
座談会「河辺環境と流域社会」

日 時：平成12年10月20日 午後２時～５時

場 所：豊田市役所

出席者：島谷幸宏（独立行政法人土木研究所河川環境研究室室長）

鈴木公平（豊田市長）

古川 彰（愛知県立大学文学部教授・豊田市矢作川研究所 共同研究員）

田中 蕃（豊田市矢作川研究所：昆虫）

洲崎燈子（豊田市矢作川研究所：植物）

新見幾男（豊田市矢作川研究所 事務局長）

司 会：村山志郎（豊田市矢作川研究所 幹事）

矢作川 都市ブロックの自然>

村山：矢作川研究所は平成７年から11年にかけまして，矢作川のいわゆる都市ブロック，越

戸ダムから鵜の首橋の間の堤外で，主として植物，昆虫，鳥類，哺乳類の生態がどうなって

いるのかということを詳細に調査いたしました．この一番都市化が進んでいて過酷な環境，

一番人々の暮らしとの関わりが深い場所の生態系をより良いものにすることができれば，

人々にとっての値打ちが又一番大きくなるということで，まずは実態調査を行う．そしてそ

の結果を踏まえて，実際の地域づくりの中でどのように生かしていったら良いのか，そんな

ことが話しあえたらいいなということで，この座談会を企画しました．それではですね，一

番最初に田中さんから，ここの自然を調査した結果はどうだったのかという報告を頂きます．

田中：それでは，矢作川研究所が５年間に渡りまして河辺の生物を調べてどんな事がわかっ
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たのか，これからお話ししていきたいと思っております．

調査区間は越戸ダムから鵜の首橋までというふうになっておりますけれども，実際の都市

ブロックはもうちょっと短いんです．しかし実際は都市ブロックだけ調査しましても，上流

との関係，下流との関係というのがよくわかりませんので，少し拡大して越戸ダムから鵜の

首橋までを調べました．

最初に結果からお話しすると，矢作川に緑が多いというのは豊田市の一つの自慢の種であ

りますし，ここを大切にしようということは市民の共通の認識だと思います．確かに緑とい

う色は多いんですけれども，その緑の性質がいったいどういったものであるのかということ

を色だけで判断していてよくわかっていない面がありまして，どういう成分のものであるか

知るようにしなければならない．その内実が少しはわかったというのが，総合的な成果のま

ず第一番目だと思います．

人が住む以前から川はありまして，その現実を直視し，認識して調査をやるということが

必要だと思います．そういう目でこの川を見てきたというのはこれまでなかったことだろう

と思います．特に現在のこの都市ブロックの生物相がどのように形成されてきたかというこ

とが，少しずつわかってきたということも大きな成果だと思っております．

それから三番目に，歴史との関わりということですけれども，我々は自分の価値判断で色々

物を見まして良いとか悪いとかいうことを言うわけですけども，それはあくまでも人の考え

る事でありまして，勝手な判断が非常に多いわけです．生物の側から見るとどういうことに

なるのかということを調べてみたいということも頭の中にあって，今回の調査が行われたわ

けですが，人為があることが良かった面も悪かった面も非常に沢山あるわけです．あるもの

は遺存的にそこに留まっておりますし，あるものは絶滅し，あるものは新しく入ってきまし

た．そういうような，いろんな生物相の形成の歴史というものが解るわけです．どこまで歴

史的に遡っていくことができたのかという点については，まだまだこれからやらなければい

けないことが沢山ありますので，未熟だと思いますけれども，生物というものは歴史の証人

であるということを言えるだけの結果を確立できたと考えております．それも又一つの成果

だと思っております．

同じような事ですが，四番目に人と川のせめぎ合いの狭間で川の生物が生きてきたという

ことがあります．現在の川の環境は人の関与があったからこそできているんだと言えると思

います．堤内地と堤外地に分割したというのは堤防を造ったからなんで，これは自然堤防で

はなく人工堤防です．これだけでも既に人が関与していることはあきらかです．堤外地を頻

繁に使用している時代もありましたし，現在ではほとんど管理されておりまして利用されて

いない，利用されておりましてもスポーツ施設とかになっております．安全を最優先という

ふうに考えて管理された時代もありましたし，最近は新河川法ができまして，環境を重視し

ようというような時代になってきております．そういう中で色々揺れ動いておりまして，こ

れは人と川とのせめぎ合いというふうに考えれば考えられないことはないわけですが，その

間で生物は生きてきたのですね．ただ，それだけ川に人間が関与しながら川と人とが密着し

たかということを思いますと，やはり時代と共に川との関わり合いを人が放棄していってい

るといった感じがいたします．川への恐れと無関心のみが残っておりまして，そこから離れ

なかったのは釣り人と簗の業者ぐらいではないかというような気がいたします．これを逆に
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みれば，ダムなどの河川の管理者が川にずっと関わってきているということだと思うんです．

だけどもその二つの人間の行為というのは非常に大きく離れた距離にありまして，そこに接

点というものはほとんどないというようなことが言えます．河辺の生物というのはそういう

時代の変化の申し子として大きく揺れ動いてきたし，現在も揺れ動き，将来も揺れ動いてい

くものだろうと思います．この５年間の調査中に中央公園のための工事が行われたりしてお

り，いつの時点の何を把握できたのかというのがはなはだ難しいような状況ということが起

こってきております．揺れ動くものを捉えるということですので，果たしてきちっと固定し

た事実であるのかどうなのかということは，今は解らないということになります．

五番目に，初の科学データを蓄積したということであります．データがほとんどなかった

河辺の生き物のことですけれども，調査している間に実際に接してきているわけですから，

少なくとも調査する人たちの心の中には河辺環境のすばらしさも，河辺環境がこの程度なん

だなという限界も全て認識されてきておりまして，そういうことをつぶさに伝えられるよう

な資料の蓄積を持ったということ，これは大きな成果だと思っております．

最後になりますが，確かに色の上では緑の連続性はありましても，大変危機的な状況にあ

るということであります．というのは意識の問題なんですけれども，川に対するもたれかか

りの体質というのが人間にはあるようでして，川は緑を培ってくれているんだから，そこに

もたれかかっていれば，というような心情が潜んでいます．しかし川の体力が非常に優れた

ものであればいいんですけれども，衰えかけた川に対しましては逆に負担を増すだけです．

川の緑の中身ですけれども，都市ブロックの上流と下流では違いますし，都市ブロックとそ

の下流でも違います．また，丘陵地と平野部では違います．矢作川の緑を利用しながら街づ

くりをやっていこうとする時に，緑の連続性を確保しようということが背景にあると思いま

すけれども，これには問題が沢山あり，なかなか実現が厄介だなということを感じておりま

す．そういうふうに，緑を街の中に取り入れる事ができるのかどうかは未知の分野でござい

まして，近自然的な環境整備の課題になるというふうに感じております．

村山：ありがとうございました．では植物に関して，洲崎さんにこの５年間の調査結果のご

説明をお願いします．

洲崎：これは前号の「矢作川研究」No.４に出しました都市ブロックの植生の概況です．ま

ず都市ブロックの陸上植生の全体的な傾向として，マダケ林が非常に大きく広がっています．

これはもともと水害防備林として川に沿って薄く植えられていたものが，竹稈が利用されな

くなってから厚くなったもので，場所によっては幅が100m位，長さにしたら３km～４km

に達しています．手入れされていないので稈数密度が高くなって，林内の植生も単純になっ

ています．それから篭川合流点から久澄橋の間，豊田市の中心部に近い辺りはグラウンド，

テニスコート，野球場といった運動施設をともなった芝生が多いという状況になっています．

今，田中さんが言われましたように，全体として緑は多いんでけれども，実際には手入れさ

れなくなってしまった荒れたマダケ林と，主に運動施設として利用される芝生が広い面積を

占めています．竹林内は植物の種数が少なく，芝生は年に５回～６回刈り取りが行われるた

めに構成種が単純で，乾燥も激しい，帰化植物の割合も高いというような問題の多い状況に

なっています．このようにとても単調であるという環境が全体としてあります．

陸域から水域への移行帯が貧弱であるというのもこの区間の特徴です．抽水植物帯が少な
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い．久澄橋以南ですと，下流にある明治用水のバックウォーターになってきますので，地形

