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　　　　　　　なごや環境大学共育ゼミ「都市の緑のモノサシづくり 2012」調査報告書 vol.5

図鑑：都市の緑の生え方タイプ vol.5

河　原　編
　

川は、都市の中の野生！

　　　モノサシ調査の足跡マップ

　　　【コラム】 河原から護岸に至るシマ模様

Ⅳ　堤防・管理草地

　　　【コラム】 水が運ぶ木／鳥が運ぶ木
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

Ａ　水際の低木 Ｃ　河原の林 Ｄ　竹林

庄内川下流 （中洲） 庄内川中流 （低水敷） 庄内川河口部 （低水敷） 矢田川 （高水敷） 庄内川中流 （段丘崖）

名古屋市西区 2012.05 KN 名古屋市守山区 2011.12 MK 名古屋市港区 2012.09 ＭＫ 名古屋市北区　2012.04　ＭＫ 名古屋市守山区 2011.11 MK

Ｅ　丸石河原 Ｆ　砂地河原 Ｇ　干潟

庄内川中流 （低水敷） 庄内川下流 （低水敷） 庄内川下流 （低水敷）

名古屋市守山区 2012.06 MK 名古屋市中村区　2012.06　ＫＮ 名古屋市中村区 2012.06 ＫＮ

【総括表】　川は、都市の中の野生！

Ｂ　河原の並木／高茎草地と中低木のモザイク

　　2011年秋の豪雨のニュース映像は、大きな驚きでした。
　　水の脅威もモチロンですが、庄内川、矢田川、天白川を襲う怒涛の中から、多くの樹木が頭を出していたからです。

半世紀近く前、部活のトレーニングで矢田川へ通った頃は、河原には草が生えているだけでした。
今はナント、大きな木が生えている！

　

そこで、河原には何が生えているのか？再発見を試みました。
感じたことは2点。

① 冠水頻度に応じて主役が違う（水際から護岸に向かって、帯状に植生が変化する）。② ■春と■秋では主役が交代。

いまだ、名古屋市内の庄内川の5割、他の河川のごく一部を、素人目で撮影したにすぎません。
率直なご意見をお寄せください！

Ⅰ
河畔林

Ⅱ
砂 礫
河 原
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

同　左  （ 秋 の光景）

庄内川中流 （低水敷） 庄内川下流 （低水護岸） 庄内川下流 （低水護岸） 矢田川 （低水敷） 庄内川河口部 （低水敷）

名古屋市守山区 2012.05 MK 名古屋市中村区 2012.06 MK 名古屋市中村区 2012.11 MK 名古屋市守山区 2012.11 MK 名古屋市港区 2012.09 MK

Ｊ　背の低い路傍雑草

庄内川下流 （高水敷） 庄内川河口部 （低水敷） 庄内川下流 （高水敷）

名古屋市中村区 2012.11 MK 名古屋市港区 2012.09 MK 名古屋市中村区 2012.05 KN

庄内川下流
名古屋市西区 2012.10 KN

庄内川下流 （高水敷）

名古屋市中村区 2012.06 MK

名古屋市守山区 2012.06 ＭＫ

Ｋ　堤防 （春…多様な背丈が入り混じる）

同 左 （秋…◎ツル植物と☆セイタカアワダチソウが目立つ）

庄内川下流庄内川中流

Ｈ　主役はイネ科 （ 春 の光景）

同 左 （秋…★オギ／ススキ／セイバンモロコシ、☆セイタカアワダチソウが目立つ）

名古屋市中村区 2012.11 ＭＫ

Ⅳ
堤 防

Ⅲ
高 茎
草 地

Ⅰ　イネ科への対抗馬 （春…多様な背丈が入り混じる）

中川運河　　名古屋市中川区 2012.05 ＭＫ／2013.02 ＨＹ 山崎川　　名古屋市瑞穂区 2012.05 ＭＫ

Ⅴ
市街地
河 川

Ｍ　スキマ生え （山崎川は石垣植物園）Ｍ　スキマ生え （中川運河は緑の軸線）
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

　

「河原編」の写真 ＨＹ（横関　　浩）

ＪＩ（石原　　淳）

ＫＭ（増田　剛野）

ＫＮ（野中　賢輔）

ＭＫ（加藤　正嗣）

ＮＫ（川口　暢子）

ＹＫ（河崎　泰了）

ご意見をお寄せください！

モノサシなごや
（都市の自然のモノサシ研究会）

Email ：

 monosashi758@gmail.com

　身近な自然と、どうつきあうか？
　緑のタイプによって、答えは違うはず。
　　　（雑木林／社寺林／公園／河原／…）
　立場によっても、意見が違うはず。
　　　（野鳥目線／昆虫目線／樹木目線／緑地利用者
　　　　目線／周辺住民目線／維持管理目線／…）
　そこで、
　都市の緑を一括りにせず、
　タイプに分けて議論の糸口を見つけたいと
　考えました。

