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１．はじめに

今回の調査は中流域の河辺林の現状をおもに生物学的に把握することを目的とした．だが

河辺林そのものは，長い歴史の間，つねに周辺の住民に利用され改変されてきた，と同時に

河川管理者によってさまざまに手を加えられてきた．つまり当然のことながらまったく自然

な生物の営みの結果としてあるのではなく，河辺の生物と人為との共同の営みの結果として

現在の河辺林の姿が存在するのである．

そこで現在の河辺林の姿に直接的な影響を及ぼしていると考えられる高度経済成長期の前

から現在までの50年ほどについて，河辺林の利用と景観の変遷をたどっておくことにした．

しかし作業をはじめてから気づいたことであるが，堤内外の利用と景観の変遷については残

された資料はほとんどなく，偶然に記録された写真と人々の記憶に頼らざるを得ない．写真

記録の方は現在，流域の各地で収集を行いつつある．今回は新見の記憶を引き出し整理する

ことで，河辺林の戦後史を描き，今後，流域の人々の記憶を収集していくためのラフスケッ

チをつくることとした．

以下の記述は古川が新見（植生などについては洲崎）に聞き取りをしたものをまとめたも

のである．

２．管理と工法の変化

2-1 河辺の管理の変遷史

新見の記憶のなかで，一番最初の記憶は，建設省の直轄区域だと工手（建設省が道路でい

う工夫），そういう人たちをたくさん持っていた．建設省もそうだし，県の土木事務所も持っ

ていた．つまり直営班．その人たちがいつも壊れれば修繕をする，また壊れれば修繕をする，

ということを延々とやっていた．そういう人たちがみんな辞めてしまって，ちょうどコンク

リート張りの時代に入る頃にはそれがすべて業者に発注されるようになる．工事を1回やっ

て後は放っておくようになる．工手の時代は昭和30年代までだろう．その後は業者，いわゆ
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るゼネコン，地元の土建業者に発注していく．だからそれまでは杭を打って管理してたとこ

ろがたくさんあった．杭打ちだとか，蛇籠だとかで管理してきた．

2-2 工法自体が変わってしまった

工法の変化以外の主な要因としては，官庁の合理化がかなり大きいと思う．自分のところ

の直営班というのがなくなった．もともと建設省の管理区域は建設省が管理していた．ほん

とに自分の手で．それを発注するだけだから，どっちが安いか高いかわからない．

民営化の流れというのもあったかもしれないけど，よりおおきいのはコンクリート時代に

入ったということだろう．建物のコンクリート化というのはかなり早いけど，川の方はこの

頃になる．護岸工事をコンクリートでやるようになったのは小河川はもっと早いように思う

が，大河川でいうと，豊田以北は結局コンクリート化しないうちに終って近自然時代を迎え

てしまった．

ちょうど一周遅れで元に戻って，よりよかったということになる．工事は下流からやって

くる，それが豊田市内に入る前に近自然時代に入った．

2-3 昭和30年代までの川岸の様子

昭和30年代までの川岸の様子は，雑木林のかたまりかというと，木はあまり生えていな

かった．主に畑と畑の終わりにちょっとした藪がある．食料生産第一だったわけだから，小

さな藪が畑の周りについて，今の芝生公園（リバーサイド・パーク）になっている所は全部

畑だった．上流にいくと竹藪がすこしあって，それは採草地だと地元の人は言っていた．そ
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れから，本当の水辺は木はあまり生えてなくて，水制工があって，水制工のないところには