的な特徴もあって丘陵地からガクンと川に落ちてしまい，その間を埋める植生がないという

状況があります．これに関係して河辺特有の植物，例えば，昔この区間でもカワラナデシコ

とかカワラケツメイといった，河辺に特有の植物を見ることができたそうなんですけれど，

今回の調査ではそういった種は出てきませんでした．このように攪乱が少なくなってしまっ

た，恐らくダムによって水位の変動を抑えられたことで，川特有の抽水帯，陸域から水域へ

の移行帯が少なくなってきています．また，芝生の中には疎林が多少あるんですけども，林

縁環境がない．だから陸地では，林地から草地にかけての移行帯も少ないという問題が起き

ています．但し，帰化植物率というのはとても低いものでした．約16％位だったんですけれ

ども，普通都市河川だったら20％～30％位になるというような文献値があります．これは，

自然護岸の場所が圧倒的に多いということが数値に表れているんだと思います．

ここで一番多い植生は先ほどお話ししましたように，マダケ林と芝生ということになるん

ですが，他に河辺らしい植生も多少あります．代表的なのがムクノキやエノキといったニレ

科の高木種によって構成される林です．それからヤナギ林，これもアカメヤナギやコゴメヤ

ナギなどの高木林と，タチヤナギなどの低木林があります．いずれの植生も孤立して小面積

で存在しています．またコナラ林が越戸ダム下流の右岸側と，竜宮橋の下流の右岸，ちょっ

と峡谷部になっていて水面からの比高が高いところに成立しています．周辺にブナ科の植物

がある場所が少ないので，ここはとても貴重な環境を提供していると思います．それからオ

ギやセイタカアワダチソウの多い高茎草原が，所々にまとまった面積で存在しています．市

の中心部にはほとんど無いんですけれども．それからチガヤなどの優占する短茎草原も，年

に２回程度刈り取りが行われる堤防法面などに多少ありました．あと，越戸ダム直下の勘八

峡と，波岩にみられる岩盤上の植生です．岩の上のような攪乱の影響を受けやすい場所にも

植生が成立しています．

以上，大雑把に植生の概況についてお話ししましたが，河辺の植生というのは一般に言わ

れていますように，特にこういう都市域にあっては身近な自然，歩いて行って親しむ事がで

きる空間ということで，市民生活の中でもとても重要な位置付けを持っていると思いますし，

水質の浄化というような役割も果たしております．こういうような複合的な河畔植生の機能

というのは，在来種の多様性の高い植物群落で優れていると言っていいと思います．

矢作川では川本来の攪乱がとても少なくなってしまっていますが，そのような状況の中で

もモデルとしていいような林をこの区間の中に見出す事ができました．それが越戸町のお釣

土場水辺公園です．ここはムクノキやエノキの15m～20mに達するような大木の林があり，

その下に多少稈数密度が低いマダケ林があります．マダケ林の稈数密度が抑えられているた

めに林内は明るく，ヤブツバキ，アラカシ，シラカシ，チャノキといったような常緑低木，

それから落葉広葉樹林の下に見られるような，ホウチャクソウ，ニリンソウ，ウラシマソウ

といった様々な草本が見られます．つまり林内が明るく，階層構造が保たれており，動物に

とってもいい環境であるというふうに位置付けていいと思います．こういうモデルとなるよ

うな林がありますので，今後こういう場所を参考にして，在来種の多様性の高い群落を増や

していく工夫をするといいんではないかというふうに考えています．

今後は，ムクノキ―エノキ林，ヤナギ林，それからコナラ林といった河畔林の連続性をも
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う少し高めてやる工夫が必要になるんじゃないかと思います．孤立していることで生物に及

ぼす効果が制限されてしまっている．連続させるということと，林床をすっかり刈り取って

しまうのではなく，林内の明るさを保ちながら林床の植物を育てる．そういう階層構造がな

いとコリドーとしての機能というのも低くなってしまうということが言えます．それから草

地については，抽水植物帯というのが少なく，ヨシなども細長い群落になっていまして，確

かに水鳥やオオヨシキリなどが利用しているのを見かけることもあるんですけれども，群落

の幅を広げていくことで動物の利用に関して多くの効果が期待できるのではないかと思いま

す．カヤネズミなど小型哺乳類の少なさというのも，こういう抽水植物帯から河川敷にかけ

ての草地の貧弱さを反映しているんではないでしょうか．意識して抽水植物帯を造ること．

これは川の中の生物の利用にも繫がってくると思うんですけど．それから陸生昆虫のすみか

として短茎草原，今，チガヤの優占するような短茎草原が堤防法面を中心に多少あると言い

ましたけれども，芝生ほど刈り込まないけれどもオギ等の草地よりも草丈が低く，いろいろ

な種類の植物で構成される短茎草原を増やしていくということが，この地域の河辺の生物の

多様性を高めるのに効果的なのではないかと思います．

村山：ありがとうございました．今，田中さんの方からは５年間の調査の総合的な見方，洲

崎さんからは植物についての特徴的なお話，どういうふうにあったらいいかといったお話を

頂きました．この二つの報告について質問なり意見なりありましたらお願いします．

鈴木：今，竹林が凄い勢力になっとるね．

洲崎：はい．

鈴木：竹林を少し制限して，他の植物を植えるとか，具体的にどうやったらいいのか．

洲崎：間引きをすれば，今はかなり暗い竹林でも自然に植物が生えてきます．

鈴木：そういう事をやればいいか．

洲崎：はい．

田中：今の件で少し言わせてください．お釣土場がいい例でして，あそこは手入れ前は竹林

で埋まっていたんですけれども，竹を切ることによって過去から眠っていた種子が芽を吹き

出して，実に様々な植物が沢山出てきたということがありまして，本当に間引きをするだけ

で随分違ってくるという面があります．

洲崎：細々と生きながらえていたものが，明るくなったから花を咲かせて実をつけることが

できたということもあります．だから多分，ちょっと手入れをしてやることでも多様性はと

ても高くなると思います．

島谷：話聞いて面白かったんですけど，多分今の川の形がこうなっていることで，攪乱が起

きなくなったり抽水植物帯がなくなったり，川の植物がいなくなったりしているんだと思う

んですけど，一方でそのために帰化植物率が抑えられている可能性がありますよね．

洲崎：そうですか．

島谷：エコトーン的な所があると帰化植物が沢山入ってくる．そういう状況で帰化植物率を

抑えようと思うと，ここの上流における全ての公共事業で外来種を使わないとか，そういう

ことをやらないと必ず入ってきますよね．今，自然共生研究センターでも外来種の実験やっ

ています．河原植物の種子を植えて外来種だけを抜く所と，何もしない所とを比較してみる

と，全然風景が違うんですよ．だから帰化植物率が低いというのは素晴らしい事なんですけ
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ど，一方でエコトーンみたいな所がないために結果として低くなっている可能性が強い．昔

はたぶん平たい川だったのが，上流で土砂を止めたり，色々することによって段々川底が下

がってきて，治水的には安全になったりいいこともあるんだけど，そこにどうやってエコトー

ンをつくっていくか．先ほどおっしゃったように竹を切るというのは，森林の中で在来種を

復元するためには有効なんだけど，明るい所での在来種を復元するには有効じゃないですよ

ね．カワラナデシコとかカワラケツメイだとか，カワラハハコがあったかどうかわかりませ

んけれど，そういう植物の種子が近くにあるか．どうなんですかね，支川とかも含めて．

田中：ちょっと調べてみたんですけれども，致命的ですね．

島谷：そうですか．とってもきれいなんですよ，カワラナデシコとかカワラハハコとかね．

洲崎：古鼡で聞き取りをすると，昔あったと．

田中：10年位前には，あそこの中洲にありました．

鈴木：僕の家の方なんかも小川がもっと沢山ありましてね，小川でも洲があって，そこにあっ

たですね．そんなに群生してはなかったですけど．

田中：まあ，一つには川が荒れなくなって，砂地が露出している所が少なくなってきたから

減ったんですね．

島谷：うん，でしょうね．

田中：それでノイバラだとかクズとか表面を覆うようになってきますと，もう全然入る事が

できない．それを刈り取る事もしてませんから．

鈴木：一番問題なのは洲が無くなっちゃったことだね．昔は近くの田んぼの中の小川にも洲

があったよね，所々．シジミなんかもいました．洲というのが，いっぱいあったのに無くなっ

ちゃった．

田中：だから総体的に言いますと，河川を構成するいろんな要素というものがあると思うん

です．洲もそうですし，岩場，淵，瀬，いろんな要素があると思うんですね．その要素の中

の何かが少しずつ欠けていっているという感じで，非常に単調になってきている．

村山：その原因は何ですか．

島谷：流量と土砂のコントロールですよ，基本的に．矢作川というのは日本を代表する砂河

川なんですよ．西の斐伊川，東の矢作で．

村山：今，砂がなくなったんです．

島谷：西の斐伊川では上流で砂鉄を採っていたんですね．ヤマタノオロチ伝説があります．

川の中にうろこのような洲ができます．これがヤマタノオロチの原形でしょうか．ヤマタノ

オロチをやっつけると鉄剣が出てくるのは，鉄の産地だからなんです．

田中：島根県の宍道湖に流れ込んでいる川ですか．

島谷：ええそうです．話を戻しますが，日本中からこのカワラという名前がついたものが無

くなってますよ，確実に．

田中：そうですね．

鈴木：今度の大水（註：2000年９月の東海豪雨）で少し河原ができましたね．

島谷：それがですね，河原はできるんだけど河原の生物がいなくなるんですよ．体力がなく

なっている川の生き物にとって，大きな洪水はかなり決定的に厳しいんです．多摩川のカワ

ラノギクは去年の洪水でほとんど全滅ですね．
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田中：ですから先ほど言いましたけど，やっぱり現存する生物の体力というものを認識しな

