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河川法改正 1997
・河川整備･管理の目的に環境 as well as 治水･利水

・河川整備の計画：基本方針 と 整備計画 の 2階建て
目指すべき方向 今後20～30年で達成（レベル）･

具体的メニュー（効果）

↑ ↑
社整審河川分科会 流域委員会

人と川のかかわり
洪水からの安全 治水
水資源の恵み 利水
河川空間 親水 アメニティ，リクレーション ～ 快適性

[環境] 自然とのふれあい
↑

自然保全（保護・再生）
↑

生態系の持つ価値 河川の生態系

↑ 「今後の河川環境管理のあり方」河川審議会答申 95

環境基本法 92
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河川の環境

水質 水質汚濁防止法（1970）汚水排出規制 ←水質基準 ．．．下水道

空間 河川環境管理基本計画 空間計画 ゾーンニング：整備／自然利用／自然保全
「今後の河川環境管理のあり方について」 1981 

水量 発電ガイドライン放流 88年～
92～ 正常流量（流水の正常な機能を維持するために必要な流量）

自然環境
1990～ 多自然型川づくり
1991～ 魚の登りやすい川づくり
1990～ 河川水辺の国勢調査

←環境基本法 92，｢今後の河川環境のあり方｣河川審議会答申 95

← 環境の恵沢享受（←生態系サービス）
環境負荷低減
国際的協調→地球環境保全

河川法改正 97

河川生態系の保全 ← 環境影響評価法 97
（公害アセス→生態系アセス）
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環境基本法 92

↑
国連環境開発会議

92リオサミット 2002ヨハネスブルグ：Sustainable Development
気候変動枠組み 京都議定書97 Mitigation→Adaptation
生物多様性条約 COP10 あいち目標

Sustainable Development  
↑

Sustainability（持続性）の危機：
地球温暖化による気候変動 生物多様性の喪失 （化石燃料などの）資源枯渇

↑ ↑ ↑ ↑
低炭素社会 緩和策 自然共生型社会・生態系保全 循環型社会
適応策

気候変動枠組 生物多様性条約
IPCC IPBES

*Intergovernmental Panel on Climate Change 88～
**Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service 2010～

2015パリ
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河川環境 水質→空間管理→自然･生き物→生態系保全
多自然型川づくり，魚の登りやすい川づくり

河川水辺の国勢調査

河川法改正 環境目標～河川生態系の保全･復元
環境影響評価法～生態系アセス ← 生物多様性

↑

学術 → 技術 → 施策 ←説明力･住民合意

生物・生態学 （行政）
↑ ↓
河川水理･水文学 河川工学

河川環境研究 →河川生態系の構造と機能← 河川生態学術研究会
↓ 水源地生態研究会

保全・再生手法 応用生態工学会

管理技術～アセスメントとフォローアップ
↑ ↑

マネジメント手法
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河川生態に関する研究

96～河川生態学術研究会 提供

行政（河川管理者） → 生態学研究者
河川というダイナミックな場
河川行政技術者・工学研究者との生態学との協同の場

↓
河川生態系の保全と再生 ⇔ 治水・利水目的との整合

98～水源地生態研究会 ダム貯水池という改変と制御を受けた場
森林／貯水池／下流河道

↓
ダム貯水池周辺の生態系管理←アセス・フォローアップ

97～応用生態工学会 生物・生態学，陸水学と
土木工学（基礎から技術・行政）の総合学

Ecology & Civil Engineering 河川分野が主体・生物技術者
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河川生態学の成果：

河川生態学術研究会
・河川のフィールド 自然の擾乱
・生物･生態学，陸水学，水理水文学の研究者が同じフィールドで
・河川管理者のサポート（データ，現場）
↓
河川生態系の捉え方：
生物相を支える物理場←水理水文･地形変化
生物相を支える物質循環
物質循環場～物理場

↑
・相互作用系の認識
・｢系｣としての場．．．．．．．．．．「生態系の構造」 景観 Landscape
･｢系｣としてのダイナミズム．．．．「生態系の機能」 フラックスとその変化

↓
｢河川生態系」は生物･生態学，陸水学，水理･水文学の研究者が
共同で取り組まないと，解明できない課題と認識．
↑
国土の中での河川の役割と期待される機能
制御（Regulation）と擾乱

↑
人間活動



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

河川生態系の構造と機能

河川生態系の構造＝物理基盤，生物相，物質循環系の相互作用系
各サブシステムも固有の相互作用系

河川生態系の機能＝各サブシステム間の相互作用
物理基盤は，生物相に生息場，物質循環系に素過程生起場を提供
生物相と物質循環系は，エネルギー補給と枯死・排泄などで相互関係
生物相は物理基盤に影響(植生の移動床過程への関与，底生動物・付着藻類に

よる固化，魚類による攪乱)
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スケールの階層性
流域 ～ 水系 ～ セグメント ～ リーチ ～ ユニット ～ サブユニット
氾濫原

