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１．はじめに

中～下流域の河畔の植物群落は，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，河川の水質保全に貢献し，堤防の保護，水流の固定など災害の影響を緩和する

役割を果たしている．このような群落を維持するためには，その成立過程や遷移の機構を解

明する必要があるが，河川周辺の植物群落の動態に関する研究の多くは主として人為的影響

の少ない上流域で行われており，開発の進んだ中～下流域での研究例は少ない．しかし，こ

の区間は親水活動の場として利用するために改修・整備などが行われる機会が多く，河畔植

生の変化とその要因を明らかにすることは，管理・保全のあり方を考える上でも大きな意義

がある。

豊田市矢作川研究所では1995年度より，矢作川中流域の越戸ダムから鵜の首橋までの約8

km，豊田市矢作川環境整備計画（豊田市，1996）で「都市ブロック」とされた区間の堤外地

で，陸上植物，昆虫，鳥類，哺乳類の基礎調査を行ってきた．筆者らは1997年度から1999年

度にかけてこの区間の複数の地点で植物の調査を行い，主要な群落（マダケ林，ヤナギ低木

林および高木林，ムクノキ―エノキ林，コナラ林，シバ草地，短茎草原，高茎草原，クズ群

落，岩上植生）の組成と分布について記述し，調査地全域の植物リストを作成した（中坪・

洲崎，1998；洲崎・中坪，1999；洲崎・中坪，2000）．また，空中写真と現地踏査に基づいて

都市ブロック全体の植生について概観し，全域に渡ってマダケ林が多く，豊田市の中心部に

近い区間ではグラウンド等の運動施設を伴うシバ草地が広い面積を占めていることを示し

た．そして，河川および地域の生物多様性を維持するためには，ヤナギ林，ムクノキ―エノ

キ林，短茎草原，高茎草原などの面積拡大とパッチ数増加が望ましいことを述べた（洲崎・

中坪，2000）．

本報では，河畔の植物群落の成立過程を踏まえた保全対策を検討するため，都市ブロック

内で1950年から1995年の間に撮影された空中写真を用いて植生と土地利用の変化を調べ，

その傾向と要因についての考察を行った．

特集・中流域の河辺環境
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図１ 調査地の位置
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２．調査地と方法

