会議」実行委員会

資　料
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矢作川学校

設立の背景と学校概要
　矢作川学校は，矢作川の自然や文化を次世代に継承
する子どもを育てる目的で設立された．21世紀の教育改
革において，平成14年から小中学校で総合的学習が導
入されるとともに週５日制が定着したなか，矢作川宣言
（４-２矢作川「川会議」参照）を受け，平成14年５月
11日「矢作川の日」に開校した．
　矢作川学校は事務局を豊田市矢作川研究所内に置き，
理事会（理事長１名，副理事長２名，常任理事１名，
理事14名，監査２名），職員（校長１名，教頭２名，
講師（36名）），事務局で運営している．構成する団体
は矢作川「川会議」実行委員会15団体である．

矢作川学校の主な役割
１．講師派遣を行う
　矢作川学校では，小中学校や公民館などに講師の派
遣を行っている．講師は，矢作川研究所の研究員，地
元の釣り師や虫屋（昆虫愛好家）といった矢作川の自然
に詳しい人や矢作川流域に生まれ育ち文化を守っている
住民などである．
　矢作川学校から派遣された講師が行っている授業の
一例を紹介すると次のようである．矢作川から学ぶこと
をテーマとした環境学習では，たも網を持って川に入り，

魚や水生昆虫の捕獲のコツを伝授し，採集した生物の特
徴を解説しながら観察を行っている．野外での観察対象
は，水中の生き物だけでなく，河原の昆虫・植物や石に
及ぶ．また，教室など室内では，水質や外来生物の問題
を通して矢作川の保全について考える授業や子ども時代
に矢作川で泳いだ講師自らの経験をもとに，川の歴史や
文化について語り伝える授業などを行っている．
　開講以降，講師依頼数は，毎年30 ～ 40回程，年間
参加人数のべ，数千人の実績を上げている（表4-2-2）．
依頼内容も小中学校の総合的学習にとどまらず，交流館
の生涯教育の一環，環境保全を目的とした団体の生き物
観察会などと多様化してきている．この傾向から矢作川
学校の講師派遣は一般市民に認識され定着してきたとい
える．

開催日 シンポジウム・基調講演 会議・展示・その他

第１回（H13.5.12） 基調講演「21世紀の地域社会と『川』の関わり方」遊麿正秀（京都大学）「川宣言」の採択

「矢作川の日」の制定

「矢作川の伝統漁具」展

矢作川水系フォトコンテスト

第２回（H14.5.11） 基調講演　阿部夏丸（作家） 矢作川学校開校式

ディスカッション「矢作川への期待と展望」 矢作川歴史探訪

第３回（H15.5.10） ディスカッション「次世代に続く川づくり」 豊田市立西広瀬小学校水質調査活動発表

県内河川活動団体による事例発表（８団体）

矢作川歴史探訪

川と暮らしの記録展

第４回（H16.5.8 ） 基調報告「みらいはもっと青い海」赤石正廣（国土交通省） 水辺ウォーク

基調報告「西の浜クリーンアップ活動」（亀の子隊）

ディスカッション「ゴミのない矢作川を創る」

第５回（H17.5.14） ディスカッション「川で遊ぼう～カワゾーが住む川の風景とは～」 第８回全日本イカダサミット in 矢作川大会

第６回（H18.5.13） 基調講演「いい川とは，何か」森誠一（岐阜経済大学）

ディスカッション「市民が描く矢作川」

第７回（H19.5.12） 基調講演「森と川と海，そして人のつながり」中村太士（北海道大学）水辺愛護会による将来の川の姿発表（８団体）

ディスカッション「市民が描く矢作川～河畔林を考える～」

表4-2-1　「川会議」の開催内容．

表4-2-2　矢作川学校の開催件数と参加人数．

参加人数（のべ）
－

1050

1825

1806

2673

開催件数＊
平成14年度 34

平成15年度 28

平成16年度 45

平成17年度 38

平成18年度 42
＊小中学校などへの講師派遣やイベントなどを合算した件数
・平成14年度の参加人数データなし
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する目的で，平成16年度以降，年に1回，高校生や大学
生を対象に「矢作川学校ミニシンポジウム」を開催して
いる．高校生や大学生がお互いの研究成果を発表し合
うことで「科学的なまなざし」の面白さに気づき，将来，
地域の研究者として活躍してくれることを期待している．
　平成16年度の第１回ミニシンポでは８つの大学と豊田
高専，２つの高校および矢作川に興味を持った一般人な
ど64人の参加のもと，13題の研究発表が行われた．平成
17年度の第２回ミニシンポジウムでは，４つの大学と２つ
の高校の参加のもと15題の発表が行われた．
　次世代の研究者を育てる学びの場としてのミニシンポ
ジウムは，高校生と大学生では知識量の差があって，高
校生に大学生の発表内容の理解が困難だとした意見の一
方で，関心の対象が一致していると理解できることもあり，
高校教育と大学教育の隔たりは予想よりも小さかったとい
う評価も得た．いずれにしても，高校生には専門性に富
んだ大学生の発表は自分の興味関心に対し強い刺激とし
て受け入れられたようである．大学生にとっては大学間の
様々な情報交換の場となるとともに，専門家の意見や評
価を受けるよい機会となったことは確かである．

２．川にふれるイベントの開催
　矢作川学校では，身近な自然である矢作川に関心を寄
せ，川遊びの体験を積み，たくましい川ガキを育てるた
めに様々なイベントを開催している．代表的なイベントは
「子どもアマゴ釣り大会」や「かいぼり大会」である．子
どもアマゴ釣り大会は，平成14年以降，毎年，矢作川の
日（資料「矢作川宣言」参照）に越戸公園横の矢作川
の分流にアマゴを放流して行われている．かいぼり大会
は，同分流400m間の水を一時的に干し，逃げ残った魚
や水生昆虫をつかみ取るという行事で平成14年と15年の
秋に開催された．かいぼり大会では「生き物とふれあう」
だけでなく，つかんだ魚は唐揚げや素焼きにして，魚の
味までを楽しめる工夫をした（希少種は食べずに再放
流）．また，平成14年度のかいぼり大会で捕獲された水
生生物をもとにした「矢作川学校の下敷き」を作成した．
下敷きに掲載した水生動物は，全て矢作川に生息してい
る種類であるため，矢作川の各地で開催される水生生物
の観察会で役立ち好評を得ている．
　かいぼり大会は参加した多くの市民の関心が高く，そ
の後も開催を促す声が寄せられている．
３．次世代の研究者を育てる
　将来，矢作川流域の自然や歴史文化の研究者を育成