木の杭が打ってあったり，蛇籠が組んであったりして，ずっと昔から続いている工法がその

まま残っていた．

2-4 畑は誰の畑

建設省の土地を個人がタダのような値段で借りて畑にしていた．昭和30年代の終わりから

40年代の初めだと思うが，今度はそこを豊田市が占用して公園にすることになる．

河川の工法でいうと，ちょうど杭を打って，水制工を作って，蛇籠を入れてという伝統工

法が失われていく時代と一致する．つまりこの工法は人夫をもちろん雇って，比較的，直営

班が手入れしやすかったやり方だった．建設省はそのための職員を持っていたことがおおき

かった．いま行われている行政の人員削減は環境からいうとプラスには働かない（これは別

に論証しないといけないが）．そういう人員を県もたくさん持っていた時代であった．

３．堤内（街側）と堤外（川側）

3-1 二つの河辺林

行政は水辺林の保全をやったことは遂に今までなかった．建設省が勝手に木を伐るなとい

う看板を立てただけではなかったか．今，建設省が保全と言い始めているのは，水辺林では

なくて河畔林といってるが，建設省が河畔林と新河川法の中で言い出したのは堤防の街側つ

まり堤内地の林のことである．洪水がそこまで来たときに，いっきに市街地を襲わないよう

にするという意味である．しかし私たちがいま話している水辺林というのは，ほんとに堤防

の川側の話であって，水辺にあるもののことだから，区別しておいた方がよい．

新河川法の説明会の時，堤外には木を植えるのはダメだという説明であった．それが緩く

なっているとしてもまだ治水中心であることには変わりない．だから水辺林の保護，水辺林

の風景を作っていく，ということはいまのところない．いまのところ河川の整備手法の中に

ないのではないかとおもわれる．あるものはやむをえないが，新しく植えてはいかん，とい

う考えだろう．だから，その堤外の河辺林の位置づけをしていくことが，今からの大きな仕

事の一つだと思う．

今植わっている木は違法ということではなくて，勝手に生えてしまったからいいと，本来

堤外に生えているのはきれいに整備しないといけない，という事になる．治水の位置づけで

いうと堤外の竹藪は絶対手をつけるな，伐るな，ということだったが，環境林の位置づけは

していない．

3-2 環境林が新河川法から抜け落ちた

環境林という概念は新河川法の中で抜けおちた．2000年９月の水害の時，堤外に水辺林が
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生えているところとそうでないところで被害に大きな差が出た．流心の所の流速と，水辺林

の外では全然違う流速になっていたというのがその理由と考えられる．そのとき水は古鼡の

堤防を乗り越えたのだが，堤防を乗り越えてくるときは，本当に静かに乗り越えてきた．ひ

たひたひたと堤防へ水が上ったなというのが実感だった．それが，乗り越える厚みが厚くな

るにつれて，流速が速くなる．速くなるのだが，沖から大波が押し寄せてきて堤防を襲った

という感じはまったくなく，ただもう水位が上がってくるだけというのが実感であった．そ

れがおそらく堤外の河辺林の仕事だったと思う．建設省のいっている河畔林は，それを堤内

地側（街側）に適用したということだろう．

現在の新河川法のなかでもまだ堤外（川側）に木を植えることは認められていない．ただ

河川の容量があるところは，計算して，どこまでなら植えられる，植えていいかということ

を出すようなことは内規で実行しているようである．

3-3 堤外の木を伐ること

古鼡で堤外に見られるヤナギは洪水が出なくなってきて，種がいっぱい落ちて，それが大

きくなったものだと思う．それはダムを作って河川の水位の変動が小さくなってからではな

いか．洪水がしょっちゅうあると大きくなれない．それまではこまめに伐っていたと記憶す

る．河道整備ということで40年代，50年代くらいまで伐っていた．予算がないからやめたの

か，木を伐ると周りの人たちから怒られるからそれでやめたのかよくわからないが，いずれ

にせよそのころに伐るのをやめてしまった．

水辺林は竹，木，一切伐ってはいけないと言うのであるから，すくなくともその意味にお

いては水辺林の位置づけは，あるにはあったともいえる．もちろん伐ってはいけないという

のは治水上の問題としてということであるが．

平戸橋より下流を望む（2000年９月の水害直後）
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竹が売れる間は，竹屋さんが「切らしてください」と言うと，「こういう切り方で切りなさ

い」というかたちで許可を出していた．

3-4 砂利採取

川の砂利は，コンクリート時代に入って建物に一番よく使った．戦後すぐから昭和40年代

の最初の頃まではコンクリートの骨材を川で採集して都市建設にするために，川一面に砂利

採集場があった．深いところには入れないから瀬の部分というのが全部砂利採集場だった．

しかしその後，川の瀬の部分で採っていた人たちはいなくなって，ダムで採るのだけが残っ

た．ダムの業者も昔とは変わった．

４．掘割と堤防の間

4-1 堤防と掘割

矢作川は海から44kmまでは堤防のある川で，44kmより上は堤防なしの堀割河川にな

る．通常，堀割河川というのは山に入ってからの区間のことになる．矢作川では豊田市平戸

橋町・扶桑町あたりから掘割になる．2000年９月の洪水で古鼡（扶桑町の古地区名）の集落

が水没したところが最初の堤防で，そこから上流には堤防がない．要するに，山の間を流れ

てきて，山と川の間に道路を作る，わずかな広いところがあると，そこに人が住んだ．

地図で見ると，急にあるところから堤防が要らなくなるのではなくて，断続的になってい

る．鵜の首のところは山が出ているから，一種の堀割河川になってまた，堤防の一区間になっ

て，また堀割になって，堤防の一区間になってというのが切れ切れにある．明治用水の頭首

工の上のところは狭くなってきて，山がせまってきているから堤防はない．

4-2 堀割と河辺林と

護岸の効果という点でいえば，砂堤防の所というのは木があるかないかというのでかなり，

護岸能力が変わってくる．ところが堀割のところはもともと岩盤が強固だから，自然堤防と

してかなりがっちりとしているので，河畔林の重要度がかなり変わってくる．川があって，

山があって，川の手前に道路を作る．それはしょっちゅう壊れている．道路があっていきな

り川がある．そこの，水のあるところがとても広いときがある．距離が長くて，洪水のある

ときだけいっぱい広がる．一見これが堤防のように見える．

矢作川では広瀬あたりは名前の通り広い．ここにははっきり自然に生えてきた河辺林があ

る．植えたものは一本もないと思う．で，この竜宮から鵜の首の右岸側とか，明治用水の辺

りというのもそういう形で，堀割っぽいが，河畔林による護岸効果があがってきた．小渡も

同じ．小渡のあたりでは川が蛇行しているので，澪筋が左岸へいったり右岸へいったりして，

反対側に広場ができている．
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4-3 堤外（川側）の木は伐るべし