　2012年度は、約160ヵ所を調査。
　撮影した写真の中から約800枚を選び、
　景観的な特徴を基準に「生え方」をタイプ分け。
　この図鑑が、そのまとめです。
　　　（総括編／丘陵編／社寺林編／公園編／河原編）

http://blog.goo.ne.jp/monosashi758
ブログ ：
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

　礫河原：　★ツルヨシ （ｲﾈ科）        水際： ★ヨシ （ｲﾈ科） ／
　法面：　☆+ケアリタソウ （ｱｶｻﾞ科） 法面：　★オギ （ｲﾈ科） 　　　　　緑： ◎クズ （ﾏﾒ科） ／ 　水辺 （薄茶）：　★ヨシ （ｲﾈ科）
　　　　　  ☆ミゾソバ （ﾀﾃﾞ科） 　陸側 （黄）：　☆（要） ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ

 ★　草 （単子葉）
 ☆　草 （双子葉）

 (特） 特定外来種
 (要） 要注意種
  +　 帰化種

庄内川河口部

名古屋市港区 2012.11 MK

★ イネ科など ☆ その他 ★ イネ科など ☆ その他
 ガ　マ <ｶﾞﾏ科> 　*水に浸る場所  + ｾｲﾖｳｶﾗｼﾅ <ｱﾌﾞﾗﾅ科>  ヨ　シ　*下流域の砂泥地  オオイヌタデ <ﾀﾃﾞ科>

（6-8月／多年草／1.5-2M）  （4-5月／一年草／0.3-1.5M） （8-10月／多年草／1.5-3M）  （6-11月／一年草／0.5-2M）

 クサヨシ　*緩やかな流れの水際  ツルヨシ　*砂礫地  ヤナギタデ <ﾀﾃﾞ科>

（5-7月／多年草／0.6-2M）  （8-10月／多年草／0.8-2M）  (8-10月／一年草／0.3-0.8M)

 ダンチク
 （7-10月／多年草／2-4M）

 カモジグサ  スイバ <ﾀﾃﾞ科>  オ　ギ (要）ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ <ｷｸ科>

 （5-7月／多年草／0.4-1M）  （4-5月／多年草／0.3-1M） （9-10月／多年草／1-2.5M）  （10-11月／多年草／1-2.5M）

　　　　名古屋市北区 2012.04  ＭＫ  + カラスムギ  + ギシギシ類 <ﾀﾃﾞ科>  ススキ
 （5-7月／一年草／0.4-1M）  （5-10月／多年草／0.5-2M）  （9-10月／多年草／1-2M）

(要) ネズミムギ  イタドリ <ﾀﾃﾞ科>  + セイバンモロコシ
 （5-7月／多年草／0.4-1M）  （7-10月／一年草／0.5-1M）  （7-10月／多年草／1-2M）

(要) ハルジオン <ｷｸ科>

 （4-6月／多年草／0.3-1M）

(特）オオキンケイギク <ｷｸ科>

 （5-7月／多年草／0.3-0.7M）

(要)　ヒメジョオン <ｷｸ科>

 （6-8月／一年草／0.8-1.5M）

　　　　　黄： ☆(要） ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ （ｷｸ科） ／ 白： ★ススキ （ｲﾈ科）

春～初夏に目立つ草　　（花期／背丈） 秋に目立つ草　　（花期／背丈）

【コラム】　水際から護岸に至るシマ模様

名古屋市守山区 2011.11 MK 愛知県大治町 2012.11 MK

庄内川中流 庄内川下流・対岸

河原の植生は、冠水頻度の高い水辺から冠水頻度の低い陸側に向かって、帯状に変化する。
このため秋には、★ヨシ類 → ★オギ → ☆セイタカアワダチソウ → ★ススキという具合に、シマ模様ができる。

春には、秋の主役の背丈が未だ低いため、☆セイヨウカラシナ、☆スイバ／ギシギシ類、☆キク科の花々や★ムギ類が、背丈を競う。

　　　　　　 庄内川下流
　　　名古屋市中村区 2012.05  ＭＫ

　　　　　　　　矢田川

 
  
 

 
  