矢作川学校の下敷き（表）． 矢作川学校の下敷き（裏）．
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研究所の活動の評価
　この特集を組んだ目的は，当研究所のこれまでの活動の成果
について自己評価し，今後の活動方針を展望することにあった．
調査・研究に関しては研究所の発足以前から問題となっていたア
ユが釣れない要因の解明，この要因の一つと考えられる大型糸
状緑藻カワシオグサの大繁茂の抑制を目指して進められた．天然
アユの棲みよい川をめざした研究の成果に基づき，アユの生息
環境改善に向けての具体的な取り組みが国交省や愛知県，漁協
との協働により実現しつつある．また，河畔植生の管理手法に関
する研究の成果は，管理放棄された竹林が覆う矢作川中流域の
河辺を管理する豊田市や河川愛護会によって，河川整備に反映
されている．
　加えて，発足当初からの目的の一つに掲げられた流域の基礎
データの蓄積および整理が進められ，流域の歴史資料や水質・
水温データの収集・解析，河畔林の動植物相が解明された．さ
らにアユの海から川を通じての生態，カワシオグサや底生動物の
分布・生態，東海豪雨による水生生物への影響，特定外来生物
カワヒバリガイの侵入・拡大など様々なモニタリングによりデータ
が蓄積され，研究の発展に繋がった．
　市営の研究所として市の施策や整備に活用する目的で行われ
た川を生かしたまちづくり調査，水源林調査，多自然型川づくり
モニタリングではその成果を反映させるための働きかけを行って
いる．
　これらの研究成果や収集されたデータはシンポジウム，年報や
月報，矢作川データベース，展示などを通して流域住民や河川
に関わる研究者・管理者に広く発信され，活用されている．
　一方で，流域ネットワークのサポート事業として，矢作川流域
の環境保全活動を続けている諸団体や関係機関とともに，これら
かの活動のあり方を話し合う「矢作川「川会議」」の開催，矢作
川学校の運営を通して，流域住民の河川環境に対する関心を深
めることに貢献している．

調査・研究事業の課題
　当研究所の12年間の調査・研究事業を概観してきて，いくつ
かの課題が浮き彫りになった．一つは個々の事業間の関連性を
強めていくことである．当研究所は研究員の専門分野がほぼ全員
異なっていることもあり，各事業が独立的に立ち上げられ，次の
事業に継承されてきた傾向がある．今後は事業の立ち上げに際

５．あとがき

し専門分野を越えて議論を深め，異なる生物群間や生物と物理
環境，人の暮らしと自然環境のダイナミックな相互作用を明らか
にする研究を行っていきたい．
　もう一つはそれぞれの事業で，ゴールイメージやアプローチの
適・不適の判断，優先順位などの見極めを明確にしていくことで
ある．これまで行われてきた調査・研究事業のアプローチはおよ
そ3つに大別される．基礎調査・モニタリング（河辺の生物相調
査やアユ・水生生物のモニタリングなど），仮説検証型研究（ア
ユの環境と生息状況の研究など），応用的研究（川を生かしたま
ちづくりへの提案や多自然型川づくりのモニタリングなど）である．
今後はこれまでに蓄積されてきた豊富な基礎調査のデータに基づ
いて研究目標を絞り込み，目標の明確な仮説検証型の研究に発
展させていく必要がある．モニタリングについては項目や期間，
回数について定期的に検討を行うことと，研究所全体でバランス
も考慮しながら事業の優先順位を明確にし，取捨選択を行って
いくことが重要である．

初心に立ち返り，研究所の将来を展望する
　地域密着型の研究機関，矢作川研究所は河川・流域環境の
改善をめざした調査・研究を進めるとともに，その成果と流域の
情報を収集・公開し，流域環境の改善をめざす人々の活動をサ
ポートしてきた．今後は流域住民や行政，諸団体との関わりを今
まで以上に強化していく必要があると考えられる．具体的には調
査・研究の公開による流域環境への興味や問題意識の喚起，住
民の希望や問題意識を踏まえた調査・研究計画の立案，諸団体
との協働による調査等があげられる．また，豊田市の行政の中に
位置する組織として，これからは政策とタイアップした自然再生等
にも中心的な役割を果たすことが望まれる．そのためには関わる
人々のモチベーションが上がる，魅力的な自然再生のテーマを立
てていきたい．
　当研究所設立の直接のきっかけは1994年の豊田市矢作川環
境整備計画検討委員会による提言だが，そのバックボーンは地
域住民が自らの手で河川環境を守ってきた矢作川流域の精神的
風土と言っていいだろう．このことを念頭に置き，自分たちの活
動がこれまで，そしてこれからも矢作川とその流域環境を改善し
ていくという気概と，日本でただ一つの川の研究機関のメンバー
である誇りと責任感を忘れずに，研究所の活動を発展させていき
たい．
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ここでは論文，図書，学会発表および当研究所で発行している年報，月報などを一覧としてあげた． 

1994年度
田中　蕃 （1994） 豊田市のアゲハチョウ公園について. 日本鱗翅学会第３回自然保護セミナー , 鹿児島県鹿児島市.
田中　蕃・岩月　学・小林広成・朏　雅治 （1995） 昆虫類．墓園自然環境等調査委託報告書: 87-137. 豊田市. 