堤外というのは木があってはいけなかった．基本的に伐らなくてはいけない，というかあっ

てはいけない．要するになるべく速く水を流したかったわけだから，河道内というのはもと

もとあまり木があってはいけないという位置づけのはずである．しかし，あるものは勝手に

伐ってはいけない．堤外が牧畜に盛んに利用されているときも，あまり伐りすぎてはいけな

いと言われていた．その当時は伐りすぎて怒られることがあったという話だった．

それでも堤外の木はその辺の人がみんな焚き物にしてすっかり伐っていた．過度に利用し

ていたといってもいい．竹はありとあらゆる用途に使ったし，ムクノキやエノキですら薪に

するのに利用したし，それを管理者は黙認していた．

今，管理者が伐ってはいけないというのは，景観の事を考えているわけではなくて，やは

り竹藪をごっそりとって根っこを伐ってしまうと堤防を毀してしまうという理由からだろ

う．にもかかわらず大木などを工事のちょっとした都合で簡単に伐ってしまうこともあって，

矛盾が感じられる．

５．治水・利水と河辺林

5-1 今回の河畔林特集では何が特徴的に出てきたか

越戸ダムから鵜の首橋までの区間で，五年間にわたって，植物，昆虫，鳥類，哺乳類の調

査をしてきた．中流域で，開発が進んでいる．芝生の中にスポーツグランドなどあるような

場所が多く，とても人工的な空間が多い．しかも，もともとはとても細い幅でしかなかった

広瀬やな付近．広くなった堀割護岸
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マダケ林が幅も太くなり長くなって，そのなかも竹稈が密生して暗くなって，他の生き物が