都市ブロック内で主要な植物群落を含む３つのゾーンを選定し，ゾーンＡ，Ｂ，Ｃとした

（図１）．各ゾーンの範囲と面積，使用した空中写真の撮影年度，色，縮尺を表１に示した．

ゾーンＡは越戸ダム堰堤（河口から約45.8km）から百善（どうぜん）土場（河口から約43.8

km）までの約2.0km，ゾーンＢはお釣土場水辺公園下流部（河口から約42.9km）から籠

川合流点（河口から約41.6km）までの約1.3km，ゾーンＣは高橋の約300ｍ上流（河口か

ら約40.9km）から加茂川合流点上流（河口から約39.2km）までの約1.7kmの区間である．

各ゾーンの植生と土地利用の概況については洲崎・中坪（2000）を参照されたい．

それぞれの空中写真から，堤外の植生と土地利用を判別してトレースを行った．判別にあ

たっては，撮影年度に近い時期に作成された地形図や，文献，聞き取り調査の結果も参照し

た。トレースした地図はスキャナーでコンピューターに取り込み，フォトレタッチソフト

Adobe Photoshop 5.5J（Adobe systems Inc.,USA）を用いて縮尺を1／10000に統一し，

植生・土地利用別に面積を測定した。

植生と土地利用の区分は以下の通りである（図２参照）．

水面 開放水面

岩 岩の露出面

土砂 河道内に堆積した土砂の露出面

裸地 土壌の露出面

舗装面 舗道，舗装された造成地，コンクリート護岸など

広葉樹林 広葉樹の優占林分，もしくは広葉樹単木の樹冠

アカマツ林 アカマツの優占林分，もしくはアカマツ単木の樹冠

竹林 大部分はマダケ林だが部分的にモウソウチク林，ハチク林も存在

表１ 各ゾーンの範囲と面積および使用した空中写真の撮影年度，色，縮尺

ゾーン 範囲 面積 (ha ) 使用した空中写真

撮影年度 色 縮尺

Ａ 越戸ダム堰堤～百善土場 52.7 1950(S25) 白黒 1／10000

1970(S45) 白黒 1／12500

1980(S55) 白黒 1／10000

1995(H7) カラー 1／10000

Ｂ お釣土場水辺公園下流～籠川合流点 25.6 1950(S25) 白黒 1／10000

1970(S45) 白黒 1／12500

1980(S55) 白黒 1／10000

1995(H7) カラー 1／10000

Ｃ 高橋上流～加茂川合流点上流 45.9 1950(S25) 白黒 1／10000

1961(S36) 白黒 1／12500

1977(S52) カラー 1／10000

1995(H7) カラー 1／10000

1995年撮影の空中写真から測定
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自然草地 草本植物の優占群落，1ｍ以下の低木が混交する群落も含む

シバ草地 芝生

耕作地 田畑

建造物 橋を含む

３．結 果

空中写真に基いて，各ゾーンを植生・土地利用別に色分けしたものを図２～４に示した．

また，各ゾーンの植生と土地利用の比率と面積の変化をそれぞれ図５と図６に示した（付表

参照）．以下に全てのゾーンに共通してみられた変化と，各ゾーンの変化の概況を記す．

１）全てのゾーンに共通してみられた変化（図５，図６）

1950年には耕作地が河川敷で最も広い面積を占めていたが，その比率は年数の経過に従い

急激に減少した．

河道内に堆積した土砂の面積は年数の経過に伴い減少した．

裸地の面積は1970年代が最も広かった．

広葉樹林と，本来水害防備林として植栽された竹林の面積は年数の経過に伴い拡大した．

また，1995年の空中写真で確認された，ヤナギの優占する広葉樹林（ゾーンＡの古鼡水辺公

園，ゾーンＢのお釣土場水辺公園下流部と荒井公園周辺，ゾーンＣの高橋下流右岸など；洲

崎・中坪，2000参照）は，いずれも1970年以降に水位が低下してできた露出面に成立してい

たことが確認された．

自然草地は1980年前後に面積のピークがあった．シバ草地は1970年代以降面積が拡大し

た．

２）ゾーンＡにおける変化（図２）

1950年には全域にわたって耕作地が多かったが，年数が経過するにつれて殆どが樹林地，

シバ草地，裸地（運動施設等），建造物などに置き換わった．越戸ダムの直下は勘八峡と呼ば

れる峡谷部だが，1970年までに勘八峡右岸には矢作川漁協の施設，左岸にはレジャーランド

（1995年の時点では跡地になっている）が造成された．同時期に，平戸橋の下流約600ｍ（右

岸）の地点を最上流部として，シバ草地内に運動施設のある越戸公園の造成が始まった．1995

年までには，平戸橋上流右岸にシバ草地内に民芸館などの施設が点在する平戸橋公園が造成

された．平戸橋から約500ｍ下流の左岸では，1991～1992年に行われた近自然工法による護

岸工事を機に，主としてヤナギ高木林とマダケ林からなる古鼡（ふっそ）水辺公園ができた．

勘八峡は矢作川沿いに連続する平野の最上流にあたり（豊田市，1976），平水時は川底の岩

盤が部分的に露出している．この岩盤の露出面の面積は，年数の経過に伴い草本群落に覆わ

れて減少した．

平戸橋の下流，右岸にある大きな岩盤は波岩（はいわ）と呼ばれ，周辺は水辺公園となっ

ている．波岩周辺の岩盤の露出面は1970年には草本群落に，1980年には広葉樹林に覆われて
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図２ ゾーンＡの植生と土地利用の変化
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図３ ゾーンＢの植生と土地利用の変化（凡例は図２を参照）
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図４ ゾーンＣの植生と土地利用の変化（凡例は図２を参照）
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図５ 各ゾーン地上部の植生と土地利用の比率の変化
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面積が減少した．