1995年度
木暮　翠・大島良美・田中　蕃・間野隆裕 （1995） 中国石人山調査行印象紀 （I） ．やどりが,（162）: 3-11． 
木暮　翠・大島良美・田中　蕃・間野隆裕 （1995） 中国石人山調査行印象紀 （II） ．やどりが,（163）: 2-6．
田中　蕃 （1995） 豊田加茂広域圏のギフチョウの生息地. 日本鱗翅学会第４回自然保護セミナ－, 愛知県豊田市.
田中　蕃 （1995） Quercus林とそこに生息するカトカラ・ゼフィルス. 日本鱗翅学会東海支部第100回例会, 愛知県
　名古屋市.
田中　蕃 （1995） 矢作川流域のウスバシロチョウ．昆虫と自然, 30（13）: 14-19.
田中　蕃 （1995） 蝶を呼ぶ公園づくりの試み. インセクタリウム, 32（11/12）: 26-29.
田中　蕃・有田　豊 編 （1996） 日本産蝶類の衰亡と保護・第４集. 日本鱗翅学会, 東京.
田中　蕃・岩月　学 （1996） 昆虫．豊田市内陸工業用地自然環境調査報告書: 71-110．豊田市自然愛護協会, 豊田市.

1996年度
田中　蕃 （1997） 矢作川流域の自然（その概要）. 矢作川研究, 1: 7-44.
田中　蕃 （1997） 砂利投入による河床構造回復の試みとその効果. 矢作川研究, 1: 175-202.
田中　蕃・蟹江　昇・高橋啓太・白金晶子 （1997） 矢作川河岸・越戸平井地区の昆虫. 矢作川研究, 1: 81-107.
内田朝子 （1997） 矢作川における付着藻類と底生動物の基礎調査報告. 矢作川研究, 1: 59-80.

1997年度
中坪孝之・洲崎燈子 （1998） 矢作川の植生とその管理に関する研究　－Ⅰ. お釣土場地区の植生と竹林伐採の影響－. 矢作川研究, 2: 
　113-127.
洲崎燈子・中坪孝之・田中　蕃 （1998） 河畔マダケ林の林内環境と植生. 第45回日本生態学会大会, 京都府京都市.
田中　蕃 （1998） 砂利投入による河床構造回復の試みとその効果　Ⅱ. 矢作川研究, 2: 191-223.
田中　蕃・蟹江　昇・間野隆裕・白金晶子 （1998） 矢作川河岸 平成記念橋～高橋間の昆虫. 矢作川研究, 2: 33-73.
内田朝子 （1998） 矢作川における付着藻類と底生動物　その２. 矢作川研究, 2: 19-31.

1998年度
間野隆裕 （1998） 矢作川のさまざまな生き物　－アメリカシロヒトリ－. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 5.
洲崎燈子 （1998） よりよい水辺公園の管理とは（１）. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 2.
洲崎燈子 （1998） よりよい水辺公園の管理とは（２）. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 3.
洲崎燈子 （1998） よりよい水辺公園の管理とは（３）. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 4.　
洲崎燈子 （1998） 第７回国際生態学会（INTECOL）に参加して. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 6.
洲崎燈子 （1998） Factors prescribing direct and diffuse light intensities under a woodland canopy. INTECOL（国際生態学会）, イタ
　リア・フィレンツェ.
田中　蕃 （1998） 矢作川のさまざまな生き物　－ウマノスズクサとジャコウアゲハ－. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 1.
田中　蕃 （1998） 復権させたいハンノキ林の価値. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 8.
田中　蕃 （1998） 高山に生きる蝶と蛾…今一度種の活力を考える. 日本鱗翅学会大会シンポジウム, 長野県松本市.
田中　蕃 （1998） 人工的自然公園にどれだけチョウを呼べるか. 日本昆虫学会シンポジウム, 滋賀県彦根市.
内田朝子 （1998） 矢作川のカワシオグサ. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 4.
白金晶子 （1999） 豊田市内の矢作川における水生昆虫相とその環境要因について. 矢作川研究, 3: 269-287.
洲崎燈子 （1999） 愛知県内の矢作川流域における土地利用の概況. 矢作川研究, 3: 289-297.

資料.  12年間の活動報告

1.  業績一覧
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洲崎燈子・久米　篤・伊野良夫 （1999） 全天写真を用いた林床の直射光と散乱光の推定法. 第46回日本生態学会大会, 長野県松本市.
洲崎燈子・中坪孝之 （1999） 矢作川の植生とその管理に関する研究　－Ⅱ. 中流域の草本群落を中心として－. 矢作川研究, 3: 135-155.
田中　蕃 （1999） 特集・児ノ口公園　児ノ口公園が投げかけた問題－回廊（コリドー）の 在り方に深い議論を！－. 豊田市矢作川研究
　所月報 Rio, 9・10.
田中　蕃 （1999） 二つの人工的自然公園で見られるようになった蝶類. 矢作川研究, 3: 117-133.
田中　蕃 （1999） 砂利投入による河床構造回復の試みとその効果　Ⅲ. 矢作川研究, 3: 203-246.
田中　蕃・蟹江　昇・間野隆裕・有田玲子・白金晶子 （1999） 矢作川河岸 高橋～野見公園間の昆虫. 矢作川研究, 3: 35-79.
内田朝子 （1999） 矢作川における付着藻類と底生動物　その３. 矢作川研究, 3: 19-33.
吉富博之・白金晶子・疋田直之 （1999） 矢作川水系のヒメドロムシ. 矢作川研究, 3: 95-116.

