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矢作川「都市ブロック」で1995～99年度の5年間にかけて行われた植物，昆虫，鳥類，哺

乳類の調査からは，開発の進んだ河川中流域の河畔植生と，そこに生息する陸上動物につい

て多くのデータが得られた．この調査を通じて，都市域の河辺環境の実情と今後改善してい

くべき点が浮かび上がってきた．以下に，最も詳細な調査が行われた昆虫を中心として，植

物との関わりを踏まえながら，現在の河辺環境の問題点と，今後の河辺環境の整備にあたっ

て留意すべき点を述べる．

１．今後の河辺環境の整備について

以下の提言は主として昆虫相が豊富に保全されることを基本として行う．昆虫の生息を保

証する要素は第一に生産者である植物の豊かさであり，さらには川らしさである．川らしさ

は水の移動，水量の変動，その規模の変化から形成される河辺環境の破壊と再生の状況，物

質が流水の圧力で移動した結果できる河床形態，溶解・浮遊物質による水質変化の過程を反

映している．これらの多くは現在人為の影響を強く受けているため，常に「果たしてこれが

自然な状態なのか」という疑念を感じさせることを，前提としてあげておくことにしよう．

これは，利用と管理が継続される河川で，ある意味では不自然な自然を容認するということ

を意味する．

以下に昆虫相の豊かさを保つための提言を，植生の保全とからめて述べる．

１）ブナ科植物の導入とこれを主体とする二次林との多面的接続

都市ブロックの周辺は，市の中心地となっている盆地の平坦部以外はもともと丘陵地であ

り，宅地や工場開発以前は畑地と山林であった．これまでに調査された丘陵地の昆虫相調査

結果の一部を見ても，ブナ科植物の優占する雑木林内の生息種が多く確認されている．その

昆虫相は総体的に豊かであり，構成種も本調査の河辺環境とは若干異なるものになっている．

現在の河辺の植生は，マダケ林が優勢なことを割り引き，かつマダケ伐採後の植生回復の

状況を見ると，ムクノキやエノキの優占する河辺林に代表されると思われる．そして，ムク

ノキ―エノキ林の植物相はマダケ林よりは多様であるとしても，周辺の丘陵地雑木林の多様

さには及ばないのは明白である．

落葉性ブナ科の樹種をとくに取り上げる理由は，日本にはこれらの植物を幼生期の食物と
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している昆虫種が多いこと，分泌される豊富な樹液を成虫期の食物とする種がきわめて多い