波岩下流の堆砂地の形状は1950年から1970年にかけて大きく変化した．1950年に波岩の

下流にあった砂州が，1970年には下流に移動して河原となり，1980年には同じ場所で陸地か

ら孤立して中洲となっていた．そして1980年以降，この中洲も周囲の河川敷も草本群落に覆

われ，土砂の露出面の面積が減少した．

勘八峡周辺では，アカマツ林の面積が年数の経過に伴い減少し，広葉樹林や竹林に置き換

わっていた．

３）ゾーンＢにおける変化（図３）

1950年には，両岸とも上流側は竹林，下流側は耕作地が多かった．

1970年までに右岸下流部で，シバ草地内に運動施設のある荒井公園の造成が始まった．こ

の荒井公園周辺では，1970年には河道内に土砂が堆積し，1980年にはその上を草本群落が覆

い，1995年にはヤナギを主体とした広葉樹林が成立する過程が見てとれる．このゾーンの右

岸最上流部（お釣土場水辺公園下流部）でも，1970年以降広葉樹林が成立し，1980年以降の

河川敷の幅の拡大（川幅の減少）とワンド形成とともに面積を広げていることがわかる．

左岸最下流部では，1970年にはゴルフ練習場の整備が始まっている．左岸では年数の経過

とともに竹林（マダケ林）が拡大し，1995年にはゴルフ練習場と，水管橋・平成記念橋の建

造に伴ってできた小面積の草地・裸地・舗装面を除くほぼ全域をマダケ林が覆っていた．

４）ゾーンＣにおける変化（図４）

このゾーンは1950年の時点で，他の２ゾーンと比較して耕作地の占める割合が最も高かっ

た．植生と土地利用状況は非常に単純で，全域にわたって河川敷に耕作地，堤防法面に自然

草地，水衝部の川岸に竹林，その対岸には堆砂地が成立していた．右岸最下流部には水制工

があったのがわかる．1961年にはやや耕作地が減少し，自然草地が拡大していたが，この傾

向に大きな変化はなかった．1950年と比較して水面の面積が広がり，土砂の露出面の面積が

減少しているが（図６），これは空中写真が増水時に撮影されたためである可能性が高い．

1977年にはこの状況が一変した．耕作地は全くなくなり，高橋と久澄橋の間の左岸には千

石公園，右岸には白浜公園（共にシバ草地内に各種運動施設がある）が整備された．また，

1977年以降，高橋上流右岸，左岸中央部，久澄橋下流両岸でマダケ林が拡大し，高橋付近の

左岸と，やや下流の右岸にはヤナギを主体とした広葉樹林が成立した．1995年には，豊田大

橋の建造による裸地が出現している．

４．考 察

１）植生と土地利用の変化の主な要因

第一に，1970年代の河川敷における土地利用の変化があげられる．今回調査地とした豊田

市の「都市ブロック」は中流域の平野部にあり，古くから河川敷の土地利用が進んでいたと
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考えられる．聞き取り調査によると，河川敷の砂地は作物を育てるのに適していたという．