1999年度
白金晶子 （1999） ９月に舞う雪　－オオシロカゲロウ－. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 16.
洲崎燈子 （1999） 水害後の河辺の植物群落. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 15.
山本敏哉 （1999） 「矢作川研究最前線」（１）　古鼡プロジェクト・魚類研究. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 16.
野崎健太郎・内田朝子 （2000） 河川における糸状藻類の大発生. 矢作川研究, 4: 159-168.
洲崎燈子 （2000） 矢作川の木々　その２　～オニグルミ～. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 20・21.
洲崎燈子 （2000） 狭山丘陵のコナラ林 ─ 東日本の里山. 里山を考える101のヒント, 日本林業技術協会（編）: 16-17. 東京書籍. 
洲崎燈子 （2000） ところ変われば里山も変わる ─ アカマツ・コナラ混交林. 里山を考える101のヒント, 日本林業技術協会（編）: 140-141 
　東京書籍．
洲崎燈子・中坪孝之 （2000） 矢作川の植生とその管理に関する研究　－Ⅲ．都市ブロックの河畔植生－. 矢作川研究, 4: 101-119.
田中　蕃 （2000） 砂利投入による河床構造回復の試みとその効果　Ⅳ. 矢作川研究, 4: 135-141.
田中　蕃 （2000） 豊田の昆虫V ＜チョウとガ＞．豊田市自然保全課, 豊田市.
田中　蕃・蟹江　昇・間野隆裕・有田玲子・白金晶子 （2000） 矢作川河岸　野見公園～鵜の首橋間の昆虫. 矢作川研究, 4: 19-59.
内田朝子 （2000） 矢作川における付着藻類と底生動物　その４. 矢作川研究, 4: 5-17.
山本敏哉 （2000） アユ釣りの記録からたどった釣果の変遷. 矢作川研究, 4: 169-175.

2000年度
白金晶子 （2000） 「矢作川研究最前線」（２）　矢作川の水質調査　－その１ 流程における変化－. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 24.
白金晶子 （2000） 「矢作川研究最前線」（３）　矢作川の水質調査　－その２ 経時変化－. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 26.
田中　蕃 （2000） 古鼡プロジェクト生物班員の川への思い. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 25.
田中　蕃 （2000） いきいき　生きもの観察自然ガイド（共同執筆, 三河生物同好会 編）. 風媒社.
内田朝子 （2000） 矢作川における『河川環境復元総合調査研究（古鼡プロジェクト）』. 応用生態工学研究会 琵琶湖大会 第４回総会・
　研究会, 滋賀県草津市.
内田朝子 （2000） 矢作川における『河川環境復元総合調査研究（古鼡プロジェクト）』. 国立民族学博物館　アジアの環境と保全, 大阪
　府吹田市.
山本敏哉 （2000） 土佐研修日記. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 25.
山本敏哉 （2000） 土佐研修日記（２）. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 26.
山本敏哉 （2000） 土佐研修日記（３）. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 28.
古川　彰・新見幾男・洲崎燈子 （2001） 河辺林と河川行政－河辺林の戦後史－. 矢作川研究, 5: 181-198.
間野隆裕 （2001） 1995～1999年の調査における豊田市都市ブロックの矢作川河辺の昆虫類　6. 都市ブロック一帯のガ類. 矢作川研究, 
　5: 95-108.
小川　都 （2001） 手作り！「矢作川文献データベース」. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 35.
洲崎燈子 （2000） 広沢川の水源林調査. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 28.
洲崎燈子 （2001） 矢作川中流域の堤外地における植生と土地利用の変遷. 矢作川研究, 5: 13-26.
洲崎燈子 （2001） 矢作川中流の河川敷における植生と土地利用の変遷. 第48回日本生態学会大会, 熊本県熊本市.
Suzaki, T. and T. Nakatsubo （2001） Impact of the Bamboo Phyllostachys banbusoides on the Light Environment and Plant 
　Communities on Riverbanks. Journal of Forest Research, 6（２）: 81-86.
田中　蕃 （2001） 『中流域の河辺環境』特集にあたって. 矢作川研究, 5: 1-2.
田中　蕃 （2001） 1995～1999年の調査における豊田市都市ブロックの矢作川河辺の昆虫類　１. 結果概要と植生との関係. 矢作川研
　究, 5: 27-45.
田中　蕃 （2001） 1995～1999年の調査における豊田市都市ブロックの矢作川河辺の昆虫類　５. チョウ類から見た河辺の環境評価. 矢
　作川研究, 5: 79-93.
田中　蕃・蟹江　昇・高橋匡司・間野隆裕 編 （2001） 旭町の昆虫. （財） 旭高原自然活用村協会, 旭町.
田中　蕃・洲崎燈子 （2001） 矢作川の河川環境－昆虫と植物の視点から－. 矢作川研究, 5: 3-12.
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2001年度
小川　都 （2001） 西広瀬小学校　総合学習中間発表会. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 41.
小川　都 （2001） 昭和48～49年撮影　矢作川上流～下流の写真. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 43.
白金晶子 （2001） 糸状緑藻 Cladophora  glomerata の消長とその環境要因. 日本陸水学会第66回大会, 宮城県仙台市.
白金晶子 （2001） 人工基板による大型糸状緑藻モニタリング. 応用生態工学研究会　「現地ワークショップ　IN　矢作川」（共催：第10
　回渓畔林研究会）, 愛知県豊田市.
洲崎燈子 （2001） 生物からみた矢作川. 応用生態工学研究会　「現地ワークショップ　IN　矢作川」（共催：第10　回渓畔林研究会）, 
　愛知県豊田市.
田中　蕃 （2001） ヒメウラナミジャノメ　－　この凡種の非凡さ. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 39.
田中　蕃 （2001） 砂利投入実験－河床構造回復の試み. 応用生態工学研究会　「現地ワークショップ　IN　矢作川」（共催：第10回渓
　畔林研究会）, 愛知県豊田市.
内田朝子 （2001） 太田川多自然型川づくり　～第１回モニタリング調査を終えて～. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 38.
内田朝子 （2001） 川の思い出　木津川. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 42.
内田朝子 （2001） 矢作川中流域に大発生する大型糸状藻類. 応用生態工学研究会第5回大会, 東京都千代田区.
内田朝子 （2001） 矢作川で大発生する大型糸状藻類. 応用生態工学研究会　「現地ワークショップ　IN　矢作川」（共催：第10回渓畔
　林研究会）, 愛知県豊田市.
山本敏哉 （2001） 天然アユ調査会　県外研修. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 42.
山本敏哉 （2001） 矢作川におけるアユ研究の現状. 応用生態工学研究会　「現地ワークショップ　IN　矢作川」（共催：第10回渓畔林研
　究会）, 愛知県豊田市.
白金晶子 （2002） 矢作川の中流域の水質　－古鼡水辺公園を中心に－. 矢作川研究, 6: 99-111.
洲崎燈子 （2002） 広沢川流域における水源林総合調査. 矢作川研究, 6: 21-33.
田中　蕃 （2002） 矢作川における平成12年９月「東海豪雨」の影響. 矢作川研究, 6: 125-138.
田中　蕃 （2002） 自然公園づくりとチョウ類の生息状況．環境保全学の理論と実践II, 森　誠一（編）: 82-100．信山社 サイテック, 東京．
豊田市矢作川研究所 （2002） 矢作川100年誌資料研究 第1集. 豊田市矢作川研究所.
内田朝子 （2002） 矢作川中流域におけるアユの消化管内容物. 矢作川研究, 6: 5-20.
内田朝子・藤居　勇・山戸孝浩 （2002） 矢作川における大型糸状緑藻の時空間変動. 矢作川研究, 6: 113-124.
山本敏哉 （2002） 水位変動がコイ科魚類にどんな影響を与えたのか. 科学, 72（１）: 86-87.