住みにくくなっている．そういう厳しい状況であるにもかかわらず，かなりたくさんの種類

の植物の生息が確認できたし，竹林でも，準森林的な環境というなかで，鳥などの確認数は

多い．

今までの河畔の生物の調査というのはもっと上流域とか，基本的に人手が少なくて，川の

攪乱とが主として生き物たちに影響を与えているような場所で行われてきた．人間色の濃い

場所の調査というのは今まであまり，行われてこなかった．中流域のかなり人手が入ってい

る河辺の環境というのを，これだけみっちりやった調査というのは非常に少ないし，かなり

まとまった資料があつまっているので，工夫次第ではもっといいものにしていける．

5-2 治水，利水の時代の河辺林と隠れ護岸

治水，利水時代には，川のなかには基本的に木がない方がいいし，川はなるべくまっすぐ

な方がいいと考えられてきた．ところが矢作川の中流域で，まだまだ河川環境として悪くは

ないのだという調査結果が出たというのは，まっすぐにすればいい，コンクリート護岸にす

ればいいということで進められてきた河川工事が，たまたまここまで辿り着かなかったとい

うことも影響しているだろう．たまたま一周遅れてトップになってしまったということかも

しれない．

一番象徴的なのは，豊田大橋をかけたことかもしれない．豊田大橋をかけるということは，

橋の周りは本来コンクリートでがっちり固めなければならない．そうすると，今残っている

水辺林というのはなくなる．当時建設省には河道を拡げる計画があって，それをいつやるん

だという話になった．そうしたら，計画を持っているだけで，着工の目途が立っていないと

いう．だから，橋の部分だけ，その計画にしたがって河道を拡げてコンクリートで固めると

言う．しかし，それでは堤防を守れないので，結局，妥協案として隠れ護岸ができた．

白浜公園のある右岸側はそこを削らずに，陸と水辺の境の汀線から高水敷に向けてコンク

リート護岸を埋め込み覆土をしてある．

左岸側のサッカー場の方は，それをやれるような地形ではなかった．水辺の勾配が急だっ

たし，竹藪がしっかりあって，そういうことをする必要がなかった．しかし建設省に言わせ

ると，計画断面がないということになる．だから，計画断面を今から確保するために水辺を

削りたいという．しかしそれは困る，周りも全部するのならば，その計画を見せて，きちん

として欲しいと．だけどすぐにはするつもりはないという．それなら実際にどうするかとい

う妥協案を成立させようということになって，水辺からかなり向こうの方，公園の中にずっ

と溝を掘って，それで，コンクリート護岸を埋めた．それで将来の計画断面を確保したこと

にした．隠れ護岸というのは，近自然工法の重要なコンセプトだ．

左岸側は自転車の競技場とかがあって，コンクリートで部分的に舗装してあった．全部そ

れを剥いで，在来植物が確認されたところの土を持ってきてセイタカアワダチソウとか外来

種の種がある表土は全部捨てて，覆土した．それが今年（2000年）の春のことなのだが，し

ばらくしてみてみると，いい感じで植生が回復してきている．コンクリートを剥いだから，

竹林がまた広がってくるかもしれないという別の心配はあるが．

187矢作川研究 No.５：181～198，2001



5-2 隠れ護岸と木を植えること

隠れ護岸にするということと，木を植えるということは別のことだが，右岸側は隠れ護岸

の覆土の上にヤナギを植えた．背の大きくならないネコヤナギという種類を植えたのだが，

どうもその品種が違っていて，そうとう大きくなった．ネコヤナギのつもりで大木になるヤ

ナギを植えたらしい．ヤナギは同定がたいへん難しいが，ネコヤナギは間違えないと思うの

だが．

下流のほうでも，リュウシコウ，柳の枝の工法と書くが，みんな大きくなるヤナギを植え

て，建設省がみんな伐っている．大きくなるヤナギの代表品種が古鼡水辺公園にあるヤナギ

で，アカメヤナギとか，コゴメヤナギだ．15メートルとか20メートルとかになる．だから遷

移の過程でも全然位置づけが違う．

5-4 建設省が川を放棄し始めたとき－時代を流してみる

昭和30年代までの蛇籠などを川に入れていた時代には堤外にも木は結構あった．しかしみ

んな使っていたから，いつもない状態におかれていた．お釣土場とか，越戸の辺りも，ずっ

と畑だった．竹藪などを伐って薪にされていたから，スカスカで見晴らしがいいというのが，

その頃の風景だったという感じだ．対岸の古鼡でも百々（どうど）でも，竹林が広がってき

た．昔の写真を見ると見通しがよくて，ここは全然なにもなかったんだ，という感じだ．つ

まり植物の燃料や様々な目的への利用というのが，過度にあったわけだ．

ところが，戦後のある時代，昭和40年代あたりからは村山志郎さんが今の古鼡水辺公園あ

たりの手入れを始めるまで，古鼡の方は川などまったく見えなかった．高度経済成長期に，

あの採草地があった頃は見通しがよかったのに，刈らなくなった，竹も切らなくなったから，

どんどん竹林やブッシュが広がっていった．

洪水が起こる可能性がいつでもあるわけだから，建設省はそれを刈る義務があったのだが，

その頃から「放棄」が始まるのだ．40年代後半ではないか．とにかく，洪水を速く流してし

まうという点では，邪魔者はなくまっすぐな方がいいわけだから，そういう立場によって見

たら怠慢ということになる．それは今でも同じだ．建設省も県の土木事務所も矢作川本流に

ついてはそういう河川管理費を持っていない．全然予算をつけない．

６．河辺の新しい管理者

6-1 管理のボランティアへの移行

それがさっきのボランティアへの移行という文脈と繫がる．古鼡水辺公園周辺で言うと水

辺愛護会が，これまでに古鼡，波岩，石倉，アド（荒井・越戸），梅坪とできてきた．

市としてはお金は出せないけれども，地元を愛して，地域の川をきれいにしたいというよ

うな気持ちで動いてくれる人をとにかくサポートしたい．団体を維持するために必要な費用
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を出している．

6-2 ボランティアの情熱

みんな地元をきれいにしたいというような気持ちでしているのだが，場所によって，事情

が違う．梅坪のメンバーは比較的若くて40代から50代．他のところは，定年退職者がメイ

ンのところが多い．アドとか梅坪は若い働き盛りの人が多いから，土日しか活動ができない．

2000年の夏は暑かったから行楽客が多くてゴミ拾いが大変だった．今回できた支川の方の山

田川と太田川の愛護会は田舎になってくるから，自分のところの草刈りもしなくてはいけな

いので，河辺の草刈りまでなかなか人が動員できないなど，いろいろ事情がある．サクラを

植えたいとか，いろいろ豊富な希望を持って，地域の景観をよくして，人が集まって喜んで

くれるような場所をつくりたいというような情熱で活動しているという感じだが，河川管理

者はそういう愛護団体，ボランティアにしてもらうという位置づけを，まだしていない．

6-3 愛護会の資格

豊田市が市民のための水辺としてここを使わせて欲しいと，河川管理者である県土木に頼

んで，県土木の方がいいでしょうと言うと，豊田市が直営で整備する場合と，住民団体に任

せて団体の維持費は出すという場合がある．市は河川課が担当している．その愛護会ができ

るのは1990年代の半ば以降である，古鼡が最初で1993年（平成5）にできた．

建設省が川を放棄したのはもうちょっと前で，その間は先に言った村山さんのような人が

いて，勝手に手を入れていた．要するに河辺が荒れていた時代，住民の側からみると川離れ

の時代だった．

6-4 建設省の放棄と住民の川離れ

1993年（平成5）に最初の愛護会ができたのと建設省が川を放棄する時期との間に，約20

年から30年くらいの間がある．建設省の放棄ももちろんあるけれども，その間に燃料革命が

あって住民側が川を使わなくなったということもある．そうすると今までの河辺の小さな木

は全部伐っていたのが，使われなくなるのでどんどん成長していく．川は堤防から見れば森

林のようになってしまう．その頃，お釣土場の，現在管理しているところは竹藪のなかに囲

まれて内部は全然わからなかった．水の流れていないところはジャングルにならざるを得な

い．本来はたぶん密度も低かったであろうマダケ林が，広がりに広がって密度が高くなった

というのが，たいへん大きかったと思う．そして，たまに伐採されたりしていた木も伐られ

ることがなくなり大きくなって，そのため竹林のなかも竹だけではなくて林冠木の混ざった

竹林になっているところが結構ある．
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6-5 ダムと河辺（川からダムにおおきな関心が移っていった）