いとだめだと思うんです．

島谷：元気な時だとね，滝に打たれてると必ず強くなる．風邪ひいて肺炎になってる時に滝

に打たれると死んじゃうじゃないですか．なんかそんな感じですよ．

鈴木：それはわかりやすい．

古川：そういう時に何か方法ってあるんですか．

島谷：ちょっとずつやっていくしかないんでしょうね．たとえば数が減った生物は保護して

数を増やす．環境も序々に増やしていく．その後，生物を保護しないでも持続的に生きてい

くことができるようになる．こんな手順でしょうか．

田中：これは川だけの問題ではなく，湿地の植生についてもどんどん失われていっています．

昔ながらの，全然触っていない湿地でも，周辺から森林が入り込んできて減ってきています．

木を人為的に切ってやれば残せるんでしょうけれど，もう放置されている状況ですね．そう

なってくるとね，どっかに種苗センターみたいなものをつくりまして，重要なものを残して

いくということを考えていかないと，回復させようがない，ということになっちゃうんです

ね．

島谷：田中さんが言われるように，緑の質がいよいよ問われる時代になってきていると思う

んですよね．今までだと緑イコール自然だったんだけど，決してそうじゃなくて，緑がある

ことによってかえって自然が失われている場合もあるという，

村山：緑の砂漠もありますもんね．

島谷：ええ．それで多摩川でも今度は川の中の樹林地を切って，川に戻そうというプロジェ

クトも考えているんですけど，本当に，共感をうけました．

動物相に反映される河辺環境>

村山：それでは次に，昆虫だとか動物だとかの報告をお聞きしたいと思います．

田中：まずですね，矢作川が砂河川である，あるいはあったということの特徴，これはトン

ボの仲間によく現れております．ホンサナエ，キイロヤマトンボなんていう，あんまり言っ

ても姿が浮かんでこないだろうと思いますけど，本当に愛知県下でも，全国的にも希少種に

なっています．そういうものが矢作川には非常に多いという事がありまして，これは砂河川

であった事と，現在それでもまだ砂河川であるということの特徴だと思うんです．

それから先ほど申し上げましたけれども，河川の基本構造の乱れがございまして，河原が

無くなっているということですね．河原が安定したために植物被覆が非常に豊富になりまし

て，それは一見，緑として良好に見えるんですけれども，河川らしい多様性というものが無

くなってきております．メリハリがないんです．従いまして，カワラハンミョウ，これは実

際多いかどうかわかりませんけれどもハンミョウの仲間．それから鳥でいきますと，チドリ

の仲間．それからカワラケツメイ．カワラケツメイを食べているツマグロキチョウという蝶

がおります．これが食物連鎖が丸ごといなくなってしまったというようなことがあります．

水質に関しましては，矢作川はあんまり透明度は良くありませんので，あんまりいいなと

いう感じは受けないんですけれども，それは水生昆虫にとって悲観する程のダメージはない
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のではないか，という印象を受けております．トビケラの仲間とか，ドロムシの仲間に，未

記録種だとか，全国的に非常に珍しい種類が沢山見つかっております．ですから矢作川とい

うのは汚れている部分と清からさを保っている面の双方が混在していて，このことについて

は科学的に正当な評価をいつかしなければいけないだろうと思っております．

河辺林を調べたのですが，河辺林の役割というのは定かではありませんけれども，水質だ

けではカバーできないような面を河辺林が何か補ってくれてる点があるんじゃないかな，と

いうのがあるんです．というのは，水中の虫が出てきた時に，休息場所が豊富にあるとか，

そうような点があるんじゃないかと．そこら辺は，こうすればわかるという絶対的な方法は

わからないですけれども，地道にやれば何か示唆するものが得られるんではなかろうかと思

います．それから，調査範囲を少し大きめに取りましたので，ダムのバックウォーター付近

だとか，あるいは非常に深い淵だとかそういうような所が調査地に入っております．そうい

う所というのはオオシロカゲロウの大発生なんかがあり，カゲロウのフェスティバルが開か

れたりしていますが，それはそれとしまして，非常にのどかな静水域のたたずまい，河川の

イメージとはちょっと程遠いような面がこの川にある．これが多様性なのかどうなのかとい

うのは別問題ですけれども．都市の景観の中の一つとして評価しなければいけない状況に

なってきています．ただ，生物相というのは非常に貧弱です．

村山：貧弱なんですか．

田中：はい．流れに何か関連があるようなものについては貧弱になっております．それから

汀のヨシだとかオギだとかについて，洲崎さんの方から話がありましたけれども，ヨシキリ

の仲間とか非常に少ないですし，カヤネズミも非常に少ないです．これは本当に，長年調査

しまして一例とか二例とか，古い巣があったというくらいの事しかわからないんです．

村山：カヤネズミって小さいんですか．

田中：小さいです．

村山：畑にいっぱいありますよ，巣が．

田中：河原にはどうしていないのか，よくわからないんですね．しかし，ヨシとかオギとか

の群落というのは小さな虫たちにとっては非常にいい羽化場所ですね．川から上がってきて，

そこで羽化するという場所ですし，隠れ家として目立って有効な植生ではないかというふう

に思っております．越冬場所としましても，むしろ枯れたヨシだとかオギとかに，非常に珍

しい昆虫が沢山見つかります．これが荒れる川ですと水がかぶって流れちゃいますけど，荒

れないからかえって有効なんじゃないかと思う面もありますね．そういうのを虫が感じてい

るかどうか知りませんけど，かなり越冬場所としては有効だなという結果が出ています．

それから竹林なんですが，これは実際ずっと上流の方に行きまして，いわゆる河畔と言う

よりも渓畔と言ったらいいんですかね，渓畔の植生としても竹が優先しておりまして，どう

も竹林だけが上下流を隔てなくつなぐ植生になっているというところがあります．だからこ

れはこれで生かしていかなきゃ，仕方がないと思います．昆虫の中でも竹を食べるものがあ

りまして，個体数は多いんですけど，種類としては非常に少ない．だから多様性にはつなが

らないということになっております．それから哺乳類も竹林の中では森林性と思われるタヌ

キが気息奄々と生活しているという．鳥類も，矢作川としては大きな特徴は見られておりま

せんし，竹林をねぐらとして利用するというのも少ないと思います．
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次に先ほどもお話に出ました河辺のニレ科の植物，エノキやムクノキは，非常に多くて優