2002年度
間野隆裕 （2002） 豊田市都心部のチョウ類群集. 日本鱗翅学会東海支部2002年大会, 愛知県名古屋市.
間野隆裕 （2002） ガ類．昆虫から見た熊野灘沿岸の豊かな自然, 三重昆虫談話会編：2-3. 三重県．
清野昭夫・間野隆裕 （2002） 沿海州のヤマメイガ. 蛾類通信, 220: 388-389.
白金晶子 （2002） 連載矢作川のいきもの3　川が育てる栄養ドリンク　ヘビトンボ. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 52.
洲崎燈子 （2002） ソウルでの第8回国際生態学会に参加して. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 53.
洲崎燈子 （2002） 連載矢作川のいきもの４　河川敷に揺れる波　ススキ. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 54.
洲崎燈子 （2002） Management of coppice woodland in central Japan. INTECOL（国際生態学会）, 韓国・ソウル.
田中　蕃 （2002） 連載矢作川のいきもの２　決闘! クマバチ対オサムシ. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 51.
豊田市矢作川研究所 （2002） 東海豪雨 -矢作川流域・記憶と記録-. 豊田市矢作川研究所.
内田朝子 （2002） 連載矢作川のいきもの１　カワヒビミドロという藻のお話. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 49.
山本敏哉 （2002） 矢作川河口周辺海域におけるアユの初期生活. 平成14年度第２回日本水産学会中部支部大会, 三重県津市.
古川　彰・川田牧人・芝村龍太・小川　都 （2003） 矢作川と人のくらし　研究概要. 矢作川研究, 7: 105-106.
間野隆裕 （2003） 連載矢作川のいきもの５　厳冬の闇に飛翔するフユシャク. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 58.
間野隆裕 （2003） 北海道の注目すべきトリバガ. 日本蛾類学会大会, 東京都千代田区.
間野隆裕 （2003） 日本産Hellinsia属と北海道の注目すべきトリバガ. Lepidopterist's Seminar, 奈良県奈良市.
野崎健太郎・神松幸弘・山本敏哉・後藤直成・三田村緒佐武 （2003） 矢作川中流域における糸状緑藻 Cladophora glomerata の光合
　成活性. 矢作川研究, 7: 169-176.
小川弘子・内田臣一・白金晶子 （2003） 東海豪雨後の矢作川の瀬における底生動物の現存量. 矢作川研究, 7: 25-31.
小川　都 （2003） 連載矢作川今むかし ①　川の門番－お釣土場水辺公園に立つ石柱－.　豊田市矢作川研究所月報 Rio, 59.
小川　都 （2003） 矢作川と人のくらし　３. 川辺の暮らしと環境利用. 矢作川研究, 7: 131-155.
小川　都 （2003） 矢作川と人のくらし　４. 写真でみる川辺の変化 －調査方法および結果の検討－.　矢作川研究, 7: 157-162.
小川　都 （2003） 川とヒトの関係史 ─ ダム直下 豊田市扶桑町の事例から. 第50回日本生態学会大会 自由集会, 茨城県つくば市.
白金晶子 （2003） 矢作川における糸状緑藻 Cladphora glomerataの生態. 第50回日本生態学会大会 自由集会, 茨城県つくば市.
洲崎燈子 （2003） 古鼡プロジェクト　特集にあたって. 矢作川研究, 7: 5-7.
洲崎燈子 （2003） ダム下流の河川環境回復を目指して　－文理融合の視点から－　趣旨説明. 第50回日本生態学会大会 自由集会, 茨
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　城県つくば市.
田中　蕃 （2003） 平成14年献上鮎料理顛末記 ①. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 56・57.
田中　蕃 （2003） 平成14年献上鮎料理顛末記 ②. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 59.
田中　蕃・内田朝子・洲崎燈子・小沢康彦 （2003） 古鼡横断面の生物. 矢作川研究, 7: 33-104.
内田朝子 （2003） 古鼡プロジェクトの概要. 第50回日本生態学会大会 自由集会, 茨城県つくば市.
山本敏哉 （2003） 矢作川河口周辺海域におけるアユの初期生活－Ⅰ 2000年10月～2001年４月の調査結果. 矢作川研究, 7: 177-185.

