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はじめに

　河畔の植物群落は護岸や水質浄化，河川内外の動物の
生息環境や餌の供給源といった機能を持つとともに，地
域の生物・景観資源としての役割も果たしている．矢作
川の上～中流域には自然護岸の区間が多く，植物群落の
保全と適切な管理を進めることが望ましく，その計画立
案のためには群落の種組成と構造，成立過程を明らかに
する必要がある．2006～2007年度にかけて，2005年に合
併して新しく豊田市となった地域を中心に矢作川の河畔
林整備基礎調査が実施されたが，その一環として，河口
から48～69 kmの範囲で河畔植生の調査を行った．この
調査で確認された植物種と植生断面については洲崎ほか

（2009）で報告したが，本稿では植生の成立過程を明ら
かにする目的で行った植生および河川横断面形状の変化
に関する調査結果を報告する．また，矢作川中流域では
矢作ダム（堰堤は河口から79 km地点，1971年建造）に
よる流量の安定化や土砂の堆積が河畔広葉樹林の成立を
促した可能性があるが（洲崎，2001），今回の調査範囲
も矢作ダムの下流であるため，同様の傾向が見られるか
確認した．

調査地と方法

　河畔林整備基礎調査では新市域を中心に矢作川に特徴
的な自然植生と，広い面積を占める竹林を含む10地点に
植物調査地点を設置した（図1，表1参照）．　1968年と

2007年に現地で撮影された空中写真（オルソ画像）から
作成した植生図と，1981年と2003年の調査地付近の河川
横断面図（1981年は愛知県豊田土木事務所<当時>によ
り最初に河川横断面図が作成された年である）をそれぞ
れ比較し，各調査地の植生と土地利用，河川横断面形状
の変化を確認するとともに，矢作ダムの河畔植生に対す
る影響に関して考察した．

結　　果

　各調査地の植生と土地利用，河川横断面形状の変化に
ついては以下の通りである．また表2に，各調査地の堤
外地（ここでは両岸の道路の川側とした）における1968
年と2007年の植生・土地利用面積を示した．

①小渡町小柳（旭地区内）
　この調査地では巨礫のある緩斜面上に樹高20 m以上
のケヤキ高木林が成立していた．ケヤキ林の面積は過去
40年でほとんど変化していなかったが，部分的にモウソ
ウチク林に置き換わっていた（図2）．左岸で家屋の増築
と，草地・広葉樹林の耕作地への転換があったことが確
認された．1981年以降に左岸で横断面形状の変化が見ら
れたが（図3），これは水田の区画整備時の造成によるも
のと考えられた．

②榑俣町榑俣川合流点付近（小原地区内）
　この調査地に広がっているマダケ林とアベマキ林は，
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図１　調査地の位置．

表１　調査地の概要．
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草地だった場所に拡大してきたことが確認された（図4）．
過去40年で草地面積は3割未満にまで減少したが，マダ
ケ林の面積は約3倍，アベマキ林は約2倍に増加した（表
2）．スギ人工林は1968年以降に植栽されていた．右岸側
で家屋の増築と駐車場の造成が行われている．河川敷の
土砂堆積面の面積には大きな変化はなかった．河川横断
面の形状は1981年以降ほとんど変化していなかった（図
5）．

③百月町百月発電所上（小原地区内）
　林冠高約10 mの小規模なモウソウチク林が成立して
いたこの調査地では，1968年の時点ではアベマキやケヤ
キの樹冠を確認できたが，モウソウチクは少なかった（図
6）．過去40年間で土砂堆積面や耕作地だった場所にモウ

ソウチク林が大きく広がり，その面積は8倍になった（表
2）．河川横断面形状については，この地点における1981
年のデータがなかったため確認できなかった（図7）．

④西広瀬町西前地内（猿投地区内）
　林冠高十数mのマダケ林であるこの調査地では，過去
40年でマダケ林の面積が約半分に減少し，土砂堆積面の
面積が2倍以上に拡大していた（図8）．マダケ林の面積
減少は右岸側に建築物ができた際，伐採が行われたこと
によるものと考えられ，草地やケヤキなどの広葉樹の林
に変化していた．草地面積は約５倍，広葉樹林面積は2
倍以上に拡大した（表2）．1968年の時点で，現在支流飯
野川との合流部にあるケヤキの樹冠が確認できる．河道
内における裸地の面積拡大については，飯野川から供給
された土砂の堆積も一因となっている可能性がある．河
川横断面の形状は過去40年でほとんど変化していなかっ
た（図9）．

⑤東広瀬町ヲゴソ地内（石野地区内）
　この調査地では広大なマダケ林の林縁にツルヨシ群落
が広がっている．以前は砂河川矢作川を代表する景観
である植生のない堆砂地が左岸河川敷に広がっていた
が，過去40年でそこにマダケ林とツルヨシ群落が広がっ
た（図10）．土砂堆積面の面積は約1/4に減少し，マダケ
林の面積は2倍以上になった．左岸では川側だけでなく
陸側の耕作地にもマダケ林が拡大した．右岸ではマダケ
林の拡大と広葉樹林への遷移により草地が消失した．ま
た過去40年で河川敷から河道内にかけて土砂の堆積が進
み，河積が減少した（図11）．

⑺有間町（旭地区内）
　この調査地では林冠高十数 mのアベマキ林が成立し
ており，堤防側はヒノキの人工林となっていた．1968年
の時点では，現在アベマキ林がある場所は疎林で，堤
防側のヒノキ林の面積は小さく，現在の4割程度であり，
この後に更に植栽が進んだことが分かった（図12，表2）．
河川の横断面形状は，左岸で道路の拡幅があったものの，
流路内では過去40年でほとんど変化していなかった（図
13）．