占しています．丘陵地的な要素が河辺に入ってきているということでは，この2種の植物だ

けがわずかに回廊を成立させている植物ではないかなと思っております．これに先ほどニリ

ンソウだとかホウチャクソウという話がでましたけれども，林床植生も付随的に生えてきて

おりまして，これは現在の救いになっています．但し，ブナ科のドングリのなる木は欠如し

ています．

それとヤナギ林の話ですが，このヤナギ林は非常によく虫が繁殖しまして，それを求めて

多くの鳥が来ていまして，繁殖期の鳥にいい食餌を提供していると思います．だがまあ，ヤ

ナギ林というのは高くなりましてもいつか川の上に倒れたりしますので，傷みが激しい．し

かし回復も激しいという，妙な木ですね．常に水の影響を受けている．まあ，水辺に生えて

いる以上仕方がないですけど．

それから草本を食べる種類，草本に依存している種類というのがかなりある．これは非常

に小さな虫たちの仲間に多く，取り立ててここではお話ししませんが，そういうものも沢山

いるという事です．帰化率が低い，在来率が高いというようなことに原因しているんじゃな

いかなと思います．先ほど芝生と言いましたけれども，その運動公園なんかは芝生どころか

全く芝生も生えていない，露出した地面があります．それがかなり大きな面積を占めている

事は間違いない．そういう所というのはバッタの仲間が多いです．それで砂があってバッタ

というと何を想像するかというとアフリカ砂漠的なものを思い起こすわけです．そこを歩く

とばぁーとバッタの群れが上へ飛び立ちますから，凄いことです．これがいい事か悪い事か

は別の話としまして，やっぱり砂漠的様相があるということですね．それから外来性の種類

を導入しているためだろうと思うんですけれども，風媒花，特にイネ科の植物というのが種

類が多くて虫媒花の植物が非常に少なくなってきている．従いまして，そこに花の蜜を吸お

うと思って訪れる昆虫たちが非常に少ないという現状であります．この外来種と在来種のせ

めぎ合いというのは昆虫相に大いに反映しているなと思います．

あと川沿いというのはですね，広く取れば山から川を伝ってくる生物，それと，海から川

を伝ってくる生物がいる．海というのは砂地が多いですね．だから洲なんかがありますとそ

こを伝わって入ってくる．それから低い草がありますと，それを川の堤防沿いにずーと上がっ

てくるという，逆方向の移動があるはずなんですけれども，それが断絶されている．僕は恐

らく下流の方に行くほど帰化率が高いと思います．豊田の場合は盆地地形でして，この調査

の一番下流側の鵜の首橋の所は，いわゆる明治用水のダムができるくらいですから岩盤があ

る．安定した地層のとこまでしか堤防がありませんから，草地が無いわけです．だから草地

を通って訪れている事は無い．岡崎なんか行きますと恐らく海との関係上，少ないんじゃな

いかなと思っております．それから丘陵地を調査地に取り入れています．先ほどの話にもあ

りましたけれどもドングリのなるブナ科というのが非常に貧しい状況です．エノキ，ムクノ

キがこれだけ繁栄しているのにドングリの木がなぜ生えないのかというところが非常に不思

議なんですけれども，一歩，堤内地の方に出ましたら神社や，仏閣，例えば灰宝神社だとか

あの辺に行きますと，もうブナ科の大木がいっぱいあります．ですからどうも川の機能とし

てドングリの木を運び，成育するような要素が無いのかもしれないなという気がしておるん

ですけれども．
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村山：私いっぱい播きましたよ，木にならなかったが．

田中：だと思いますね．何か原因はあるんだろうと思います．

新見：クルミはないか．

田中：クルミ（オニグルミ）はあります．はい．

新見：クルミだけあるね．

田中：恐らくね，リスやなんかが沢山おればそれは多分繁殖するんじゃないかなと思うんで

す．今のところリスの仲間は見つかっておりません．そういう事もあるかもしれませんね．

村山：芽の出たやつも植えましたし，他にもドングリいっぱい拾ってきてばら播きましたし

ね．何しても根付かない．高いところから低いとこまで様々な地形に，様々な条件のところ

にばら播いた．

田中：堤内地じゃなしに，堤防の外側の堤外斜面ぐらいの所に植えると案外いいのかなとい

う気がしますけれどもね．だけどそういう事が許されるのかどうかというのはわかりません

けど．

新見：種子播けばいいんだよ．

村山：川が嫌いなんじゃないですか．

鈴木：僕，堆積したもの凄く黒っぽい細かい土，そこに20年位前から木をちょこちょこ植え

たわけね．この土がいいって，当時の庭師が持ってきて．それはいいんだけど毎年，今年も

乾燥して，もう5，60本枯れました．毎年，枯れる．あれは土がいけないんじゃないかと，

僕今思ってて．

洲崎：コナラ属の芽生えは乾燥に弱いのと，暗いとある程度は生き残るけども成長できなく

なって，段々弱って枯れていくというのがあるんです．明るいけれども乾燥しているとだめ

なんでは．

鈴木：乾燥だと思う．乾きやすいんだと思う．

新見：川砂っていうのは本当に乾燥する．

鈴木：マツとかモミジとか除いてみんなあかんもんね．ツツジ系のものもだめだし，ツゲと

か．

新見：矢作川の川沿いにコナラ林って無いな．

村山：全然無いよ．

島谷：川にないよね．日本中に無いんじゃないかな．

洲崎：ここでもコナラ林があるのは峡谷部の比高が高い所ですね．環境として河辺とは違う．

島谷：ミズナラはあるんだけど，ミズナラだけですよね．

田中：あれは水分の多い環境に育つやつだから．

島谷：ミズナラ以外のものはないでしょう．

田中：そういうわけでして．植生の方が，やはり多様性が不足しているという事で，まあ，

都市周辺の緑地を川沿いに導入にするということを妨げる要因になっていると思います．多

様性を持たせるにはどうしたらいいかということはちょっと考えなきゃいかんと思います．

それに総じて，哺乳類相が貧弱です．８種類しか見つかっていない．全体の個体数が少な

い上に種類数も少ないということです．カヤネズミはもちろんですが，あのハツカネズミす

ら少ないんです．ネズミが少ないという状況をどう考えるかといえば，まずやっぱり，餌が

208 座談会「河辺環境と流域社会」



少ないのかという事が一つ．それから天敵が多いですね．天敵ということになりますと，イ

タチ天国みたいな感じで，とにかくイタチが一番多くて昼間から見えるんですね．イタチの

成長に非常に適しているんじゃないかと思います．タヌキが実際にいますんでこれは非常に

救われている面だと思います．気持ちの上ではですよ．そういう野生生物，タヌキは特に竹

林の中だけに残ってる感じなんですが，野生生物の聖域を残すということはやっぱり考えて

いかなきゃいけないかなと思っております．タヌキは愛嬌のある動物ですから，何とか残し

ていかなあかんと思います．

それから鳥ですけれども，河川敷の中では最終集計が無いんですが，132種が確認されてい

て，豊田市全体が191種ですから，69.1％は河川敷の中にいます．山地の種類が少ないとい

うのは調査地の立地条件からしましてもやむを得ないですね．越冬する鳥が多いかというこ

とですが，水がありますのでガン，カモの仲間なんかが冬来て越しますから，豊かだと思い

ます．それから繁殖の確認されている種類というのは，現在16種類．繁殖していると考えて

いいというのが23種類．それから40種近くが矢作川の河川敷を生息環境にしているだろう

と推定されます．都市の中の河川としては多いほうではありますけれども，環境的に特に優

れているというふうには鳥の方からは言えないようです．

昆虫の方は2640種が確認されておりまして，これは集計するのが実際大変でしたけれど

も，昨年末に豊田市全体で記録のある種類を確認しましたら4532種類でした．その中の

58.3％がこの川，またはこの河辺環境に生息するという，これは大変貴重な事実だと思いま

す．都市ブロックに限定して考えれば驚異的な種数でありまして，これは他の川ではこうい

う事が実際には記録に出てませんが，他の川では同じような調査を実施していないからでは

ないかという面もありますので，比較対象にはならないかと思います．今その中に，全国的

にも稀とされる種類，本土未記録種だとか色々出てきておりますので，そういうものに対し

てはある程度の評価を加えなければいけないだろうと考えております．そういう希少種が沢

山出るという現況，それをどう理解するかということについては非常に複雑でして，絶対論

と比較論というものの狭間で評価が入り組んでいます．絶対というのは絶対それは珍しいん

だというもの．それから比較論というのは調査されてないから珍しいんであって，調査さえ

すればいくらでも出てくるというケースです．それは他の都市で行われていれば他の都市に

も沢山いるよという話になって，矢作川が珍しいという評価が消えてしまう．だけども調べ

ても絶対珍しいんだというようなものがあるとすれば，それは非常に貴重なことなんですが．

従って，まともな評価が今までのところできない．だけども矢作川が先駆的に実施したこう

いう都市の河辺環境の調査というのがあるという事で発表されますと，生息環境に対して把

握するポイントが見つかりますから，全国的にも追加データがどんどん出てきまして，矢作

川のデータの引用が増えていきます．これは大変意義があると思います．豊田市の中の生物

生息種に関する情報がこれまで空白状態にありましたけれども，今回の調査で飛躍的に埋め

られたという感じがします．

ここで話を戻さなければいけませんのは，河川環境，森林環境，都市環境，そういうもの

が都市ブロックの中に交錯しておりまして，その中で河川環境をどう考えるかという点です．

自然環境として貴重ではありますけれども，それほどいい環境ではないということは言い回

しとして難しいです．先ほどもありましたように，良い悪いは基準次第でどちらでも言える
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わけでして，こういう表現しかしようがないなというふうに思っております．ただ，お釣土