ことで，河辺のヤナギのみでは補いきれない重要な食物源となるからである．

都市ブロックにおいて現在雑木林に接続しているのは，丘陵となっている最上流部の勘八

峡付近と，最下流部の鵜の首橋（秋葉緑地）付近の両末端のみである．この現状からは，河

川敷内においては雑木林を構成する植物の繁茂が困難であるかのような印象を受ける．最近

の研究（中坪・洲崎，1998）で河辺の樹木が萌芽再生していることが解明されているだけに，

河川敷におけるコナラ，アベマキなどの落葉性ブナ科樹種の不在は，アラカシ，シラカシな

どの常緑種はともかく，河辺環境が二次林の代表的な優占種である落葉性のブナ科樹種を寄

せ付けない可能性があることを示唆している．

しかし平地の高水敷堤防を挟んで，堤内の近距離にある社叢林（たとえば兵主神社，松宮

天満宮，灰宝神社など）には常緑・落葉のブナ科樹種の老齢木の混交林が現存しており，孤

立木としては川田町ゴルフ場北端の河川敷にアベマキの大木がある．そして幾種かの注目す

べき昆虫の生息が確認されている．したがってわずかな配慮によって河畔林内に落葉性ブナ

科樹種を導入することが可能であると思われ，昆虫相はこれにより飛躍的に豊富になるもの

と思われる．

多くの植物種が河川敷において大規模な雑木林を形成している現場は，筆者は過去滋賀県

の愛知川河畔で体験している．そこではコナラ，クヌギ，ナラガシワなどの落葉性ブナ科樹

種が，常緑性のブナ科樹種や他科の多くの樹木と混交していた．人口密度の高い都市が河畔

に迫っていないという相違はあるにしても，八日市市周辺の平野から鈴鹿山脈へと緑が延々

と続いている様子は，鬱蒼とした平地林に川が流れて開放空間をつくり，また森林を切り開

いて生活圏を確保してきた人類の営為を思い起こさせるに十分であった．この場所は滋賀県

においても貴重な昆虫類を記録的に多く産出している．

この例に比較すれば，良好とされる矢作川都市ブロック河辺環境の姿にはまだ多くの改良

工夫の余地があろうと思われるので，河川敷への丘陵地環境の積極的な導入を提言する．

２）ムクノキ―エノキ林の保全と活用 そこからの河辺環境造り

上に記したように，河辺の現存植生は二次林的な様相を強く持っている．矢作川や豊川の

中・下流の河辺に多く見られるムクノキ―エノキ林は，植物生態学的にもはっきりと認めら

れた植生である（大野，1993）．中西（1990）はこの植生を，大きな破壊（洪水）の後に遷移

が進んだ途中の相と考えている．中坪・洲崎（1998）はこの群落の更新に関して新たな見解

を付け加えているが，いずれも二次林としてとらえられていることには変わりがない．

この植物群落は，矢作川においては高密度のマダケに樹冠のみを出して埋没する形で存在

しており，比較的多様性に欠ける植生と見られてきたが，越戸町のお釣土場水辺公園におけ

るマダケ林の研究伐採の結果，中～低木層にヤブツバキ，ヤブニッケイ，アラカシ，チャノ

キなどの潜在植生の構成種が豊富で，林床に落葉広葉樹林に自生する草本類が多いことが分

かった．この構造は年々変化してゆくであろうが，筆者らは伐採前後にこの場所の昆虫相を

調査しており，著しい変化を明確に捕らえた．植生の変化に対する昆虫側の対応はきわめて

速いが，近隣地域からの補充機構が成立しているのかもしれない．それは未知のコリドー（回

廊）の存在によるものか，それに関わりのない昆虫種の移動力特性によるものかは，現在の
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ところ明確ではない．さらなるモニタリングによって，植生の遷移の進行と昆虫相の変化の