⑻簗平町（小原地区内）
　この調査地ではカヌー係留のために敷かれた舗装路に
連続する河原にツルヨシ群落が，斜面にはマダケ林とメ
ダケ群落が成立していた．この地点では造成等による地

矢作川上中流域の河畔植生Ⅱ

表２　堤外地の植生・土地利用面積変化．　
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形改変が大きく，右岸では耕作地が店舗と駐車場になり，
左岸では草地・広葉樹林がカヌー競技場になった（図
14）．これらのことから裸地面積が8倍以上に拡大し，草
地は約半分，広葉樹林は1/3に面積が減少した．一方右
岸ではマダケ林が拡大し，面積が2倍以上になったとと
もに，スギ林が植栽された（表2）．調査地の対岸（左岸）
では河川敷への土砂の堆積が認められるが，調査地のあ
る右岸では横断面形状の変化はなかった（図15）．

⑼月原町（足助地区内）
　ハシバミの優占する高さ約5 mの林が道路沿いに断続
的に分布するこの調査地は，1968年以降，全体に林冠高
が高くなっただけで大きな変化は確認できなかった（図
16）．河道内では流路の低下が見られたが，調査地点の
川側では護岸工事が行われ，立地の安定性が高まったと
考えられる（図17）．

⑽大河原町（足助地区内）
　この調査地を広く覆っているマダケ林は1968年以降，
全体に林冠高が高くなっただけで大きくは変化していな
かった（図18）．マダケ林に混生するケヤキ等の樹冠面
積は2倍以上に拡大していた（表2）．河川横断面の形状
もほとんど変わっていなかった（図19）．

⑾御船町（猿投地区内）
　石切場として利用されていた場所にある林冠高約5 m
の湿地林で，シデコブシ等が優占していたこの調査地で
は，1968年以降大きな植生の変化はなかったが，草地や
岩盤の露出していた場所，耕作地に広葉樹林が拡大した

（図20）．その結果草地面積は1/7以下に減少した（表2）．
河川敷から河道内にかけては1968年以降土砂の堆積が進
み，河積が減少しているが，調査地点の立地は変化して
いなかった（図21）．

考　　察
　
　10地点の調査地とその周辺の1968～2007年の植生変化
を概観し，最も顕著だった傾向は竹林の拡大である．竹
林は2007年の時点で全地点の堤外地で確認されたが，10
地点中6地点で面積が拡大し，3地点で新たに出現してい
た．竹林の面積が減少していたのは調査地4（西広瀬町）
のみで，これは建築物を作る際に伐採が行われたことに
よるものだった．竹林の拡大は矢作ダム下流の上～中流
域に広く見られる現象であることが分かった．広葉樹林

も全地点の堤外地に存在し（2007年），6地点で面積の拡
大が確認された．これらのことから中流域と同様，上流
域でも複数の地点で堤外地の植生発達（樹林・竹林の拡
大）が進んでいると判断された．また，上流側の4地点
ではヒノキ，スギ等の針葉樹の植栽が行われていたこと
が確認された．
　植生の発達は矢作ダムによる流量の安定化や土砂の堆
積に起因している可能性があると考えたが，少なくとも
1981年以降，調査地5（東広瀬町）以外の区間ではっき
りした河川横断面形状の変化を確認することはできな
かった．このことは，河道に近い植生のない堆砂地の面
積が，ほとんどの場所で大きく変化していなかったこと
とも関連があると考えられた．上中流の河川敷の植生発
達には，大正～昭和初期にかけて現在の矢作ダム下流に
建造された他の小規模ダムが影響を及ぼした可能性もあ
ることが推測された．
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図２　調査地① （小渡町小柳）の植生と土地利用の変化．

図３　調査地① （小渡町小柳）の河川横断面形状の変化．
図５　調査地②  （榑俣町榑俣川合流点付近）の

　　　　　　河川横断面形状の変化．

図４　調査地② （榑俣町榑俣川合流点付近）の植生と
土地利用の変化．

図６　調査地③ （百月町百月発電所上）の植生と土地利用の変化．

図７　調査地③ （百月町百月発電所上）の河川横断面形状． 図９　調査地④ （西広瀬町西前地内）の河川横断面形状の変化．

図８　調査地④ （西広瀬町西前地内）の植生と土地利用の変化．

（凡例は図 8を参照）

（凡例は図 8を参照）

（凡例は図 8を参照）
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図 10　調査地⑤ （東広瀬町ヲゴソ地内）の植生と土地利用の変化．

図 11　調査地⑤ （東広瀬町ヲゴソ地内）の河川横断面形状の変化． 図 13　調査地⑺ （有間町）の河川横断面形状の変化．

図 12　調査地⑺ （有間町）の植生と土地利用の変化．

図 14　調査地⑻ （簗平町）の植生と土地利用の変化．

図 15　調査地⑻ （簗平町）の河川横断面形状の変化． 図 17　調査地⑼  （月原町）の河川横断面形状の変化．

図 16　調査地⑼ （月原町）の植生と土地利用の変化．

（凡例は図 16 を参照）

（凡例は図 16 を参照）

（凡例は図 16 を参照）
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図 19　調査地⑽ （大河原町）の河川横断面形状の変化． 図 21　調査地⑾ （御船町）の河川横断面形状の変化．

図 18　調査地⑽ （大河原町）の植生と土地利用の変化．
図 20　調査地⑾ （御船町）の植生と土地利用の変化．（凡例は図 20 を参照）
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