場の発見，そしてその公園としての開発，これがこの調査の中での大ヒットだという気がし

ておりまして，過去，人間が関わったというような歴史があるにせよ，全然関わってない場

所が無い以上，これは現在見られる最高の河辺林のモデルだなというふうに考えております．

この中では竹稈の間引きをした後，非常に飛来昆虫が増えたという事もあります．一方では

タヌキが少し姿を消したというような事もございまして，どういう開発の仕方がいいのかと

いうのを非常に考えさせられました．都市環境が直近まで迫っている川であります．けれど

もそういうモデルがあるという事は，河川敷の中では意識すればお釣土場と同じような環境

の造成が可能でありますし，それは有効に成立するであろうというふうに言えます．

これは失ってはいけない一つの銘なんですけれども，河辺環境が都市化されつつあるとい

う，我々が考えていた事と全く逆のことが起こっているということを気にして頂きたいと

思っております．そういう現実に無関心であるということが懸念されます．例えば都市害虫

というのがありまして，これは，河辺の豊富な樹林の中に入らないんです．例えばお釣土場

なんかほとんど入っておりません．アメリカシロヒトリは，高橋の付近だとその辺にいっぱ

い入ってきています．それから芝生に大発生するシバツトガもあります．

河川敷管理の方法と主体について>

田中：河川敷公園のあり方についてはもっと討論されて，そして合意の上で河川敷が変わっ

ていくというようにしていかないといけないと思います．確かにスポーツ公園の存在に価値

が無いとは思いませんけれども，その分だけ河辺の自然が減っているわけですね．非常に植

生の薄い層になってまして，そこが今回の大水でなぎ倒されて，何も無くなっているという

状況が起こります．そういう所を仮に回廊としまして，これを伝わって色んな動物が入って

きましても，今度は川から都市の方に抜ける道が全然無いんです．河川敷を横断する緑をつ

くってやらないといけないという事です．

あとは今回の氾濫を機に，ゼロからの出発という事を環境整備に活用して頂きたいという

事ですね．適度に荒れてもらう方が河川環境の維持に必要でありますけれども，市民の生命，

財産を守るという手立てを当然講じなければならないということもありますし，大変難しい

事なんですね．自然環境の保全というのを治水対策の対極に置かずに両立させて頂きたいで

すね．

村山：ありがとうございました．今最後に，人間の営みとの関わり，川に対するいろんな利

害という話が出てまいりましたが，そういった観点で，新見さんの方からお話を．

新見：この河辺林についてはね，豊田大橋が40km地点だけれども，この前後２km位の所

が僕が子どもの頃から育ってきた所で，大体のこと記憶しとるんだけども，全体が生産の場

所だったわけね．ほとんど畑，右岸側は．それから薄いマダケ林，それから樹木の混成林が

あった．それから先ほど話した，移行帯があって，砂浜があってそこには背の低いブッシュ

があって，それで川に入っていっちゃったと思うんだけれども．

今，変わったのはスポーツ公園になったという事，それからわずかに残された所を近自然

工法で整備をして人を近づけようとした．実際人は近づいた．皆，犬を連れて入ってくる．
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そんな所に野生の哺乳類がおれるはずが無いわけよ．都市ブロックの河川整備というのは都

市住民のために役立つよ，ということできたんだけども，人間が近づくという事を余りにも

優先しすぎた．都市ブロックから外れて下流も上流の方も全部水辺を歩けるようにしよう，

というのが市の政策だったと思うんだ．それは司会者と僕とよく意見が違ってぶつかって，

まだ未解決の問題なんだけれども．わずかに残された河辺林を，今度は近自然工法で制圧し

ていって生物を追い出している，というのが現実だと思うんだよ．それもかなり金をかけて

やっている．今度の大水で，大部分は壊れちゃったんだけども．

僕の考え方は，人間が水辺に近づく部分についてはちゃんと整備しよう，近自然工法の技

術をフルに使ってやるぞと．でも，縦に一本道を通しちゃいかん．あとは放置管理区域を沢

山つくる．ゴミが掛ったら取るぐらいの．あとは獣道ができる．釣り人も獣の中にいれての

考えですけれども，釣り人やタヌキが歩く獣道があればいいじゃないかと．どうしても川へ

行きたい人は獣道通って行けばいいわけで，全部ストリップにしちゃうような河辺林の管理

は良くないという感じがしております．それが一つ．経済的な意味でもね，全体を管理する

なんていうことは本当に大変なんだよ．放置管理で自然の整備に任せていくという部分を半

分位残してくれんかなと．田中さんが言われた事に関連するんだけれども，川が都市化して

いるというのを田中さんは昆虫の方から言われたけれども，僕ら川育ちの人間から見るとね，

あんまりにも川がやさしくなりすぎた．入っていける所ならどっからでも入っていけると．

これでは自然というのは上手く守っていけないと思う．例えば，田中さんの方から話があっ

たお釣土場，数人で管理しとる模範的な河辺林だけれども，あれも下流にね，300m位の放置

管理区域があった．あるいは釣り人が管理しとった．だからそことの対比でここが生きてく

るんであって，あればっかりずーっと続いていたらあんな退屈な所はない．きれいだけど退

屈だ．荒々しい所が川になければ，哺乳類は生きられないと思うよ．逃げ場がなけりゃ．人

間がどこでも入れるような所にいれるはず無いし，実は人間にとっても退屈極まりない事に

なってくると思う．金もかからないし，放置しとけばいいんだから，そういう所をつくりた

い．

それからちょっと先ほど言いかけたけども，川の方から虫なり鳥なりが都市へどうやって

近づいていくかと．虫が市街地にどうやって近づいていくかという話は，川の方にも細工せ

にゃいかんと思うんだよ．あんだけ全部まっ平らな芝生にしちゃうんじゃなくて，もうちょっ

と河辺林の部分厚くしてもね，用途に全く支障をきたさないと思う．今の3倍位河辺林にし

てもこれ同じように使えると思うし，どっかで堤防の方に向かって植樹帯をつくってやる．

それが川の方の側からだけども，都市の方からも，市街地の方からも接近してこないと，都

市の中に上流の生物や，海の方から来る生物が入ってくるという事はないと思う．そういう

仕掛けを回復せないかんなという感じはしておる．僕が特に言いたいのは放置管理区域をつ

くろうということです．

村山：それでは土木研究所のお立場から，河辺の自然に関する全国的な取り組み状況，全国

的にみてどんな動きがあるのか，それに国の方針なんかもちょっと含めてお願いします．

島谷：恐らく今日議論されている事は，全国的に同じだと思うんですね．世界的に見てもほ

とんど同じ．ただ，豊田市みたいに熱心に研究所までつくってやってる所は，ほとんど，全

くと言っていいほど無いですね．そういう意味では特殊だと思うんですけど．起こってる現
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象は非常に世界的な現象だと思うんですね．

８月にフランスで河川の自然復元の国際会議があったんですけれど，そこで扱われたテー

マが，レギュレイテッド・リバーと言って，川をコントロール，よりは弱いんだけど，人間

がレギュレートした川をどうやって元に戻すか，というようなことだったんですね．レギュ

レィティッドという言葉に該当する日本語が，ちょっとまだ無いんですけども．水質，川の

形，連続性，流量，土砂，それから外来種といった６個位の問題に対して，これまで人間が

いろんなインパクトを与えてきたけど，それをどうやって軽減していくかというのが世界的

な課題なんですね．途上国では水質が中心で，次が川の形態，連続性．次に流量という順で

とり組んでいます．もう少し自然な洪水を起こすとか，流量を不安定にしていこうというと

りくみです．次に土砂の問題．土砂が一番難しくて，これはまだどこも解決できてない．流

量くらいまでは今あちこちでやってるんですけど．生物で外来種の問題というのは今世界中

で問題になってて，これもなかなか対処が難しい．恐らく土砂の問題と，外来種の問題が残

ると思います．そういう形で取り組みが行われてて，日本でもどこでも大体似たような問題

が起きてる．根本のところは，川の形は水と土砂で造られてるから，水と土砂をかなりコン

トロールしているために結局色んな問題が起きてきて，それを解決するのがなかなか難しい

んですね．そこに人間との共生の問題が色々複雑に絡んでいくと，共通する問題も多いんだ

けど，その表れ方は自然と人間との関わりによって一個一個全部違う．そういう意味では全

部違う．

古川：一個一個違う中からね，ある程度共通性のある理論なり，管理の方法をつくっていく

のが，恐らく国土交通省なんかの役割というか立場だと思うんですけど．ここでその多分，

特殊なものを徹底して追求していってやれば，どこにでも使えるものが出てくるという感じ

が，今話を聞いててしたんですね．というのは，どんな話をしても，「元は」とか「昔は」と

かという話が出てきて，それは一体いつの話をしているのかわからないんですけれども，何

となく我々の間にコンセンサスが少しずつできてきている．例えば多様性なんて話は本当，

５年，10年前には我々の間に全然コンセンサスがなかったんですね．だけどいつの間にか多

様性があった方がいいという事が，人を殺してはいけませんよという事と同じレベルで認め

られてるんです．一部の生態学者が言ってた事がこれだけ汎用性を持っているという事は結

局，我々がここの調査を徹底的にやっていけば，いろんな普遍性が追求できるということな

んじゃないかという気がしました．

先ほどの新見さんの言った放置管理というのは１ヶ月か２ヶ月程前に新見さんと話をした

ときも出てきて，僕も早速論文に使わせてもらったんです．僕ヒマラヤで調査してるんです

けど，そこで半栽培という概念があるんですね．半栽培というのはどういうのかと言うと，

畑でジャガイモ植えた時に雑草みたいなものが生えてくる．その雑草，実は動物にやる餌に

なるので，雑草として刈ってしまわずにそれを生やしておく．で，ジャガイモを掘り取った

後にその雑草がもっと生えるように，周りのジャガイモの根っことかちゃんと取ってやって，

雑草を栽培する．半分雑草を栽培する管理技術を持ってるんですね．そうするといざという

時にいつでも使えるというのもありますけど，完全に管理してしまわない部分が残されてい

ると，そこの部分はかなり災害にも強いんです．雪がばーと降っても雑草は生き残ったりす

る．そうすると，それの根っこの方は物凄いアクがあるんですけど，その根っこを取って水
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にさらして，被害が大きい時は人間も食べられるわけです．そういう半栽培部分というのが，