また，1941～1945年の第二次世界大戦中に河川敷の耕作地への開墾が進んだとのことであ

る．

しかし1970年代には耕作地が激減し，1980年には殆どが消失した．その跡地の一部は，運

動施設を伴ったシバ草地に転換された．シバ草地は1970年代以降，全てのゾーンで面積が拡

大した．自然草地は1980年前後に面積のピークがあったが，この時期は耕作地が放棄され，

草地化してから整備が進むまでの移行期間に当たっていたと考えられる．因みに聞き取り調

査によると1950年当時，堤防法面は採草地として利用し，刈り取った草は家畜の餌とするか，

燃やして灰とし，田畑に入れる肥料にしたとのことである．1950年のゾーンＡの平戸橋下流

右岸およびゾーンＣで，堤防法面に自然草地が続いているのが確認できる．裸地の面積は，

整備が開始された1970年代が最も高かった．

竹林も，年数の経過に伴い全てのゾーンで面積が拡大した．これは主として放棄された耕

作地跡に，竹材の切り出しが行われなくなったマダケ林が地下茎によって広がったことを示

している．ゾーンＡでは広葉樹林の拡大傾向も顕著だったが（特に平戸橋上流），これは耕作

地跡や周辺の草地における遷移の進行のほかに，マツ枯れによるアカマツ林衰退後の遷移，

そして一部は1980年以降の左岸のレジャーランド跡地の樹林化と，右岸の平戸橋公園造成時

の植栽によるものである．

第二に，1971年に上流部の愛知・岐阜県境に建造された矢作ダムと矢作第二ダムの影響が

あげられる．矢作川本流にはこのダムの建造前，1901年から1935年にかけて既に５基のダム

構造物が造られているが，矢作ダムは矢作川流域最大のダムである．今回調べた全てのゾー

ンで，河道内に堆積した土砂の面積が年数の経過に伴い減少した．これは矢作ダムの建造に

よって砂利の供給量が減少したことに加え，平水時と氾濫時の流量の減少，氾濫の規模の縮

小，河床低下による水位の低下が起こり，堆積土砂の上に植生が発達したためだと考えられ

る（1955年頃から他のダム湖内で開始された砂利採取の影響も指摘されている――新見，私

信）．ゾーンＡにおける岩盤の面積減少も同様に矢作ダム建造後，流量の減少と氾濫の規模の

縮小，河床低下によって植生が発達したことが原因であると考えられる．

２）河畔の植物群落の成立過程と保全対策

今回の結果から，都市ブロックの河川敷は第二次世界大戦後まで，かなりの面積が耕作地

として利用されていたことが分かった．すなわち，1950年の時点では河川敷が人によって高

度に利用されており，矢作ダム建造後に比べて相対的に自然撹乱が多く，水位が高い時期の

河畔の自然植生の存在を確認することはできなかった．

1950年以前の堤外地の様子を知る手がかりは少ないが，古い写真を見ると，大正時代

（1912～1925）の百善土場周辺（百々貯木場），1940年頃の久澄橋周辺（以上 岡崎美術博物館

1999），1943年頃の高橋周辺（神谷，1989）では高水敷の植生は未発達で，低水敷には広く平

坦な，植生のない河原があったようである．また，聞き取り調査によると昭和20年代（～1954）

頃までは，洪水がある度に毎年のように川の形が変わったという．これらのことを考え合わ

せると，少なくとも矢作川の低水敷では頻繁に流路が変わるため，植生の発達が妨げられて

いることが多かったと推測される．
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1950年から1995年までの45年の間に，広葉樹林や草地といった自然緑地の面積は拡大し

