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はじめに 
 

　森林は気温や地温の平準化，防風，大気の浄化，防音，

防火等の作用などの効用をもち，風致・快適性を提供し，

保健休養や環境教育の場としても機能するため（只木，

１９９６），市街地においては環境を緩和して快適性，安全

性を高めることに寄与している．豊田市の中心市街地は

河畔に森林を含む自然緑地が広がる矢作川本流に近く，

中心市街地の環境改善をはかるためには矢作川の自然を

生かし，街中に導入することが望ましいと考えられる（田

中・洲崎，２００１）． 

　豊田市は１９９５（平成７）年に策定した環境基本計画で，

将来都市像「産業文化交流都市」実現のための８つのま

ちづくり目標の一番目として「豊かな自然と調和するま

ち」を掲げた．また産業文化交流都市実現のための先進

的事業（レインボープロジェクト）の冒頭には，「矢作

川を活かした街づくり」が計画されている．しかしこう

した目標を実現するためには，市街地の自然とその成り

立ちについてのデータを集積し，現実的・具体的な計画

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環境に関する調査を行

った．調査対象は自然環境（植物，昆虫，魚類を含む水

生生物，水質），都市環境（市街地の変遷，道路緑化， 

豊田市中心市街地の自然緑地 

 

地下水，気候），市民意識（市民の環境意識）である．

本稿ではこのうち植物の調査結果を報告し，豊田市中心

部における自然緑地の特徴を述べるとともに，今後保全

と市内の緑化を進めるにあたり配慮すべき事項について

考察した． 

 

調査地と方法 
 

　豊田市中心部（およそ７×１４kmの範囲）の自然緑地

の分布状況を把握するため，調査地付近の空中写真を収

集して植生と土地利用を調べた．また，過去（１９５０年） 

と現在（２００１年）に撮影された空中写真を比較し，過

去の地形図（１９２３～１９８２年）も参照しながら，土地利

用の変化について考察した． 

　現地調査は豊田の中心市街地に分布する，樹冠の連続

している自然林１０地点と疎林をともなう社寺４地点（若

宮神社、承久寺、挙母神社、長興寺）、市の中心部のや

や南に位置する矢作川沿いの自然林３地点（秋葉緑地、

天王山古墳、水源公園）の合計１７地点で行った（図１，

写真１～８参照）。各調査地の植生の概況を表１に示した． 

　全調査地で植物出現種を記録した．また，樹冠の連続

している自然林がある１３地点（白山神社周辺，梅坪小北，

西山町，西山公園東，平芝公園，妙見寺西，児ノ口公園，

毘森公園，樹木神社，金谷町，秋葉緑地，天王山古墳，

水源公園）のほぼ中央に幅１０m，長さ５０m程度の調査ラ 

要　　約 
　市街地の自然緑地は住環境を快適にし，災害の影響を緩和するとともに保健休養・環境教育の場となるなど多面的な
機能を持っている．豊田市で自然豊かな中心市街地づくりを進めるにあたり必要な知見を得るため，豊田市中心部の自
然緑地の分布と成立過程，種組成，構造，林内環境を調べた．緑地の多くが矢作川と，台地と低地の境を流れる枝下用水・
根川用水沿いに存在していた．１７地点の緑地に設けた調査地で計２９０種の高等植物が確認された．１３地点の調査地に里
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存在した．これらはアカマツ林から遷移したと考え
られ，その多くは社寺林であるか，社寺に隣接していたため残されたと考えられた．林内にはアラカシやヤブツバキ，
モチノキ，カクレミノ，モウソウチクといった常緑植物が多く混交していたが，これらの常緑植物の植被率（混交率）
が高くなるほど落葉期（上層の落葉樹が葉を落とす秋～春期）に林内が暗くなり，草本層の種数が下がる傾向があった．
豊田市中心部では残存する自然緑地で常緑植物の伐採等の管理を行い，在来種による緑化で緑地をつなぎ，生物生息空
間と景観の質を高め，活用することが望まれる． 
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図1　豊田市中心部の植生と土地利用および調査地の位置． 

写真1　白山神社． 

写真3　平芝公園． 

写真5　児ノ口公園． 
 

写真7　金谷町． 
 

写真2　西山町． 

写真4　妙見寺． 
 

写真6　樹木神社． 

写真8　水源公園． 

洲崎　燈子 豊田市中心市街地の自然緑地 
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る．豊田市中心部に残存する自然緑地の多くが，この両