この河川が都市域でありながら持っている一番大きな存在だと．だから都市が全部だめに

なっても，ここの部分はいつでもある程度何か，我々が生き延びる道を維持している部分だ

ということで，魅力的な存在ではないか．ヒマラヤの半栽培に対して日本の放置管理という

概念を，ひょっとしたら上手くいけば矢作川の一つの特徴，というか川の管理のやり方とし

て出していけるんではないかなという，そういうイメージを持ってます．

村山：半栽培って半分ってこと．

古川：半分栽培する，で半分管理する．

鈴木：面白い見方を学者はしますね．

島谷：多分ですね，川の自然環境について，生物多様性の保全という事と，川の固有性の保

全というところが重要だというのが大体コンセンサスを得てきたんじゃないかな．だから陸

にあるものを余り川に持ち込まないというのが大分浸透してきて，なるべく川に固有のもの，

地域に固有のものを保全しようという動きが大分コンセンサスを得てきたという気がします

ね．やっぱり，世界中で起こってる運動は，古川さんからお話があったように，川の自然の

力をもう少し解放してやろうという解放運動だと思うんですけど．その一番極端なのがドイ

ツ，スイスでやられた近自然工法．あそこは世界で一番川をいじめて，閉じ込めてるんです

よね．日本に比べると徹底的に川をいじめてて，それを少しだけ僕らの目から見ると，ほん

のちょっとだけ解放してるんですよ．だけどいよいよ向こうも護岸を取って蛇行をさせたり

ということを少しずつ始めてます．それも一つの流れではある．ただ，防災という面がある

んで，そことどれくらい両立できるか．今後はもう少し広い目で，流域という観点の中で，

氾濫を込みにした形での環境管理というところに，徐々に向かっていくと思います．

生物でも川固有のものの方が，陸のものよりも川では評価が高い．矢作川にしかいないも

のの方が，他の所にどこにでもいるものよりも価値が高いという．固有性っていうことに価

値を置こうという見方が随分ここ数年で根付いてきたのかな．

村山：都市のありようを考えるのと似てますね．ということで，市長さん．（笑）

鈴木：難しい事言うね．自分史的に川との関わりを言うと，確か昭和51年だと思うんですけ

ど，映画をこしらえたんですよ，三十何分の．「母なる川，矢作川」って．あの当時，確か550

万円位だった．今考えると，古川さんもちょっと言ったんだけど，やっぱり昔の川を頭に描

いて「川とは」という映画だったですね．源流からずーっと来て，川はこう汚れた，こんな

に恐ろしい時もあった，川は人々の生きてきた歴史の中でこういうふうに使われてきた，と

かね．昔の川はもっとこういうふうだったとかね，懐古調だったですよ．

伊勢湾台風が矢作川なり，関連の河川をめちゃくちゃに壊した．例の三面張り護岸があち

こちにできてきて，子どもにしても大人にしても川好き人間が川に近づかなくなって，その

うちに高度経済成長がきて，川の水が物凄く汚れちゃった．そして川の水を，水質を何とか

良くするために川を汚す犯人を捕まえるというくらいの運動が起きた．1960年代から1970

年代半ば．その直後なんですわ，あの映画をつくったのは．そういう時期なんだし，市民，

というか皆さんにもっと川に関心を持ってほしい，川にもっと近づこうと，そういう方向だっ

たんですよ．

それから二十何年，ですよね．その間は自分としては川に関する働きかけってないんです
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よ，正直な話．何も無いんですけど川というのは大好きで，何が好きだかようわからんです

けど嫌いじゃないんです．ただ，市民がというか，普遍的に皆さんがどういう川がいいかと

いうイメージをまず書くと，景観がいいとか，水がきれいだとか，魚がいっぱいいるとか．

そういうことしかないんですね．ですから都市における河川では，そういう点を充実させて

いくことが，川に対する投資に同意してもらうための一つの手法で，それは外せないなとい

う気がちょっとしてるんですけどね．これからの地方行政が川に対して持っている課題とし

ては，川に対する投資について，流域住民とどういうふうにコンセンサスをつくっていくの

か，そのためにどんな川のありようを発信していくのか，という事ではないかなという気が

します．

それで今の立場として感じとりますのが，特に矢作川の場合，いろんな人が川に関わって

きてかなり動いてますね．動いてますけど，その人たちが余りにも動いているもんで一般市

民は，がんばってやりなって後ろで言ってるだけで，俺には関係ない，という姿勢でいるよ

うな印象がちょっとあります．行政の責任かもしれないし，矢作川研究所としてももっと市

民に，というか流域の人たちに，川にもう少し関わっていくように働きかけていく，そのた

めにお金も出すし，手間も出すという事をやっていかなくちゃいけないんじゃないか．

僕はさっき自分史という事で触れましたが，1960年代位に矢作川は，川にもう入れん状態

だったんじゃないですかね．河畔はモサモサになっちゃてね．それで皆が川へ関心を待たな

くなった．川の水が汚れてても知らん顔しているという事があると思いますので，僕は個人

的には放置管理というか，やっぱりずーっと放置するのはあかんなと思うんですけど．それ

は都市における川としての宿命として，そこに住んでいる人たちが川に関心を持つように，

何らかの形で最低限の努力をしておく必要があるんじゃないか．これは植物なり，あるいは

動物なり，様々な面で支障があるかもしれないけど，都市の川を維持していくうえには仕方

ないんじゃないか，という気が個人的にはしております．

それから今後のことですが，先ほど島谷さんがおっしゃった川の固有種ですかね．あれい

い話だなあと思ったんですけど．僕は市民，流域の人たちに向かって，矢作川の固有種を守

ろうという運動なんてやったら，川に関心を持ってもらうための一つの方法になるような感

じを受けました．それから，田中さんが言われた種苗センターもちょっと興味引いたんです

けどね．こういうことは行政がやらないといかんでしょうね，きっと．ちょっと全然思いつ

かなかったもんで，ああそうか，と思いまして．元々あったものとか，いろんなものをどこ

かで植えて育ててみて，なぜ育たないか，なぜそうなるのか，という研究をするのもいいと

いう気がしますね．それがどうしても育たないという事であれば，矢作川はそういう川になっ

てしまったということで，僕はそういう場合は，こだわらなくていいんじゃないかなと．

ここで出てきた事をね，その通りにやらないかんという事ではないと思うんですよ．まだ

僕もよくわからないんですけども，ただ一つ言える事は，最初の方に言いましたように，流

域の人達に川を見て，「こういう川ならば，我々ももうちょっと力いれてやりたいな，お金も

出したいな」と思ってもらうには，根本的にはやっぱり水がきれいでないといかん．手を入

れたら臭うとか，しばらく川に入ったら足が痒くなったとか，そんな水じゃいかんと．川の

自然は水質の向上に役立つ．これが一番何とかしてもらわんといかんという事ですね．生き

物が多様であってほしいだとか，在来種が大事だとか，それも必要ですけど，絶対に譲れな
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いのがそこじゃないかというのが本音です．皆の，矢作川に対する支持を取り付けていくた