 河

原
や
土
手
 

春の高水敷 

水
 
辺
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

【コラム】

洪水でなぎ倒されて… 同左 折れ枝からも…

庄内川中流 （低水敷） 庄内川下流 （高水敷） 庄内川下流 （低水敷）

名古屋市守山区　2011.11　ＭＫ 名古屋市北区　2012.04　KN 名古屋市西区　2012.05　ＫＮ

○（要）ハリエンジュ 同左

名古屋市守山区　2011.11　ＭＫ 名古屋市守山区　2012.06　ＭＫ

水が運ぶ木／鳥が運ぶ木

名古屋市守山区　2011.11　ＭＫ

　水を利用して繁殖する樹木
　ヤナギ類は枝が折れやすい。台風等で枝が落ち水に流されても、流
れ着いた場所で芽を出す。ヤナギ類は、樹皮が地上に接していれば根
を張り、芽を出すことができるのだ（栄養繁殖）。

　鳥を利用して繁殖する樹木
　エノキ、センダンなど実のなる樹木は、種子を鳥などの動物に運ん
でもらう。果実を食べた鳥によって種子が遠くへ運ばれ、やがて糞と
ともに地上に到着し、新たな芽を出す（種子繁殖）。

○ヤナギ類は、倒木・流木からも芽吹いてくる

　　　　　　　　　　　庄内川下流 （高水敷のヘリ）　　　　　　矢田川 （高水敷のヘリ）

庄内川中流 （低水敷）

　　　　　　　　　　　　名古屋市中村区　2012.11　ＭＫ　　　　　　名古屋市東区　2012.09　ＭＫ

庄内川中流 （低水敷）

　ハリエンジュの繁殖力
　マメ科のハリエンジュは、果実がはじけて種子が遠
くに飛ばされる（種子繁殖）。地下茎も繁殖力旺盛
で、方々で芽を出す（栄養繁殖）。
　このように繁殖力の強いパイオニア植物なので、か
つては法面の緑化木として使われた。また、ミツバチ
の蜜源としても栽培された。
　しかし今日では、「要注意外来生物」に指定されて
いる。

ヤナギ（左）／エノキ（右） 
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

★+ コゴメイ／★ヨシ類も… 岸辺の○ヤナギ類

 名古屋市西区 2012.05 ＫＮ 同左　ＭＫ 同左　ＭＫ 同左　MK

 

＜堆　　積　　側＞ ＜浸　　食　　側＞

庄内川　中流部
（守山区）

庄内川　下流部
（北区～中川区）

 (特） 特定外来種
 (要）　要注意種
   +　 帰化種 庄内川　河口部

（港区）

 Ｄ　堤　防
 Ｅ　段丘崖
(Ｆ) 市街地

庄内川下流 （洗堰緑地）

川の中にも木が生える！（中洲の○ヤナギ類）

　　　　　　　　　　Ａ　低水敷（冠水頻度高）
　　　　　　　　　　Ｂ　低水護岸（同　　中）
　　　　　　　　　　Ｃ　高水敷（　同　　低）

Ａ　　水 際 の 低 木 （○ヤナギ類）Ⅰ

　○ 落葉樹
　● 照葉樹
　▲ 針葉樹
　▼ タケ
　▽ ササ
　◎ ツル植物
　★ 草 （単子葉）
　☆ 草 （双子葉）

河川は、都市の中の野生！
意外な場所に、意外に多くの木が生えている！　勝手に生えてくる！

河川は、水だけではなく、
土砂や植物も運ぶ！ ダイナミックな存在だった。

河畔林
　　　　①

Ａ (Ｆ) Ｄ 

Ｂ Ｃ Ｄ (Ｆ) 

Ｅ 

(Ｆ) 

Ｂ Ｅ 

(Ｆ) 

Ａ Ｅ 

(Ｆ) 

Ｂ Ｄ Ｃ (Ｆ) 
Ａ 

Ｂ Ｃ Ｄ (Ｆ) 
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

○ヤナギ類の孤木

庄内川下流 （高水敷のヘリ） 庄内川中流 （低水敷） 庄内川下流 （高水敷のヘリ） 矢田川 （高水敷のヘリ） 庄内川下流 （高水敷のヘリ）

名古屋市中村区 2012.11 MK 名古屋市守山区 2011.12 MK 名古屋市中村区 2012.11 MK

　○ 落葉樹
　● 照葉樹
　▲ 針葉樹
　▼ タケ
　▽ ササ
　◎ ツル植物
　★ 草 （単子葉）
　☆ 草 （双子葉）

①　○センダン林  （●モチノキ、○+ナン
キンハゼまじり）
足元には、○アカメガシワ、○ヌルデ、
▽ネザサ等の林縁種が密生。

③　○センダン林
　　　　　（○+　ナンキンハゼまじり）
足元には、高茎草本や◎ツル植物、
○アカメガシワなど林縁生の低木。

河畔林
　　　②

  (特）　特定外来種
 （要）　要注意種
 　+　　帰化種

　宮前橋緑地では、洪水
の影響が比較的穏やかな
せいか、鳥が運ぶ樹木が
定着している。

　特に①では、高木層の
下に亜高木・低木層が
育っている。河畔林では
珍しい。
　水際から離れていて小
高いため、土壌が安定し
乾燥・富栄養化が進み、
一般の平地の植生に近づ
いているのだろうか？