用水と矢作川に沿って分布している（図１）． 

　植生と土地利用をみると，１９５０年の時点では，矢作

川と籠川，逢妻女川の氾濫原である低地に水田，台地に

桑畑が広がっており，低地にも台地にも乾田が散在して

いた（図３‐ａ）．林地は枝下用水・根川用水沿いの，主

として社寺の近くに点在しており，その殆どはアカマツ

林だったと推測される．１９８２年までに矢作川の右岸側

では台地の北西部（枝下用水と逢妻女川の間の地域，畑

地が多い）と低地の南部（矢作川と枝下用水・根川用水

沿いの地域，水田が広がっている）以外の全域で，宅地

や工業用地などへの開発が進んだ（図３‐ｂ）．枝下用水・

根川用水沿いの林地はコナラを主体とした林に変化し，

街の中の緑の小島のように残り，いくつかの地点では林

に隣接するように公園や公共施設が作られた． 

　こうした植生と土地利用の変化を，調査対象範囲を北 

部，中央部，南部に分けてもう少し詳しく見ると以下の

ようになる． 

 

・調査地域北部（調査地点「白山神社」「梅坪小北」「西 

山町」「西山公園東」「平芝公園」「妙見寺」を含む） 

　北西部には畑地が残るが，河川敷を除くと公園・寺社

の緑地以外は全域が開発され，宅地，商店，公共施設等

になっている．この区域では１９５０年当時，低地の水田

や桑畑の中に数十戸規模の集落が点在している状況だっ

たが，１９６０年代に入って急速に宅地・工場等への開発

が進んだ．枝下用水沿いの林地は白山神社，梅坪神社，

安長寺，霊岩寺などの近くに分布し，その面積は１９５０

年から２００１年にかけて，場所によっては増加した．そ

の傾向は調査地点「西山町」，「西山公園東」で顕著で

ある．しかし，「妙見寺」の東側では林地面積は大きく

減少した． 

 

インを設置し，そのラインに沿って林冠高を確認し，高

木層，亜高木層，低木層，草本層の植物種とその植被率

を調べた．林内環境の調査としては，上層の落葉樹着葉

期（夏～秋）と落葉期（冬～早春）の開空率（林内の光

環境の指標であり，全天写真より算出）とリター層（原

形をとどめた落葉落枝の層）の厚さを調べた．開空率と

リター層の厚さは調査ライン１０mあたり３ポイントで測

定し，平均値を求めた．上記の調査結果を総合し，市街

地の自然緑地の特徴を総合的に判断した． 

 

結　　果 
 

＜広域的な植生と土地利用の概況＞ 

　この地区の地形はおよそ２種類に分けることができ，

地質と対応している（図２；豊田市，１９９１）．台地（お

もに砂，砂レキから成る層）と，台地に囲まれた低地（沖

積平野，おもに砂，シルト，粘土，レキから成る層）で

ある．台地は基盤となる花崗岩類の上に，第三紀（６４３０

万年～１６０万年前）以降に形成された層で，最上面は第

四紀更新世（１７０万年前～１万年前）の堆積物である．

これに対し低地は，降雨の際に崩れた花崗岩の風化土を

運ぶ矢作川が氾濫によって流路を変えてきたことで，第

四紀完新世（１万年前～現在）以降に形成された．標高

は台地でおよそ６０m，低地では４０m前後となっている．

明治～昭和にかけて開削された枝下用水と枝下用水から

分岐する根川用水が，この台地と低地の境界を流れてい 

 

図2　豊田市中心部の地質． 
 

図3　豊田市中心部の（ａ）1923年と（ｂ）1982年の地形図． 

表1　豊田市中心部の植生と土地利用および調査地の位置． 

洲崎　燈子 豊田市中心市街地の自然緑地 
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を枝下用水がおおよそ北から南に流れている．北西の一

部が梅林公園になっており，調査ラインはその北側のア

ベマキ，ヤマザクラなどの混交するコナラ林に南北に設

置した．林冠高は１６mと他の調査地に比べやや高く，林

内には６～１２mの高さにアラカシなどが見られたが，林

床の落葉落枝の除去や草木の刈り払いが定期的に行われ

ているため，林内は非常に開放的な空間になっていた． 

 

・妙見寺西 

　妙見寺の北西側に位置する約０.６haの林地で，調査ラ

インは東西に設置した．アベマキとモウソウチクが同程

度の比率で林冠（高さは１２mとやや低い）を占めており，

林内には３～１０mの高さでアラカシやヒサカキなどの優

占する層があった．林内には通路状に低木が刈り払われ

る等，調査期間中に管理が行われた形跡があり，このこ

とと面積が小さいことから林内は比較的明るかった． 

 

・児ノ口公園 

　敷地面積１.９haで，もともとはグラウンドやプールな

どのある公園だったが，１９９４～９５年にかけて自然公園

に整備され，暗渠となっていた小河川，五六川の掘り出

しと近自然工法による整備，樹木の植栽などが行われた． 

　児ノ口公園の植生にはコナラ，アベマキ，シラカシ，

アラカシ，タブノキなどの見られる里山ゾーン，クスノ

キ，スダジイなど常緑広葉樹林ゾーン，ソメイヨシノ，

シデコブシ，ヤマザクラなどの花木を中心としたゾーン，

ムクノキ（豊田市の名木指定）やクスノキなどの大木が

ある児ノ口神社社叢林のゾーンがある．それらに加え，

小河川，池，水田といった水域・湿地的環境など多様な

植物の生育環境があり，市街地にあって生物の良質な生

息空間と市民の憩いの場の創出に成功したモデルケース

的な公園である． 

　１９９６年に里山林を構成する樹木の苗木が植栽された．

現在は主にアベマキが林冠の構成種になり，９～１０mの

高さに達している．林冠下にはコナラ，ケヤキ，エノキ，

ムクノキなどの落葉樹が多く，林内では２～８mの高さ

に層構造が形成されてきている．低木が伐採されている

ため２m以下の樹木はほとんどなく，林内の見通しがいい． 

 