空間連結性
流程（縦断） 水源（上流） ～ （下流）河口 海

←河川連続体仮説 River Continuum Concept
横断 水際～氾濫原～周辺山地
鉛直 伏流域～表面流

hyporheic zone

時間構造
撹乱 ←洪水，流況
Habitat の Duration
景観要素の時空間構造
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フラックスの概念

水 表面流 流量＝流速ｘ水深（断面積）
瀬･淵

中間流
地下水流

降雨 ⇔ 水蒸気

土砂 流砂量 → 侵食･堆積 移動床過程
河道･河床変化

熱量 水温 ⇔ 気温

生元素 N, C, P, O, ・・・・・・

無機物 → 有機物
↓↑ ↑↓

生 体

制御（治水･利水）
Regulation
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河川生態系に関する研究

気象･水文 ←地球温暖化･気候変動

↓ 地形･地質／土地利用

流出（水･土砂･生元素） ←陸上（森林）生態系（落葉･落枝／落下昆虫）

↓ ←ダム・取水･発電利用

河川流況

↓ 河川改修（河道整正･護岸等）

河道（河床地形・表層材料） → 物質循環

↓↑ ↓ ↑ 生物相

水理（流速･水深） → 生息場 → 種 繁殖 → 群集（群落）
成長 ←
（競争･共生）

↓ 指標化

個体数･バイオマス／種数／構成比 →多様性指標

ネガティヴインパクト → 生態系の劣化 → 保全･再生 ← ポジティヴインパクト
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河川生態系の構造→機能

相互作用系の仕組み・構成サブシステム間のフラックスの流れ

人間活動インパクト

（地球温暖化） 生態系サービス ← ミレニアムアセスメント（MA）

生態系の劣化 供給･調整･文化･基盤･保全（多様性）

価値評価 ↑

↓ Sustainability
保全と再生 ← 事業 気候変動･生物多様性・資源

↑ B/C評価
生態系の構造･機能の理解
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河川生態の研究のあゆみ

河川生態学術研究会，水源地生態研究会

応用生態工学会 97～ Ecology & Civil Engineering
国土保全事業（河川･道路･港湾，地域開発，．）～生態学
にかかわる課題へ科学的アプローチ

↑
黎明期 海外視察
メンバー：小野勇一，森下郁子，鷲谷いずみ，江崎保男，中村太士

テーマ：氾濫原管理（Oregon），人工洪水（Glen Canyon），
サケ～遡上阻害構造物（Colorado） ←Adaptive Management

↑↓

研究課題の想定（シナリオ）

・生態系の構造と機能
～生態系のメカニズム～ ← 基礎研究／観測･計測技術

↓ （→河川水辺の国勢調査，アセスメント）
・相互作用系の構成要素と応答特性

↓
・人間活動（国土保全事業）と生態系

インパクトレスポンス →生態系の劣化 ←保全･修復，再生



コロラド川の流況

ダムの建設前後による
流況の変化
・流量減少
・流況の平滑化
（季節変動なし）

・スパイク状の流量変動
←ピーク対応発電

グレンキャニオンダムの人工洪水



矢作川
1950年頃
（潜在河道）

2000年代
(ダムによって
変質した河道）

絵：矢作川研究所

風化花崗岩の流域で
供給土砂は大礫と細砂，
頻繁な出水によって
細砂分は横断方向の
乱流拡散で水際に堆積，
砂浜ハビタート形成．
河道は礫床．
（セグメント１の河道の勾配
～河床材料径関係）

ダム建設により，供給砂礫
減少，出水機会も減少．
出水時の横断混合による
水際砂浜は更新されないし
河床の礫も移動せず微細
粒子が間隙を埋めている．
水辺植生は微細粒子
（ウォッシュロード）を捕捉して
堆積，樹林化を促す．



景観管理におけるAdaptive ManagementAdaptive Managementの概念

（１）生態系管理など管理施策の効果がよくわからない場合，
　　　実験的に試行を繰り返し，順応的に効果を得るやり方．
（２）仮説をたて，それに基づいた実験を行い，その結果を
　　　モニターして検証し，新たな仮説，実験へとすすむ．
（３）仮説やモニタリング，検証の時点で，科学者が介在する．
　　　データの公開や実験の繰り返しの時点ごとに
　　　合意形成という形での住民参加がある．

企画 設計 施工 モニタリング

合意 合意

科学的現状認識

科学的評価

科学的予測

実験
仮説

Adaptive Management
コロンビア川・スネーク川での適用例

連続する発電ダム ⇔ サケの遡上
魚道，ダムの撤去

Hypothesis driven
Periodic Tuning
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応用生態工学会 97～
Adaptive Management

Hypothesis Driven Periodic Tuning ～PDCA
科学性 住民参加・検証

環境影響評価法 97制定 （法アセス←閣議決定アセス）

公害アセス→生態系アセス

アセス＝環境影響の回避・低減・代償
↑

調査・予測・評価 ← 技術マニュアル
↑

スコーピング（重点化･簡略化）

生物多様性→ 生息場保全 ←注目種（典型性，特殊性，移動性／希少性）

科学性・透明性・衡平性

モニタリング
↓

フォローアップ ←ダム等管理フォローアップ 96～試行，02～本格導入
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生態系アセス97の課題