　洪水という「撹乱」に
よって、たえず振出しに
戻るのが河原の植生。
　そうした撹乱が少なく
なっている好例が、宮前
橋緑地のようだ。

Ⅰ

　　　　　　②　○エノキ林 （●モチノキ、○+ナンキンハゼまじり）
　　　　　　足元には、☆（要）セイタカアワダチソウにまじって、
　　　　　　　　　　　　　○エノキ、○センダンの幼樹も。

矢田川 （宮前橋緑地）　　名古屋市東区　2012.09　MK

○ヤナギ類の並木 ○ヤナギ類に混じって○オニグルミなども…

名古屋市北区 2012.04 MK

Ｂ１　　河 原 に 並 木 ？！

河原とは思えない見事な並木 （8～10M級）

　　　　①左 ・・・ 高水敷（中二階状にやや小高い）　　　　②右手奥／③右手前 ・・・ 高水敷のヘリ

矢田川 （宮前橋緑地）　　名古屋市東区　2012.09　MK
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

高水敷には15M級が…

庄内川下流 （高水敷） 庄内川中流 （段丘崖） 庄内川下流 （低水護岸）

名古屋市中村区 2012.06 MK 同左　ＫＮ 同左　ＭＫ 名古屋市守山区 2011.11　MK 名古屋市中村区 2012.11 MK

○ヤナギ類の多い水際 ★ヨシの足元にカニ ○ヤマグワ／○ネムノキ

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

  (特）　特定外来種 ○+ナンキンハゼ

  (要）　要注意種

   +　 帰化種

同上

草・ツル・中低木のヤブ状態

Ⅰ

河畔林
　　　③

干潟のヨシ原にも樹木 （3～5M級） が点在！

庄内川下流 （低水護岸）

 高茎草地と中低木 （3～5M級） のモザイク

Ｂ2　高茎草地と中低木のモザイク

　河口部の河原＝干潟には、水際には★ヨシ、陸地寄りには☆(要)セイタカアワダチソウが生い茂る。
　そんな中にも、樹木は生えて来る。
　河原でよく見る○ヤナギ類／○エノキ／○ヤマグワ／○ネムノキも見られたが、
　それ以上に、市街地からの影響と思われる樹木（○+ナンキンハゼ／○+ピラカンサなど）が目立った。

庄内川河口部 （高水敷）　　名古屋市港区　2012.09　ＭＫ

　庄内川下流（枇杷島橋-豊公橋間）の低水護岸は、高茎草地と中低木のモザイク状態。
　護岸の下部　…　水が運んできた○ヤナギ類、
　護岸の上部　…　鳥が運ぶ樹木（○エノキ／○マグワを中心に、○センダン／○オニグルミ／○+シンジュ／○(要)ハリエンジュなど）。
　水際の土壌は砂質で養分が吸着しにくいため、樹木の背丈はあまり伸びない。
　これに対して、土壌条件の良い高水敷では15Ｍ級に育つ例も見られる。
　　　　　　　　　（上段中央の写真： 15Ｍ級の○エノキ林で、一部に○ムクノキが混じる。ひときわ高いのは、植栽と思われる○+ポプラ）
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

同左 ○＋ シンジュ林 （8～10Ｍ級） ○(要） ハリエンジュ林
背後は、右の○+ シンジュ林

庄内川中流 （低水護岸下部）

名古屋市守山区　2012.05　ＪⅠ 同左　ＭＫ 同左　2011.11　ＭＫ

上記の足元…★ヨシ類の密生 雨天の後には水たまり ★(要） ネズミムギの密生 ▽ネザサ

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種 名古屋市守山区　2012.05　ＭＫ 名古屋市守山区　2011.11　ＭＫ

　(要）　要注意種

 　+　 帰化種

端っこには、○エノキ、○(要） ハリエンジュも混入

名古屋市北区　2012.04　ＭＫ

Ⅰ

河畔林
　　　④

庄内川中流 （低水敷の微高地）矢田川 （高水敷）

名古屋市北区　2012.04　ＭＫ

○ヤナギ類の河畔林 （8～10Ｍ級）

Ｃ　 河 原 の 林

　河原の樹木は、河川管理のために除去されることも多い。
　このため、面的な広がりを持つ林を形成するケースは、多くない。
　水が運んで来る○ヤナギ類や、繁殖力の強い○+シンジュ、○(要)ハリエンジュの林が目についた。
　　　（上段一番右のハリエンジュ林は、2011秋の洪水で越流した付近。その後、護岸工事によって除去されたらしい）