・若宮神社 

　面積は０.２haほどで，簡素な社殿と広場がある．クス

ノキ（豊田市の天然記念物指定），モチノキの大木があ

る．管理・清掃が行われているため，草本や低木はほと

んど見られない． 

・毘森公園 

　敷地面積は約８haだが，野球場やプ－ル，テニスコー

ト，弓道場，駐車場などを含んでおり，枝下用水東側の

約２haが自然林となっている．枝下用水の東側約２０mは，

ヨシやセイタカアワダチソウ，メダケが高さ２mに達す

る草地になっており，樹高約１４mのクロマツが点在して

いた．続く１０mが林へ移行するマント群落のゾーンで，

その東側はコナラ林になっていた．林内には高さ５～１０

mの層があり，主にアラカシ，ヒサカキ，カクレミノな

どの常緑広葉樹で構成されていた． 

 

・浄久寺 

　面積は約０.２haで，その７割を社殿が占めており，ク

スノキ，モチノキなどが植えられているが，植物は少な

い． 

 

・挙母神社 

　面積は約０.７haで，参道沿いにクスノキ（豊田市の天

然記念物指定，樹齢約６５０年とされている），イチョウ，

メタセコイアなどが植えられている．ここも草本や低木

は少ない． 

 

・樹木神社 

　西側を枝下用水に接する約１.５haの社叢林で，神社の

北側に広がっている．北側に七州城址公園，南側に神竜

寺，陽竜寺といった寺がある．林冠優占種のほとんどが

アベマキやコナラなどの落葉広葉樹で，林内には２～

１２mの層にアラカシ，サカキ，モウソウチクなどが優占

し，階層構造がよく発達しており，調査ラインを設置し

た調査地の中で最もリター層が厚かった． 

 

・金谷町 

　ここは名古屋鉄道三河線の鉄道橋が上部を通る場所で，

約１haの広葉樹をまじえたモウソウチク林がある．林冠

高は斜面上部で約１２m，下部で約１８mと高く，常緑樹の

シラカシ，シロダモ，落葉樹のエノキなどの大木がある．

ここの鉄道橋は１９２０（大正９）年に竣工されたもので，

橋桁の中央部分が煉瓦積み，左右が石積みとなっている．

豊田の大正期の近代化を物語る構造物でもあり，周囲の

モウソウチク林とあわせ良好な景観が維持されている場

所として評価できる． 

 

・長興寺周辺 

　矢作川と安永川にはさまれた場所にあり，面積およそ 

・調査地域中央部（調査地点「毘森公園」「若宮神社」

「児ノ口公園」「浄久寺」「挙母神社」「樹木神社」「金

谷町」「長興寺」を含む） 

　北部同様，ほぼ全域が開発されているが，最も南に位

置する長興寺の付近には水田が残る．この区域も１９５０

年当時は低地に水田と桑畑が広がっており，その中に現

在の中心市街部にあたる挙母町と，樹木町の大きな集落

があった．枝下用水沿いに林地と，弘法院，新明社，七

州城址，樹木神社，陽竜寺，神竜寺などの寺社・城址が

分布している．調査地点「挙母神社」と「樹木神社」，

「金谷町」の林（後者については三光寺，福満寺が隣接

している）は１９５０年の時点で既に確認できるが，現在

まとまった面積の林がある「毘森公園」「児ノ口公園」

では林は確認できない．１９５０年の空中写真で「長興寺」

周辺に認められる樹冠は桑畑のものである．特に，現在

２ha近い広葉樹自然林がある「毘森公園」付近に殆ど林

がなかったことは注目に値する．この区域も１９６０年代

に急速に開発が進んだが，林地面積が大きく減少するこ

とはなかったといえるだろう． 

 

・調査地域南部（調査地点「秋葉緑地」「天王山古墳」

「水源公園」を含む） 

　矢作川の両岸に基盤岩（伊奈川花崗岩）の認められる

丘陵地があり，その上にコナラを主体とする広葉樹林が

広がっている．１９５０年当時，この丘陵と周囲の台地上

にはアカマツ林と桑畑が，低地には水田が広がっていた．

アカマツ林の面積は調査地域の北部や中央部よりは広い

ものの樹冠はまばらで，燃料とするために過度の伐採が

行われていたことがうかがえる．この地域では１９６０年代， 

主に台地上で宅地や商店等に加え工業用地への開発が進

み，２００１年までに３つの調査地点はいずれも矢作川右

岸で孤立した林地となった． 

 

