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河川環境技術者
↑
河川整備・管理における河川環境の課題の認識と
その解決技術の提案・実施

河川整備・管理における河川環境にかかわる課題

河川生態系の保全 人間生活の支援環境
↑

持続性 ←「持続的発展」
Sustainability Sustainable Development

↑
脅威の克服←地球温暖化・気候変動 ←低炭素社会（気候変動緩和策）・

気候変動適応策
生物多様性喪失 ←自然共生型社会
資源枯渇（鉱物・水・・・） ←循環型社会



講演内容：

河川環境・管理の進展

河川生態学の河川環境管理（流域管理）への貢献

河川生態・応用生態の進展が河川・流域管理支援にどう貢献したか
↑

「概念」 を基盤にした技術

河川環境管理のこれからの発展方向

「概念」 を軸に見た展開方向



河川整備・管理と河川環境

水環境（水質項目）←利水
←大気環境・土壌環境／振動・騒音（公害としての視点）

90年代「今後の河川環境のあり方」 審議会答申

環境＝「自然」の保全
→多自然型川づくり 1990～ ←近自然・多自然工法

（2002～ 多自然川づくり） 「ビオトープ」
さかなののぼりやすい川づくり（1991～） ←魚道

自然を取り込んだ（アメニティ・リクレーション）生活空間
←河川空間利用
→河川環境管理基本計画（空間計画）～ゾーニング 1990頃

地域・歴史性 ←ふるさとの川整備事業（1987～モデル事業）
↓
河川法改正（1997）

河川整備・管理の目標＝治水・利水・環境
河川計画 ←河川整備基本方針＋河川整備計画

↑ ←目標年限・「流域委員会」
多自然川づくり等，河川水辺の国勢調査（生物目録Inventory）1990～



河川環境管理の進展背景

環境影響評価法（1997）法アセス←閣議アセス
生態系アセス←公害アセス

ダム管理フォローアップ制度（1996～試行，2002～）

河川生態学術研究会（1995～） 多摩川・千曲川・木津川・北川・・・・
ダム水源地生態研究会議（1997～） 森林生態・希少猛禽類・湖沼生態・

流協変動・・
↓

応用生態工学研究会（1997）→応用生態工学会

生物学・生態学・陸水学・農学・土木工学 （学術的側面）
↓ （水文学・水理学・河川工学）
↓ ↓

国土保全に関する総合技術 → 学際総合→新しい「学際学」
↓

新しい国土保全行政（土木行政・農林水産行政・環境行政）

研究者・技術者・行政関係者の総合体（土木学会はそうした学会？）
Ecology and Civil Engineering

生態学の大御所・河川局のトップが牽引



応用生態工学会
学際学 →Ecosystem Science and Engineering

(Hydroscience & Engineering)