めに，という意味ね．川の素人だからね，こういうつまらん事言って申し訳ないですけど．

村山：一通りの発言が終わりました．それで最後に，この５年間の成果をね，今日具体的に

形にしていかないといけません．川と市民との関わりの問題から，都市にとっての川とはな

んだとかね，諸々の整理をやってもらわないといけないですね．ここで話ししただけではい

かん．

鈴木：本当．来年（平成13年），市政50周年なんです．それで研究所発で，何か情報発信，

行政，市民，あるいはその他の組織，団体と，こういうことやったらどう，という事を具体

的に提案できんかね．施策もいい．豊田市の施策をそれと合わせて，川施策として打ち出す．

そこで提案をして，実証してやる．例えばさっき島谷さんが言ったように，固有種はこれだ

とか，こうしようとか．これをどっかの団体か，行政の方で喧嘩せずやろうと．行政はやれ

ない事はやれないっていうし，やれる事はやるって言うんだし．行政がやるって言うのは市

民のコンセンサスがいるからね．

古川：さっき島谷さんが言った，レギュラシオンを矢作川から発信するっていうのは，日本

ではたぶん最初の，川のモードをつくっていくということで，研究所にとってもいいと思う

んですけどね．

新見：さっき言いかけて途中で止めちゃったけども，昭和でいくと40年代位かな，河川の管

理を放棄したのは．行政も一般住民も，川なんか知らんと．

鈴木：何せね，伊勢湾台風があって一生懸命復旧工事やって，それと同時にぱーんと手放し

ちゃって．

新見：それで川は荒れ放題になった．その反動みたいなもんだと思うんだわ，今全部川をき

れいにしちゃおうというのは．で，そのやり方として今やってる事は住民管理なんだな．ボ

ランティア団体がずーっと張り付いて，みんな管理しとる．ボランティア団体の管理の仕方

だとか見とると，皆一生懸命きれいにしてくれる．だけども，生物も一緒に持っていってし

まうから．それで僕が非常に心配しとるのは，例えば30人の団体が持っておる，この人が草

刈りやる．それでＡさんはこっちは残すよと言う．そこをＢさんが来て刈って行っちゃう．

Ｃさんが別の事やる．又，Ｄさんが来て他の事やる．結局きれいに何にも無くなっちゃう．

そういうやり方というのが皆，近自然だと思ってやっている．いい事だと思ってやっている．

ボランティアがね，万能だという考え方あんまり好きじゃないんで，ボランティア団体と一

緒に矢作川研究所で研究をやっている人たち，それからここはこういう地域にするときちん

と計画を持っている人たち．そういう人たちと組んでやらんとね，川というのは段々単純に

なってくると思うんだ．

村山：それはそうですね．

新見：そういう指導者のようなのも兼ねて，矢作川のレンジャーみたいなもの作って，きち

んと勉強してボランティア団体と一緒にやっていく，そういう制度を作らないと全部ボラン

ティアまかせというのは美しく見えるけど，よくないと思う．川管理の仕方として．例えば

チェーンソー持って来るでしょ．あのチェーンソーの刃って魔力的なとこがあってな，どん

どん切ってちゃうだろ．あのエンジンの音につられて．草刈機でも一緒．あんたが残そうと

思ってる所も大分切られたでしょ．
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村山：切られた．古鼡水辺公園みたいな所なら私が一人でやっていれば丁度いい．チェーン

ソー使わずにね．そのくらいだったら絶対やりすぎない．そこに30人が入ったもんで，くしゃ

くしゃになる．だから，手を入れる人を入れすぎちゃ絶対いけないと思うわね．これはよく

わかる．

ここで矢作川についての課題を整理しましょう．今日でなくてこのあとで引き続き，矢作

川研究所の課題として，川はどうあればいいのかという，いくつかの原則を決める．それま

での間は，手付かずの所は絶対残すと．だから手をつける所もランクを分けて，ボランティ

ア団体にまあ任せた，ここは常時攪乱地帯だ，という所をつくる．ここは仕方がないと．そ

れから，ここは科学的に管理するお釣土場のような所だ，とか．それがいいのかどうなのか

よくわかりませんし，人による攪乱が川による攪乱で変わるものなのか，変わらないものな

のか．お釣土場のような形態が川にとってはかえって特殊な，あっては本来おかしいものな

のか，あるいは川との高低差とか川幅の関係でああいう所があるのも自然なのか．何が一体

川から見たときのあるべき姿なのかといったような事について，人間側の都合じゃなくて川

の側の都合から見た時に，僕は今回の水害で荒々しくなった川を見て，どえらい美しいなと

思ったんですよ．

鈴木：俺は足が震えちゃったよ．

村山：えらい，美しくない？

鈴木：あんたは心臓強いわ．僕は（堤防が）切れないかしらんと思って，背筋は寒なる，足

は震える．あんたと一緒に行った時．

村山：あの時は僕も不安でしたけど．終わってみたらね，古鼡水辺公園なんかね，いいなと

思いました．だから，川の側からみてどうするのがいいのかという事をまず明らかにせんと，

50年を記念して豊田市がこの川に対して何ができるのか，まあこじんまりした事は考えてま

すけれども，全体に何ができるのかという事は，それ決めないとやれないと思うんですよね．

調査の成果を現場での管理に生かすには>

新見：あの，そういうふうに準備をきちんとしてやってくという事があるけど，現実に川の

ボランティアの皆さんは非常に沢山いて，動いとってくれとるわけだな．だけど，彼らにも

戸惑いがあるわけだ，何やったらいいかよくわからない，と．今，ここで大事な発表してく

れたけど，これは現状の説明だけだよな．

村山：そうです．

新見：そいつをどうやって生かしていくかという事が伝わっていかんわけだ．川のレン

ジャーみたいな人たちが，それをボランティア団体の人たちに伝えていくと．そのボランティ

ア団体の中から，そういう役割の人を何人か選んで，こういう仕事があんたの仕事だよ，と

委嘱すればいいと思うんだよ，豊田市が．そういう，川を大事にしていくシステムをつくら

ずに，好きなようにやってくださいということでは，川は段々単純になって面白くなくなる

と思うよ．

村山：だからその議論をして，ルールを決めましょう．それ早急に議論して，研究所として

はこう考えると，河川課も含めて議論をやって，それを持って行って，施策化してください
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と．それを受けるかどうかというのを，又内輪で議論して判断するというような流れで．

鈴木：研究所でやると市長が市長に文句を言う事になる．個人的に言うと，ちょっとまずい

ね．だから，研究所で皆で議論した結果の提言，あれもこれもじゃなくてもいいよ，さっき

新見さんが言ったようなこともあるし，島谷さんが言ったようなこともあるし，田中さんが

言ったようなこともあるし，何か少し絞ってやればいいかなという気はする．で，それをで

きるだけ市民のいろんな団体の人たちにも聞いてもらうような形にする．川に関わらん人た

ちも含めて．

村山：そうですね．理解を得る．

鈴木：理解というよりは，関心を持ってもらう．

古川：さっきの，この二人の割に専門的な話はね，翻訳する人が必要だと思うんです．その

レンジャーというのもそうですし．翻訳しないと我々わからない．今僕が聞いててもわかる

部分とわからない部分があって，例えば市民，さっき市長が言われたように都市の人から見

たら，僕は京都にずっと暮らしてましたんで鴨川の方がいいんですよね，はっきり言って．

鴨川で二人ずつ座って，川面を見ながら座ってる夕方っていうのが最高にいいんです．だけ

ど矢作川で二人座れないから，そういう場所が欲しいなと市民は思うんです．だけどそうじゃ

なくて多様性とか，それから川の個性の方が意味があるんですよという事を言って，どこか

で価値観を逆転させないと．その辺にどーんとスタジアムができるわけでしょ（地図を示し

ながら）．橋を通りながら皆矢作川を見ますよね．その時に，少なくともお釣土場を市民が見

た時に，荒れているとしか見えない．今の我々の視線では．それを荒れていると見ないよう

な教育機関がないと慣れないんですよね．障害持ってる人を見た時，最初怖いなと思ったり

するのと同じで，今パラリンピック見てると，全然きれいに見えてくる．そういうものがやっ

ぱり必要になってくるんです．一気にあのお釣土場を見せてしまうと，「何とかして，市長」

という話が必ず出てくる．

新見：両方やりゃいいんだよ．あっちにこういう所がある．こっちにこういう所があると．

古川：それの翻訳機が必要になる．研究所がそれを，翻訳機能をもつかどうかというのは難

しいとこで，そのもう一つ外側に外郭，NGOみたいなものがあった方がいいかなとか．それ

がさっき市長が言われた何かやる事の一つだと．目を慣らすための．

鈴木：河川敷の使い方だけどね，かつてはさっき話したようにほとんど野菜を作ってた．そ

れを国土交通省がいかんと言ったのか，皆が作らへんって言って返したのか知らんけれど，

それを市で今，占用許可を頂いて，今の様にしてるんだよね．だけど，もうちょっと使い方

を変えたら，という事を言ったっていいと思うんだね．

村山：言いたくてしょうがない．

鈴木：言えばいい．使っている人はだめだと言うかもしれんけど，それは言わないことには

始まらんわね．物事というのは．

島谷：千年の河辺林とかいってゆっくりやっていけばいい．

鈴木：そりゃあ，避けないかん．

島谷：いや千年もかからないです．すぐできますけども．

鈴木：そりゃすぐには変わらんかも知らんけれど．

新見：本当そう思うな．
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鈴木：言わなきゃいつまででも変わらんわね．そうでしょ．使っている人たちは今の使い勝