　全体的な特徴を概観すると，１９６０年代以降の急速な

市街化により農地は減少したが，枝下用水・根川用水周

辺に散在していた林地は，戦後から現在までに面積がや

や拡大したことがわかった．その多くがコナラを主体と

する林で，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衰退した後に自然に成立し，そ

れが残されたものと考えられた．アカマツ林からコナラ

林への移行は今回の調査地域を含む合併以前の旧豊田市

域に広く見られる現象で，アカマツ林の管理放棄による

遷移の進行やマツ枯れによるものと推測されている（洲

崎, ２００５）． 

 

 

＜各調査地の植生＞ 

　以下に各調査地の特徴を記す． 

・白山神社周辺 

　南側を枝下用水に接する約２.６haの社叢林で，西側の

神社を囲む形になっている．林冠にスギがまばらに混交

するコナラ林で，林内の５～１１mの高さに常緑樹のシラ

カシ，アラカシや落葉樹のタカノツメなどで構成される

層があった．比較的林木の密度が低く林内が明るいため

草本層の種数が多く，常緑樹だけでなくタカノツメやア

オハダ，ヤマウルシといった落葉樹やベニシダ，ヘクソ

カズラなどの草本が比較的多く見られるのが特徴的だっ

た． 

 

・梅坪小北 

　南側を枝下用水に接する約２haの東西にやや長い林地

で，東側で白山神社の社叢林，南西側で車道を隔てて西

山公園の緑地に連続している．林地の北西側の低茎草原

から，南西方向に林内へ調査ラインを引いた．草地では

チガヤ，メドハギ，ニワゼキショウ，ヒメジョオンなど

が確認された．コナラなどの落葉樹とスダジイなどの常 

緑樹が混交する広葉樹林だが，林内に進むに従ってモウ

ソウチクが混じり，林縁から約４０mでモウソウチク林に

移行していた．林内にはサカキ，カクレミノなどの常緑

広葉樹が８～１１mの層を構成していた． 

 

・西山町 

　豊田地域医療センターの東に位置する約０.５haの林地で，

北東側を御嶽神社に接している．林冠にはコナラ，クリ，

アベマキなどの落葉樹と常緑樹のアラカシが混交する広

葉樹林である．アカマツの林冠木も多く見られるが，樹

勢が弱いため優占種とはなっていない．林冠高は１２mと

他の調査地に比べやや低く，林内では主としてアラカシ

が３～８mの層を構成していた． 

 

・西山公園東 

　東側を枝下用水に接する南北に長い約１.５haの林地で，

西側に西山公園と梅坪神社がある．調査ラインは東西に

引かれた．アベマキ，アラカシなどの混交するコナラ林

だが，枝下用水に近い斜面下部でモウソウチクが侵入し

ていた．林内では２～６mの層でアラカシやカクレミノ，

ヒサカキなどが優占していた． 

 

・平芝公園 

　霊岩寺を取り囲むように広がる約３haの林地で，園内 
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を枝下用水がおおよそ北から南に流れている．北西の一

部が梅林公園になっており，調査ラインはその北側のア

ベマキ，ヤマザクラなどの混交するコナラ林に南北に設

置した．林冠高は１６mと他の調査地に比べやや高く，林

内には６～１２mの高さにアラカシなどが見られたが，林

床の落葉落枝の除去や草木の刈り払いが定期的に行われ

ているため，林内は非常に開放的な空間になっていた． 

 

・妙見寺西 

　妙見寺の北西側に位置する約０.６haの林地で，調査ラ

インは東西に設置した．アベマキとモウソウチクが同程

度の比率で林冠（高さは１２mとやや低い）を占めており，

林内には３～１０mの高さでアラカシやヒサカキなどの優

占する層があった．林内には通路状に低木が刈り払われ

る等，調査期間中に管理が行われた形跡があり，このこ

とと面積が小さいことから林内は比較的明るかった． 

 

・児ノ口公園 

　敷地面積１.９haで，もともとはグラウンドやプールな

どのある公園だったが，１９９４～９５年にかけて自然公園

に整備され，暗渠となっていた小河川，五六川の掘り出

しと近自然工法による整備，樹木の植栽などが行われた． 

　児ノ口公園の植生にはコナラ，アベマキ，シラカシ，

アラカシ，タブノキなどの見られる里山ゾーン，クスノ

キ，スダジイなど常緑広葉樹林ゾーン，ソメイヨシノ，

シデコブシ，ヤマザクラなどの花木を中心としたゾーン，

ムクノキ（豊田市の名木指定）やクスノキなどの大木が

ある児ノ口神社社叢林のゾーンがある．それらに加え，

小河川，池，水田といった水域・湿地的環境など多様な

植物の生育環境があり，市街地にあって生物の良質な生

息空間と市民の憩いの場の創出に成功したモデルケース

的な公園である． 

　１９９６年に里山林を構成する樹木の苗木が植栽された．

現在は主にアベマキが林冠の構成種になり，９～１０mの

高さに達している．林冠下にはコナラ，ケヤキ，エノキ，

ムクノキなどの落葉樹が多く，林内では２～８mの高さ

に層構造が形成されてきている．低木が伐採されている

ため２m以下の樹木はほとんどなく，林内の見通しがいい． 

 