研究者・技術者・行政関係者の総合体（土木学会はそうした学会？）
～成果の社会（←政策）への還元

Ecology and Civil Engineering
生態学の大御所・河川局のトップが牽引

物理環境の情報（記述・予測）
↓

生物生態の背景の詳細化（生物調査の背景としての物理環境の精度向上）
↓ 応用生態学の標的

生物の状況（→数量化）と物理環境（もともと定量化）の関係付け
定量化←相関分析・統計分析

↓

環境制御（保全・再生）に役立つ ～学の社会貢献

↑
環境保全政策・施工計画の合理性／説明力／市民説得性（衡平性）



土木学会水工学委員会

1997年河川部会が創設
（それまでには，基礎水理，環境水理，水文部会が存在）

学術⇔技術⇔行政

↓
河川水理学の質変化

現象の抽象化（理想化された条件）
→実験室・計測 数理モデル→数値解析

↓
実河川での観測（→計測） 観測値の理解←統計的手法

←数値改正モデルでの説明（複雑な条件）
→予測

河川行政・技術の変質←官学民合同のシンポジウム
（河川技術シンポジウム）

官民の学術情報への接近 （学術的論理構成での現場・実務レポート）
学術(学会)への現場情報の提供



土木学会水工学委員会
河川水理学の質変化
河川行政・技術の変質←官学民合同のシンポジウム

（河川技術シンポジウム）
「新しい河川整備・管理の理念を支援する河川技術」

→河川環境・生態にかかわるテーマのとりあげ
河川の植生管理
河川の生息場保全

↑
河川水理学に付け加えられる生物情報

（例：生物の生活史・生息選好性（情報）がわかれば
（それが決まる仕組みが生態学→ソフトウェア化）

生息適性の変化は物理基盤を扱える者に予測可能）

応用生態工学
「生態系」 （生物相）を取り巻く環境

↑ 物理情報
河道動態・流れの状況（流量変動／水理量の時空間分布）

→ソフトウェア化



河川生態学の河川行政支援に貢献した「概念」
（応用生態工学の成果）

（１）Adaptive Managementの概念

＝新しい「科学」概念

Adaptive Management (順応的管理) ～PDCA
Hypothesis Driven Periodical Tuning

仮説→計画・設計→実施→検証（仮説） ←科学
↑ ↓↑ ↓

科学 住民への説明 再調整

→Adaptive Governance

生態を含むプロセス・インパクトレスポンス（生態系への影響）
↑

不規則性・不決定性 irregular, undeterministic

実は，生態系に限らず，自然系は同じ本質
自然系⇔人口系 インパクトレスポンス



（２）アセスメントの概念

環境影響評価法制定1997 生態系アセス←公害アセス(閣議決定アセス)
環境影響法の実施 ⇔ 技術マニュアル

生物多様性分野 →生態系・生息場
｢生息場｣の概念 ←注目種

回避・低減・代償
調査・予測・評価 範囲，項目，手法

↑
手法の標準化(マニュアル化) ⇔ Scoping (重点化・簡略化)

※環境アセスメント技術ガイド(環境アセスメント協会) 2016版

大気環境・水環境・土壌環境・環境負荷
生物の多様性分野・自然とのふれあい



（３）生態系の「構造と機能」

河川生態研究の進展→「河川生態系」の理解

→物理基盤・物質循環・生物相の相互作用

物理基盤 水流→流砂 ←河川水理学

↑ ↓ ←移動床水理・植生動移態・植生水理

地形(＋植生)

物理基盤 →生息場適性
→物質循環素過程適性

↑
水系・流域の水・土砂(物質)フラックス網 ←水文学

水系でつながれたもの＝「河川連続体仮説」



物質循環 生元素への着目 ←陸水学
無機物・有機物／生体 ←生化学反応(硝化・脱窒)
生態系要素 溶存態・懸濁態／粒状体
←物理基盤パラメータに対する反応の定量評価

生物相 ←生物学
・インベントリー（Inventory） ←分類学
・生理生態 ←生理学
・生活史 個体生長，個体群動態 ←数理生態
・食物網
・群集

↓
注目種
生息場(生活史に使う場)としての選好性（Preference curve）

生活史で使う場の連結(二枚貝の生活史)

増殖率・環境容量 ←物理基盤パラメータに対して評価

↑
Adaptive Managementにおける｢仮説｣



河川生態系の構造と機能
生態系（河川生態系，流域生態系）
（A）物理基盤(水循環･流砂系に支配される)
（B）物質循環(とくに生元素循環)
（C）生物相(個体，個体群，生物群(食物網，競争･共生))

構造＝3つのサブシステムからなる「景観」 生態系の構造の一つの側面
機能＝サブシステム間の相互作用→生態系機能（Ecosystem function）

生物相

生活史
成長・繁殖
食物連鎖
共生・競争

物質循環系

同化
濾過
硝化・脱窒
分解

生息場提供

エネルギー補給

生態系機能

物質循環場の
提供

生態系機能

景観景観 LandscapeLandscape
（生態系）（生態系） 物理基盤

水流 流砂

植生 地形

河川生態系
流域の中で
もっともダイナミック

↑
｢生態系｣の理解

生態系をこうした「相互作用系」
として理解することで
在来型個別の学としての物理，
生態（生物）・陸水学の貢献を認識

↑

「生態学」は
学際学として成立する
（学際学としてしか存在し得ない）
ことが認識できた．
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Characterized landscapes are connected 
along a river, and 
water/material fluxes pass through
them.

Headwater

River Mouth

Respective landscapes have 
different characteristics as 
ecosystem

特徴的な景観がフラックスによって
流下方向に連結されている

→「セグメント」
「河川連続体仮説」

ダムによって
流下するフラックスに
フィルターが

↓
下流の景観を通過する
フラックスが変化

↓ ↓
下流側景観の 生物相の
変質 変化

個別生態系（個別景観）の縦断的（流程方向の）
連続としての水系生態系



（４）インパクトレスポンスの概念と定量化

人工・自然の複合系

自然→相互作用系(景観)が散在，水・物質フラッス網で相互連結

↑↓ Impact Response →環境影響評価(アセスメント)

人工→ 土地の改変＝景観の改変
フラックスの改変

↑
フォローアップ
保全・自然復元
自然再生 (←自然再生推進法)