事業アセスEIA ←事業開始（直）前の事業者によるアセス
生息場（注目種） ←生態系 ←生物多様性
↓
戦略的アセス SEA Strategic Environmental Assessment
課題：生態系アセス→生物多様性アセス

↓
地球環境項目→持続性アセス

事業アセス→計画アセス

さしあたって 事業規模･空間配置決定前のアセスに．．．

→SEAガイドライン 2008 ←計画の階層構造の明確さ

←公共事業の構想段階における計画策定プロセス2008
（河川事業では整備計画レベル）

※環境影響評価の計画への内包 ⇔ 環境評価の第三者性

透明性 早期段階からの情報公開

衡平性 複数案（代替案） 住民参加・PI
合理性の担保 科学の介在／双方向情報

↑
アセスの枠組みの議論
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計画アセス
計画段階での事業位置･規模の議論

（事業アセス）

個別事業 ←事前のアセス ＋ 他事業・既実施事業等バックグラウンド

→事後のモニタリング ↑

↓ 環境評価→修復／自然再生
フォローアップ

とくに河川は長い時間スケールのさまざまな場所でのインパクトの重ね合わせ．
個別のアセスメントというよりも，

長い間に蓄積したひずみによる環境変化･生態系変質への対応が必要

↑
多自然等のパイロット的事業 ～ すべての工事を多自然化

（環境目的） （治水･利水／災害復旧）

自然再生事業
↑

｢河川水辺の国勢調査｣
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河川整備

基本方針
↓
整備計画： 事業メニュー化 →設計･工事･維持管理

治水 利水 環境 ←目的 →便益／費用

災害復旧 美しい山河を守る災害復旧基本方針」（ガイドライン） 98～
↓
すべての工事は「多自然」で ←2016 多自然レビュー委

「多自然」川づくりとは？ 目標は？（それぞれの事業目標に加えて）

・多自然工法
・その地先（→セグメント→水系→流域）での自然環境保全目標

生態系ポテンシャル 構造・機能

自然再生事業 ←02自然再生推進法
整備計画への位置づけ
環境目標
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河川法改正97
河川整備

基本方針 環境整備･管理の基本方針

整備計画 環境課題・目標
メニュー（箇所）

↓
事業化＝総合水系環境整備事業 水環境改善

（割り振り） 自然再生
水辺整備（地域連携）

設計・工事・維持管理

↑
事業評価 ←B/C Bの評価 CVM Contingent Valuation Method 
（事業評価監視委） WTP Willing to Pay

だれが負担，だれが享受

事業化・設計・工事・維持管理のプロセスの合理性・透明性・妥当性
※治水目的・利水目的河川整備 ←それなりの事業化決定プロセス
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政策評価：
河川法改正97 環境も内部目的化 治水・利水・環境

基本方針・河川整備計画の2階建て計画
河川環境の政策目標：
・生態系の保全【注目種の生息場】←生物多様性
・快適さ・自然とのふれあい

↑
河川整備計画の実施 ・ 災害復旧
（水循環改善・水辺整備・自然再生）

↑
施策：多自然型川づくり（92～）→多自然川づくり（06～）

美しい山河をまもる災害復旧
自然再生事業（02から）
アセスメント・フォローアップ

↑
評価： アウトプット： 個別事業実施（箇所数・進捗）

アウトカム： 政策目標実現効果
→何によって（素材・手段），どう評価するか？

↑
「河川水辺の国勢調査」・モニタリング
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環境管理の新しい方向性 ←河川環境管理の役割

アセスの進化 ←学術的貢献の課題
生態系アセス →生物多様性，地球環境

↓
持続性アセス

・生物多様性条約
COP10 あいち目標，IPBES

・気候変動枠組
気候変動緩和策Mitigation ←低炭素←生態系サービス享受（化石燃料代替）

↓ ↑ Paris協定2015 ←97京都議定書 IPCC
適応策Adaptation Eco-DRR，GI
気候変動の影響への適応計画 2015閣議決定

↑

激甚な災害の頻発
東日本大震災2011，鬼怒川豪雨災害2015，九州北部豪雨災害2017，
西日本大水害2018，
↑
応用生態工学
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まとめ：

河川法改正によって道筋のついた河川管理における河川環境への責任
↑
・河川生態系への理解 ← 生物・生態学と水理・水文，工学の連携

（構造・機能） 学術～技術～行政の連携
↓ ↓↑ ← 河川生態系にかかわる研究

・環境管理のしくみ ← Adaptive Management 物理場 ～ 生物相
↓ ↓

市民参加←合理性・公平性 生態系の機能
・環境が政策目標 ↑

整備計画への位置づけ ←費用便益分析 ←生態系の価値 ES ←環境計測
政策評価

河川生態系管理 →流域管理 ～Global Management

（大気）水循環（気象） ←気候変動 ← IPCC
↓

（陸水）水循環・地形 →治水・利水 →激甚災害事象 調和策

↓ 生態系 ↓ ←人間活動・気候変動 Mitigation～Adaptation
物質循環 ⇔ 生物相 ← IPBES

↑
科学・政策の国際相互PF