手の方がいいわけだから，どんどんと木なんか切ってしまってね，都合のいいようにいいよ

うにやっていきたいと思うわ．そんなもん，意識違う．ここは運動する場所だと思っとるか

らさ．

新見：川が見えんので切れっていう人だっている．

鈴木：そうだよ．そういうもんなんだって．そういう意味ではさっき古川さんが言ったよう

に，やっぱりそういうこともね，言っていかないとね．いやそうじゃなくてこういうもんだっ

て，少しね，上手く言っていかないと．

古川：これまで40年かけて潰してきたから，40年かけて復活する，ぐらいのスパンで．

鈴木：まあ，いくつかのテーマというのがあると思うんです．矢作川研究所ができて，数年

経って，何かの一つの成果としてそういうのが少し出てくれるとね，やってる皆さんは多少

楽しいだろうし．いつも研究紀要出して，誰か読んでくれんかなとか言っても，中身が難し

いから，配ってるだけじゃちょっともの足りんね．やっぱり．先の長い事，千年かかるとい

うなら，やっぱり新見さんが言ったようなことってあると思う．人間が関わるわけだから，

実験的にやっては，「これはまずいな」ってひっこめて．そういうのはあるわけでしょ．

島谷：矢作川研究所は社会的に非常に評価されてると思うんですけど．やっぱり一つの川を

ずっと追いかけるというところが特徴ですよね．そういうのないですからね．ずっとそれを

追いかけて．それを又社会に還元していこうという事ですから．やっぱり今日の植物の話と

か昆虫の話を聞いてると，よく環境の変化を整理，説明できてて非常にいいところも沢山あ

るから，矢作川のいいところをアピールするような形での発展でしょうね．いいところを伸

ばしながら悪いところを改善していくというやり方だと思うんですけどね．

村山：いいところを皆さんは知らないもんね．

洲崎：そうですね．さっき言ったような帰化率の低さとかもアピールできる点だと思うんで

すけれども．竹林が多い，芝生が多い，という問題点があるにしても，他の一級河川に比べ

たらずいぶん恵まれているという所もある．例えば，川に関係のない仕事をしている方と話

しても，矢作川にこんないい所があったのか，こんな自慢できるポイントがあったのか，って

いうような事になるので，実際に川のそばに住んでいる人たちにもっと川の良さをわかって

もらう，というのはどんどんやっていかなくてはいけない事だなと思う．

新見：その竹やぶの下なんかみんな蛇籠（ジャカゴ）が入っとるんだけどさ，皆，天然河岸

だと思っている人多いもんな．もうすっかり自然に馴染んじゃった．

田中：先程出てきました話ですけれども，水辺公園は沢山できましたよね．川に固有の性格

がある，川の多様性があるというのを重視するなら，公園一つとっても都市公園と同じ考え

方を持ち込んでもらったらちょっと困る，という事ですね．河川公園なら河川公園としての

一つのやり方があるんだという事を，理解してもらおうという事を我々やらなきゃいかんと

考えておるんです．

新見：どういう川がいいかというのは，今はもう滅茶苦茶，多種多様だからさ．そのまま議

論してきて，多少絞られてきて，川というのはもうちょっと荒々しいものでいいんだと，い

うふうにいけば成功だわな．

鈴木：それでね，その結論を出してから実際に，例えば矢作川のある部分はこうしていこう，
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ああしていこうってすぐ手をつけるんじゃなくて，まだずーっと議論していきゃいいと思う．

都市における川とは，ということをね．僕はどこで折り合うかっていうのはなかなか，本当

に難しいと思うの．だけど，これはやれるぞっていう事をやっていったらいいと思うんです

よ．

田中：何があっても不満を言う人は出てくるだろうしね．

鈴木：それはそうですね．でもそうやっていく事によって，例えば一つの例で言うと，ここ

の河川敷はこうやって皆で使っているけれど，ここは少し我慢してこうするか，というコン

センサスが何か出てくるかもしれん．おのずと．そうじゃないとね，喧嘩になっちゃう．矢

作川研究所は自分らが研究して，いい事言って，俺らたまらんわって．そんなもんですよ．

意識の違いですから，仕方ないですよ．何かそんな気がしてね．

古川：研究所の提案を施策として反映できるような，市の側の受け入れの委員会みたいなも

のがあるんですか．

村山：幹事会というのがある．あれはそれぞれの関係部署が全部寄っているわけですから，

それぞれで施策化していく．

新見：住民の方にいかんな．

古川：そう，住民のほうに情報を公開する部分がいると思うんですよ．

新見：長良川はね，長良川レンジャーというのつくったんだよ．上手くいっとるかどうか知

らんけども．

村山：それも一つ研究していきましょう．

古川：地道な河辺林の話から，その話が出てくるような仕掛けをつくって．

洲崎：そうですね．今皆さんの話をうかがっていて思ったんですが，この都心部の河川敷の

陸上の生物というのは，当然まず周辺の都市とのダイレクトな関わりがあり，上流や下流と

の関わりがあり，それから水中の生物との関わりがある．ダムによって攪乱の規模や頻度が

減ったことの影響というのは，陸上と水中の両方の環境に出てきている訳で，全部相互に関

連し合っている．だから河川敷の自然をどうしていこうというのは，周辺全ての環境に関わっ

てくるわけですね．その全ての項目との関連を考えた上で，こうしていくのがいいんじゃな

いかという事を出すわけで，それは研究者だけ，役所の中だけで決めることではなくて，地

域の住民とか遊びに来る人とも，皆密接に関わり合っている事なんですよね．

島谷：水の中の事が出てこなくて僕ちょっと理解が上手くできなかったんですが，水の中の

生き物としてはどういう状況にあるんですか．たとえば魚類で言えばどんな，

田中：魚類ということで言えば，やはり魚種がずいぶん減っている．

洲崎：古鼡で今年は27種で，1960年頃には30種以上．水質の悪かった頃にガクンと減って，

又改善してきているという感じですか．

田中：流動的ですから，完全に捕まえられるという方法がありませんので，どれだけ正確か

わかりませんが．

新見：今やってますのはね，アユが住めるようになれば大体他の魚が住めるようになるだろ

うと，色々大雑把なやり方なんだけども，天然アユの生態調査をやっているんです．川の調

査３年間で終わりましたから，今年から三河湾の海の方の調査をやるんですけれども，それ

が上手くいくと今度はそれを事業にするところにいきます．アユの他に定例的に全魚種の調
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査もやってます．

島谷：どんな魚種が減ってましたっけ．

白金（豊田市矢作川研究所）：砂に潜るものが減っていると思います．

島谷：減ってる？

白金：アーマー化によってという事でしょうけど．

田中：ドジョウの仲間だろうね．

島谷：ドジョウだと流域との関係あるから．川を見てね，意外とそういう所が少ないからこ

こはこうなるか．

田中：支流ですね．

島谷：こういう環境はあんまり，ぱっと空中写真見た感じじゃ無いから．

新見：シジミが減ったな．

島谷：シジミは減りましたか

新見：昔はね，コイを釣ると腹ん中シジミでいっぱいだったもん．今はコイ釣ってもシジミ

が入っているのは少ない．

島谷：コイはいるんですか．

新見：沢山いる．

古川：だけど今の島谷さんの話みたいにね，魚種の話，それから植物と動物と水中の生物の

話が我々の素人の中に入ってくのに，まずインターフェースみたいなものが必要なんですよ

ね．

島谷：そうなんですよね．

古川：そのインターフェースがないと，市民どころか我々少し関わっている人間もわからな

い．ばらばらなんです，情報がね．

島谷：何が減ってきたのか見ると，環境がどう変わったかわかるんですよ．だから，そうい

うのを聞いてみると何を復元すればいいってのがすぐわかる．カワラなんとかって名前の植

物がいなくなったと聞いただけで，川の形がこうだったなってのがわかるんですよ．ああ，

土砂が出てこなくなったなって．魚でも，流域で何がいなくなったかとか，湧き水に依存し

ているやつががいなくなってるとか．ネコギギがいなくなったなら淵がだんだん減ってきて

いるなとか．

洲崎：ネコギギって減っているんでしたっけ．

新見：ネコギギは回復している．

島谷：ああ，じゃアーマー化してるからだ．

洲崎：そうなんですか．

島谷：絶対そうだよ．アーマー化の指標だから．どっちかというと．

古川：そうなんですか．

島谷：石の下の，淵の大きい石の下みたいな所に砂があったら生きれないんだもん．

洲崎：喜んでいる場合じゃないんですね．

島谷：いや，わからない．だけど，そういう目でもう少しマクロに何が本当に無くなって，

何が増えてるかという事をそれぞれの分野の人が皆で集めてくると，全体がどう変わってと

いう方向性が多分見えてくると思う．
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古川：今の話を，たとえば絵本にしてみると，市民がよくわかる．ネコギギ増えたから大喜

びというのではなくて，他のことと関係があるんだよ，という所へ続きますよね．

村山：そうか，わかりやすい話だな．

洲崎：やっぱり，そういうのは言われないとわかりませんね．

島谷：いや，わかんないよ．魚の専門家に聞くとわかることだと思うんですけど．

古川：面白いね．だから河辺林から今度は何が見えたかを，インターフェースを通して．

島谷：折角河川課も来ているから，こっちの支川で何をがんばれば本川でどういう生き物が

増えるかだとか，つながると市の施策全体としては面白いじゃないですか．

村山：島谷さん，それじゃあ，どうもありがとうございました．

古川：どうもありがとうございました．

一同：ありがとうございました．
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