そういう人間の側の管理放棄だとか，川離れとか，燃料革命があったということの他に，

昭和46年に矢作ダムができる．それから洪水の回数が減って，かつてないほど管理，干渉の

少ない空間になった．人の干渉も減るし，自然側の洪水などによる干渉も減った．ひとつに

人による攪乱が減り，ふたつに水による攪乱が減った．そしてかつてない安定した状況になっ

てしまった．逆に言えば，ダムができたから建設省は安心して，川に木が生えたままにして

おけたとも言えるが，建設省が放棄したのはもっと古い．昭和46年以前には，やはり川から

撤退したと思う．コンクリート護岸ができればあとは手入れしなくていいという考え方に変

わったと思う．結果としてその時代には河辺はジャングルになってるのだから，堤外河辺林

などには，興味も持たれなかったということなのだ．

河辺林の研究成果が目に付くようになってきたのは過去10年程度ではないか．その中で

も，人為の影響が少ない上流域の，渓畔林の研究者が多い．自然撹乱が種の更新にどのよう

に役立つか，生物にどんな生息環境を提供するかといった研究である．人との関わりが深い

中～下流域の河辺の研究者が増えてきたのは，ごく最近の動きであると思う．

7．流域の動き

7-1流域市町村の動き

もう一つ要素として入ってくるのは流域市町村の動きだ．矢作川についていうと流域市町

村は河川管理者ではない．だから利用させてくれといいつづけている．それがすでに昭和30

年代の終わりから40年代の初めにかけて始まっている．都市住民がどんどん増えていくと，

その人たちが遊ぶところがない．河川敷が空いているじゃないかということで，水辺林を伐っ

たり，畑をつぶしたりして，さらには運動公園をつくるということがおこる．1960年代半ば

から．例えば高橋から久澄橋の間だが，これは1950年代にそういう動向になる．豊田大橋が

通っているあたりは，その前は全部畑だった．航空写真でみると1961年の時点でもまだ畑だ．

1977年になるともうすっかり畑はなくなって運動公園化が完了している．

それを一番始めに提案したのは青年会議所．街中の中心部でアクセスがいいようなところ

を中心に，休みの日に人が来て気軽に遊んだり，サッカーしたりできるような空間というの

をメインに，白浜公園，千石公園とか名前付をつけてつくってきたということがわかる．

7-2 公園とジャングルと

一方で1950年代の終わりから60年代に入ってすぐの頃から，河川管理者は手を離し始め

る．燃料革命が1950年代の終わりには完結するので，60年ぐらいには住民も手を離す．それ

から10年弱ぐらいのところで今度は，都市住民の需要に応えるために運動公園ができ始め

る．運動公園にならなかったその他のところはジャングル化するというストーリーができる．
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河川敷を高度に利用しているところとくらべて，古鼡の下流から籠川合流点ぐらいまでの周

縁部っていうのはたいへん竹林の幅も広いし，長さも長いし，稈数密度も高くて，幅100メー

トルほどにもなっている．要するにその堤防から川岸まで全部竹林というようになっている

ところができている．久澄橋から下流部を見ると両側がすべて竹林になっている．そういう

竹林は以前は線のように細かったのだが，近年はどんどん広がってきている．例えば久澄橋

の周辺というのは，特に左岸側はヤナギ林などがあってなかなかいい状況だが，すこし下流

の右岸側では，竹林が広がっている．だからこのへんの堤防上の道を走っていると，川岸ま

で数十メートルから100メートル近く竹林という感じになっている．すこし大きく見ると部

分部分で都市利用があるけれども，その他の所はジャングル化していく傾向は今も変わらな

い．つまり河辺は公園かジャングルかということになる．人がたくさんアクセスできてでも

自然も残ってるような，その段階的なものがなくなって，二極化してしまうのが河辺の戦後

史のひとつの特徴である．

7-3 ジャングルから近自然へ

ところが1990年代は，近自然の旗印のもとにジャングル地帯を今度は征圧していくことに

なる．だから古鼡というところは本当にそういう中間的な，自然が残っている，芝生でもな

く，竹林密生地帯でもない自然が残っていて，人が行って気持ちいいような，中間的なゾー

ンにしたという意味では非常に画期的だった．でもそれができる前までは，近寄りがたい場

所ではあったわけだから，竹を伐ったら別世界ができたということだろう．対岸のお釣土場

も同じようなことだった．

このへんがジャングルだった頃はずっと獣の世界だった．釣り人も獣の仲間に入れると，

獣道をつくって川に行っていた．タヌキやキツネがいた．タヌキにとってはほんとうは人が

寄れない，入らないような竹林の方がずっといい環境なのだ．波岩で目撃したイタチは帰化

古鼡対岸
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もののチョウセンイタチだったかもしれない．イタチのフィールドサインを豊田大橋でも最