関係が解明されることが望まれる．

本誌の田中（2001a）中のV-1-1）に記したように，この河畔植生は，丘陵地の植生を導く

コリドーとするには不充分と考えられる点が多々ある．しかしこのムクノキ―エノキ林の持

つ多様性は，そこに人為の色が濃く表現されてきた歴史があるにせよ，いまから過去の数十

年を短縮して一朝一夕につくりだせるものではない．そうであるなら，現存するムクノキ―エ

ノキ林を積極的に評価し，活用することを考えねばならないだろう．

その場合すでに，成長の途上にある常緑性のブナ科樹種（アラカシ，シラカシ）以外に，

丘陵地の落葉性ブナ科樹種を混交させるべきかは慎重に考える必要がある．堤外で無理であ

れば，堤内に新しい丘陵地要素のコリドーを，堤内と並行的に造成する手段の開発が求めら

れる．実現すれば，この堤防沿いの二重構造の植生帯は，相携えて多様性に富んだ河辺環境

のコリドーとして注目されることになろう．これは本誌の田中（2001a）中のV-1-1）とは別

に，現存するムクノキ―エノキ林を保全しつつ，コリドーの多様性を創出する一手段であり

得る．

３）竹林管理の方向性

都市ブロックの河畔植生において，最も広大な面積を占めるのがマダケ林である（洲崎・

中坪，2000）．この林において他の植物は皆無ではないが，いずれも著しい衰退状況にあり，

マダケ林に手を加えない限り，その回復は難しい．

マダケを含む河辺の竹林には，洪水被害を起こさぬよう河岸を保護するという具体的な使

命がある．それがどのレベルの洪水まで耐えるのかに関する情報は，明確に把握されていな

いし，信仰的な面が強すぎるような感がしないでもない．とはいえ，竹林によって河岸が保

護されているとの安心感は，依然流域住民間に根強い．したがってマダケの伐採には自ずと

限界が設けられるであろう．河辺林としての多様性を維持しながら，マダケを含めた植生を

保全管理する方向性は，洲崎・中坪（2000）が提唱しているように100-150本／100㎡程度に

する間伐を，根気よく続けることが望まれる．

タケ類を食する昆虫は存在するものの，決して多数派ではない．それでも多様性への貢献

度においては決して疎外されるべきものでないのも確かである．また竹林の在り方によって

は，環境に多様性を付与する効果が認められる．

お釣土場においては，マダケの伐採後に復活したムクノキ―エノキの二次林に焦点が向い

てしまっている．しかし現実として，間伐されたマダケ林の混在は昆虫の生息環境として決

して不適ではなく，むしろアオハダトンボ，ミヤマカワトンボなどの捕食採餌場所として非

常に適していると見られた．その他クロコノマチョウなどの林床を休息場所にしている昆虫

類にも，むしろ個体数が増加する傾向が見られ，マダケの過度の伐採によって起こりうる地

表面の乾燥が防止されているのではないかと思われる．

４）砂礫堆積地の維持

もともと砂河川であった矢作川には，豊富な砂が河原を形成していた．したがって眩い白

さのある河川であったが，近年ダム群による堰き止めとダム湖の浚渫砂利採取によって下流
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への砂の供給が途絶え，過去の堆積砂利の洗掘が生じて，河床が著しい低下を来している．