2003年度
近藤繁生・間野隆裕 （2003） 豊田市内に造成された遊水池のユスリカ. ため池の自然研究会第13回研究発表会, 愛知県名古屋市.
間野隆裕 （2003） クワトゲエダシャク♀の記録. 誘蛾燈, 172: 37-38.
小川　都 （2003） 「川と暮らしの記録展」報告. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 62.
小川　都 （2003） 連載矢作川今むかし ②　挙母祭りと矢作川. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 66.
洲崎燈子 （2003） 2003　川会議が開催されました. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 62.
Suzaki, T., A. Kume and Y. Ino （2003） Evaluation of direct and diffuse radiation densities under forest canopies and validation of the 
　light diffusion effect. Journal of Forest Research, 8: 283-290.
田中　蕃 （2003） 平成14年献上鮎料理顛末記 ③. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 61.
山本敏哉 （2003） 矢作川研究所研究最前線　アユ生態調査－現状の把握から問題提起へ. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 61.
山本敏哉 （2003） 矢作川河口周辺海域におけるアユの初期生態研究－ 発電所の温排水がアユ仔稚魚の出現におよぼす影響. 日本魚類学
　会年会, 京都府京都市.
矢崎充彦・間野隆裕 （2003） 三重県におけるエンスイミズメイガの記録. 佳香蝶, 55（216）: 86.
間野隆裕 （2004） チョウから見た豊田市都心部の自然. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 71.
間野隆裕 （2004） 豊田市都心部のチョウ類群集. 矢作川研究, 8: 115-121.
間野隆裕・蟹江　昇 （2004） 豊田市北部広沢川下流域の昆虫調査. 矢作川研究, 8: 123-147.
小川　都 （2004） 昔の川辺とその使われ方. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 71.
小川　都 （2004） 矢作川データベース資料報告. 矢作川研究, 8: 229-248.
佐藤正孝・安藤　尚・高崎保郎・田中　蕃・長谷川道明・岡田正哉・尾藤成人 （2004） ３．調査結果の概要 （２）名古屋市の野生
　動物の現状と解説 ⑥　昆虫類. 名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物　レッドデータブックなごや2004－動物編－, 名古屋市動植
　物実態調査検討会（監）: 121-230. 名古屋市環境局環境都市推進部環境影響評価室,名古屋市.
白金晶子 （2004） 矢作川中流の水質はきれいなの? 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 71.
白金晶子 （2004） 矢作川中流域の水質Ⅱ　－水質の長期変動と他河川との比較－. 矢作川研究, 8: 219-228.
洲崎燈子 （2004） 矢作川源流域の旭町における人工林の調査. 矢作川研究, 8: 171-185.
洲崎燈子 （2004） 源流域の人工林－どの林から手をつける? 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 71.
洲崎燈子・田中　蕃 （2004） 生物の生息に配慮した堤防の草刈り手法の検討. 矢作川研究, 8: 149-169.
内田朝子 （2004） 連載矢作川のいきもの９　笑う珪藻. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 68・69.
内田朝子 （2004） カワシオグサ大発生の謎に迫る! 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 71.
内田朝子・近藤和広・竹内康之・永田直人 （2004） 矢作川, 豊川, 長良川における大型糸状緑藻の発生状況. 矢作川研究, 8: 89-98.
内田朝子・洲崎燈子・山本敏哉・白金晶子・藤井泰雄 （2004） 準用河川太田川自然環境調査報告　－多自然型川づくりを用いた河川
　整備の評価－. 矢作川研究, 8: 187-217.
内田朝子・田中　蕃・洲崎燈子・小川　都 （2004） 古鼡の今昔  －矢作川の将来像を考えるために－. 矢作川研究, 8: 61-64.
山本敏哉 （2004） 発電所の温排水がアユ仔稚魚におよぼす影響について. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 71.

2004年度
近藤繁生・間野隆裕 （2004） 豊田市初音川ビオトープのユスリカ. ため池の自然研究会第14回研究発表会, 愛知県
　名古屋市.
近藤繁生・間野隆裕・山本　優 （2004） 矢作川中流域のオオカナダモ群落から発生した秋季，冬季のユスリカ類. 第56回日本衛生動物
　学会大会, 福井県福井市.
間野隆裕 （2004） 川紀行　ロシア沿海地方を訪ねて. 豊田市矢作川研究所月報 Rio, 78.
間野隆裕 （2004） 豊田市都心部のチョウ類群集. 第16回日本環境動物昆虫学会年次大会（信州大学）, 長野県南箕輪村.
間野隆裕 （2004） 蝶と環境評価－豊田市の事例から－. 日本鱗翅学会東海支部2004年大会, 愛知県名古屋市.
間野隆裕 （2004） 愛知県と奄美大島・沖縄本島のスカシヒメアオシャク. 誘蛾燈, 176: 61-63.
間野隆裕 （2004） 第５章昆虫　第10節チョウ目（ガ類）．上野市史　自然編, 上野市編: 723-747, 995-1030. 上野市.
間野隆裕 （2004） 北海道から記録された注目すべきトリバガ. Trans. lepid. Soc. Japan, 55（4）: 269-274.
間野隆裕 （2004） 豊田市都心部でミズイロオナガシジミを採集. 佳香蝶, 56（220）: 85.
間野隆裕 （2004） 名古屋市におけるキバラケンモンの記録. 佳香蝶, 56（220）: 86.



特集：豊田市矢作川研究所12年のあゆみ

66

間野隆裕 （2004） 大塚篤氏採集の名古屋市のガ. 佳香蝶, 56（220）: 93-94.
間野隆裕 （2004） 自然編　第１章自然のあらまし 第３節嬉野町の動物 ８嬉野町の昆虫類（６）ガ類．第２章環境の違いによる自然の
　ようす 第１節田園の自然 ５田園の昆虫とその共存．資料編　１嬉野町の動物データ（８）嬉野町の昆虫類目録 蛾類目録．嬉野史，
　嬉野町（編）: 自然編128-138, 161-163. 資料編442-468. 嬉野町.
白金晶子・野崎健太郎 （2004） Long-term changes of the nutrients in the middle-reach of the Yahagi River, central Japan. 日韓陸水
　学会, 韓国・釜山.
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2.  マスコミ報道

活動や所員に関する事柄がとりあげられた新聞・雑誌記事，テレビ報道を掲載しました．

日　付 
1999.12.6
2000.1.9
2000.2.20
2000.5.18
2000.5.18
2000.5.20
2000.12.8
2001.1.9
2001.5.11
2001.5.13
2002.2.15
2002.3.18
2002.5.10
2002.5.12
2002.8.4
2002.10.10