近見た．

1991年に古鼡水辺公園ができる頃から，川に対して市民の目が戻りはじめる．そしてこの

間，平戸橋から久澄橋ぐらいまでの豊田の中心部をメインに都市部は労働省の雇用対策事業

で全部手が入ってしまう．記録しておくべき事があまりに多いが，どんどん変化していって，

記憶にも記録にも残らないような事態になりかねないから，越戸ダムから籠川合流点までの

詳細な年代史を書いておく必要はあると思う．

河辺林というのは人の関わり方ということでいえば，都市の中にあるからたいへんな激動

の戦後史を経験してきた．ごく最近になって自然と野生界と人間との共生ということを言い

始めた．それがぴったり近自然と結びつくことになってしまった．近自然でやれば，人間の

ほうは変わらなくてもみんな共存，共生できると思っていた．だから人間は犬を連れてそこ

に入ってくる．そうすると小動物はもう棲めない．鳥と虫がいるだけ．近自然が入ってきて

最後の動物を追い出した．ある意味では近自然というのは近代工法の総仕上げであった．そ

こへちょうど今度（2000年９月）の洪水が来た．その結果，近自然で改修をやろうと思って

いるところがおおかた壊れてしまった．労働省の金でしたところも，労働省の金が入る前に

矢作川都市部全川に遊歩道を付けようと思っていたところもみんな壊れてなくなった．

今回の洪水は全体を見直すいい機会でもあったと思う．結論を先取りすれば，残されたジャ

ングルのなかの，その近自然化というのを止めないともうどうしようもないと思う．人間が

本当に使いたいところだけ近自然で，後は放置しておくという考え方があっていい．つまり

放置管理の考え方だ．

８．近自然と河辺林

8-1 近自然と放置管理

近自然は近代工法の総仕上げで，もう一度その放置管理という発想に到る必要があると思

う．しかし，だからといってすべてがそうできるということではなく，近自然に光を当てる

という部分というのは必要だと思う．結果として管理は，近自然しかないという部分と，そ

れ以外の部分の，大きく二つに分岐してくると思う．そのためにも，もう少し近自然の質を

上げないといけない．今の近自然工法は何を目指しているのかわからなくなっている．結局，

見てくれの自然さだけが先走っているようなところが多い．だから何のために，結局，生き

物のすみかとしての環境を良質にするということを目指さないのだったら，それは単に人間

の自己満足的なものにしかすぎないという近自然工法が多すぎる．近自然ではなくて，あれ

は建設省のいうように多自然型川づくりというほうがいいだろう．近自然の一段階前に，短

い寿命だった親水工法というのがあったが，今の段階はあれに毛が生えたものにすぎない．

日本中各地でおこなわれている多自然型川づくりという名前の，生物のすみか追い出し工

事というのはたくさんあって，矢作川とその支流に関しては，その状況は随分ましなものだ

ろうとは思うけども，でもまだまだ改良の余地はある．近自然の質の高いものを生態工法と
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例えば呼んでおくと，ある程度放置できて，かつ生態系が守られる自然の再生力を生かして