インパクトレスポンスの定量化の例
生息適性評価 PHABSIM Physical Habitat Simulation

合成生息適性／WUA（Weighted Usable Area）
→河川改修の問題点／多自然川づくり工法の評価

流量適性評価 IFIM Instream Flow Incremental Methodology
WUA～Q曲線作成

→環境維持流量



（５）自然再生

←自然再生推進法2002
→生息場・エコロジカルネットワークの再生

「自然再生協議会」 環境省・国交省・農水省
協議会←3省，自治体，大学，NPO

例：荒川太郎右衛門地区，釧路湿原，多摩川源流，霞ヶ浦，
蒲生干潟，阿蘇草原，石西礁湖等

↑
「自然再生専門家会議」

河川の自然再生協議会 櫛田川 ←水系の連続性
支川・派川／沿川水田 ←横断方向連続性

あいち方式 ←生態系ネットワーク
←域外代償（ミティゲーション）



河川環境管理のこれからの発展方向

（１）Adaptive Managementをきちんと位置づける
→Adaptive Governance

環境だけでなく，実は治水計画でも利水計画でも同じ

・当初の「仮設」の明確化
あいまいさ（不規則性・非決定性）の存在
観測・計測点からの外挿（時空間） ⇔長期事業・共用
異常気象（豪雨・洪水／渇水）←人的作用（災害復旧）

→「仮説」に含まれる「素過程」の特徴の認識

・Periodic Tuningをどのようにやるのか？
モニタリング→維持管理→「改良」
→「計画論」（管理マニュアル）へのフィードバック



（２）アセスメントの流れをしっかり

EIA→SEA
・事業アセス→計画アセス

↑
「2008戦略アセスガイドライン」導入 （環境省）

「上位計画のうち事業の位置・規模等の検討段階」におけるアセス

↑
「公共事業の構想段階における計画策定手法ガイドライン」

（国交省）

河川整備計画

・戦略的の意味（Strategic Environmental Assessment）
EIA 生態系←注目種の生息場，公害関連項目

↑ （大気・水／騒音・振動）

SEA ｢生物多様性｣ ＋ 地球環境項目 ←持続性
（温暖化緩和・資源枯渇抑制）



・戦略的の意味（Strategic Environmental Assessment）

SEA ｢生物多様性｣ ＋ 地球環境項目 ←持続性
(温暖化緩和・資源枯渇抑制)

↑ ↑
IPBES IPCC ←国際枠組みへの科学の貢献

Biodiversity and Ecosystem Service

生態系サービス＝生物資源の持続的利用←生物多様性保全
生態系サービスの認識の再整理→評価

（基盤・調整・供給・保全・文化←国連ミレニアムアセスメント2005）

・アセス制度の前進 ←技術提案・評価
・透明性，衡平性，科学的合理性の確保

←複数案提案と比較(河川整備計画←ダム検証)

・新しい枠組み
SEA→EIAの橋渡し（ティアリング）
戦術＝代償： 域内→域外（オフセット）



・アセス制度の前進 ←技術提案・評価
・透明性，衡平性，科学的合理性の確保

←複数案提案と比較(河川整備計画←ダム検証)