・若宮神社 

　面積は０.２haほどで，簡素な社殿と広場がある．クス

ノキ（豊田市の天然記念物指定），モチノキの大木があ

る．管理・清掃が行われているため，草本や低木はほと

んど見られない． 

・毘森公園 

　敷地面積は約８haだが，野球場やプ－ル，テニスコー

ト，弓道場，駐車場などを含んでおり，枝下用水東側の

約２haが自然林となっている．枝下用水の東側約２０mは，

ヨシやセイタカアワダチソウ，メダケが高さ２mに達す

る草地になっており，樹高約１４mのクロマツが点在して

いた．続く１０mが林へ移行するマント群落のゾーンで，

その東側はコナラ林になっていた．林内には高さ５～１０

mの層があり，主にアラカシ，ヒサカキ，カクレミノな

どの常緑広葉樹で構成されていた． 

 

・浄久寺 

　面積は約０.２haで，その７割を社殿が占めており，ク

スノキ，モチノキなどが植えられているが，植物は少な

い． 

 

・挙母神社 

　面積は約０.７haで，参道沿いにクスノキ（豊田市の天

然記念物指定，樹齢約６５０年とされている），イチョウ，

メタセコイアなどが植えられている．ここも草本や低木

は少ない． 

 

・樹木神社 

　西側を枝下用水に接する約１.５haの社叢林で，神社の

北側に広がっている．北側に七州城址公園，南側に神竜

寺，陽竜寺といった寺がある．林冠優占種のほとんどが

アベマキやコナラなどの落葉広葉樹で，林内には２～

１２mの層にアラカシ，サカキ，モウソウチクなどが優占

し，階層構造がよく発達しており，調査ラインを設置し

た調査地の中で最もリター層が厚かった． 

 

・金谷町 

　ここは名古屋鉄道三河線の鉄道橋が上部を通る場所で，

約１haの広葉樹をまじえたモウソウチク林がある．林冠

高は斜面上部で約１２m，下部で約１８mと高く，常緑樹の

シラカシ，シロダモ，落葉樹のエノキなどの大木がある．

ここの鉄道橋は１９２０（大正９）年に竣工されたもので，

橋桁の中央部分が煉瓦積み，左右が石積みとなっている．

豊田の大正期の近代化を物語る構造物でもあり，周囲の

モウソウチク林とあわせ良好な景観が維持されている場

所として評価できる． 

 

・長興寺周辺 

　矢作川と安永川にはさまれた場所にあり，面積およそ 

・調査地域中央部（調査地点「毘森公園」「若宮神社」

「児ノ口公園」「浄久寺」「挙母神社」「樹木神社」「金

谷町」「長興寺」を含む） 

　北部同様，ほぼ全域が開発されているが，最も南に位

置する長興寺の付近には水田が残る．この区域も１９５０

年当時は低地に水田と桑畑が広がっており，その中に現

在の中心市街部にあたる挙母町と，樹木町の大きな集落

があった．枝下用水沿いに林地と，弘法院，新明社，七

州城址，樹木神社，陽竜寺，神竜寺などの寺社・城址が

分布している．調査地点「挙母神社」と「樹木神社」，

「金谷町」の林（後者については三光寺，福満寺が隣接

している）は１９５０年の時点で既に確認できるが，現在

まとまった面積の林がある「毘森公園」「児ノ口公園」

では林は確認できない．１９５０年の空中写真で「長興寺」

周辺に認められる樹冠は桑畑のものである．特に，現在

２ha近い広葉樹自然林がある「毘森公園」付近に殆ど林

がなかったことは注目に値する．この区域も１９６０年代

に急速に開発が進んだが，林地面積が大きく減少するこ

とはなかったといえるだろう． 

 

・調査地域南部（調査地点「秋葉緑地」「天王山古墳」

「水源公園」を含む） 

　矢作川の両岸に基盤岩（伊奈川花崗岩）の認められる

丘陵地があり，その上にコナラを主体とする広葉樹林が

広がっている．１９５０年当時，この丘陵と周囲の台地上

にはアカマツ林と桑畑が，低地には水田が広がっていた．

アカマツ林の面積は調査地域の北部や中央部よりは広い

ものの樹冠はまばらで，燃料とするために過度の伐採が

行われていたことがうかがえる．この地域では１９６０年代， 

主に台地上で宅地や商店等に加え工業用地への開発が進

み，２００１年までに３つの調査地点はいずれも矢作川右

岸で孤立した林地となった． 

 