やるような，自然そのもののホメオスタシスを最大限に生かせるようなものがいいというこ

とになってくると思う．

そのためには人間がもうちょっと遠慮しないとだめだと思う．今の近自然というのは人間

がそこを利用するためでしかない．人間がアクセスしやすい，遊びやすいところにしてほし

い，近自然だからいいじゃないか，という発想でしかない．本当はそのすぐ隣に放置管理区

域がないと，近自然というのは生きてこないと思う．結局，人がメインに使うところと，もっ

とほったらかしておくところの移行帯みたいな地域にそういう近自然的な技術が生かされれ

ば，もっと深いところともっと浅いところというメリハリができてくる．そういうのは広域

的に考えないと生きてこないから，流域全体の管理計画にも関わってくると思う．

しかしゾーニングでやる限りは結局，近自然，その近代工法の総仕上げがずっと続くこと

になってしまう．だからここは自然帯，ここは人工帯というふうにゾーニングしないやり方

でできるようになればいいと思うけれど，結局最後はゾーニングになってしまう．しかしゾー

ニングをしている限りは，いつまでもモダーンな方向へと，人がやっぱり入りやすい方向へ

と，全体は動いていくことになる．あんな汚いまま雑木林で放っておくのかという圧力が強

くなってきて，生物のゾーンが狭くなっていく．とにかく草をきれいに刈ってくれというよ

うな希望がたいへん多い．だから，両方のニーズをみたすように，人が楽しいところ，生き

物が棲み易いところというふうにわけましょうと言っても，とにかく全部伐って，きれいに

したいと言う苦情がきて，最後は押し切られてしまうことになる．

8-2 河辺林・河畔林・水辺林・渓畔林

いわゆる生態学的な問題ではなくて，我々が川を維持管理するときの河辺林への注目はわ

ずかこの5年ぐらいで，さらに中流域の堤防や河川敷に生えているような林というのに注目

して，価値を認めだしたのは非常に最近のことに過ぎない．これからは方向性として，例え

ば堤外に木を育てていくというか，放っておくというか，という方向があり得るが，そのよ

うなことを考える前提として，まずは堤外の木のあり方を定義しておく必要があるだろう．

建設省は河畔林という言葉しか使わない，建設省は河畔を堤内地にある林というふうに定

義しており，水辺林，河辺林についての定義はない．これに対して森林生態学の研究者は，

主として中～下流域の堤外地の水際の林を河畔林とよぶ．河辺林という言葉もほぼ同じ意味

である．因みに渓畔林というのは，上流部の渓谷，渓流沿いにある林をさす言葉である．渓

畔林という名前に該当するような林は，例えば矢作川でいえば，茶臼山や大川入山のような

山の源流部に行かないとお目にかかれない．北大の中村太士さんは，山地渓畔林と扇状地河

畔林，要するに上流域，中流域，下流域の川に接する林の位置づけをいろいろ比較検討して

いる．また，水辺林というのは湖や沼とか，湿地とかの脇の林も含む総称である．

堤外地にあるものを何というのか．建設省的には堤外地にある林というのは呼び名がなく

て，河道内の樹木ということになるのだが，そこが魚のすみかとしても，獣のすみかとして

も，鳥，虫のすみかとしても一番大事なところだと思う．私たちの感覚で言えば堤内の林は

河畔林ではない．わたしたちは堤外の林がメインだと思う．しかも，そんな堤内の林などは
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既になく堤防のぎりぎりまで開発が進んでいる．堤内の林を河畔林というのは意味をなさな

い．

本来は堤内で人が住んではいけないところがたくさんあって，そこには木を植えて水没し

てもいい河畔林公園にでもすべきだ．ここに人が住んでしまった．いわゆる遊水地だが，今

でもまだどんどん潰している．豊田市のサッカー場や今度豊田東高校が移転するところもそ

うだ．それから，今のお釣土場水辺公園のところに畑があり，本来は完全な水没地帯，遊水

地だったが，それも今，道路を入れて大々的に土地区画整理事業をしている．

９．河辺林の未来像

9-1 ゾーニング－多自然と近自然

これからの河辺林はどういうのを構想できるだろうか．ゾーニングして河辺林をつくるの

か，それとももうゾーニングせずに全体をできるだけそういう水辺林的な，放置管理された

河辺林にしてしまうのがいいのか．

ひとつは運動広場みたいにして使っていたところをどうするか．二つ目に近自然で整備し

たところをどうするか．それから三つ目に残されたところ，先に放置林にした方がいいといっ

ていたところはどうするか．三種類に分けて議論しておく必要があるだろう．

これだけ人為圧がかかる地域で全くの放置管理というのはやっぱり非現実的なので，ある

程度のゾーニングは必要だろう．今，例えば比較的放置されたまま経過してきた越戸より上

流部はそのままにして，獣に任せるほうがいい．平戸橋の前後は，岩盤が露出しているので

環境としても生物相としても，自然に任せて十分いい地帯である．そこをこれから近自然で

工事して，最後の放置林を征圧しようとしている．もうすこし放置しておいた方がいい．前

平戸橋より下流を望む（平水時）
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田公園などが最近整備されたが，この上流の方は古鼡の河辺林もそうだけど，民芸館の脇な

どにかろうじて広葉樹の林と生態的な連続性が生き残っている．そこの竹林を整備して遊歩

道をつけて近自然にするという計画がある．管理者は自然を残しながらやると言ってはいる

が，これまでの経緯からして，すでに近自然という言葉とあわなくなっている，というより

近自然という言葉が旧来の土木工事型から抜け出せない河川行政の側に取り込まれて陳腐に

なってしまったというほうがいいかもしれない．何でもかんでも近自然と言っておけばいい

ということでどんどん工事をすすめているから，かつてコンクリートで川をモノカルチャー

化してしまったのと同じように中途半端な近自然でモノカルチャー化しようとしているよう

に見える．コンクリートより少しましなのを近自然と呼んでいる．

放置管理というのは，管理の手法だから，それも含めてやはり近自然を使いたいと思う．

近自然というのは哲学的な言葉として残しておきたいと思う．だから建設省のしているスタ

イルのほうには多自然という用語を使ってもらって，そういうのを見たときは多自然と呼ぶ

ことにすればよい．古鼡あたりはとりあえずああいうかたちで，多自然型の地域にしておい

て，その対岸のお釣土場のようなところは，近自然型の放置管理型に戻していく．自然度と

いう点では，お釣土場の方が古鼡より高い．古鼡は水制工があるので有名になって，人が来

るようになってしまったおかげで自然からはどんどん遠ざかって，近自然型公園とはとても

呼べない，時代遅れのものになった．あれだけびっしり人が入るということは，密度からす

ると運動公園よりもたかいくらいだ．

9-2 ゾーンとゾーンの間－複雑さをどう維持するか

ゾーニングした場合のゾーンとゾーンの間をどうするかという点はどうだろうか．例えば

移行帯をつくる．移行帯的な環境は生き物にとってもとても重要なものと認識されている．

河川敷の運動公園
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だからゾーニングそのものの手法を考えないといけない．理想的には全体が徐々に移行して