2002.12.10

2003.4.4

2003.4.11
2003.4.18
2003.4.26
2003.4.26

2003.4.26

2003.5.1
2003.5.2
2003.5.9
2003.5.11
2003.5.11

2003.5.16

2003.5.16
2003.5.21
2003.6.1
2003.6.6

タ イ ト ル ・ 内 容
天然アユ増へ復活・保全案　豊田市矢作川研究所　３年の調査もとに作成へ
天然アユ減少に「待った！」官民一体で “復活作戦”　豊田市の研究所
森と川が結ぶ　山村と都市の関係を考えよう　来月，豊田でシンポ
キリギリスを呼び戻すには緑地をトラ刈りに
とら刈りのススメ　豊田市矢作川研究所が報告書　『丸刈り』より自然豊かに
河川の近自然工法　効果のほどは？　豊田市矢作川研究所が評価制度づくり
アユの産卵数 大幅減？
新・幸福論ノススメ３　つながりの回復
矢作川の環境考え親しんで　あす、豊田で「会議」
矢作川の日を制定　川会議『川宣言』拍手で採択
「自然をまちづくりに」　矢作川研究所がシンポ開く
イトヨすむ名水守れ　シンポジウムに市民100人
矢作川の保全考えよう　あす専門家など招き会議
生き物に優しく　矢作川の環境考える　豊田でシンポ　マス釣り大会も
矢作川で自然に接しよう　親子生き物観察会
月刊雑魚釣りニュース「阿部幹事長のお膝元矢作川で雑魚Ｇメン発見」

月刊雑魚釣りニュース「愛知豊田発　雑魚好きが集った夢のイベント　400mの川を400
人で掻い掘り！」

矢作川アユ情報　天然遡上の第一陣　安城通過し岡崎へ　漁協と中電が共同で標識放流
を実施

虫の生態にのめり込む
川と暮らしの記録展「収集写真からみる豊田市扶桑町の80年」
いかだ師や鵜飼い 矢作川の50年紹介　豊田市役所で記録展
展示でたどる矢作川と生活

「川と暮らしの記録展」を開催中

川づくりの次なるステップ
５月10日は川会議　今年も「矢作川の日」に開催
矢作川「川会議」
環境保全の活動報告　豊田「矢作川」会議に250人
川づくりテーマ　矢作川 川会議　市民ら参加

矢作川の日に古鼡水辺公園で2003年　矢作川「川会議」　県内９団体が川づくり活動を
発表

矢作川天然アユ遡上速報　只いま約24万尾　明治用水ダムを越えて豊田市街地へ
ナマズで予知！？　話題づくりや啓発に
幻の魚サツキマスも
中流に標識アユ3000尾　漁協・中電・研究所・調査会４者が放流アユの生態把握へ

媒　体
朝日新聞
中日新聞
中日新聞
毎日新聞
中日新聞
中日新聞
中日新聞
中日新聞（夕刊）
朝日新聞
中日新聞
読売新聞
福井新聞
中日新聞
中日新聞
毎日新聞
BE-PAL

BE-PAL

矢作新報

矢作新報
矢作新報
中日新聞
毎日新聞

とよたホーム
ニュース

FRONT
矢作新報
中日新聞
中日新聞
毎日新聞

矢作新報

矢作新報
中日新聞
とよたの文化
矢作新報
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日　付
2003.6.12
2003.6.12
2003.6.12
2003.6.13
2003.6.13
2003.6.14
2003.6.14
2003.7.4
2003.7.11
2003.7.11

2003.7.18

2003.8.22
2003.8.22
2003.9.5
2003.9.12
2003.9.19
2003.9.26
2003.10.3
2003.10.5
2003.10.10
2003.10.31

2003.11.7

2003.11.7
2004.1.1
2004.2.20
2004.5.9
2004.5.19
2004.7.23
2004.7.23
2004.7.27
2004.8.6
2004.8.6

2004.10.1

2005.1.21
2005.1.22
2005.1.28
2005.2.1

2005.2.3

2005.2.4

タ イ ト ル ・ 内 容
東海豪雨で流れてきた？豊田の岩本川　突然ホタル　50年ぶり出現
数十年ぶりにホタル乱舞　豊田・岩本川に数百匹
矢作川調べて50年
豊田・扶桑町の岩本川沿い　幻想的ホタル大発生　数百匹乱舞　環境が生育に適合か
源氏ボタル大群舞　豊田市の岩本川で数千匹発生か　復活？偶発？矢作川研究所も観察
標識アユで生態調査　きょう釣り解禁に合わせ　豊田市矢作川研究所，矢作川漁協
矢作川に合うアユ調査　産地別 冷水病有無など比較　リボン付き 釣れたら届けてね
「アユ釣りやってみたいけど・・・」そんな人にイロハから教えます　矢作川学校
豊田市畝部地区のある田園地帯で　なぜか源五郎が大発生
矢作川漁協創立百年祭　各地で子供「川遊び」行事

遡上調査の最終結果　明治用水ダム魚道の遡上調査終了　アユ31万6000尾・サツキマ
ス５尾

川底のカーペット　異常繁茂のカワシオグサ　砂と人為洪水で一掃可能
豊田市矢作川研究所「研究所報７号」刊行
長雨・冷夏・夏台風　矢作川は空前の長期汚濁に
矢作第２発電所の濁水　川口・広瀬地区に深刻な被害
矢作川かいぼり大会　自分で捕った魚はおいしいぞ
アユ冷水病の軽減対策　矢作ダムの操作に工夫を
明日「かいぼり大会」　越戸公園前の矢作川分流で流れを堰き止めて開催
魚など捕まえ親子連れ歓声　豊田・矢作川分流 大かいぼり大会
捕った食べた　矢作川学校「かいぼり大会」
1500人の集団ゴミ拾い　記念橋～明治ダムで1640ｋｇを回収

只いま実験中　生活雑廃水浄化＋ビオトープ　逢妻男川の支流・初音川で　豊田市矢作
川研究所と竹村地域の住民

秋の叙勲・褒章者決まる
この道一筋の人々
第９回・豊田市矢作川研究所シンポジウム　矢作川のむかし・いま・これから
ゴミのない矢作川に
三重・宮川村で16年前採集のガ　新属・新種だった
矢作川の天然アユ保護
矢作川学校と漁協　親子アユ釣り教室
カムバック「川ガキ」
市町村合併後の広大な自然環境　いかに保全し活用するかが課題
矢作川のアユ漁　絶好調へ