　全体的な特徴を概観すると，１９６０年代以降の急速な

市街化により農地は減少したが，枝下用水・根川用水周

辺に散在していた林地は，戦後から現在までに面積がや

や拡大したことがわかった．その多くがコナラを主体と

する林で，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衰退した後に自然に成立し，そ

れが残されたものと考えられた．アカマツ林からコナラ

林への移行は今回の調査地域を含む合併以前の旧豊田市

域に広く見られる現象で，アカマツ林の管理放棄による

遷移の進行やマツ枯れによるものと推測されている（洲

崎, ２００５）． 

 

 

＜各調査地の植生＞ 

　以下に各調査地の特徴を記す． 

・白山神社周辺 

　南側を枝下用水に接する約２.６haの社叢林で，西側の

神社を囲む形になっている．林冠にスギがまばらに混交

するコナラ林で，林内の５～１１mの高さに常緑樹のシラ

カシ，アラカシや落葉樹のタカノツメなどで構成される

層があった．比較的林木の密度が低く林内が明るいため

草本層の種数が多く，常緑樹だけでなくタカノツメやア

オハダ，ヤマウルシといった落葉樹やベニシダ，ヘクソ

カズラなどの草本が比較的多く見られるのが特徴的だっ

た． 

 

・梅坪小北 

　南側を枝下用水に接する約２haの東西にやや長い林地

で，東側で白山神社の社叢林，南西側で車道を隔てて西

山公園の緑地に連続している．林地の北西側の低茎草原

から，南西方向に林内へ調査ラインを引いた．草地では

チガヤ，メドハギ，ニワゼキショウ，ヒメジョオンなど

が確認された．コナラなどの落葉樹とスダジイなどの常 

緑樹が混交する広葉樹林だが，林内に進むに従ってモウ

ソウチクが混じり，林縁から約４０mでモウソウチク林に

移行していた．林内にはサカキ，カクレミノなどの常緑

広葉樹が８～１１mの層を構成していた． 

 

・西山町 

　豊田地域医療センターの東に位置する約０.５haの林地で，

北東側を御嶽神社に接している．林冠にはコナラ，クリ，

アベマキなどの落葉樹と常緑樹のアラカシが混交する広

葉樹林である．アカマツの林冠木も多く見られるが，樹

勢が弱いため優占種とはなっていない．林冠高は１２mと

他の調査地に比べやや低く，林内では主としてアラカシ

が３～８mの層を構成していた． 

 

・西山公園東 

　東側を枝下用水に接する南北に長い約１.５haの林地で，

西側に西山公園と梅坪神社がある．調査ラインは東西に

引かれた．アベマキ，アラカシなどの混交するコナラ林

だが，枝下用水に近い斜面下部でモウソウチクが侵入し

ていた．林内では２～６mの層でアラカシやカクレミノ，

ヒサカキなどが優占していた． 

 

・平芝公園 

　霊岩寺を取り囲むように広がる約３haの林地で，園内 
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の間に強い正の相関が認められることが明らかになった

（図４, ｐ＜０.０１）．夏～秋の着葉期の開空率と植物種数

の間に有意な相関は認められなかった． 

　上層の落葉樹が葉を落としている時期の林内の明るさ 

には，混交する常緑樹の有無が影響していると考えられ

た．そこで林の各階層における植物の植被率を積算し，

常緑植物（常緑樹とモウソウチク）の割合を算出して落

葉期の開空率と比較したところ，両者の間には強い負の

相関が確認された（図５, ｐ＜０.００１）．以上のことから，

調査対象地域のコナラを主体とした林は，このまま放置

すれば遷移の進行によるカシ類，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，植物種の多様性が減少していくと考え

られた． 

 
 

考　　察 
 

　今回の調査から豊田市中心市街地には矢作川や農業用

水に沿って，コナラなど里山の樹種が優占する小面積の

自然林が分布していることがわかった．こうした林はア

カマツ林が遷移したもので、社寺林としての位置付けに

より残されたと推測された。孤立した都市林ではしばし

ば特定害虫の発生や，周辺に多い園芸種の実を食べた鳥

の糞に由来する園芸植物の増加による出現種の偏りなど

の問題が発生する．しかし今回の調査地ではこうした傾

向は認められず，豊田市中心部の林地は多様な生物の関

与によって比較的バランスのいい状態に保たれていると

考えられた． 

　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林分が多いと考えられる．その場

合には林内の常緑樹や竹の択伐を行う必要があるだろう． 

　また，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，住民にとってかけが

えのない個性あふれる地域の財産になるだろう． 

　都市の緑はヒートアイランド効果を抑制する．豊田市

の中心部では過去５０年間で農地から市街地への転換が

急激に進んだ。１９８０年には南北に走る国道２４８号線沿

いを中心にヒートアイランド現象が確認されている（大

和田，２００５）．このヒートアイランドはその後約２０年で，

市の南西部の台地上に続く地域，南部，更に矢作川左岸

地域に拡大した（図６）．これは高層建築物が増えたこ

とや，周辺地域でも宅地と工業用地の開発が進んだため

だと考えられる．加えて，この地区のように盆地地形の

底にある街では日中気温が上がりやすく，ヒートアイラ

ンドの効果が一層強くなるとともに，空気が汚れやすく，

拡散しにくくなる．川の水面や川辺と市街地の緑は，気

化熱によって急激な気温の上昇を抑える．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． 

　孤立している自然林の間を緑の回廊でつなぐことはこ

うした気象条件の緩和，住環境の快適化につながる．街

路樹等の植栽を行う際に，市の中心部に現存する自然林

で見られる植物種を用いることができれば，景観の連続 

０.３haの疎林．クスノキ，ヒノキ，イチイガシの大木が

ある． 

 