かつ水量が安定したため堆積地に素早く植物が侵入し，植被が進むと堆積した砂の流失を防

止するばかりか堆積を促進するために，中州などは垂直的な成長によって高低差が顕著にな

る．

この現象は，冠水などが頻繁に起こる自然な河辺の状態とはかけ離れたもので，自然河川

の河原に生息する昆虫類の繁殖に著しい影響を与えている．豊田市の矢作川都市ブロックで

は，砂礫堆積地のむき出しになった場所は非常に少ない．わずかに川端公園対岸の岸辺近く

が，籠川から流出する砂利の堆積地に相当し，礫や砂の中を利用する昆虫類の豊富な生息地

となっている．例えばエリザハンミョウの発生が多く，砂地にヒゲコガネのような大型のコ

ガネムシの幼虫が生息し，それを幼虫期の餌とするハラナガツチバチ類が異常に多く飛び交

い，砂に潜って産卵している．ヒゲコガネは暖帯の河原に多いコガネムシとしてよく知られ

ている．同じく砂地に産卵するバッタ類も豊富であり，その狩りを行うジガバチ類なども多

く，食物連鎖の生態観察の場としては好適な所である．

このような河川本来の姿をとどめる場所というのは，河川環境の研究に携わった者だけの

意識にあるのではなく，もっと一般化して残してゆかねばならない．河川の環境認識から，

こうした環境が欠落するのを最も恐れるのでもある．

５）運動公園の裸地の縮小改変

人は自然の中で余暇を楽しむとしながら，わざわざ最も不自然な環境をつくり出している．

それが高水敷に広くつくられた運動公園である．ここでは河川敷でありながら植被はほとん

ど見られず，踏み固められた裸地になっている．グラウンドの周縁にわずかなシバ，カタバ

ミ，クローバーなどの草本が申し訳程度に生えているにすぎない．

このような平坦地にはトノサマバッタ，クルマバッタなどの地表に好んで集まる昆虫がよ

く目立つが，産卵場所はここではなく，周辺の草地内の小さな地表露出地に多いようである．

積極的にグラウンドを利用している昆虫はまず見当たらない．

飛翔性昆虫にとっても照り返しのきつい広大な空間は，最も避けたい環境である．したがっ

てコリドーとしての緑の連続性を頼りに移動する昆虫には，周縁にしっかりしたコリドーが

設けられないと勢力拡大が絶望的になる．とくに河辺の自然環境を介して都市環境にその要

素の移入をはかる意図があるならば，河辺の自然と都市との間に広大な障壁を設けてしまっ

ているのがこの運動公園であると断言できる．コリドーの幅を広げようという提言が当然な

されるが，それが不可能ならば，べったりと連続しているグラウンドの在り方にメスを入れ，

グリーンベルトを挟んで断続的にグラウンドを設けるべきである．

６）草地管理方法の改善・トラ刈りの薦め

従来河川堤防の緑地は，粗度を低くして川の流れをよくし，破堤，漏水の発見を容易にす

るという管理の目的で，樹木の繁茂を抑えて草地にすることが推奨されてきた．したがって

河川敷には自然繁茂もしくは柳技工護岸によるヤナギ類，同じく護岸のためのマダケ林など

を除いては，全般に草地が優占する植生になっている．

人為的につくられてきた河川沿いの草地であっても，その歴史は長く，すでに安定した状
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態に保たれてきており，多くの草地生息昆虫が定着している．ただ昔と異なり，草焼きはも