た．しかしこれは，耕作地の放棄という人為的撹乱の減少とともに，矢作ダムの建造による

流量の減少，氾濫の規模の縮小といった河川の自然撹乱の減少を反映している．河辺環境の

自然度とは立地の不安定度であるとも言えるが，これが低下しているのである．南川（1963）

は都市ブロック内にカワラハハコ，カワラケツメイ，カワラヨモギといった，自然撹乱の多

い河辺環境を特徴づける，現在はみられなくなった草本植物が普通に見られたことを報じて

いる．聞き取り調査によると，カワラナデシコも1980年頃までは普通に見られる場所があっ

たそうである．また，1995年の時点で調査地内に確認された４地点のヤナギ林は，全て過去

25～15年内に成立しており，今後撹乱がなければ更新は困難であると考えられる．

筆者はこれまで，矢作川都市ブロックの河畔植生が，開発が進み，周囲にまとまった植生

が極めて少なくなっている市街地を縦断する緑のベルトであることに重点を置き，マダケ林

やシバ草地が大きな面積を占めているなかで，いかに在来種の多様性を高めていくかという

ことに主眼を置いて調査を進めてきた（中坪・洲崎，1998；洲崎・中坪，1999；洲崎・中坪，

2000）．しかし都市ブロックの植生と土地利用の変遷をみると，自然緑地の種多様性を高める

ことだけでなく，撹乱の多い，河川らしい環境を取り戻すことの重要性が強く再認識される

結果となった．

矢作川では，ダムによる河川環境の悪化は河床のアーマーコートや大型糸状緑藻の異常発

生といった水中の問題を中心として取り上げられてきたが（田中，1999；内田，2000など），

今回の結果から陸上植物にも大きな影響が現われてきていることが明らかになった．河辺の

自然環境を保全するためには，人命・財産に影響を及ぼさない範囲で，意図的に撹乱を起こ

す必要があるという議論も始まっている．今後は，どの程度の撹乱が河川敷の植物群落の成

立、維持、更新に必要かという点について，砂河川と呼ばれる矢作川の特徴である上流から

の砂利の供給に留意しつつ調査を進めていきたい．

５．要 約

１）矢作川中流域の都市ブロック内に３つのゾーンを設定し，1950年から1995年の間に撮

影された空中写真を用いて植生と土地利用の変化を調べ，その傾向と要因についての考察

を行った．

２）全てのゾーンで年数の経過に伴い，耕作地と河道内に堆積した土砂の面積が減少してい

た．一方広葉樹林，竹林，シバ草地の面積は拡大していた．裸地と自然草地の面積は一時

増加し，その後減少した．

３）植生と土地利用の変化の主な要因として，1970年代の河川敷における土地利用の変化

と，1971年の矢作ダムの建造による流量，氾濫，砂利の供給量の減少による影響があげら

れた．

４）河畔の植物群落を保全するには，管理によって種多様性を高めるだけでなく，河川特有

の自然撹乱の多い環境を取り戻すことが重要であることが再確認された．
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S ummary

１)Changes in the vegetation and land use were investigated in three zones of”urban
 

area”, the Yahagi River, using some aerial photographs taken from 1950 through

1995.The tendencies and factors of the changes were analyzed.

２)The areas of the arable and depositional surface of gravel had reduced,while the
 

areas of deciduous broad-leaved forest,bamboo forest and short turf had expanded as
 

years passed. The areas of bare land and grassland had once expanded and reduced
 

later.

３)Change of land use pattern in riverside lands in the 1970s and construction of the
 

Yahagi dam which led the reduction of the flow, floods and supply of gravel were
 

supposed to be main factors in changes in the vegetation and land use.

４)To conserve riparian plant communities, it is important not only to keep species
 

diversity high with moderate management, but also to recover natural disturbance
 

such as floods.
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付表 空中写真から測定した植生と土地利用の面積

（ha）

ゾーンＡ ゾーンＢ ゾーンＣ

1950 1970 1980 1995 1950 1970 1980 1995 1950 1961 1977 1995

水面 15.6 14.0 14.1 13.7 10.3 11.6 10.9 8.3 10.6 14.9 9.0 8.1

岩 3.8 4.2 3.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

土砂 4.0 5.3 1.8 0.2 3.3 1.2 0.7 0.5 6.3 1.2 3.2 0.1

裸地 0.5 6.4 6.2 2.2 0.0 1.7 1.3 0.5 0.0 0.3 8.6 6.4

舗装面 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.7

広葉樹 1.0 3.9 6.6 10.8 0.0 0.0 0.3 1.9 0.0 0.0 0.0 0.9

アカマツ林 1.8 1.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

竹林 3.2 3.3 7.0 8.6 3.8 4.6 6.5 7.9 1.3 1.7 2.7 5.4

自然草地 6.5 6.9 9.6 7.0 0.9 4.0 5.3 3.4 5.0 9.5 11.9 9.8

シバ草地 0.0 0.0 0.6 4.3 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 10.5 12.2

耕作地 16.1 6.2 1.3 0.6 6.1 1.7 0.1 0.1 27.1 21.2 0.0 0.0

建造物 1.4 2.7 3.1 2.7 0.0 0.0 0.1 0.6 0.2 0.3 0.5 1.3

合計 53.8 54.4 53.9 52.7 24.5 24.9 25.3 25.6 50.6 49.2 46.3 45.9

26 矢作川中流域の堤外地における植生と土地利用の変遷（洲崎 燈子）