・秋葉緑地 

　矢作川右岸の丘陵上にある約１３haの林地で，西側に

西面塚古墳と安永川がある．調査ラインは東西に設置し

た．コナラ林で，場所によってアベマキが混交していた．

林内には高さ３～８mのヒサカキ，カクレミノ，タカノ

ツメなどが優占する層があったが，林冠直下の亜高木層

を欠くためか林内は明るく，コナラ，アベマキ，オオカ

メノキなど落葉樹の低木が見られた． 

 

・天王山古墳 

　矢作川右岸の丘陵上にある約４haの林地で，北側に須

佐之男神社があり，林内に天王山古墳と岩鼻古墳がある．

林冠にはクリやコナラ，アベマキなどの落葉広葉樹にア

ラカシ，シラカシなどの常緑広葉樹が部分的に混ざって

いた．アラカシ，ヒサカキなどの常緑樹で構成される高

さ約８mの亜高木層があり，低木が比較的少ないために，

林床の植被率が他の調査地に比べ高かった． 

 

・水源公園 

　矢作川右岸の丘陵上にある約８haの林地で，山室橋の

架橋前は北側の調査地「天王山古墳」を含む林地と連続

していた．林内には平子山古墳があり，南側には水源神

社がある．林冠にはコナラ，ウワミズザクラといった落

葉樹のアカマツが混交していた．林内では高さ２～１０m

の層にヒサカキ，カクレミノといった常緑樹だけでなく，

コナラ，アオハダ，ウワミズザクラといった落葉樹も見

られた． 

 

　巻末の付表に各調査地の出現種を記した． 

　樹冠の連続している自然林があり，調査ラインを設置

した１３地点の林地面積は平均約２haで，全て里山に多

いコナラ，アベマキ，シラカシなどの広葉樹を主体とし

た林だった．１３地点中６地点でモウソウチクとアカマ

ツが混交しており，１１地点は社寺林であるか，社寺に

隣接していた（表２）．林内ではアラカシやヤブツバキ，

モチノキ，カクレミノなどの常緑広葉樹の低木が多く見

られた． 

　各調査地の林冠高，開空率，リター層の厚さを表３に

示した．林冠高は，他の調査地と比べ林齢の若い「児ノ

口公園」以外の調査地ではおよそ１２～１５mと大きな差は

なかった．開空率は同様に「児ノ口公園」を除くと着葉 

期で４.７～８.２％，落葉期で１１.８～２６.４％となり，落葉期

に調査地点間でやや差が大きくなる傾向があった．着葉

期と落葉期の開空率には正の相関があった（ｐ＜０.０１）．

モウソウチクの混交している林では混交していない林に

比べ，着葉期・落葉期とも林内がやや暗い傾向があった．

リター層の厚さは，林床の落葉落枝の除去や草木の刈り

払いが行われている「平芝公園」と「児ノ口公園」を除

くと２.８～７.５cmと地点間による差がみられ，特に階層構

造の発達している「樹木神社」で最も高い値となった． 

 

＜林内の明るさと植物種数＞ 

　林内の明るさと林内の植物種数を，林床管理が行われ

ている「平芝公園」と「児ノ口公園」，面積が小さいた

め調査ラインの長さが２０mと短かった「金谷町」を除く

１０地点で比較した．すると，林内の明るさと林内の植

物種数を，冬～早春の落葉期の開空率と林内の植物種数 

表3　各調査地の林冠高と開空率，リター層の厚さ． 

表2　各調査地の林内におけるコナラ，アカマツ，モウソウチクの 
　　  有無と近接する社寺の有無． 

図5　高木～低木層の樹冠における常緑植物の混交率と 
　　  落葉期の林内の明るさ（開空率）． 

図4　落葉期の林内の明るさ（開空率）と草本層の種数． 
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性と野生動物の往来するコリドーとしての質を高められ

ることが期待できる．本報告を含む「川を生かしたまち

づくりプロジェクト」の調査結果が，地域の自然特性を

生かした植栽・管理計画の立案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強く願うものである． 
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Summary 