ちろん鎌を用いての刈り取りも行われない．キャタピラー付きの草刈り機を用いて，短時間

に広面積を一斉に刈り取ってしまう方法が採られている．この方法では草地生息種の多くが

機械に巻き込まれて死傷する．たとえ機械から逃れても近距離内に生息に適した草地の環境

がなく，強い日差しの中に放置され斃死する．草刈りは必要だとしても，目的のためには手

段を選ばない方法が採られているのは好ましくない．逃避可能な距離の範囲内で，草刈りを

行う区域と行わない区域を時期をずらせながら刈り取る方法が有効であろう．最終的には全

区間の草刈りを行うことになるが，こうしたきめ細かい生物側の事情に配慮した環境整備・

保全に意を尽くす必要がある．

とくにススキのような高茎草本群落に生息するキリギリス科の昆虫の河辺での減少は著し

く，もはやごく普通に聞くことができた鳴き声は縁遠いものになってしまったが，まだ絶滅

状態ではないので，今の機会に草刈りの方法を検討実行することが望まれる．

７）ヤナギ林とツルヨシ群落・破壊と復活のサイクルを見守る

河辺の最も汀に近い部分に優占する植物は，草本ではツルヨシ，木本では各種のヤナギ類

である．したがって河辺環境の昆虫といっても，その代表的な種はこれらの植物に依存する

種ということになる．本誌の有田（2001），蟹江（2001），間野（2001），西本・森田（2001），

田中（2001b）でも多くの昆虫が，河辺のこの植物環境に適応した種として取り上げられた．

しかしこうした河畔植生は常に川の水位の変動の影響を受ける．しばしば冠水し，場合に

よっては長期間渇水状態に置かれ，そのことによって個体数の変動が著しい．反面，環境が

安定した場合，かえって個体数が減少する場合もある．これは自然の変化に応じて植物の生

長が調整されているということであり，植物の生長と昆虫の摂食旺盛な時期が合致した時に

は，昆虫の著しい個体数の増加が起こることがしばしばある．冠水を機として個体数の増加

をはかるようなプログラムが生活史に組み込まれている可能性がある．

調査域の都市ブロックでは，植物が繁茂し過ぎると人為的に刈り取りが行われることがあ

るが，これは自然界の営みにそぐわない現象である．上に述べた生活史のプログラムで対応

できる面も多々あろうが，そうでない一面もある．例えば冬季にヨシの枯葉の中などで越冬

する昆虫種にとって，越冬態勢に入ってからの晩秋の草刈りは影響が大きい．植物の地上部

を食して生長し，地上の落葉中で蛹化する昆虫種は，公園管理の一環として落葉清掃などが

行われたり，多数の来園者によって過剰の踏圧を受けることで追いやられ，あるいは斃死す

る．

このような自然界の多様な現象全てに対し，人為の及ぶ事象はある意味では破壊的である．

その意識で広範囲にわたる画一的な管理は常に慎重でなくてはならない．とくに水の影響を

受けやすいヤナギ林とツルヨシ群落については，植物および昆虫生態学の面から研究を進め，

保全の必要性を関係者に普及させることが必要である．

今これらのことを強調したい理由は，この二つの植物群落が誰の目にも普通の河辺の姿と

して映っているために，非常に軽く受け取られているという危機感があるからである．その

ためか，環境整備の際の扱いにも軽さが感じ取れる．実は最も大切にしなければならない河

辺環境要素であるのに，ごくありふれたものであるがゆえに重要性を忘れがちになって行く
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というのは本末転倒である．河辺の整備が親水を目的として急ピッチで進んでおり，その中

でこれらの群落が軽々しく扱われがちになっていることが懸念される．ヤナギ林と一口に

いってもその実態は，汀近くにネコヤナギ，離れるにつれてイヌコリヤナギ，カワヤナギ，

タチヤナギといった低木のヤナギ，次いでアカメヤナギ，コゴメヤナギといった高木のヤナ

ギという順序性があるのが観察される．これらの種の昆虫による微妙な利用状況の違いと

いったものは明確ではないが，一くくりで論じることには疑念がある．

また，マダケ林の間伐程度はよいとしても，河辺に近寄りやすい環境づくりの一環として

ツルヨシを邪魔者のように必要以上に刈り取ることは避けるべきである．確かに川を見るに

は視界が開けてよいが，公園化が進むほどツルヨシ群落が行き過ぎた刈り取りを受ける例は

かなり多い．逆にツルヨシ群落が放置され，水位の安定によってノイバラなどの木本が侵入・

勢力拡大したため，衰退している場合もある．この場合人手が入らなくなると，ノイバラ群

落に推移していく可能性もある．

自然攪乱の起こらない状況下での放置は，自然の保全とは程遠いという認識を高めた上で，

河辺環境の保全計画が組まれ，実行されることが望まれる．

８）河川全体の多様性を図る

河川環境のうち，河辺の陸上生態系の中での多様性の在り方を多角的に見てきた．上述の

提言1）～7）は，それらを分解して示したものである．しかしこれですべてを言い尽くした

わけではなく，それぞれが細部を除いた代表的な項目であるにすぎない．

敢えてこれらの提言を行った趣旨は，少なくともこれらの項目に配慮することが，調査域

の矢作川都市ブロックにおける河川環境の現状を維持し，自然度を高めるための基本的な行

動につながると考えるからである．

生物多様性が巷に膾
かい
炙
しゃ
されるようになり，真の理解度はともかく，誰もが「多様性」とい

うことに配慮しなくてはならないと感じるようになったことは喜ばしい．しかし多様性が必

要なのは生物種や生物群集の構造だけではなく，それらが依拠する環境そのものであると理

解すべきである．さらに敷延すれば，これを管理する人の意識をも，多様性に満ちた構造に

改めなくては，すべてが硬直化して進歩しないということになる．

河川では，全体はもちろん，各所に焦点を当てた緻密な分析を行い，多様性に配慮した環

境づくりを図らねばならない．調査域は都市部に近接した場所であるだけに今後，治水目的

の改修や，市民が身近に川の良さを実感できるような場所づくりの企画が目白押しに出てく

る可能性がある．その場合，河川の環境を守りつつ進めるということが命題となるだろう．

多様性を台無しにすることのない企画が，優先的に論議されるよう望みたい．

２．川と都市とのコリドーづくりをどうするか

豊田市が矢作川の持つ自然環境を大切にしながら，市民が常に憩いの雰囲気に浸れる街造

りを企画するのは当然であろう．それは市の中央部を貫流する矢作川が，他都市の河川に比

べて良好な自然環境を残している現実に気付き，尊重すればこそのことであると理解する．
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そして都市の内部に，矢作川沿いの良好な環境が波及することを期待するのもまた当然であ