いくようなスタイルが望ましい．たとえば竹林．竹林そのものが，木の林に比べたらやっぱ

り中途半端で全体に移行帯っぽいものを兼ね備えられるような可能性があることはある．し

かし，完全放置では真っ暗になってしまうから，その点の管理が重要な意味をもつことにな

る．どういう河畔植生が災害に強いかということと，普段，さまざまな生き物がいるかとい

うこととは微妙にずれてくる．災害に強いという点でいうと，今回の洪水では水衝部とか，

竹林の切れ端の一番上流部とかは相当倒れたけども，後はかなり無事なところが多かったか

ら，竹林だったらいいということはあるかもしれない．ただし，やっぱり災害ではない普段

の河辺の自然環境という点では本当は適度に間引いておくと，多くの種類の植物が出てくる．

そうすればたくさんの種類の動物も棲めるということもあるので，なるべくそういうことが

できればと思う．

放置管理といっても，完全に放置できない．お釣土場にあるムクノキ，エノキの大木があ

るような林だったら，結構その領域に達していると思うが，それの林冠層を形成する木がど

のくらい大きくなっているかというので，あり方が違ってくる．

放置林と言っても結局獣道はできるし，それから洪水もある．放置したからどうにもなら

なくなるということにはならない．獣道（けものみち）というのは結構重要で，水が溢れた

ときにはそこを通り道にする．だからお釣土場で本当にあの大木に守られた林のなかという

のはむずかしくて，今回の洪水では砂で妙な勾配ができた．それには生き物の通る道も関係

しているし，物理的に水が通る道とかも関係している．本来だと流れの方向に草が倒れるは

ずなのに，違う方向に倒れているのがあった．その川のなかの大木と，複層構造がちゃんと

できている林のなかの複雑なその流れの作用によって，様々に流れる場所ができたのだろう

と思った．

10．まとめと展望

今の運動公園型のところは本当に水辺林をもう少し太くしないといけない．太くして，本

数も増やして，階層構造をつくっていかないといけない．そしてその下に散歩道をつくると

いい．これまでの運動公園はその散歩道を全然炎天下につくってきたから散歩道にはならな

い．それでも，ところどころにいいスポットがあって，例えば高橋の下流とかに，今回の洪

水でだいぶダメージを受けているヤナギ林がちょっとある．平成記念橋の下流の籠川合流点

のすこし上もいい．さらに加茂川合流点，久澄橋下流のところにもある．そういうような少

しいい素質がある場所を皮切りに，複層構造のある河畔林らしい林を育成してくということ

が現実的だし，インパクトもあると思う．

高橋の上の左岸側，ゴルフの練習場があるところところにススキの草原がある．ここはま

たヤナギなども生えていてとてもいい場所になっている．この右岸側の高橋のすぐ下もクズ

の草原だったのをすっかり刈って，ヤナギがすこし目立つようになってきた．今回の大水で

ダメージは受けたけれども，このへんはその素質がある区間だと思う．そのあたりはオギの

草原だった．オギというのはイネ科でススキととても似ているが，ススキは株になるのに対
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してオギは面状に広がる．たぶん好む場所も違っていて，オギの方はちょっと湿性のところ

がいいが，ススキの方はもっと乾いたところを好む．

越戸ダムから下あたりを色分けして，それぞれの理想像をつくって提言していかないとい

けない．もちろん理想像だが，理想がなかったら現実のむこうに何もないわけだから必要な

作業だろう．平戸橋までは勘八峡で場所の質が全然違う．平戸橋まではかなり山深い岩とか

山とかというのがメインで，平戸橋から下はもうちょっと人がアクセスしやすい感じで，石

倉水辺愛護会の管理している竹林とかも，いい調子で管理すれば，それはそれで快適空間に

なり得る．問題は越戸公園の芝生ゾーンで，よくわからない芝生の野球場がメインだった．

奇妙な動物の置物をとにかくやめて，自然草地に近くして，緑陰になる大きな木をおいてさっ

きもいったような複雑さを取り戻す必要の一番あるところだ．

芝生とか運動公園とかではなく，真っ暗な竹林でもない，河辺らしい林を育成して，今後

ちょっと手入れすることで育成していける場所がある．それをきちんと調べて提案していく

ことも必要だと思う．樹種は何がよくてこうなったらいいという理想像を必要なところでは

どんどんだし，他方で放置管理できるところしたほうがいいところは心して放置管理してい

くことが必要だろう．また，そうしていくための基礎調査をすすめなくてはならない．

荒井公園周辺のヤナギ林（1999年５月撮影）
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