・新しい枠組み
SEA→EIAの橋渡し（ティアリング）
戦術＝代償： 域内→域外（オフセット）

←あいち目標を見据えた戦略
潜在自然・生態系ネットワーク

・国土保全計画の構造
←環境アセスという役割だけで成立しない

（河川法における環境の内部目的化）
担保すべき条件：人間社会に求められる機能

生態系保全／経済性／社会的条件
↑

総合性・衡平性



（３）広域化＋多軸評価

・地先→水系
多自然川づくり ←リーチスケールでの自然復元

計画論（配置論）→地先での設計論
↑

水系での評価

地先に散在する多自然川づくり→水系としての意義→流域としての意義

魚道設置や横断構造物の改良
評価軸 個別対象種（生息場）への影響 ←地先事業

生態系として
生物多様性として（→生態系サービス）

年平均／時系列／経年変化

・河川→流域



・地先→水系

・河川→流域
河川を軸とする水・物質ネットワーク

（自然系＋人工系（利水／用・排水路／上下水））

河川区域 ～ 氾濫原 ～ 周辺丘陵における個別景観
（河道・河道内氾濫原）

生態系ネットワーク

・事業群（目的，影響）の環境影響評価 （新規・既存※）
↑

日常生活の要求 安全・資源利用・環境

持続性からの条件 生物多様性，低炭素（温暖化緩和），資源枯渇抑制
↑

生態系保全（生息場保全）
※EIAは新規事業対象 それまでの事業はバックグラウンドとして免除される



・計画の総合化
多目的総合地域計画
※「公共事業の構造段階における計画策定プロセスガイドライン」

河川～農地連結系 →氾濫原代償・水田生態系
↑

水田景観の変遷 用水・排水システムの変化～河川との接続点状況
水田→畑地→住宅・市街化

都市～農地 →コンパクトシティ・ネットワーク

市街地拠点・郊外土地利用（一次生産）
水害ハザード・温暖化適応
生態系ネットワーク ←生物多様性
拠点間OD 産業・居住構造

↑
交通（人・物資）需要／エネルギー配送

温暖化緩和
資源枯渇抑制



河川生態からより広い領域・分野へ

河川→河口→沿岸 ※伊勢湾流域圏

河川→流域
・河川～農地連結系 氾濫原代償生態系
・都市・農地相互作用

↓
コンパクトシティ・ネットワーク（防災・低炭素・生態系保全）

道路・都市での応用生態工学技術の適用

Ecosystem DRR （Disaster Risk Reduction） ←鬼怒川水害調査団＋提言

（気候変動適応策）
↑

生態系保全の推進
↑緑化・植栽

GI (Green Infrastructure)，LID（Low Impact Development）
↓

気候変動緩和策 ⇔ 生態系保全
（再生可能エネルギー） アセスレベルでも



フラックスネットワークで
連結される個別景観



都市～農地 →コンパクトシティ・ネットワーク

水害ハザード・温暖化適応
生態系ネットワーク ←生物多様性
拠点間OD 産業・居住構造

↑
交通（人・物資）需要／エネルギー配送

温暖化緩和・資源枯渇抑制
↑

Ecosystem DDR（Disaster Risk Reduction）
GI （Green Infrastructure）
LID（Low Impact Development）

水循環基本計画（2015）←水循環基本法

環境目的間のトレードオフ
気候変動対応 生物多様性保全

緩和策 → 再生可能エネルギー
（資源枯渇抑制）
適応策（国土強靭計画）

代償・オフセット



（４）生物多様性保全への貢献

持続性（Sustainability）
←｢脅威｣への対応

・地球温暖化 ←気候変動枠組条約 COP IPCC
→「低炭素社会」←気候変動緩和策 Mitigation
←気候変動適応策Adaptation

・生物多様性喪失 ←生物多様性条約 COP IPBES
→「自然共生型社会」

・資源枯渇 →「循環型社会」

生物多様性保全

←COP10名古屋 あいち目標
→｢生物多様性国家戦略2012－2020｣（環境省）

あいち目標達成
←生態系ネットワーク形成

←生息分布・潜在植生．生息適性の把握
ミティゲーション ←条例アセス

→域外代償(オフセット) →EN軸の補完



SEA 地球規模の視点からの｢戦略｣

←IPBESの役割 Biodiversity and Ecosystem Service

生物多様性保全 ← 生態系サービスの認識と確保（持続的利用）
↑ 基盤・調整・供給・保全・文化

国連ミレニアムアセスメント2005

※「生物多様性」の表現指標 ⇔ 生態系サービス

※「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理手法の開発」2005～2010
流域圏＝水・物質フラックス網で連結された個別景観の総合
景観＝物理基盤・物質循環・生物相の相互作用系を持つ生態系

↓
流域におけるにおけるフラックスの時空間変化

フラックス変化←地先景観での生態系機能→生態系サービス
↓

流末としての湾域の水質・生態系
流域における政策シナリオへの応答



（５）温暖化・気候変動シナリオでの生態系保全
←適応策

生息適性への影響
気温変化→生息域の南北限，生息域の標高
（水温）
降雨・流出・河川流量 →環境維持流量の確保

生活史の乱れと餌資源変化
↓

地域レベルでの生態系サービスの劣化

↑

人的インパクトの助長←「低減」する役割
↑↓ 調和

社会インフラ機能の適応策



まとめ 新しい河川環境技術への展開

河川→ 流域 → 流域圏 ←空間的拡大
河川～氾濫原

水田～農地～市街地
農村～都市

↑
河川計画～流域計画～国土計画

安全・利便性・快適性／経済性 ←指標拡大
↓ ←価値観・生活様式
持続性（⇔温暖化・資源枯渇・生物多様性喪失）

←緩和策 低炭素・循環型・自然共生 ←GI，LID，Eco-DDR
←適応策

人工系の支援
↓ ↓

自然共生型流域圏 生態系サービスを享受 ⇔ 生態系保全 ⇔ 水循環健全化
↓ ↓

化石燃料代替・温暖化ガス排出抑制・災害へのレジリエンス・水資源
↑ ↑ ↑

循環技術・エネルギー革新 製造・輸送技術 従来型河川技術

政策シナリオ～施策群
評価（アセスメント）技術 指標・評価→総合判断



応用生態工学会の

COP10名古屋への貢献