る．しかしただ漫然と期待するだけでは，その間に川の環境が病んでゆくのを放置すること

につながりかねない．

日頃から保全に力を注がなければ，都市とその住民の持つ圧力は，気が付かない間に矢作

川に影響を及ぼすことになる．環境問題における多くの緊張感を抱えていてこそ，環境変化

に鋭敏になれる．その効果は，市民が身近な環境で観察を続けることでより高まる．

都市住民が自然環境を身近なものとするためには，矢作川沿いの河辺環境をコリドーとし

て位置付けることが必要である．コリドーに関しては，この観点からの考えが本報において

随所に出ているし，本誌の有田（2001），蟹江（2001），間野（2001），西本・森田（2001），

田中（2001b）においても関連した論述がある．これらを参考にしながら，河辺環境のコリドー

としての現実と問題点に付いて触れておきたい．

１）川の側の問題

まず河辺の自然環境がコリドーとしての価値を持っているのかどうかという問題がある．

今回の調査結果を見ると，河辺環境は一様ではなく様々な特徴を持っている．しかし本来の

河川環境の変動幅から考えると，不均質性よりも均質性の方が優っているといえる．それは

河川の変化を人為的に抑制していることによるのだろう．コリドーとしては均質である方が

効果的であるという見方もあるが，密度の高い林や疎林，高茎あるいは低茎の草地，岩礫地，

砂州の混在，これらが複雑に入り組んでいるのが，河辺の自然らしい姿である．これらをひっ

くるめてコリドーとして認識しなければならないのではないだろうか．

河川環境は治水面からの管理が最優先に考慮され，利水がその次に位置する．最近環境面

の重要度についての認識は高まったが，治水・利水に追随するだけで，二つを追い越すほど

の評価は与えられていない．したがって河川のコリドーとしての役割を充実させるよう求め

ても，ある限界の中でしか実現しないであろう．そこには，川が程度の差こそあれ，緑を伴っ

て都市の中を貫いている豊田市ならではの，川への期待の大きさが非常に強く表れているの

である．そして現実に，その期待はかなり満たされているという判断が，今回の昆虫調査で

の結果からなされている．ただし河辺の環境は，変化が少ないといわれながらも激しい．昆

虫相も刻々と変化している．その兆しは随所に見られた．その中には明らかに人為的な変化

も，かなりの比重で占められている．

河辺を親水化する計画は，河辺の自然の調査と平行して実施されており，本調査の継続中

にも待った無しの工事が進められた例がある．良い自然は早く市民に見せねばならないとい

う行政の思いは理解できるが，その行為による影響の評価を慎重に見極める必要最小限の機

会も与えられず，拙速の感が深い．その最たるものは河川沿いの周回遊歩道である．幸いに

してお釣土場水辺公園での研究実験的な遊歩道設置の試みが成功した例があって，その見本

が生きたことで救われた面が大きいが，河川敷といえども地勢に応じた適切な手法で開発と

管理が実行されねばならない．またこれがコリドーとして果たす役割について考慮すると，

なおさら観点をしっかりと見据えた環境整備が必要である．これは「遊歩道ぐらいであれば

…」という観念的な見方では収まらない．一見成功したかに見えるお釣土場水辺公園におい

ても，植物や昆虫についての多様性の高まりは注目に値するが，ここに棲みついていた哺乳
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動物のタヌキはいつしか姿を消した．人が散歩道として飼い犬を連れて利用することで，こ