生活にうるおいとゆとりをもたらす河川環境の再生を　「川を生かした街づくり」豊田市矢
作川流域

外来種・カワヒバリガイ　豊田 矢作川で生息確認
矢作川に中国の貝　豊田市研究所が確認
アユの “ゆりかご” 三河湾を考える　豊田市矢作川研究所シンポジウム
アユ減少、ヘドロ影響　生態調査 たい積地，個体数1/40以下

矢作川研究所シンポジウム

カワヒバリガイを見て反省

媒　体
朝日新聞
毎日新聞
中日新聞（夕刊）
中日新聞
矢作新報
読売新聞
中日新聞
矢作新報
矢作新報
矢作新報

矢作新報

矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
中日新聞
矢作新報
矢作新報

矢作新報

矢作新報
矢作新報
矢作新報
中日新聞
中日新聞
矢作新報
矢作新報
東海愛知新聞
矢作新報
矢作新報

ガバナンス

中日新聞
朝日新聞
矢作新報
読売新聞

NHKほっと
イブニング
矢作新報
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日　付
2005.2.4
2005.2.4
2005.2.13
2005.2.18

2005.2.24

2005.4.1
2005.4.1
2005.4.1
2005.4.15
2005.4.15
2005.4.16
2005.4.29
2005.5.12
2005.5.13
2005.5.20
2005.5.23
2005.6.3
2005.6.5
2005.6.5
2005.6.10
2005.6.12
2005.6.17
2005.7.1
2005.7.8
2005.7.15
2005.7.22
2005.8.5
2005.8.18
2005.9.9
2005.9.9
2005.9.16
2005.9.16
2005.10.14
2005.10.14
2005.10.23
2005.10.23
2005.10.28
2005.11.4
2005.12.2
2005.12.2
2006.1.27
2006.2.3

タ イ ト ル ・ 内 容
矢作川河口にヘドロ　仔魚おらず生息に影響か
ヘドロ、アユの生息制限　矢作川研究所など調査報告　河口に仔魚少なく
矢作川にカワヒバリガイ生息　中流域　取水口固着すれば障害も
（社）土木学会の04景観・デザイン賞決まる　豊田市児ノ口公園に最優秀賞

アユ生育に悪影響？　矢作川河口のヘドロ

矢作川研究所の調査情報で釣人がアユ豊漁不漁を占う
三河湾から春の使者　天然アユが矢作川へ
三河湾で天然アユの地曳き網調査を見学
天然アユの遡上が本格化　矢作川 明治用水ダムで速くも10万尾を突破！
森林の健康診断　矢作川の水源林100ヵ所でカルテ作成
豊田全域の森林　健康診断しよう　間伐の進まない人工林チェック
矢作川「森林の健康診断」　市民参加のビッグ・プロジェクト
「環境権」先取り　利権越え共有財産に
５月第２土曜日は「矢作川の日」　「川の風景づくり」シンポや全国イカダサミット開催
第５回矢作川「川会議」シンポ　市民の「自己責任」認識の復活を
森の健康診断 広がる関心　来月実施 定員超す150人応募
ハミアト幅と全長の関係　矢作川研究所がアユ釣り師に情報提供
矢作川流域 木・草・土など丹念に　森の健康　200人チェック
樹木の種類、幹回りなど計測　豊田で140地点　ボランティアら人工林の植生調査
市民200人で水源林の現状調査　矢作川「森林の健康診断」
人工林を “健康診断”　植生は？ 混み具合は？　市民が主体全国モデルに
国交省「矢作川」展
矢作川の天然アユ　10月生まれ一番仔が消える謎・・・
期待どおりの蝶とんだ　豊田市御船町の山田川にミドリシジミ
全国「川の日」ワークショップ　初の地方開催が豊田市で
第８回「川の日」ワークショップ　豊田市で初の地方開催
集まれ川ガキ！　矢作川学校参加者募集
「森の健診」山の荒廃、再確認　矢作川流域　10月，豊田で報告会
矢作川水系「森林の健康診断」　NPO・学者ら出版
釣れる鮎の８割が天然　産卵保護の重要性訴える
豊田高橋地区益富交流館でホタルシンポジウム
爆発的に勢力拡大　矢作川のニューフェイス　カワヒバリ貝
矢作川「天然資源」保護へ　４漁協と国・県・市・研究機関の共働で
矢作川森林の健康診断　結果報告シンポジウム
森の診断「要間伐」　矢作川結果報告 「過密地帯」相次ぐ
人工林73％「過密」　光当たらず下草もなし　豊田で報告会
矢作川上流の人工林６～８割が過密　標高500m未満の南斜面から間伐はじめては
第５回矢作川きき鮎会　６地点の “川の味を審査”
天然鮎感謝祭　おいしく食べ供養
矢作川天然アユ　暖かい秋の水温が影響？　孵化に大幅な遅れ
矢作川で静かなる猛威　中国原産カワヒバリガイ
今年も天然アユ多そう　矢作川研究所が秋の仔アユの流下量を公表

媒　体
毎日新聞
朝日新聞
読売新聞
矢作新報

名古屋タイ
ムズ(夕刊)

矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
中日新聞
矢作新報
福井新聞
矢作新報
矢作新報
朝日新聞
矢作新報
朝日新聞
中日新聞
矢作新報
中日新聞
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
朝日新聞
朝日新聞
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
朝日新聞
読売新聞
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
矢作新報
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日　付
2006.2.17
2006.2.23

2006.2.24

2006.3.3

2006.3.3

2006.3.10

タ イ ト ル ・ 内 容
天然資源保護路線確定へ　矢作川漁協アユ稚魚放流から転換
人工林の管理考えるシンポ　矢作川流域の連けい呼び掛け

人工林の管理考えるシンポ

高校生や先生にお勧め　矢作川学校ミニシンポ

豊田市矢作川研究所シンポジウム　流域の人工林管理をテーマに開催　市民が “山の現
状” 知らねば

アユ遡上情報　今年は数も多そう　サイズは小さめか

媒　体
矢作新報
中日新聞

ひまわりネッ
トワーク

矢作新報

矢作新報

矢作新報