　河畔林は通常、上の写真のように足元を高茎の草に覆われ、低木層は見られない。
　矢田川・宮前橋緑地のように亜高木層・低木層が見られるケース（Ｐ.８の①）は、珍しい。

　川による上流からの移送、鳥による市街地の植物の種子散布、洪水による撹乱、河川管理のための除伐や草刈り、…。
　河原の植生は、様々な影響を受けている。
　どんな状態が、健全・健康な姿なのだろう？
　人と自然の折り合いは、どこでつければいいのだろう？
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

Ｄ　　竹　　林

段丘崖の竹林 高水敷ヘリの竹林 低水護岸にも進出中

庄内川中流

名古屋市守山区 2012.06 ＭＫ

竹林の林内、林縁
林内は単調

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種

　(要）　要注意種

　 +　 帰化種

名古屋市守山区 2011.11 ＭＫ

Ⅰ

河畔林
　　　⑤

林縁には、多様な樹木 （○ムクノキ、○アカメガシワ、●アオキなどの若木・幼樹） や ◎ツル植物 （フジ、アケビ）、多様な下草が・・・。

庄内川中流

名古屋市守山区 2012.06 ＭＫ

庄内川下流

名古屋市中村区 2012.11 ＭＫ

（同左）

同左
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

Ｅ　丸 石 河 原

★クサヨシ ★カモジグサ／★（要） ネズミムギ ★ツルヨシ

庄内川中流 （低水敷）

名古屋市守山区 2012.06 ＭＫ

★クサヨシ ★ツルヨシ

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種

　(要）　要注意種

　 +　 帰化種

☆（特）ｵｵｶﾜﾁﾞｼｬ （ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科） ☆ミゾソバ （ﾀﾃﾞ科） ☆（要） エゾノギシギシ (ﾀﾃﾞ科） ☆+ アカツメクサ （ﾏﾒ科）

☆+マツバウンラン（同上） ☆+ アメリカセンダングサ （ｷｸ科） ☆+ オランダミミナグサ　（ﾅﾃﾞｼｺ科） ☆ナズナ （ｱﾌﾞﾗﾅ科）

名古屋市守山区 2012.06 ＪⅠ

砂礫地にも、★ヨシ類など背の高い草が生えている！

Ⅱ

砂 礫
河 原
　　①

背の低い草も、そこかしこに顔を見せる　 (多様な反面、外来種も多い）

　中流には丸石河原、
　下流には砂地河原や干潟がみられる。

　砂礫地＝不毛と思いがちだが、
　イネ科 （剣状葉っぱ） のほか、多彩な低茎草本も生えている！

庄内川中流 （低水敷）

名古屋市守山区 2011.11 ＭＫ

☆（特）ｵｵｶﾜﾁﾞｼｬ （ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科）

庄内川中流 （低水敷）

同左　ＭＫ 同左　ＭＫ

同左

矢田川

名古屋市東区 2012.09 ＭＫ
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

Ｆ　砂 地 河 原

★クサヨシ 秋 （★ヨシと★オギの競演）

庄内川下流 （低水敷） 矢田川 （低水敷）

名古屋市中村区 2012.06 ＫＮ 名古屋市守山区 2012.11 ＭＫ

Ｇ　干　　　　潟

河口から13km地点 泥の中からの芽生え 干潟～微高地 （砂地）

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種 同左

　(要）　要注意種 名古屋市中村区 2012.06 ＫＮ 同左　ＭＫ 同左　ＭＫ

　 +　 帰化種 生えてきたのは… 水鳥の足跡
☆ヤナギタデ（ﾀﾃﾞ科） ★ツルヨシ ★オギ／☆ヤナギタデ

春 （★ヨシ類／☆＋セイヨウカラシナ（ｱﾌﾞﾗﾅ科）

庄内川下流　　名古屋市中村区 2012.11　MK

Ⅱ

矢田川 （低水敷）

砂 礫
河 原
　　②

庄内川下流

名古屋市北区 2012.04　ＭＫ

干潟～微高地 （砂地）
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

高 茎
草 地
　　①

庄内川中流 矢田川 庄内川下流 庄内川河口部

名古屋市守山区 2012.05 MK 名古屋市北区 2012.04 MK 名古屋市中村区 2012.11 MK 名古屋市港区 2012.09  MK

★カモジグサ ★+ カラスムギ 　　　★（要） ネズミムギ

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種

　(要）　要注意種 名古屋市守山区 2012.05 ＪⅠ 同左　ＭＫ 名古屋市西区 2012.05 MK 名古屋市中村区 2012.06 MK

 　+　 帰化種 秋の河口部
★ダンチク ★ヨシ ★ヨシ

庄内川河口部 （低水敷）

名古屋市港区 2012.09 MK

秋の生え際

秋の低水護岸

春の生え際 （★イネ科の背丈が、まだ低い）

Ⅲ

庄内川中流 （低水護岸）

春～初夏の低水護岸

庄内川下流 （低水護岸）

名古屋市中村区 2012.11 MK

　 適応の幅が広いイネ科
　イネ科は、環境への適応の幅が広い。
　水に沈んでも生育できるヨシやマコモ、
　乾燥に強いセイバンモロコシやネズミムギ、…。
　河川の様々な場所で主役を演じている。