れらは追われたものと考えるほかはない．こうした濃
こま
やかな配慮をもっと大切にする必要が

ある．

残念なことは，管理にあたっての配慮以前に，河川敷の利用実態に大きな問題があること

である．高水敷に広面積に配置された運動施設などは，およそ自然の一部としては考えがた

いもので，コリドーの多様性を低くすることはあっても，高める要素は見出だせない．

２）都市側の受入れ態勢

河川側のコリドーについては上に述べたように高い評価が可能であるが，これを受け入れ

る側の都市の態勢ができているがが次に問われる．

河辺環境の変化は，水位の変動は抑制されてきているもののかなり激しいことを上に述べ

てきたが，それは自然の営為によるものである．堤内・外の変化の様子を観察していると，

皮肉なことに都市化の進行に比べて，河辺の変化は小さいという面がある．都市の開発が河

川の間近に迫ってくる時，河辺のコリドーへの連続性はどう配慮されるであろうか．堤防の

高さを越える高層建築物の壁は，生き物にとって障害物以外の何者でもない．都市の中には

緑の導入が図られているが，精々街路樹の並木程度で義務的によしとされている感がある．

久保町の児ノ口公園造成にかかわるモニタリングにおいて象徴的だったのは，そこを訪れ

るチョウの進入経路が道路沿いの街路樹でなく，周辺民家の庭からであった事実である．コ

リドーは一般に長く曲がりくねった廊下を連想させるが，民家の庭のつくるコリドーは複雑

な網目状であり，焦点深度を浅くとればかなり面的なのではなかろうか．線を裁つのは容易

であるが，面を決められた寸法に裁断するのは困難である．これに厚みを加えれば，その加

工はさらに難しい．神社の森や民家の庭園はその難しさを持っているゆえに，生き物にとっ

て安定的で利用されやすいのではないかと思われる．コリドー自体も立体的構造の中で多く

の自然要素を包含した姿形になるのが理想的なのであろう．そうであれば，都市の中に河辺

を通じて自然を誘導しようとする時，都市の中の自然公園造りという考えよりも，自然公園

の中の都市づくりという発想で都市計画を推進するだけで目的が達成されそうにも思えるの

である．

ただし都市公園の質を高めるにあたって，河辺の環境とある程度の連続性を持たせる配慮

は必要である．自然度の低い都心において無理に周辺と同等の自然度を求めなくても構わな

いが，その程度の配慮は必要である．河辺の環境に連続させるという考え方から，水の流れ

が要素として欠けるのは好ましくないので，都市部に水路の敷設を進めることも，コリドー

の質を高めることになる．

3）川と都市の渾然一体の姿

こうして考えてみると，コリドーは筆者らが言葉にとらわれがちな河辺環境のことではな

く，その概念を拡大した先に都市があるという姿が明確になってくる．仮にこれを「拡大コ

リドー」ということにしておこう．拡大コリドーには多くの人工物が混在している．その人

工物にも自然への配慮がなにがしかなされている都市環境こそが，河辺コリドーの受け手に

なる．そしてそれは次の都市に繫がったり，再び自然に戻る経路であったりする．そうした
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非常にファジーな要素を含んだ規格化されない企画が，利害関係を乗り越え，市民の合意を

経て環境行政に取り入れられるならば，矢作川と都市の渾然一体となった環境都市が全国に

誇れる姿で実現しそうな気がするのである．

3. 要約

矢作川「都市ブロック」において今後，河辺環境を整備する際にどのような点に配慮する

必要があるか，昆虫と植物を中心として述べた．河辺の生物の多様性を高めるためには，近

接する丘陵地からのブナ科の落葉性樹種の導入，ムクノキ―エノキ林の保全，竹林の間伐，

砂礫堆積地の維持，運動公園の裸地の規模縮小，草地におけるトラ刈り状の草刈り，汀のヤ

ナギ林とツルヨシ群落の保全等が重要である．また，川と都市とをつなぐコリドー（拡大コ

リドー）を創るにあたっては，河川敷と都市の両方の環境で緑の連続性を強化することが必

要不可欠である．

S ummary

 

We have to take various points into consideration in management of riverside
 

environment. Some of those points were indicated from the viewpoints of insects and
 

plants in this report. It is important that deciduous Quercus species are introduced from
 

adjacent hilly zone, woodlands dominated Aphananthe aspera and Celtis sinensis are
 

conserved,bamboo stands are thinned,sports grounds are reduced,grassland are mowed
 

unevenly,and willow woodland and reed stand are conserved to enrich biodiversity in
 

riverside environment. Green continuity is needed to be enhanced both in riverside and
 

in urban zone to create corridor which link river and urban zone.
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