Green space and water area in urban zone have several 
functions to regulate environment and provide the amenity 
and the field for environmental education. To actualize the 
urban plan which aims improvement of natural environment, 
actual vegetation and land use, and their change in past 50 
years in the central part of Toyota city were investigated. 
Natural green spaces were distributed along the Yahagi River 
and Sidare and Negawa agricultural water. Two hundred ninty 
plant species were recorded in 17 study sites. There were 
natural broadleaved woodlands dominated by oak species 
which succeeded from Pinus densiflora woodland in 13 study 
sites. These woodlands were supposed to be preserved as 
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性と野生動物の往来するコリドーとしての質を高められ

ることが期待できる．本報告を含む「川を生かしたまち

づくりプロジェクト」の調査結果が，地域の自然特性を

生かした植栽・管理計画の立案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強く願うものである． 
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矢作川におけるカワヒバリガイの大量発生後の大量死 
A mass death after a high abundance of the invasive mussel, Limnoperna fortunei, 

in the Yahagi River, Honshu, Japan
 

内田臣一 1)・白金晶子 2)・内田朝子 2)・田中良樹 1)・土井幸二 1)・松浦陽介 1)  

Shigekazu UCHIDA, Akiko SHIRAGANE, Asako UCHIDA, 
Yoshiki TANAKA, Koji DOI and Yosuke MATSUURA

はじめに 
 

　カワヒバリガイLimnoperna fortunei（Dunker，１８５７）
はアジア大陸原産の淡水生の二枚貝である．日本の河川

では生息が確認されていなかったが，１９９０年に揖斐川

で採集されたのを最初として（木村，１９９４），１９９２年

には琵琶湖で（松田・上西，１９９２），さらに１９９７年ま

でには木曽三川の下流域と琵琶湖・淀川水系に広く生息

するに至った（中井，１９９５，２００１； 松田・中井，２００２）． 

　矢作川ではカワヒバリガイは２００４年から生息が確認

された．すでにその時点で殻長の大きな貝が含まれてい

たことから，２００２年にはすでに生息していたと推測さ

れる（白金，２００５a）．これを受けて２００４年末に調査し

たところ，すでに矢作川の中流域に広く定着してしまっ

ていた（内田，２００５）．２００５年には前年に定着してい

た稚貝が大きく成長し，大量発生の様相を呈した（白金，

２００５b；豊田市矢作川研究所，２００６a）．分布も中流域

だけでなく，上流は矢作第二ダムの直下から矢作古川分

岐点直下の藤井床固まで広がっていることがわかった（豊

田市矢作川研究所，２００６b；内田，２００６）．この大量発

生は２００６年の夏まで続いたが，一転して２００６年９月か

らカワヒバリガイは大量に死に始めた（豊田市矢作川研

究所，２００６c；内田，２００７）． 

　このような矢作川におけるカワヒバリガイの侵入と大 

量発生，その後の大量死についての概要は「豊田市矢作

川研究所月報 Rio」などで簡単に報告されてきたが，そ

の根拠となった調査結果については詳細には報告されて

こなかった． 

　そこでこの報告では，２００４年から２００６年まで愛知工

業大学 都市環境学科（旧：土木工学科）河川・環境研

究室と豊田市矢作川研究所が共同で矢作川本流を中心と

した自然水域を広域に調査した結果をもとに，矢作川に

おけるカワヒバリガイの分布と生息状況の消長を概観す

る． 

　なお，カワヒバリガイは日本国内で上述の木曽三川，

琵琶湖・淀川水系，矢作川だけでなく，他の水系にも広

がりつつあるらしい．群馬県富岡市の大塩湖水系の鏑川

用水では２００５年から発生が確認され（片山ほか，２００６），

大発生が問題となっている（上毛新聞，２００６）．茨城県

の霞ヶ浦でも２００５年に生息が確認された（須能，２００６）．

また，天竜川水系でも支流大入川の新豊根ダム（愛知県

豊根村）のダム湖内で２００４年に見つかり（国土交通省，

２００６），その下流側本流の秋葉ダム（静岡県浜松市）

から取水する水力発電所と用水で２００６年から大発生が

問題となっているという（電源開発（株），私信；静岡

県企業庁， 私信）． 

　カワヒバリガイが日本へ侵入した経路としては，東ア

ジア海外諸国から輸入される生きたシジミ類など生鮮水 

 

要　　約 
　矢作川本流を中心とした自然水域を広域に調査した結果をもとに外来種カワヒバリガイの分布と生息状況の消長を概
観した．矢作川では，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る．２００４年末には中流域に広く定着
してしまっていたらしい．２００５年には前年に定着していた稚貝が大きく成長し，大量発生の様相を呈した．この大量発
生は２００６年の夏まで続いたが，一転して２００６年９月からカワヒバリガイは大量に死に始めた．大量死後，中流の越戸ダ
ムの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２０mm前後のものが多
いが，小さなものもいるため，寿命を迎えて一斉に死んだとは考えにくい．カワヒバリガイの現存量と造網型トビケラ
類の現存量には負の相関が認められるので，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ある． 
 
キーワード：カワヒバリガイ，外来種，大量発生，大量死，矢作川 