　春には、
　クサヨシやムギ類など多彩なイネ科が見られる。
　秋には、ヨシが圧倒。

護岸の水際に★クサヨシ

Ｈ　主 役 は イ ネ 科

庄内川下流 （低水護岸）
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

庄内川下流 （高水敷） 庄内川下流 （低水護岸）

名古屋市中村区 2012.06 MK 名古屋市中村区 2012.06 MK

秋の河口部 （低水敷）

☆+ ヤナギハナガサ（ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科） 一面に広がる◎クズ （ﾏﾒ科） ☆（要）セイタカアワダチソウ（ｷｸ科） ☆（要）セイタカアワダチソウ（ｷｸ科）

背後は◎クズ （ﾏﾒ科） 奥 (白） は★オギ ★ヨシや★オギと背比べ 背後 (水際） は★ヨシ

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種 庄内川河口部 （低水敷）

　(要）　要注意種 名古屋市港区 2012.09 MK

　 +　 帰化種

高 茎
草 地
　　②

Ⅲ

☆ヨモギ （ｷｸ科）
◎（特）アレチウリ （ｳﾘ科）

☆+ ギシギシ類 （ﾀﾃﾞ科）
☆（要）セイタカアワダチソウ（ｷｸ科）

☆（要）ハルジオン（ｷｸ科）

　イネ科への対抗馬①　セイタカアワダチソウ
　適応力の強いイネ科との競争に討って出るのは、キク科のセイタカアワダチソウ（要注意種）。
　河川植物オギと競り合って、背丈が２Ｍ近くになるセイタカアワダチソウも珍しくない。

　イネ科への対抗馬②　ツル植物
　イネ科は背丈が高く対抗馬がなかなか出ない。
　イネ科に巻きつく戦略で対抗しているのがクズ、アレチウリ、カナムグラなどのツル植物。
　近年は、アレチウリ（特定外来種）が増加して、河川の問題児となっている。

☆+ ヤナギハナガサ（ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科） ◎クズ （ﾏﾒ科）

庄内川下流 （高水敷）

名古屋市中村区 2012.11 MK

庄内川下流 （低水護岸）

名古屋市中村区 2012.11 MK

秋の低水護岸

◎カナムグラ （ｸﾜ科）
◎（特）アレチウリ （ｳﾘ科）

◎（特）アレチウリ （ｳﾘ科）

Ⅰ　イ ネ 科 へ の 対 抗 馬  （キク科、タデ科、ツル植物、…）

春～初夏の高水敷 （多様な背丈の競い合い） 春～初夏の低水護岸

秋の高水敷
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

春の草花
★+ オオニワゼキショウ

（ｱﾔﾒ科）

庄内川中流 （高水敷）

名古屋市守山区 2012.05 MK

☆ヘビイチゴ （ﾊﾞﾗ科） ☆カタバミ （ｶﾀﾊﾞﾐ科） ☆+ ムラサキカタバミ （ｶﾀﾊﾞﾐ科） ☆+ アメリカフウロ （ﾌｸﾛｿｳ科） ☆ヒルガオ類 （ﾋﾙｶﾞｵ科）

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種 同左

　(要）　要注意種 名古屋市中村区 2012.05 KN

 　+　 帰化種

Ⅲ

高 茎
草 地
　　③

　河原では、背の高い草が圧倒的に幅を利かせている。
　しかし、通路脇やグランド脇など踏み固められやすい所には、踏圧に強い路傍雑草の仲間たちが顔を見せる。

　河原に樹木が多いことも驚きだったが、草地はそれ以上の驚き。
　えっ？　河原って、こんな風だったの？
　しかも、1カ月たつとまるで様子が変わってしまう。
　草の種類が多い所は、在来種も多いけれど外来種も多い。
　洪水で、地図とは地形が大きく変わってしまったところもある。

　河原の「健康」って、何なんだろう？！　「良質」な草地って、何なんだろう？！

名古屋市中村区 2012.05 MK

☆ヘビイチゴ （ﾊﾞﾗ科） ☆オヘビイチゴ （ﾊﾞﾗ科）

庄内川下流 （高水敷）

Ｊ　高茎草地のかたわらに…低茎の草花 （みちばた雑草の仲間たち）
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

★（要） ネズミムギ （ｲﾈ科）

☆+アカツメクサ／◎クズ  （ﾏﾒ科）

☆ヨモギ （ｷｸ科）

秋の草刈り後 ★ススキ/☆(要）セイタカアワダチソウ

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種

　(要）　要注意種

　 +　 帰化種 堤防の市街地側には 法面緑化の名残 ★オギ 上段：　★+セイバンモロコシ

こんな光景も・・・ ☆（特）オオキンケイギク ☆(要）セイタカアワダチソウ 下段：　★オギ

庄内川下流 （星神社前） 同左 庄内川下流

名古屋市西区 2012.06 ＫＭ 清須市 2012.06 ＫＮ 名古屋市中村区 2012.11 ＭＫ

Ⅳ

堤 防 ・
管 理
草 地
　　①

庄内川下流 （洗堰緑地） 同左

名古屋市守山区 2011.12 ＭＫ

春の堤防

春…多様な背丈が競演。
秋…★イネ科（オギ／ススキ

／セイバンモロコシ）と☆セ
イタカアワダチソウの天
下。

　最近は、
　★オギや★ススキなど
在来種が減少し、☆セイ
タカアワダチソウ（要注意外

来種）や★セイバンモロコ
シ（帰化種）が増えている。
　☆オオキンケイギク、
◎アレチウリなどの特定
外来種も増えている。

　堤防では通常、破損等
の確認のため、増水期の
前後に草刈りが行われ
る。

Ｋ　堤防は、多様な背丈のせめぎあい （管理強度＝草刈頻度によって、生え方＝混在度合いは様々）

庄内川中流 （吉根深沢） 同左

☆スイバ／イタドリ （ﾀﾃﾞ科）
☆+アカツメクサ／シロツメクサ

☆（要）セイタカアワダチソウ（ｷｸ科）
☆（特）オオキンケイギク（ｷｸ科）

名古屋市守山区 2012.06 ＭＫ

名古屋市西区 2012.05 ＭＫ

☆（要） セイタカアワダチソウ （ｷｸ科）
★ススキ （ｲﾈ科）との競演 ★ススキ （ｲﾈ科）

★+セイバンモロコシ

名古屋市西区 2012.10 ＫＮ
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

☆(要）ヘラオオバコ （ｵｵﾊﾞｺ科） ☆カタバミ（ｶﾀﾊﾞﾐ科）

☆ｽｲﾊﾞ（ﾀﾃﾞ科）／ﾁﾄﾞﾒｸﾞｻ（ｾﾘ科） 珍しくなった堤防の松並木
　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(要）　要注意種 同上 同左 同左　ＫＮ 庄内川下流 （堤防）

 　+　 帰化種 まばらな草地 （グランド） 名古屋市中川区　2012.06　ＤＫ

同上

Ⅳ

　管理草地には外来種が目立つ。
　シロツメクサ（ｸﾛｰﾊﾞｰ）のような常連とともに、「要注意種」もいる。
　例えばヘラオオバコ（江戸時代末期に牧草種子に混入して渡来）は、繁殖力が非常に強く、
　河川敷に入り込んで在来植物と競合したり、農耕地に入り込んで穀物や牧草種子に混入するため「要注意種」に指定されている。
　そんな中で、コンクリートの脇でありながら、ウマノスズクサ（ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ科）にとまるジャコウアゲハを見かけた。

庄内川下流 （洗堰緑地）　　　名古屋市西区 2012.05 ＭＫ

コンクリート脇に、☆ウマノスズクサとジャコウアゲハが…

堤 防 ・
管 理
草 地
　　②

☆+ ｼﾛﾂﾒｸｻ／☆+ ｱｶﾂﾒｸｻ／☆+ ｺﾒﾂﾌﾞﾂﾒｸｻ （ﾏﾒ科）

矢田川　　　　　名古屋市北区 2012．04 ＭＫ

Ｌ　高 水 敷 の 管 理 草 地
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

緑の目立つ中川運河

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
◎　ツル植物
★　草 （単子葉）
☆　草 （双子葉）

露橋水処理センターの近くには、
シンジュが目立つ。

(特）　特定外来種

(要）　要注意種

　+　 帰化種

中川運河 （小栗橋東）

名古屋市中川区 2012.05 NＫ      同左　MK   同左　MK　　　　　　　　　同左　MK

水面スレスレに枝葉がせり出す （水中から生えてるように…）

｢1965年頃の写真には緑がまるでない」という中川
運河。
しかし今は、意外にも緑の軸線！
ただし、樹高はあまり高くない（10Ｍ未満）。

目立ったのは、先駆種の○アカメガシワ、周りの市街
地からやってきたと思われる○+シンジュ、○エノ
キ、●クスなど（○ムク、○センダン、●トベラ、●(要)トウ
ネズミモチ、○ノイバラなども散見）。

　　　　　　同左　MK

市街地
河川の
スキマ
生　え
　　①

中川運河 （小栗橋南）　　　名古屋市中川区 2012.05 ＭＫ

中川運河 （小栗橋東）　　名古屋市中川区 2012.05 ＭＫ

Ｍ１　中川運河 … 意外にも、緑の軸線！Ⅴ

　　　　　　中川運河 （小栗橋北）

護岸のスキマに生えてくる。 切っても再び生えてくる！
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

運河に沿う緑

中川運河 同左 同左

名古屋市中川区 2012.07　HY 同左 同左

運河に沿う緑

中川運河 同左 同左

名古屋市中川区 2012.07　HY 同左 同左

建物によりそう緑

中川運河 同左 同左 同左 同左

名古屋市中川区 2013.02　HY 同左 同左 同左 同左

刈っても伐っても、勝手に伸びてくる…ワイルドな庄
内川の緑。
それに比べれば控えめだけど、
人間がちょっと気を抜いた場所にちゃっかり生えて来
るのが、中川運河の緑。
人と、護岸や建物などの人工物、鳥、そして植物が
「期せずして」織り上げたのが、中川運河の緑。

「植える」 のもいいけれど、
「勝手に生えてくる」 ことを前提にして、
「伸びようとする力」 を生かした緑化計画って、
できないものだろうか？

同左

同左

Ｍ１　中川運河 … 意外にも、緑の軸線！Ⅴ

市街地
河川の
スキマ
生　え
　　②

建物の角っこが好きなのか？
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

構造物によりそう緑

中川運河 同左 同左

名古屋市中川区 2013.02　HY 同左 同左

生え際の諸相

中川運河 同左 同左 同左

名古屋市中川区 2013.01　HY 同左 同左 同左

足元の営み ふちっこが好きなの？

中川運河 同左 同左 同左 同左

名古屋市中川区 2013.02　HY 同左 同左 同左 同左

　　空だけじゃなく、
　　水面に映る空にも向かって伸びる！

　　　　水面に向かって
　　　　枝葉がせり出す！

市街地
河川の
スキマ
生　え
　　③

Ｍ１　中川運河 … 意外にも、緑の軸線！Ⅴ
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

○ヤナギ類 ○ヤマグワ ○イロハモミジ ○センダン ○エノキ

山崎川中流

名古屋市瑞穂区 2012.05 ＭＫ

○アカメガシワ

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種 山崎川中流

　(要）　要注意種 名古屋市瑞穂区 2012.05 ＭＫ

 　+　 帰化種 ★イネ科の鉢植え？ 1か月後には…

名古屋市瑞穂区 2012.05 ＭＫ 同左　2012.06

大きく育つ…とは思えないけれど、
石垣のスキマに様々な木々。

石垣や猫の額ほどの河原にも花を咲かせる草花。
・・・・・

市街地の川も、馬鹿にできない。

Ⅴ

山崎川中流

Ｍ2　山崎川 … ① 石垣植物園！

市街地
河川の
スキマ
生　え
　　　④

★+メリケンカヤツリ、 ★カモジグサなど多彩な芽生え！

★（要）カモガヤ（ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ）、
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図鑑： 都市の緑の生え方タイプ (河原編)

カルガモ スッポン

山崎川中流
名古屋市瑞穂区 2012.05 ＹＫ

　○　落葉樹
　●　照葉樹
　▲　針葉樹
　▼　タケ
　▽　ササ
　◎　ツル植物
　★　草 （単子葉）
　☆　草 （双子葉）

　(特）　特定外来種 山崎川中流
　(要）　要注意種 名古屋市瑞穂区 2012.05 ＭＫ

 　+　 帰化種

Ⅴ

猫の額の河原にも、多様な草花が…

同左

同左　ＭＫ

蛇籠や石によって変化をつけた河床市街地
河川の
スキマ
生　え
　 　　⑤

Ｍ2　山崎川 … ② 意外に豊かな河床

子どもの頃（下水道の整備前）の山崎川の思い出は、
桜の花見のほかには、セミ取りとササ舟。

カメなど（気がつかなかっただけかもしれないけれど）見た記憶がない。
（今はミシシッピアカミミガメが甲羅を干し、スッポンもいる）

水鳥も、見なかった。

侵略種のカメでも、住むようになっただけいいんじゃない？
外来種の花でも、キレイだからいいんじゃない？

そんな声もある。

市街地の中のささやかな自然は、
どう評価し、どうつきあえばよいのだろう？
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